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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルムの少なくとも片面に、
（ａ）下記一般式で表される単位を主たる繰返し単位とするポリカチオン状のポリチオフ
ェンとポリアニオンとからなる導電性高分子、
【化１】

（式中、Ｒ１およびＲ２は、相互に独立して水素または炭素数１～４のアルキル基を表す
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か、あるいは一緒になって任意に置換されてもよい炭素数１～１２のアルキレン基を表す
）
（ｂ）該導電性高分子の固形重量を基準として１０～１０００重量％の割合で添加された
、分子中に光硬化性官能基を３以上およびポリオキシエチレン単位を含有し、そのオキシ
エチレン単位の合計の繰返し単位数が１５～２５である水溶性光硬化性化合物、および、
（ｃ）該導電性高分子の固形分に対して１０～１０００重量％の割合で添加された、グリ
シジル基を有するアルコキシシラン化合物、
を含有する組成物から形成されてなる透明導電塗膜層が積層された導電性フィルムであっ
て、該導電性フィルムの、温度６０℃かつ湿度９０％で２４０時間処理した後の表面抵抗
の変化率が１５０％以下である導電性フィルム。
【請求項２】
　光硬化性官能基が（メタ）アクリレート基である請求項１記載の導電性フィルム。
【請求項３】
　導電性フィルムの全光線透過率が６０％以上で、かつ表面抵抗が１０～１×１０４Ω／
□である請求項１または２に記載の導電性フィルム。
【請求項４】
　基材フィルムと透明導電塗膜層との間に、ポリエステル樹脂およびオキサゾリン基とポ
リアルキレンオキシド鎖とを有するアクリル樹脂を構成成分として含有するアンカーコー
ト層を有する請求項１ないし３のいずれかに記載の導電性フィルム。
【請求項５】
　基材フィルムが、ポリエチレンテレフタレートまたはポリエチレンナフタレートで構成
される請求項１ないし４のいずれかに記載の導電性フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は導電性フィルムに関するものである。さらに詳しくは、透明性および導電性に
優れるだけでなく、その耐湿熱性にも優れ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、透明タッチパ
ネル、有機エレクトロルミネッセンス素子、無機エレクトロルミネッセンスランプ等の透
明電極や電磁波シールド材として好適に使用することができる透明導電性フィルムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶ディスプレイ、透明タッチパネル等の透明電極や電磁波シールド材として透
明導電性フィルムが好適に用いられている。かかる透明導電性フィルムとしては、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）等の透明フィルム
表面の少なくとも片面に、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化錫（ＳｎＯ２）、Ｉｎ２

Ｏ３とＳｎＯ２の混合焼結体（ＩＴＯ）等を、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプ
レーティング法等のドライプロセスによって設けたものがよく知られている。
【０００３】
　しかし、通常透明導電性フィルムは、ウェブ状での連続加工や打ち抜き加工があり、ま
た、表面加工中も曲げられた状態で用いられたり、また保管されたりするため、上記ドラ
イプロセスにより得られる透明導電性フィルムは、該加工工程や保管している間にクラッ
クが発生して表面抵抗が増大したりすることがあった。
【０００４】
　一方、透明基材フィルムの上に導電性高分子を塗布すること（ウエットプロセス）によ
り形成される透明導電塗膜層は、膜自体に柔軟性があり、クラックなどの問題は生じがた
い。また、導電性高分子を塗布することによって透明導電性フィルムを得る方法は、ドラ
イプロセスとは異なって製造コストが比較的安く、またコーティングスピードも一般的に
速いので生産性に優れるという利点もある。このような導電性高分子の塗布によって得ら
れる透明導電性フィルムは、これまで一般的に用いられてきたポリチオフェン、ポリアニ
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リン、ポリピロール等は、開発の初期段階では高い導電性が得られないために帯電防止用
途などに使用が限定されていたり、導電塗膜層自体の色相が問題となったりしていた。し
かし、最近では製法の改良などによりこれらの問題も改善されてきている。例えば、３，
４－ジアルコキシチオフェンをポリアニオン存在下で酸化重合することによって得られる
ポリ（３，４－ジアルコキシチオフェン）とポリアニオンとからなる導電性高分子（特許
文献１）は、近年の製法の改良（特許文献２および特許文献３）などにより、高い光線透
過率を保ったまま非常に低い表面抵抗を発現している。
【０００５】
　しかしながら、これらの導電性高分子を透明導電塗膜層として用いた導電性フィルムは
、その耐湿熱性が未だ不十分であり、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）透明タッチパネルなど
に用いる場合には問題となっている。
【０００６】
　一方、導電性高分子の耐水性を改良する目的で種々のバインダーを併用する方法が提案
