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(57)【要約】
【課題】表面反射を抑制して光の透過率を高めた透明導
電膜を備える透明導電膜付き基材を提供する。
【解決手段】マトリクス樹脂５中に金属ナノワイヤ３を
含有して形成される透明導電膜２を透明基材１の表面に
備えた透明導電膜付き基材に関する。透明導電膜２のマ
トリクス樹脂５中には、マトリクス樹脂５よりも低い屈
折率を有する低屈折率粒子４を含有する。低屈折率粒子
４によって透明導電膜２の屈折率を低くすることができ
、表面反射を抑制して透明導電膜２の光の透過率を高め
ることができる。
【選択図】図１



(2) JP 2011-29098 A 2011.2.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス樹脂中に金属ナノワイヤを含有して形成される透明導電膜を透明基材の表面
に備えた透明導電膜付き基材であって、透明導電膜のマトリクス樹脂中には、マトリクス
樹脂よりも低い屈折率を有する低屈折率粒子を含有して成ることを特徴とする透明導電膜
付き基材。
【請求項２】
　上記の低屈折率粒子として、中空粒子を用いることを特徴とする請求項１に記載の透明
導電膜付き基材。
【請求項３】
　透明導電膜の膜厚が５０～１５０ｎｍであることを特徴とする請求項１又は２に記載の
透明導電膜付き基材。
【請求項４】
　透明導電膜の透過色度ｂ＊が、０≦ｂ＊≦１．５であることを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の透明導電膜付き基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面に透明導電膜を設けた透明導電膜付き基材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　透明導電膜は、液晶ディスプレイやＰＤＰ、タッチパネル、また有機ＥＬや太陽電池な
どの分野で、透明電極として広く用いられている。
【０００３】
　このような透明で導電性を発現する透明導電膜を形成するにあたっては、透明で導電性
を有する材料を用いて膜を形成する方法が一般的である。例えば、ガラスを透明基材とし
て、その表面にＩＴＯを蒸着することによって、ＩＴＯの透明導電膜を形成することが従
来から広く行われている。しかし、ＩＴＯは屈折率が１．９程度と高く、ＩＴＯの透明導
電膜の屈折率と、透明導電膜が接する空気の屈折率の差が大きいため、透明導電膜の表面
の光の反射率が高くなり、この結果、透明導電膜の光の透過率が低くなるという問題があ
った。
【０００４】
　一方、上記のＩＴＯのような透明で導電性を有する材料を用いて膜を形成する方法の他
に、透明樹脂に導電性物質を含有させて膜を形成することによって、導電性物質の形状や
配向によって透明性を確保しつつ導電性が発現した透明導電膜を形成する方法がある。
【０００５】
　特に近年では、導電性物質としてカーボンナノファイバーやカーボンナノチューブとい
った材料を用いて透明導電膜を形成する手法が報告されており、例えば特許文献１にみら
れるように、気相法炭素繊維を用いて透明導電膜を形成する例がある。しかし、カーボン
系の材料は比抵抗が５０Ｓ／ｃｍ程度であるため、１０００Ω／□以下というような低い
表面抵抗値が必要な透明電極への適用は、現在では困難である。
【０００６】
　一方、特許文献２では、金属ナノワイヤを用いて透明導電膜を形成することが提案され
ている。金属ナノワイヤは比抵抗が小さいので、透明なマトリクス樹脂中に金属ナノワイ
ヤを含有させて透明導電膜を形成することによって、表面抵抗値が低く導電性に優れた透
明電極を作製することが可能になる。
【０００７】
　しかしこのようにマトリクス樹脂中に金属ナノワイヤを含有させることによって形成さ
れる透明導電膜にあっても、接する空気との屈折率の差が大きく、上記と同様に、表面反
射により透明導電膜の光の透過率が低くなるという問題があった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－２６６１７０号公報
【特許文献２】特表２００９－５０５３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、表面反射を抑制して光の透過率を高め
た透明導電膜を備える透明導電膜付き基材を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る透明導電膜付き基材は、マトリクス樹脂中に金属ナノワイヤを含有して形
成される透明導電膜を透明基材の表面に備えた透明導電膜付き基材であって、透明導電膜
のマトリクス樹脂中には、マトリクス樹脂よりも低い屈折率を有する低屈折率粒子を含有
して成ることを特徴とするものである。
【００１１】
　透明導電膜のマトリクス樹脂中に低屈折率粒子を含有していることによって、透明導電
膜の屈折率を低くすることができ、表面反射を抑制して透明導電膜の光の透過率を高める
ことができるものである。
【００１２】
　また本発明は、上記の低屈折率粒子として、中空粒子を用いることを特徴とするもので
ある。
【００１３】
　中空粒子は、その内部の中空によって、透明導電膜の屈折率を低く調整する効果を高く
得ることができるものである。
【００１４】
　また本発明は、上記の透明導電膜の膜厚が５０～１５０ｎｍであることを特徴とするも
のである。
【００１５】
　透明導電膜の膜厚がこの範囲であると、光の干渉による反射防止効果を期待することが
できるものであり、透明導電膜の光の透過率をより高めることができるものである。
【００１６】
　また本発明は、上記の透明導電膜の透過色度ｂ＊が、０≦ｂ＊≦１．５であることを特
徴とするものである。
【００１７】
　透明電極の透明導電膜として従来からよく使用されるＩＴＯは、透過色度ｂ＊＞２．０
の黄色身を帯びており、このようなＩＴＯで作製したタッチパネル等を介して画像等の表
示物を見ると、表示物（画像等）が黄色っぽく見える画質の低下等の問題が生じるおそれ
があるが、透明導電膜の透過色度ｂ＊をこの範囲に調整することによって、表示画像の画
質を高く保つことが出来るものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、上記のように透明導電膜のマトリクス樹脂中に低屈折率粒子を含有し
ていることによって、透明導電膜の屈折率を低くすることができるものであり、表面反射
を抑制して透明導電膜の光の透過率を高めることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
【００２１】
　本発明において金属ナノワイヤとしては任意のものを用いることができるものであり、
また金属ナノワイヤの製造手段には特に制限は無く、例えば、液相法や気相法などの公知
の手段を用いることができる。具体的な製造方法にも特に制限は無く、公知の製造方法を
用いることができる。例えば、Ａｇナノワイヤの製造方法として、Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．
２００２，１４，Ｐ８３３～８３７や、Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅｒ．２００２，１４，Ｐ４７
３６～４７４５、前記の特許文献２等を、Ａｕナノワイヤの製造方法として、特開２００
６－２３３２５２号公報等を、Ｃｕナノワイヤの製造方法として、特開２００２－２６６
００７号公報等を、Ｃｏナノワイヤの製造方法として、特開２００４－１４９８７１号公
報等を挙げることができる。特に、上記のＡｄｖ．Ｍａｔｅｒ．及びＣｈｅｍ．Ｍａｔｅ
ｒ．で報告されたＡｇナノワイヤの製造方法は、水系で簡便にかつ大量にＡｇナノワイヤ
を製造することができ、また銀の導電率は金属中で最大であることから、本発明で用いる
金属ナノワイヤの製造方法として好ましく適用することができる。
【００２２】
　本発明において金属ナノワイヤの平均直径は、透明性の観点から２００ｎｍ以下である
ことが好ましく、導電性の観点から１０ｎｍ以上であることが好ましい。平均直径が２０
０ｎｍ以下であれば光透過率の低下を抑えることができるため好ましい。一方で、平均直
径が１０ｎｍ以上であれば導電体としての機能を有意に発現でき、平均直径がより大きい
方が導電性が向上するため好ましい。従って平均直径は、より好ましくは２０～１５０ｎ
ｍであり、４０～１５０ｎｍであることが更に好ましい。また金属ナノワイヤの平均長さ
は、導電性の観点から１μｍ以上であることが好ましく、凝集による透明性への影響から
１００μｍ以下であることが好ましい。より好ましくは１～５０μｍであり、３～５０μ
ｍであることが更に好ましい。金属ナノワイヤの平均直径及び平均長さは、ＳＥＭやＴＥ
Ｍを用いて十分な数のナノワイヤについて電子顕微鏡写真を撮影し、個々の金属ナノワイ
ヤ像の計測値の算術平均から求めることができる。金属ナノワイヤの長さは、本来直線状
に伸ばした状態で求めるべきであるが、現実には屈曲している場合が多いため、電子顕微
鏡写真から画像解析装置を用いて金属ナノワイヤの投影径及び投影面積を算出し、円柱体
を仮定して算出する（長さ＝投影面積／投影径）ものとする。計測対象の金属ナノワイヤ
数は、少なくとも１００個以上が好ましく、３００個以上の金属ナノワイヤを計測するの
が更に好ましい。
【００２３】
　上記の金属ナノワイヤは樹脂溶液に分散させて使用されるものであり、後述のようにこ
の樹脂溶液を透明基材の表面に塗布して、透明導電膜を形成するものである。樹脂溶液に
おいて、透明導電膜の膜を形成するためのマトリクス樹脂としては、モノマーやオリゴマ
ーの重合反応によりポリマー化するものが用いられる。
【００２４】
　このようなマトリクス樹脂として、光重合反応または熱重合反応する樹脂を使用する場
合、可視光、または紫外線や電子線のような電離放射線の照射により直接または開始剤の
作用を受けて重合反応を生じるモノマーあるいはオリゴマーを用いることができ、アクリ
ル基あるいはメタクリル基を有するモノマーあるいはオリゴマーが好適である。中でも架
橋させて耐擦傷性、硬度を上げるには多官能性バインダー成分であることが好ましい。
【００２５】
　そして一分子中に一個の官能基をもつものとして、具体的には例えば、イソアミル（メ
タ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、
ブトキシエチル（メタ）アクリレート、エトキシ－ジエチレングリコール（メタ）アクリ
レート、メトキシ－トリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシ－ポリエチ
レングリコール（メタ）アクリレート、メトキシジプロピレングリコール（メタ）アクリ
レート、メトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレートフェノキシエチル（メタ）
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アクリレート、フェノキシ－ポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、テトラヒド
ロフルフリル（メタ）アクリレート、イソボニル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ
エチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒド
ロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸、２－（メ
タ）アクリロイロキシエチル－コハク酸、２－（メタ）アクリロイロキシエチルフタル酸
、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソミリスチル（メタ）アクリレート、２－ヒド
ロキシブチル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アク
リレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、シクロ
ヘキシルメタクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロイルモルホ
リン等が挙げられる。
【００２６】
　また二個以上の官能基を持つものとして、具体的には例えば、ポリエチレングリコール
ジアクリレート、グリセリントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー
ト、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート
、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレ
ート、アルキル変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート等が挙げられ、更にベン
ゼン環を有する化合物としては、エチレンオキサイド変性ビスフェノールＡジアクリレー
ト、変性ビスフェノールＡジアクリレートエチレングリコールジアクリレート、エチレン
オキサイドプロピレンオキサイド変性ビスフェノールＡジアクリレート、プロピレンオキ
サイドテトラメチレンオキサイド変性ビスフェノールＡジアクリレート、ビスフェノール
Ａ－ジエポキシ－アクリル酸付加物、エチレンオキサイド変性ビスフェノールＦジアクリ
レート、ポリエステルアクリレート等の多官能アクリレート類あるいはメタクリレート類
が挙げられる。
【００２７】
　また、１，２－ビス（メタ）アクリロイルチオエタン、１，３－ビス（メタ）アクリロ
イルチオプロパン、１，４－ビス（メタ）アクリロイルチオブタン、１，２－ビス（メタ
）アクリロイルメチルチオベンゼン、１，３－ビス（メタ）アクリロイルメチルチオベン
ゼンなどの硫黄含有（メタ）アクリレート類を用いることも高屈折率化に有効である。
【００２８】
　さらに、紫外線や熱による硬化を促進させるため、光または熱重合開始剤を配合しても
よい。
【００２９】
　光重合開始剤としては、一般に市販されているもので構わないが、特に例示すると、ベ
ンゾフェノン、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン（チバスペシ
ャリティーケミカルズ（株）製「イルガキュアー６５１」）、１－ヒドロキシ－シクロヘ
キシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティーケミカルズ（株）製「イルガキュアー
１８４」）、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン（チバス
ペシャリティーケミカルズ（株）製「ダロキュアー１１７３」、ランベルティー社製「エ
サキュアーＫＬ２００」）、オリゴ（２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロ
パン－１－オン）（ランベルティー社製「エサキュアーＫＩＰ１５０」）、２－ヒドロキ
シエチル－フェニル－２－ヒドロキシ－２－メチル－１－プロパン－１－オン（チバスペ
シャリティーケミカルズ（株）製「イルガキュアー２９５９」）、２－メチル－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（チバスペシャリティ
ーケミカルズ（株）製「イルガキュアー９０７」）、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ
－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノン－１（チバスペシャリティーケミカルズ
（株）製「イルガキュアー３６９」）、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）フェ
ニルフォスフィンオキサイド（チバスペシャリティーケミカルズ（株）製「イルガキュア
ー８１９」）、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチル－ペン
チルフォスフィンオキサイド（チバスペシャリティーケミカルズ（株）製「ＣＧＩ４０３
」）、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド（＝Ｔ
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ＭＤＰＯ）（ＢＡＳＦ社製「ルシリンＴＰＯ」、チバスペシャリティーケミカルズ（株）
製「ダロキュアーＴＰＯ」）、チオキサントンまたはその誘導体などが挙げられ、これら
のうち１種、あるいは２種以上混合して用いることができる。
【００３０】
　また、光増感作用の目的により第三アミン、例えばトリエタノールアミン、エチル－４
－ジメチルアミノベンゾエート、イソペンチルメチルアミノベンゾエートなどを添加して
も良い。
【００３１】
　熱による重合開始剤としては、主として過酸化ベンゾイル（＝ＢＰＯ）などの過酸化物
、アゾビスイソブチルニトリル（＝ＡＩＢＮ）などのアゾ化合物が用いられる。
【００３２】
　上記の光重合開始剤や熱重合開始剤の配合量は、通常、組成物（樹脂＋金属ナノワイヤ