されているが（特許文献４）、導電性フィルムの耐湿熱性との関係については記載されて
いない。
【０００７】
【特許文献１】特開平１－３１３５２１号公報
【特許文献２】特開２００２－１９３９７２号公報
【特許文献３】特開２００３－２８６３３６号公報
【特許文献４】特開２００５－２８１７０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記背景技術を鑑みてなされたもので、その目的は、ディスプレイ用電極や
タッチパネル用電極の用途においても十分に長期間安定に動作できる、耐環境性（耐湿熱
性）に優れた導電性フィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記課題を達成するため鋭意検討した結果、水溶性の多官能光硬化性化合
物を併用した場合、実用上十分な耐湿熱性を有する導電性フィルムが得られることを見出
し本発明に到達した。
【００１０】
　かくして、本発明によれば、「基材フィルムの少なくとも片面に、
（ａ）下記一般式で表される単位を主たる繰返し単位とするポリカチオン状のポリチオフ
ェンとポリアニオンとからなる導電性高分子、
【化１】

（式中、Ｒ１およびＲ２は、相互に独立して水素または炭素数１～４のアルキル基を表す
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か、あるいは一緒になって任意に置換されてもよい炭素数１～１２のアルキレン基を表す
）
（ｂ）該導電性高分子の固形重量を基準として１０～１０００重量％の割合で添加された
、分子中に光硬化性官能基を３以上およびポリオキシエチレン単位を２～４個含有し、そ
のオキシエチレン単位の合計の繰返し単位数が１５以上２５以下である水溶性光硬化性化
合物、および、
（ｃ）該導電性高分子の固形分に対して１０～１０００重量％の割合で添加された、グリ
シジル基を有するアルコキシシラン化合物、
を含有する組成物から形成されてなる透明導電塗膜層が積層された導電性フィルムであっ
て、該導電性フィルムの、温度６０℃かつ湿度９０％で２４０時間処理した後の表面抵抗
の変化率が１５０％以下である導電性フィルム。」が提供される。
【００１１】
　また好ましい態様として、
・光硬化性官能基が（メタ）アクリレート基であること、
・導電性フィルムの全光線透過率が６０％以上で、かつ表面抵抗１０～１×１０４Ω／□
の範囲にあること、
・基材フィルムと透明導電塗膜層との間に、ポリエステル樹脂およびオキサゾリン基とポ
リアルキレンオキシド鎖とを有するアクリル樹脂を構成成分として含有するアンカーコー
ト層を有すること、
・基材フィルムが、ポリエチレンテレフタレートまたはポリエチレンナフタレートで構成
されること、
の少なくともいずれか一つを具備する導電性フィルムが提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の導電性フィルムは、透明導電塗膜層を形成する材料として水溶性でかつ光硬化
性官能基を３個以上有する光硬化性化合物を併用しているので、得られる透明導電塗膜層
は優れた耐湿熱性を呈する。また、本発明で用いられる水溶性の光硬化性化合物は、その
使用量が少なくても十分な効果が得られるので、透明性と導電性とを維持しながら優れた
耐湿熱性を兼備させることができる。したがって、本発明の導電性フィルムは上述の特性
を生かして、透明タッチパネル、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機エレクトロルミネッ
センス素子、無機エレクトロルミネッセンス素子等の透明電極や電磁波シールド材として
好適に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の導電性フィルムを、まず図面を用いて説明する。図１は、本発明の導電性フィ
ルムの断面図、すなわち層構成の一例を示すものである。図１中、符号１は基材フィルム
、符号２は必要に応じて設けられるアンカーコート層、符号３は透明導電塗膜層、符号４
は必要に応じて設けられるハードコート層を示す。図１から分かるように、本発明の導電
性フィルムは、基材フィルムの少なくとも片面に必要に応じてアンカーコート層を設けた
上に透明導電塗膜層が積層されたものである。このような構成を有するものであれば、例
えばハードコート層等の他の機能層が、本発明の目的を損なわない限りにおいて形成され
ていてもよく、図１（ｂ）には透明導電塗膜層を形成した面とは反対側にアンカーコート
層およびハードコート層が設けられた例が示されている。
【００１４】
　このように本発明の導電性フィルムは、基材フィルムの少なくとも片面に、後述する組
成物から形成されてなる透明導電塗膜層が積層されていることが必要である。さらに、温
度６０℃かつ湿度９０％の条件下で２４０時間処理した後の下記で定義される表面抵抗の
変化率が１５０％以下であることが必要である。この変化率が１５０％を超える場合には
耐環境性が不十分となり、長期間安定に使用することが難しくなる。このような変化率は
、後述する光硬化性化合物やアルコキシシラン化合物の使用量を適宜設定することにより



(5) JP 4896637 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

容易に調整できる。
【００１５】
　本発明の導電性フィルムは、さらにその全光線透過率（ＪＩＳ　Ｋ７１５０に準拠して
測定）が６０％以上、好ましくは６５％以上、特に７０％以上であることが望ましい。か