）１００質量部に対し、０．１～１０質量部程度が好ましい。
【００３３】
　また、エポキシ基、チオエポキシ基、オキセタニル基等のカチオン重合性官能基を有す
るモノマーあるいはオリゴマーを用いてもよい。さらに必要に応じて光カチオン開始剤等
を組み合わせて用いることもできる。これらは同様に多官能であることが好ましい。
【００３４】
　また、熱重合する樹脂については一般的にゾル－ゲル系材料が挙げられ、アルコキシシ
シラン、アルコキシチタン等のゾル－ゲル系材料が好ましい。これらのなかでもアルコキ
シシランが好ましい。ゾル－ゲル系材料は、ポリシロキサン構造を形成する。アルコキシ
シランの具体的は、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシ
ラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等のテトラアルコキシシラン
類、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキシシラ
ン、メチルトリブトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン
、ｎ－プロピルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、イソプロピルト
リメトキシシラン、イソプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニ
ルトリエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキ
シプロピルトリエトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、３－メル
カプトプロピルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキ
シシラン、３，４－エポキシシクロヘキシルエチルトリメトキシシラン、３，４－エポキ
シシクロヘキシルエチルトリエトキシシラン等のトリアルコキシシラン類、ジメチルジメ
トキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエト
キシシラン等があげられる。これらアルコキシシランはその部分縮合物等として用いるこ
とができる。これらのなかでもテトラアルコキシシラン類またはこれらの部分縮合物等が
好ましい。特に、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシランまたはこれらの部分縮合
物が好ましい。
【００３５】
　さらに、樹脂溶液のマトリクス樹脂として導電性高分子を用いることもできる。導電性
高分子としては、例えば、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリトリフェ
ニルアミン等を例示することができる。
【００３６】
　また樹脂溶液のマトリクス樹脂としては、上記した光重合性の樹脂、熱重合性の樹脂、
導電性高分子から選ばれる２種類以上のものを併用してもよい。
【００３７】
　本発明は、樹脂溶液に金属ナノワイヤの他に、低屈折率粒子を分散させて使用するもの
である。低屈折率粒子は、上記のマトリクス樹脂よりも屈折率が低いものであればよく、
低屈折率粒子の屈折率の数値は特に限定されるものではないが、１．１０～１．４５の範
囲であることが好ましい。
【００３８】
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　このようなこのような低屈折率粒子としては、特に限定されるものではないが、例えば
シリカ、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化セリウム、フッ化アルミニウム
、アクリル粒子、スチレン粒子、ウレタン粒子、或いはこれらの複合物やナノポーラス粒
子を挙げることができる。
【００３９】
　低屈折率粒子は中実粒子であってもよく、また一つの空洞を外殻が覆う構造を有する中
空粒子や、或いは多孔質粒子であってもよい。これらの中空粒子や多孔質粒子は、その内
部の中空部によって屈折率を低く調整する効果を高く得ることができるので、好ましい。
また、低屈折率粒子の形状は球状であってもよく、異形状であってもよい。さらに低屈折
率粒子の表面は、シラン系、チタン系、アルミニウム系、或いはジルコニウム系カップリ
ング剤等の有機金属化合物で処理されていてもよい。本発明において、低屈折率粒子は上
記したものから１種を単独で使用する他、複数種を併用することもできるが、これらのな
かでも、特に中空状のシリカ粒子が好ましい。
【００４０】
　また、低屈折率粒子の粒径は特に限定されるものではないが、その平均一次粒子径が１
００ｎｍ未満であることが好ましく、８０ｎｍ以下であることが更に好ましい。低屈折率
の平均一次粒子径が１００ｎｍを超えると、透明導電膜の透明性が低下するおそれがある
。低屈折率粒子の粒径の下限は、実用上、平均一次粒子径で５ｎｍ程度である。尚、本発
明において平均粒子径は、レーザ回折・散乱法によって測定された値である。
【００４１】
　樹脂溶液への金属ナノワイヤの配合量は、後述のように透明導電膜を形成した際に、透
明導電膜中に金属ナノワイヤが０．０１～９０質量％含有されるように調整して設定する
のが好ましい。金属ナノワイヤの含有量は０．１～３０質量％がより好ましく、さらに好
ましくは０．５～１０質量％である。
【００４２】
　また樹脂溶液への低屈折率粒子の配合量は、樹脂固形分と低屈折率粒子の合計量に対し
て１０～８０質量％の範囲になるように設定するのが好ましく、より好ましくは２０～７
０質量％である。低屈折率粒子の配合量がこの範囲未満であると、低屈折率粒子を配合し
て透明導電膜の屈折率を低下させる効果が不十分になるおそれがあり、逆に低屈折粒子の
配合量がこの範囲を超えて多いと、透明導電膜の膜硬度が低下して、膜強度に問題生じる
おそれがある。
【００４３】
　ここで、樹脂溶液には、樹脂固形分、金属ナノワイヤ、低屈折率粒子など固形成分を溶
解乃至分散するための溶剤が含有されることが必須であるが、溶剤の種類は特に限定され
るものではない。例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコ
ール類；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類
；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類；ハロゲン化炭化水素類；トルエン、キシレン
等の芳香族炭化水素類、あるいはこれらの混合物を用いることができる。これらの中でも
、ケトン系の有機溶剤を用いるのが好ましく、ケトン系溶剤を用いて樹脂溶液を調製する
と、透明基材の表面に容易に均一に塗布することができ、かつ、塗工後において溶剤の蒸
発速度が適度で乾燥むらを起こし難いので、均一な厚さの大面積の透明導電膜を容易に得
ることができるものある。また、溶剤としては上記の有機溶剤の他に、水を用いる場合も
あり、有機溶剤と水を組み合わせて用いる場合もある。溶剤の量は、上記の各固形成分を
均一に溶解、分散することができ、樹脂溶液を調製した後の保存時に凝集を来たさず、か
つ、塗工時に希薄すぎない濃度となるように適宜調節するものである。この条件が満たさ
れる範囲内で溶剤の使用量を少なくして高濃度の樹脂溶液を調製し、容量をとらない状態
で保存し、使用時に必要分を取り出して塗工作業に適した濃度に溶剤で希釈するのが好ま
しい。固形分と溶剤の合計量を１００質量部とした時に、全固形分０．１～５０質量部に
対して、溶剤の量を５０～９９．９質量部に設定するのが好ましく、さらに好ましくは、
全固形分０．５～３０重量部に対して、溶剤を７０～９９．５質量部の割合で用いること
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により、特に分散安定性に優れ、長期保存に適した樹脂溶液を得ることができる。用いる
樹脂と溶剤の組み合わせについては、特に規定されるものではないが、配合する樹脂が溶
解しやすい溶剤を用いるほうが好ましい。また塗工する透明基材によっては、用いる溶剤
によって溶解が発生する場合もあるので、予め透明基材への溶解性を確認したうえで適切
な溶剤組成を設計することが望ましい。
【００４４】
　一方、本発明で用いる透明基材において、その形状、構造、大きさ等については、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。透明基材の形状としては、例えば
平板状、シート状、フィルム状などが挙げられ、また構造としては、例えば単層構造であ
ってもよいし、積層構造であってもよく、適宜選択することができる。透明基材の材料に
ついても特に制限はなく、無機材料及び有機材料のいずれであっても好適に用いることが
できる。透明基材を形成する無機材料としては、例えば、ガラス、石英、シリコンなどが
挙げられる。また有機材料としては、例えば、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）等のア
セテート系樹脂；ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等のポリエステル系樹脂；ポリ
エーテルスルホン系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系
樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリノルボルネン系
樹脂、セルロース系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリビニルアル
コール系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、ポリアクリル系樹脂
などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい
。
【００４５】
　また本発明において透明基材としては、上記のような基材単体のものであってもよいが
、基材の表面に一層ないし複数層のハードコート層が形成されたものであってもよい。こ
のように透明基材がハードコート層を備える場合、透明導電膜はハードコート層の上に形
成されるものである。
【００４６】
　本発明において、透明導電膜と透明基材の間で屈折率が問題になるのは、透明基材のう
ち透明導電膜との接触界面部である。従って本発明において透明基材の屈折率とは、透明
基材が基材単体のものであれば、透明基材自体の屈折率をいうものであり、透明基材が表
面にハードコート層を有するものであれば、ハードコート層の屈折率をいうものである。
【００４７】
　ハードコート層は、例えば、反応性硬化型樹脂、即ち、熱硬化型樹脂と電離放射線硬化
型樹脂の少なくとも一方を含むハードコートコーティング材を用いて形成することができ
る。
【００４８】
　前記熱硬化型樹脂としては、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、メ
ラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アミノアルキ
ッド樹脂、珪素樹脂、ポリシロキサン樹脂等を使用することができ、これらの熱硬化性樹
脂に必要に応じて架橋剤、重合開始剤、硬化剤、硬化促進剤、溶剤を加えて使用すること
もできる。
【００４９】
　また、前記電離放射線硬化型樹脂としては、好ましくは、アクリレート系の官能基を有