くすることにより、液晶ディスプレイ、透明タッチパネル等の透明電極や電磁波シールド
材として、好適に使用することが可能となる。なお、この全光線透過率は、後述する基材
フィルムや透明導電塗膜層の膜厚を適宜設定することにより調整できる。
【００１６】
　また、本発明の導電性フィルムの透明導電塗膜層の表面抵抗は１０～１×１０４Ω／□
の範囲にあることが、液晶ディスプレイ、透明タッチパネル等の透明電極や電磁波シール
ド材として用いたときの電極としての機能や、電磁波シールド特性の観点から好ましい。
さらに好ましい表面抵抗は１０～５×１０３Ω／□の範囲である。
【００１７】
　以下、本発明の導電性フィルムを形成する透明導電塗膜層について、さらに詳述する。
　本発明における透明導電塗膜層は、表面抵抗を下げられ、かつ透明性も具備するもので
、下記一般式
【化２】

で表される繰返し単位からなるポリカチオン状のポリチオフェン（以下、“ポリ（３，４
－ジ置換チオフェン）”と称することがある）と、ポリアニオンとから構成される導電性
高分子を含有する組成物から形成される。すなわち、この導電性高分子はポリ（３，４－
ジ置換チオフェン）とポリアニオンとの複合化合物である。
【００１８】
　この導電性高分子を構成するポリ（３，４－ジ置換チオフェン）のＲ１およびＲ２は、
相互に独立して水素または炭素数が１～４のアルキル基を表すか、あるいは一緒になって
任意に置換されてもよい炭素数が１～１２のアルキレン基を表す。Ｒ１およびＲ２が一緒
になって形成される、置換基を有してもよい炭素数が１～１２のアルキレン基の代表例と
しては、１，２－アルキレン基（例えば、１，２－シクロヘキシレンおよび２，３－ブチ
レンなど）があげられる。また、Ｒ１およびＲ２が一緒になって形成される炭素数が１～
１２のアルキレン基の好適な例としては、メチレン、１，２－エチレンおよび１，３－プ
ロピレン基があげられ、１，２－エチレン基が特に好適である。具体例としては、アルキ
ル置換されていてもよいメチレン基、炭素数１～１２のアルキル基もしくはフェニル基で
置換されていてもよい１，２－エチレン基、１，３－プロピレン基が挙げられる。
【００１９】
　一方、該導電性高分子を構成するポリアニオンとしては、例えば高分子状カルボン酸類
（例えばポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリマレイン酸など）、高分子状スルホン
酸（例えばポリスチレンスルホン酸、ポリビニルスルホン酸など）などがあげられる。こ
れらの高分子状カルボン酸またはスルホン酸類は、ビニルカルボン酸またはビニルスルホ
ン酸類と他の重合可能な低分子化合物、例えばアクリレート類、スチレンなどとの共重合
体であってもよい。これらのポリアニオン中でも、ポリスチレンスルホン酸およびその全
べてもしくは一部が金属塩であるものが好ましく用いられる。
【００２０】
　本発明の透明導電塗膜層を形成するための組成物（コーティング組成物）は、上述の導
電性高分子を水に分散させた分散液として用いられるが、得られる透明導電塗膜層の耐湿
熱性を向上させるために、光硬化性官能基を３以上およびポリオキシエチレン単位を含有
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である水溶性光硬化性化合物を、該導電性高分子の固形重量を基準として１０～１０００
重量％、好ましくは２０～５００重量％含有している必要がある。なお、水溶性光硬化性
化合物のポリオキシエチレン単位の数は、分子中に１個でも構わないが、２～４個に分か
れて存在することが好ましい。
【００２１】
　ここで、水溶性光硬化性化合物中の光硬化性官能基の数が２以下の場合には、硬化後の
架橋密度が不十分となって耐湿熱性の改善効果が不十分となるので好ましくない。一方、
光硬化性官能基の数の上限は特に制限する必要はないが、該化合物の入手性やコストの観
点から通常は６以下のものが用いられる。
【００２２】
　また、分子中のオキシエチレン単位の合計繰返し単位数が１０未満の場合には水溶性が
不十分となってコーティング組成物の安定性が悪化するので好ましくなく、逆に３０を超
える場合には、光硬化性化合物の分子量が大きくなりすぎるために架橋密度が低下し、そ
の結果耐湿熱性の改善効果が不十分となるので好ましくない。
【００２３】
　本発明において上記光硬化性化合物を架橋反応／硬化させるためには光重合開始剤を添
加するのが好ましい。光重合開始剤の例としては、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニ
ルケトン、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、キサントン、フロオレノ
ン、アントラキノン、ベンズアルデヒド、フルオレン、アントラキノン、トリフェニルア
ミン、カルバゾール、３－メチルアセトフェノン、４－クロロベンゾフェノン、２，２－
ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、２－メチル－１－１［４－（メチルチオ）フ
ェニル］－２－モルフォリノ－プロパン－１－オン、２，４，６－トリメチルベンゾイル
ジフェニルホスフィンオキシド、ビス－（２，６－ジメトキシベンゾイル）２，４，４－
トリメチルペンチルホスフィンオキシドなどが挙げられる。
【００２４】
　かかる光重合開始剤の添加量は１０重量％以下であることが好ましい。添加量が１０重
量％を超えてしまうと、光重合開始剤が可塑剤として働きハードコート層の強度を低くし
てしまう恐れがある。
【００２５】
　さらに、該水溶性の光硬化性化合物の添加量が、前記導電性高分子の固形重量を基準と