するもの、例えば、比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、アクリル樹
脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジ
エン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂、多価アルコール等の多官能化合物の（メタ）アク
リレート等のオリゴマー、プレポリマー、及び反応性希釈剤としてエチル（メタ）アクリ
レート、エチルヘキシル（メタ）アクリレート、スチレン、メチルスチレン、Ｎ－ビニル
ピロリドン等の単官能モノマー、並びに多官能モノマー、例えばトリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、トリプロピレング
リコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペン
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タエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）ア
クリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコー
ルジ（メタ）アクリレート等を比較的多量に含有するものを使用することができる。さら
に、上記の電離放射線硬化型樹脂を紫外線硬化型樹脂とするには、この中に光重合開始剤
を配合することが好ましい。光重合開始剤としてはアセトフェノン類、ベンゾフェノン類
、α－アミロキシムエステル、チオキサントン類などを例示することができる。また、光
重合開始剤に加えて光増感剤を用いてもよい。光増感剤としては、ｎ－ブチルアミン、ト
リエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルホスフィン、チオキサントンなどを例示することがで
きる。
【００５０】
　また、ハードコートコーティング材中に高屈折率粒子、すなわち高屈折率の金属や金属
酸化物の超微粒子を添加することで、ハードコート層に高屈折率粒子を含有させて屈折率
を調整しても良い。高屈折率粒子は屈折率が１．６以上で粒径が０．５～２００ｎｍのも
のが好ましい。高屈折率粒子の配合量はハードコート層に対して例えば５～７０体積％の
範囲となるように調整される。前記高屈折率の金属や金属酸化物の超微粒子としては、チ
タン、アルミニウム、セリウム、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、アンチモンから
選ばれる一つあるいは二つ以上の酸化物の粒子が挙げられ、具体的には、例えば、ＺｎＯ
（屈折率１．９０）、ＴｉＯ２（屈折率２．３～２．７）、ＣｅＯ２（屈折率１．９５）
、Ｓｂ２Ｏ５（屈折率１．７１）、ＳｎＯ２、ＩＴＯ（屈折率１．９５）、Ｙ２Ｏ３（屈
折率１．８７）、Ｌａ２Ｏ３（屈折率１．９５）、ＺｒＯ２（屈折率２．０５）、Ａｌ２

Ｏ３（屈折率１．６３）等の微粉末が挙げられる。
【００５１】
　このようなハードコートコーティング材を基材に重ねて塗布し、必要に応じて乾燥した
後、熱硬化性樹脂を含むハードコートコーティング材の場合は加熱し、電離線硬化性樹脂
を含むハードコートコーティング材の場合は紫外線等の電離線を照射するなどして硬化成
膜することで、ハードコート層が形成される。塗布方法は特に制限されず、スピンコート
法、ディップ法、スプレー法、スライドコート法、バーコート法、ロールコーター法、メ
ニスカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、ビードコーター法等の各種方
法が採用される。
【００５２】
　このハードコート層の屈折率は１．５４～１．９０の範囲であることが好ましい。この
屈折率が１．５４より小さくなると特に反射防止用途の光学部材においては十分な反射防
止効果が得られなくなるおそれがあり、またこの屈折率が１．９０より大きくなるとハー
ドコート層の高屈折率化のために高屈折率粒子を多く添加することとなって、耐摩耗性等
の実用性が低下するおそれがある。
【００５３】
　そして透明基材１の表面に、上記の金属ナノワイヤ３と、低屈折率粒子４とを配合した
樹脂溶液を塗布して乾燥・硬化させることによって、図１のように透明導電膜２を形成す
ることができるものである。このように形成される透明導電膜２中には図１のように、透
明なマトリクス樹脂５内に金属ナノワイヤ３や、低屈折率粒子４がほぼ均一に分散した状
態で含有されている。樹脂溶液の塗布方法としては、例えば、スピンコート法、キャスト
法、ロールコート法、フローコート法、プリント法、ディップコート法、流延成膜法、バ
ーコート法、グラビア印刷法などが挙げられる。
【００５４】
　このように形成される透明導電膜２は、膜のマトリクス樹脂５中に含有される金属ナノ
ワイヤ３同士が接触しあうことによって、高い導電性を発現するものである。そして透明
導電膜２の屈折率は、マトリクス樹脂５中に低屈折率粒子４を含有することによって、低
くなるように調整されている。従って、透明導電膜２の屈折率と、透明導電層２の表面が
接する空気の屈折率との差を小さくすることができ、透明導電膜２の屈折率が高い場合の
ように透明導電膜２と空気との界面で光が反射することを低減することができるものであ
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る。そしてこのように透明導電膜２の表面反射を低減することができる結果、透明導電膜
２の光の透過率を高めることができるものである。
【００５５】
　このとき、透明導電膜２の屈折率ｎが、１．２０＜ｎ＜１．９０の範囲になるように、
低屈折率粒子で透明導電膜２の屈折率を調整することが好ましく、屈折率ｎが１．２０＜
ｎ＜１．５０の範囲になるように調整するのがより好ましい。また、透明基材１の屈折率
よりも透明導電膜２の屈折率が０．１以上低いことが好ましい。
【００５６】
　また透明導電膜２の厚みは、特に制限されるものではないが、５０～１５０ｎｍの膜厚
に設定するのが好ましい。このように透明導電膜２の膜厚が５０～１５０ｎｍの範囲であ
ると、空気と透明導電膜２の界面で反射した光と、透明導電膜２と透明基材１との界面で
反射した光が干渉を起こし、その光路差が可視光領域でほぼ半波長となって互いに反射光
を打ち消しあうことになり、この光の干渉によって透明導電膜２の表面での光の反射を低
減することができるものであり、透明導電膜２の光の透過率をより高めることができるも
のである。
【００５７】
　ここで透明導電膜２は、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系において、透過光の色度ｂ＊が０～１．５
（０≦ｂ＊≦１．５）の範囲になるように設定するのが好ましく、０≦ｂ＊≦１．０の範
囲がより好ましい。透明導電膜２の透過色度ｂ＊がこの範囲であることによって、表示画
像の画質を上げることができるものである。透明導電膜２の透過色度ｂ＊が０～１．５の
範囲になるように調整するには、透明導電膜２の膜厚を制御して、上記の反射光を変化さ
せて透過色度ｂ＊を上記の求める値に設定することによって行なうことができる。
【００５８】
　尚、透明導電膜２の表面には、透明導電膜２の表面抵抗を増大させない範囲で、表面平
滑層を形成してもよい。
【００５９】
　上記のようにして得られる本発明に係る透明導電膜付き基材の用途は、特に制限される
ものではないが、有機ＥＬ素子、透明配線、光電変換素子、電磁波シールド、タッチパネ
ル、電子ペーパー等に適用することができるものである。
【実施例】
【００６０】
　次に、本発明を実施例によって具体的に説明する。
【００６１】
　（実施例１）
　光硬化性アクリル樹脂（新中村化学社製「Ａ－ＤＰＨ」：屈折率１．４９）１０．００
質量部と、低屈折率粒子として中空シリカ（日揮触媒化成工業社製：固形分２０質量％、
屈折率１．３０）２２．７５質量部を、メチルエチルケトン２５．７７質量部とメチルイ
ソブチルケトン２５．７６質量部の混合溶媒に混合し、アクリル樹脂を溶解させ、混合物
Ａを調製した。また金属ナノワイヤとして銀ナノワイヤを用いた。この銀ナノワイヤは、
公知論文「Materials Chemistry and Physics vol.114 p333-338 “Preparation ofAg na
norods with high yield by polyol process”」に準じて作製したものであり、平均直径
１５０ｎｍ、平均長さ５μｍである。この金属ナノワイヤをメチルエチルケトンに３．０
質量％の量で分散させて混合物Ｂを調製した。そして混合物Ａに混合物Ｂを１５．０質量
部加えてよく混合した後、これに光重合開始剤１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニ
ル－ケトン（チバガイギー社製「イルガキュア１８４」）０．７２質量部を加えてよく混
合し、さらに２５℃の恒温雰囲気下で１時間撹拌混合することによって、金属ナノワイヤ
と低屈折率粒子を含む樹脂溶液からなるコーティング材組成物を得た。
【００６２】
　そして透明基材として透明ＰＥＴフィルム（厚み１２５μｍ）を用い、上記のコーティ
ング材組成物をワイヤーバーコーター＃４で透明基材の表面に塗布し、常温（２３℃）で
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２分間乾燥した後、１２０℃で３分間加熱して乾燥し、さらに紫外線を強度５００ｍＪ／
ｃｍで照射して硬化させることによって、膜厚０．５μｍの透明導電膜を形成した透明導
電膜付き基材を得た（図１参照）。尚、透明導電膜中の金属ナノワイヤの含有量は約３．
０質量％であった。
【００６３】
　また、透明導電膜のマトリクス樹脂の屈折率は１．４９であるが、屈折率が１．３０の
中空シリカを低屈折率粒子として約３０質量％含有することによって、透明導電膜の屈折
率を１．４２に調整することができた。
【００６４】
　（実施例２）
　光硬化性アクリル樹脂（新中村化学社製「Ａ－ＤＰＨ」：屈折率１．４９）４．５５質
量部と、低屈折率粒子として中空シリカ（日揮触媒化成工業社製：固形分２０質量％、屈
折率１．３０）５０．００質量部を、メチルエチルケトン１４．８７質量部とメチルイソ
ブチルケトン１４．８６質量部の混合溶媒に混合し、アクリル樹脂を溶解させ、混合物Ａ
を調製した。この混合物Ａを用いる他は、実施例１と同様にして、金属ナノワイヤと低屈
折率粒子を含む樹脂溶液からなるコーティング材組成物を得た。
【００６５】
　そしてこのコーティング材組成物を実施例１と同様にして、透明ＰＥＴフィルムからな
る透明基材の表面に塗布・乾燥・硬化することによって、膜厚０．５μｍの透明導電膜を
形成した透明導電膜付き基材を得た（図１参照）。尚、透明導電膜中の金属ナノワイヤの
含有量は約３．０質量％であった。
【００６６】
　また、透明導電膜のマトリクス樹脂の屈折率は１．４９であるが、屈折率が１．３０の
中空シリカを低屈折率粒子として約７０質量％含有することによって、透明導電膜の屈折
率を１．３５に調整することができた。
【００６７】
　（実施例３）
　実施例２で調製した混合物Ａに、実施例１で調製した混合物Ｂを１５．０質量部加えて
よく混合した後、これに光重合開始剤１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケト
ン（チバガイギー製「イルガキュア１８４」）０．７２質量部を加えてよく混合し、さら