して１０重量％未満の場合には、得られる透明導電塗膜層の耐湿熱性が不十分となるので
好ましくなく、逆に１０００重量％を超える場合には得られる透明導電塗膜層の導電性能
が悪化するので好ましくない。
【００２６】
　なお、光硬化性官能基としては、例えばアクリル基、メタクリル基、エポキシ基、オキ
セタン基などを例示することができるが、なかでもアクリル基およびメタクリル基（以下
、総称して（メタ）アクリル基と称することがある）が好ましい。
【００２７】
　かかる水溶性の光硬化性化合物としては、例えば下記［化３］および［化４］で表され
る化合物を好ましいものとして例示することができる。
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【化５】

【００２８】
　また、透明導電塗膜層を形成するための組成物は、上述の導電性高分子の固形重量を基
準として、さらにグリシジル基を有するアルコキシシランを１０～１０００重量％、好ま
しくは２０～３００重量％、さらに好ましくは３０～２００重量％の割合で含有している
必要がある。該アルコキシシランの割合が１０重量％未満の場合には得られる透明導電塗
膜層の塗膜強度や耐水性・耐溶剤性が低下し、一方、１０００重量％を超える場合には得
られる透明導電塗膜層の導電性能が低下するので好ましくない。
【００２９】
　かかるアルコキシシランとしては、例えばグリシドキシ基を有するトリアルコキシシラ
ンを例示することができるが、なかでも、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
が好ましい。
【００３０】
　なお、該アルコキシシランの加水分解／縮合を効率よく進行させるためには触媒を併用
することが好ましい。触媒としては酸性触媒または塩基性触媒のいずれをも用いることが
できる。酸性触媒としては、酢酸、塩酸、硝酸等の無機酸、酢酸、クエン酸、プロピオン
酸、しゅう酸、ｐ－トルエンスルホン酸等の有機酸等が好適である。一方塩基性触媒とし
てはアンモニア、トリエチルアミン、トリプロピルアミン等の有機アミン化合物、ナトリ
ウムメトキシド、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム等のアルカリ金属化合物などが好適である。
【００３１】
　さらに必要に応じて、溶解性や基材フィルムへの濡れ性を改善する目的、固形分濃度を
調整する目的などで、水と相溶性のある適当な溶媒を添加することができる。例えば、ア
ルコール類（メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノールなど）、アミド
類（ホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトアミド、Ｎ－メチルアセトア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルプロピオンアミド）などが好ましく用
いられる。
【００３２】
　また、上記のコーティング組成物の基材フィルムに対する濡れ性を向上させる目的で、
少量の界面活性剤を加えてもよい。好ましい界面活性剤としては、非イオン性界面活性剤
（例えば、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル、ソルビタン脂肪酸エステルなど）、およびフッ素系界面活性剤（例えばフルオ
ロアルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルベンゼンスルホン酸塩、パーフルオロア
ルキル４級アンモニウム塩、パーフルオロアルキルポリオキシエチレンエタノールなど）
があげられる。
　さらに、本発明の目的を阻害しない範囲内で、バインダー樹脂を併用しても構わない。
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【００３３】
　つぎに、本発明の透明導電塗膜層を形成する際の塗布方法としては、それ自体公知の方
法を採用できる。例えばリップダイレクト法、コンマコーター法、スリットリバース法、
ダイコーター法、グラビアロールコーター法、ブレードコーター法、スプレーコーター法
、エアーナイフコート法、ディップコート法、バーコーター法などが好ましく挙げられる
。バインダー樹脂を併用した場合には、透明導電塗膜層の塗設はそれぞれの成分を含む塗
液を基材フィルムに塗布し、加熱乾燥させて塗膜を形成させる。加熱条件としては８０～
１６０℃で１０～１２０秒間、特に１００～１５０℃で２０～６０秒間が好ましい。次い
で、紫外線照射または電子線照射を行なう。紫外線の照射量としては通常１０～２０００
ｍＪ／ｃｍ２、好ましくは５０～１５００ｍＪ／ｃｍ２、さらに好ましくは１００～１０
００ｍＪ／ｃｍ２の範囲である。
【００３４】
　また、透明導電塗膜層を形成するためのコーティング組成物を基材フィルム上に塗布す
る際には、必要に応じて、さらに密着性・塗工性を向上させるための予備処理として、コ
ロナ放電処理、プラズマ放電処理などの物理的表面処理を施しても構わない。
【００３５】
　透明導電塗膜層の厚みは０．０１～０．３０μｍの範囲、特に０．０２～０．２５μｍ
の範囲であることが好ましい。該塗膜層の厚さが薄すぎると十分な導電性が得られないこ
とがあり、逆に厚すぎると全光線透過率が不足したり、ブロッキングを起こしたりするこ
とがある。
【００３６】
　本発明においては、必要に応じて、前記透明導電塗膜層と基材フィルムとの間にアンカ
ーコート層を設けてもよい。かかるアンカーコート層を形成する成分は、ポリウレタン、
ポリアクリレート、ポリエステル、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ
ビニルアルコール／ポリエチレン共重合体など、透明性を備えるものであれば特に制限は
されないが、密着性の観点から、特にポリエステル樹脂およびオキサゾリン基とポリアル
キレンオキシド鎖とを有するアクリル樹脂の両方を構成成分として含有するものが好まし
い。
【００３７】
　ここで用いられるポリエステル樹脂も特に制限はなく、以下に示す多塩基酸とポリオー
ルとからなるポリエステルを例示することができるが、特に水（多少の有機溶剤を含有し
ていてもよい）に可溶性または分散性のポリエステルが好ましい。
【００３８】
　ポリエステル樹脂の多塩基酸成分としては例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、フタ
ル酸、無水フタル酸、２、６－ナフタレンジカルボン酸、１、４－シクロヘキサンジカル
ボン酸、アジピン酸、セバシン酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ダイマー酸、５－
ナトリウムスルホイソフタル酸等を挙げることができる。なかでも、これら酸成分を２種
類以上含有する共重合ポリエステルが好ましい。なお、若干量であればマレイン酸、イタ
コン酸等の不飽和多塩基酸成分や、ｐ－ヒドロキシ安息香酸等の如きヒドロキシカルボン
酸成分が含まれていてもよい。
【００３９】
　またポリオール成分としては例えば、エチレングリコール、１、４－ブタンジオール、
ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、１、６－ヘキサンジオール、１、４－
シクロヘキサンジメタノール、キシリレングリコール、ジメチロールプロパン等や、ポリ
（エチレンオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールを挙げる
ことができるがこれらに限定されるものではない。
【００４０】
　一方オキサゾリン基とポリアルキレンオキシド鎖とを有するアクリル樹脂も、水（多少
の有機溶剤を含有していてもよい）に可溶性または分散性のアクリル樹脂が好ましい。か
かるオキサゾリン基とポリアルキレンオキシ鎖とを有するアクリル樹脂としては例えば、
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以下に示すモノマーを共重合成分として含むものをあげることができる。
【００４１】
　まずオキサゾリン基を有するモノマーとしては、例えば２－ビニル－２－オキサゾリン
、２－ビニル－４－メチル－２－オキサゾリン、２－ビニル－５－メチル－２－オキサゾ
リン、２－イソプロペニル－４－メチル－２－オキサゾリン、２－イソプロペニル－５－
メチル－２－オキサゾリン等を挙げることができ、これらの１種または２種以上の混合物
を使用することができる。これらの中で２－イソプロペニル－２－オキサゾリンが工業的
に入手しやすく好適である。かかるオキサゾリン基を有するアクリル樹脂を用いることに
よりアンカーコート層の凝集力が向上し、透明導電塗膜層との密着性がより強固になる。
さらにフィルム製膜工程内や透明導電塗膜層加工工程における金属ロールに対する耐擦傷
性を基材フィルム表面に付与できる。なお、オキサゾリン基を含有するモノマーの含有量
は、該アクリル樹脂中の含有量として２～４０重量％、好ましくは３～３５重量％、さら
に好ましくは５～３０重量％である。
【００４２】
　次にポリアルキレンオキシド鎖を有するモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸
のカルボキシル基にアルキレンオキシドを付加反応させたものを挙げることができる。ポ
リアルキレンオキシド鎖はポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリブチレ
ンオキシド等を挙げることができる。ポリアルキレンオキシド鎖の繰り返し単位は３～１
００であることが好ましい。かかるポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂を用
いることによりアンカーコート層中のポリエステル樹脂とアクリル樹脂の相溶性がポリア
クリレンオキシド鎖を含有しないアクリル樹脂と比較してよくなり、アンカーコート層の
透明性を向上させることができる。ここでポリアルキレンオキシド鎖の繰返し単位が３よ
り小さいとポリエステル樹脂とアクリル樹脂との相溶性が低下してアンカーコート層の透
明性が低下し、逆に１００より大きいとアンカーコート層の耐湿熱性が下がり、高湿度、
高温下での透明導電塗膜層との密着性が悪化する。なお、ポリアルキレンオキシド鎖を有
するモノマーの含有量は、該アクリル樹脂中の含有量として３～４０重量％、好ましくは
４～３５重量％、さらに好ましくは５～３０重量％の範囲である。
【００４３】
　アクリル樹脂のその他の共重合成分としては、例えば以下のモノマーを挙げることがで
きる。すなわちアルキルアクリレート、アルキルメタクリレート（アルキル基としてはメ
チル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔ
－ブチル基、２－エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等）；２－ヒドロキシエチルアク
リレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート
、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート等のヒドロキシ基含有モノマー；グリシジルア
クリレート、グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル等のエポキシ基含有
モノマー；アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、クロトン酸
、スチレンスルホン酸およびその塩（ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、第三
級アミン塩等）等のカルボキシ基またはその塩を有するモノマー；アクリルアミド、メタ
クリルアミド、Ｎ－アルキルアクリルアミド、Ｎ－アルキルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－
ジアルキルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミド（アルキル基としては
メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、
ｔ－ブチル基、２－エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等）、アクリロイルモルフォリ
ン、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、Ｎ－フェニルア
クリルアミド、Ｎ－フェニルメタクリルアミド等のアミド基を有するモノマー；無水マレ
イン酸、無水イタコン酸等の酸無水物のモノマー；ビニルイソシアネート、アリルイソシ
アネート、スチレン、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルトリアルコ
キシシラン、アルキルマレイン酸モノエステル、アルキルフマル酸モノエステル、アルキ
ルイタコン酸モノエステル、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、塩化ビニリデン、
エチレン、プロピレン、塩化ビニル、酢酸ビニル、ブタジエン等であるが、これらのモノ
マーに限定されるものではない。
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【００４４】
　アンカーコート層を形成するポリエステル樹脂のアンカーコート層中の含有割合は５～
９５重量％であることが好ましく、特に５０～９０重量％であることが好ましい。アンカ
ーコート層を形成するオキサゾリン基とポリアルキレンオキシド鎖とを有するアクリル樹
脂のアンカーコート層中の含有割合は５～９０重量％であることが好ましく、特に１０～
５０重量％であることが好ましい。ポリエステル樹脂が９５重量％を超える、もしくはオ
キサゾリン基とポリアルキレンオキシド鎖とを有するアクリル樹脂が５重量％未満になる
とアンカーコート層の凝集力が低下し、透明導電塗膜層の密着性が不十分になる場合があ
る。
【００４５】
　上記アンカーコート層（以下「塗膜」ということがある）を基材フィルム上に形成させ
るために、上記の成分を水溶液、水分散液または乳化液等の水性塗液の形態として使用す
ることが好ましい。塗膜を形成するために、必要に応じて、前記成分以外に他の成分、例
えば帯電防止剤、着色剤、界面活性剤、紫外線吸収剤等を添加することもできる。特に滑
剤を添加することにより、耐ブロッキング性をさらに良好なものとすることができる。
【００４６】
　アンカーコート層の塗工に用いる水性塗液の固形分濃度は通常２０重量％以下であるが
特に１～１０重量％であることが好ましい。この割合が１重量％未満であると、基材フィ
ルムへの濡れ性が不足することがあり、一方２０重量％を超えると塗液の貯蔵安定性やア
ンカーコート層の外観が悪化することがある。
【００４７】
　アンカーコート層の膜厚は、十分な密着向上効果を発現しかつ透明性を損なわない範囲
であれば特に制限されないが、通常は０．００１～０．１０μｍ、好ましくは０．００５
～０．０９０μｍ、特に好ましくは０．０１～０．０８５μｍの範囲が適当ある。
【００４８】
　次に本発明における基材フィルムは特に制限する必要はないが、（メタ）アクリル系樹
脂、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレンやポリプロピレンのようなポリオレフ
ィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリイミド、ポリアミド、ポリスルホン、
ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート（以下、ＰＥＴと称することがある。）
、ポリエチレンナフタレート（以下、ＰＥＮと称することがある。）などのポリエステル
（全酸成分を基準として２０モル％以下、好ましくは１０モル％以下の第３成分を共重合
していてもよい）やアミノ基、エポキシ基、ヒドロキシル基、カルボニル基等の官能基で
一部変性した樹脂、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）などからなるフィルムが好適であ
る。これらの基材フィルムのうち、機械特性や透明性、生産コストの点からポリエステル
（ＰＥＴ、ＰＥＮおよびそれらの共重合ポリエステル）フィルムが特に好ましい。基材フ
ィルムの厚みも特に制限されないが、５００μｍ以下が好ましい。５００μｍより厚い場
合には剛性が強すぎて、得られたフィルムをディスプレイなどに貼付ける際の取扱い性が