に２５℃の恒温雰囲気下で１時間撹拌混合した。これにさらにメチルエチルケトン２００
．００質量部とメチルイソブチルケトン２００．００質量部を加えて希釈することによっ
て、金属ナノワイヤと低屈折率粒子を含む樹脂溶液からなるコーティング材組成物を得た
。
【００６８】
　そしてこのコーティング材組成物を実施例１と同様にして、透明ＰＥＴフィルムからな
る透明基材の表面に塗布・乾燥・硬化することによって、膜厚０．１μｍの透明導電膜を
形成した透明導電膜付き基材を得た（図１参照）。尚、透明導電膜中の金属ナノワイヤの
含有量は約３．０質量％であった。
【００６９】
　また、透明導電膜のマトリクス樹脂の屈折率は１．４９であるが、屈折率が１．３０の
中空シリカを低屈折率粒子として約７０質量％含有することによって、透明導電膜の屈折
率を１．３５に調整することができた。
【００７０】
　（実施例４）
　シリコーン樹脂（三菱化学（株）製「ＭＳ５１」：酸化物換算５１質量％、屈折率1.５
１）１９．６０質量部と、低屈折率粒子としてＭｇＦ粒子（日産化学社製：固形分２０質
量％、屈折率１．３７）２２．７５質量部を、イソプロピルアルコール３４．８７質量部
に混合し、シリコーン樹脂を溶解させて、混合物Ａを調製した。また金属ナノワイヤとし
て実施例１と同じ銀ナノワイヤを用い、この金属ナノワイヤをイソプロピルアルコールに
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３．０質量％の量で分散させて混合物Ｂを調製した。そして混合物Ａに混合物Ｂを１５．
０質量部加えてよく混合した後、さらに０．１Ｎの硝酸を２．６５質量部加えてよく混合
し、２５℃の恒温雰囲気下で１時間撹拌混合した。これにさらにイソプロピルアルコール
２００．００質量部とプロピレングリコールモノメチルエーテル２００．００質量部を加
えて希釈することによって、金属ナノワイヤと低屈折率粒子を含む樹脂溶液からなるコー
ティング材組成物を得た。
【００７１】
　そしてこのコーティング材組成物を実施例１と同様にして、透明ＰＥＴフィルムからな
る透明基材の表面に塗布・乾燥・硬化することによって、膜厚０．１μｍの透明導電膜を
形成した透明導電膜付き基材を得た（図１参照）。尚、透明導電膜中の金属ナノワイヤの
含有量は約３．０質量％であった。
【００７２】
　また、透明導電膜のマトリクス樹脂の屈折率は１．５１であるが、屈折率が１．３７の
ＭｇＦを低屈折率粒子として約３０質量％含有することによって、透明導電膜の屈折率を
１．４４に調整することができた。
【００７３】
　（比較例１）
　光硬化性アクリル樹脂（新中村化学社製「Ａ－ＤＰＨ」：屈折率１．４９）１４．５５
質量部をメチルエチルケトン３４．８７質量部とメチルイソブチルケトン３４．８６質量
部の混合溶媒に混合し、アクリル樹脂を溶解させて、混合物Ａを調製した。また金属ナノ
ワイヤとして実施例１と同じ銀ナノワイヤを用い、この金属ナノワイヤをＭＥＫに３．０
質量％の量で分散させて混合物Ｂを調製した。そして混合物Ａに混合物Ｂを１５．０質量
部加えてよく混合した後、これに光重合開始剤１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニ
ル－ケトン（チバガイギー社製「イルガキュア１８４」）０．７２質量部を加えてよく混
合し、さらに２５℃の恒温雰囲気下で１時間撹拌混合することによって、金属ナノワイヤ
を含む樹脂溶液からなるコーティング材組成物を得た。
【００７４】
　そしてこのコーティング材組成物を実施例１と同様にして、透明ＰＥＴフィルムからな
る透明基材の表面に塗布・乾燥・硬化することによって、膜厚０．５μｍの透明導電膜を
形成した透明導電膜付き基材を得た。尚、透明導電膜中の金属ナノワイヤの含有量は約３
．０質量％であった。
【００７５】
　（比較例２）
　比較例１において、混合物Ａに混合物Ｂを１５．０質量部加えてよく混合した後、これ
に光重合開始剤１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバガイギー社製
「イルガキュア１８４」）０．７２質量部を加えてよく混合し、さらに２５℃の恒温雰囲
気下で１時間撹拌混合した。これにさらにＭＥＫ２００．００質量部とメチルイソブチル
ケトン２００．００質量部を加えて希釈することによって、金属ナノワイヤを含む樹脂溶
液からなるコーティング材組成物を得た。
【００７６】
　そしてこのコーティング材組成物を実施例１と同様にして、透明ＰＥＴフィルムからな
る透明基材の表面に塗布・乾燥・硬化することによって、膜厚０．１μｍの透明導電膜を
形成した透明導電膜付き基材を得た。尚、透明導電膜中の金属ナノワイヤの含有量は約３
．０質量％であった。
【００７７】
　上記の実施例１～４及び比較例１～２の透明導電膜付き基材について、透明導電膜の表
面抵抗、透明導電膜の屈折率、透明導電膜の透過率、透明導電膜の透過色度ｂ＊を測定し
た。
【００７８】
　ここで、透明導電膜の表面抵抗の測定は、表面抵抗値計（三菱化学社製「Ｈｉｒｅｓｔ
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ａｎ社製「Ｆｉｌｍｔｅｋ３０００」を用いて測定した。透明導電膜の透過率の測定は、
分光光度計（日立ハイテク社製「Ｕ－４１００」を用いて行なった。透明導電膜の透過色
度ｂ＊の測定は、分光測色計（コニカミノルタ株式会社製「ＣＭ３６００ｄ」）を用いて
行なった。結果を表１に示す。
【００７９】
【表１】

 　表１にみられるように、各実施例の透明導電膜は透過率が向上していることが確認さ
れた。
【符号の説明】
【００８０】
　１　透明基材
　２　透明導電膜
　３　金属ナノワイヤ
　４　低屈折率粒子
　５　マトリクス樹脂
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