低下しやすい。
【００４９】
　基材フィルムとしてポリエステルフィルムを用いる場合には、アンカーコート層を設け
るための上述の水性塗料塗布は、任意の段階で実施することができるが、ポリエステルフ
ィルムの製造過程で実施するのが好ましい。特に、配向結晶化が完了する前のポリエステ
ルフィルムに塗布するのが好ましい。
【００５０】
　ここで配向結晶化が完了する前のポリエステルフィルムとは、未延伸フィルム、未延伸
フィルムを縦方向または横方向の何れか一方に配向せしめた一軸配向フィルム、さらには
縦方向および横方向の二方向に低倍率延伸配向せしめたもの（最終的に縦方向、また横方
向に再延伸せしめて配向結晶化を完了せしめる前の二軸延伸フィルム）等を含むものであ
る。
【００５１】
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　なかでも未延伸フィルムまたは一方向に配向せしめた一軸延伸フィルムにアンカーコー
ト層を形成するための水性塗液を塗布し、そのまま縦延伸および／または横延伸と熱固定
とを施すのが好ましい。
【００５２】
　アンカーコート層を形成するための水性塗液を基材フィルムに塗布する際には、密着性
や塗布性を向上させるための予備処理として、フィルム表面にコロナ処理、火炎処理、プ
ラズマ処理等の物理処理を施すか、あるいは組成物と共にこれと化学的に不活性な界面活
性剤を併用することが好ましい。
【００５３】
　かかる界面活性剤は、上記アンカーコート層を形成する水性塗液の基材フィルムへの濡
れを促進するものであり、例えば、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリ
オキシエチレン－脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪族エステル、グリセリン脂肪酸エステ
ル、脂肪酸金属石鹸、アルキル硫酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルスルホコハク酸
塩等のアニオン型、ノニオン型界面活性剤を挙げることができる。界面活性剤は塗膜を形
成する組成物中に０．１～１０重量％含まれていることが好ましい。
【００５４】
　アンカーコート層を形成する際の塗布方法としては、それ自体公知の方法を採用すれば
よい。例えばリップダイレクト法、コンマコーター法、スリットリバース法、ダイコータ
ー法、グラビアロールコーター法、ブレードコーター法、スプレーコーター法、エアーナ
イフコート法、ディップコート法、バーコーター法などを例示することができ、これらの
方法を単独または組み合わせて用いることができる。なお、塗膜は必要に応じてフィルム
の片面のみに形成してもよいし、両面に形成してもよい。
【００５５】
　本発明の導電性フィルムは、上述のとおり基材フィルムの少なくとも片面に前述の透明
導電塗膜層が積層されていることが必要であるが、該透明導電塗膜層が形成される側と反
対の面には必要に応じてアンカーコート層、ハードコート層などの塗膜を設けることもで
きる。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明する。なお、実施例中における各評
価は下記の方法にしたがった。
（１）膜厚
　アンカーコート層および透明導電塗膜層の厚みは、反射分光膜厚計（大塚電子製、商品
名「ＦＥ－３０００」）を用いて波長３００～８００ｎｍの反射率を測定し、代表的な屈
折率の波長分散の近似式としてｎ－ｋ　Ｃａｕｃｈｙの分散式を引用し、スペクトルの実
測値とフィッティングさせることにより膜厚を求めた。
（２）表面抵抗
　三菱化学社製Ｌｏｒｅｓｔｅｒ　ＭＣＰ－Ｔ６００を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１９４に準
拠して測定した。測定は任意の箇所を５回測定し、それらの平均値とした。
（３）表面抵抗変化率
　表面抵抗を測定したサンプルを、６０℃×９０％の恒温恒湿層に入れて２４０時間の処
理を行った後に再度表面抵抗を測定し、下記式にしたがって表面抵抗変化率を算出した。
　表面抵抗変化率（％）＝（処理後の表面抵抗／処理前の表面抵抗）×１００
　この式で表される表面抵抗変化率が小さいほど耐湿熱性が良好であることを意味する。
（４）全光線透過率
　ＪＩＳ　Ｋ７１５０にしたがい、スガ試験機（株）製のヘイズメーターＨＣＭ－２Ｂに
て測定した。
【００５７】
　　［実施例１］
＜基材フィルムおよびアンカーコート層の形成＞
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　溶融ポリエチレンテレフタレート（〔η〕＝０．６２ｄｌ／ｇ、Ｔｇ＝７８℃）をダイ
より押し出し、常法により冷却ドラムで冷却して未延伸フィルムとし、次いで縦方向に３
．４倍延伸した後、その両面に下記のポリエステル６０部、アクリル３０部、添加剤５部
、濡れ剤５部からなる塗液をイオン交換水で濃度８％に調整したアンカーコート層形成用
塗液を、ロールコーターで均一に塗布した。次いで塗工後にこのフィルムを横方向に１２
５℃で３．６倍延伸し、２２０℃で幅方向に３％収縮させ熱固定を行い、アンカーコート
層が形成された、厚さ１８８μｍの基材フィルムを得た。なお、アンカーコート層の厚さ
は０．０４μｍであった。
【００５８】
＜アンカーコート層形成用塗液の成分＞
　ポリエステル：酸成分が２，６－ナフタレンジカルボン酸６５モル％／イソフタル酸３
０モル％／５－ナトリウムスルホイソフタル酸５モル％、グリコール成分がエチレングリ
コール９０モル％／ジエチレングリコール１０モル％で構成されている（Ｔｇ＝８０℃、
平均分子量１３０００）。
【００５９】
　なお、かかるポリエステルは特開平６－１１６４８７号公報の実施例１に記載の方法に
準じて下記のとおり製造した。すなわち２，６－ナフタレンジカルボン酸ジメチル４４部
、イソフタル酸ジメチル４部、エチレングリコール３４部、ジエチレングリコール２部を
反応器に仕込み、これにテトラブトキシチタン０．０５部を添加して窒素雰囲気下で温度
を２３０℃にコントロールして加熱し、生成するメタノールを留去させてエステル交換反
応を行った。次いで反応系の温度を徐々に２５５℃までに上昇させ系内を１ｍｍＨｇの減
圧にして重縮合反応を行い、ポリエステルを得た。
【００６０】
　アクリル：メチルメタクリレート３０モル％／２－イソプロペニル－２－オキサゾリン
３０モル％／ポリエチレンオキシド（ｎ＝１０）メタクリレート１０モル％／アクリルア
ミド３０モル％で構成されている（Ｔｇ＝５０℃）。
【００６１】
　なお、かかるアクリルは特開昭６３－３７１６７号公報の製造例１～３に記載の方法に
準じて下記のとおり製造した。すなわち、四つ口フラスコに、界面活性剤としてラウリル
スルホン酸ナトリウム３部およびイオン交換水１８１部を仕込んで窒素気流中で６０℃ま
で昇温させ、次いで重合開始剤として過硫酸アンモニウム０．５部、亜硝酸水素ナトリウ
ム０．２部を添加し、さらにモノマー類であるメタクリル酸メチル２３．３部、２－イソ
プロペニル－２－オキサゾリン２２．６部、ポリエチレンオキシド（ｎ＝１０）メタクリ
レート酸４０．７部、アクリルアミド１３．３部の混合物を３時間にわたり、液温が６０
～７０℃になるように調整しながら滴下した。滴下終了後も同温度範囲に２時間保持しつ
つ攪拌下に反応を継続させ、次いで冷却して固形分が３５％のアクリルの水分散体を得た
。
【００６２】
　添加剤：シリカフィラー（平均粒系１００ｎｍ）（日産化学株式会社製：商品名スノー
テックスＺＬ）
　濡れ剤：ポリオキシエチレン（ｎ＝７）ラウリルエーテル（三洋化成株式会社製　商品
名ナロアクティーＮ－７０）
【００６３】
＜透明導電塗膜層の形成＞
　ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）０．５重量％とポリスチレンスルホン酸
（分子量Ｍｎ＝１５０，０００）０．８重量％を含んでなる導電性高分子の水分散体（Ｂ
ａｙｔｒｏｎＰ：バイエルＡＧ製）９７部に対して３部のジエチレングリコール、０．５
部のγ―グリシドキシトリメトキシシラン、水溶性の光硬化性化合物として０．３８部の
Ａ－ＧＬＹ－２０Ｅ（新中村化学工業株式会社製、前記化学式（化３）で示される構造を
持ち、ｌ＋ｍ＋ｎ＝２０）、光重合開始剤として０．０１５部のイルガキュア１８４（チ
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バスペシャリティ製）を混合後に１時間攪拌した塗液を、マイヤーバーを用いて上記のア
ンカーコート層を設けた基材フィルム上に塗工し、１４０℃で１分間の乾燥を行い、その
後連続して３００ｍＪ／ｃｍ２のＵＶ照射を行い、透明導電塗膜層を得た。透明導電塗膜
層の厚みは０．０８μｍであった。得られた導電性フィルムの特性を表１に示す。
【００６４】
　　［実施例２］
　水溶性の光硬化性化合物として０．３８部のＡＴ－２０Ｅ（新中村化学工業株式会社製
、前記化学式（化４）で示される構造を持ち、ｌ＋ｍ＋ｎ＝２０）を用いる以外は実施例
１と同様に行った。結果を表１に示す。
【００６５】
　　［比較例１］
　水溶性の光硬化性化合物として０．３８部のＡ－ＧＬＹ－９Ｅ（新中村化学工業株式会
社製、前記化学式（化３）で示される構造を持ち、ｌ＋ｍ＋ｎ＝９）を用いる以外は実施
例１と同様に行った。結果を表１に示す。
【００６６】
　　［比較例２］
　水溶性の光硬化性化合物として０．３８部のＡＴＭ－３５Ｅ（新中村化学工業株式会社
製、前記化学式（化５）で示される構造を持ち、ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＝３５）を用いる以外は
実施例１と同様に行った。結果を表１に示す。
【００６７】
　　［比較例３］
　水溶性の光硬化性化合物として０．３８部のＡ－ＢＰＥ－２０（新中村化学工業株式会
社製、下記化学式（化６）で示される構造を持ち、ｌ＋ｍ＝２０）を用いる以外は実施例
１と同様に行った。結果を表１に示す。
【化６】

【００６８】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００６９】
　以上に説明した本発明の導電性フィルムは、優れた導電性を維持しながら、高い耐湿熱
性を有しているので、タッチパネル、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機エレクトロルミ
ネッセンス素子（ＯＬＥＤ）、無機エレクトロルミネッセンス素子等の透明電極や電磁波
シールド材として極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の導電性フィルムの一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７１】
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　１　基材フィルム
　２　アンカーコート層
　３　透明導電塗膜層
　４　ハードコート層

【図１】
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