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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ポリ（３，４－エチレンジオキシ）チオフェン、（Ｂ）ポリスチレンスルホン酸及
び（Ｃ）酸化グラフェンを含む組成物からなる導電性塗料であって、成分（Ａ）、（Ｂ）
及び（Ｃ）の各成分の合計質量に対する成分（Ｃ）の質量の比が０．０２≦（Ｃ）／（（
Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ））≦０．４５なる関係式を満たすことを特徴とする導電性塗料。
【請求項２】
成分（Ｃ）に占める厚さ５ｎｍ以下の粒子の個数の割合が６０％以上であることを特徴と
する請求項１記載の導電性塗料。
【請求項３】
成分（Ｃ）の粒子の平均粒子径が１μｍ以上であることを特徴とする請求項１～２のいず
れかに記載の導電性塗料。
【請求項４】
組成物が更に（Ｄ）バインダーを含むことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
導電性塗料。
【請求項５】
前記（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｄ）の各質量の関係が０．０１≦（（Ａ）＋（Ｂ））／（（Ａ
）＋（Ｂ）＋（Ｄ））≦０．３の関係であることを特徴とする請求項４記載の導電性塗料
。
【請求項６】
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（Ｄ）バインダーがポリエステル樹脂であることを特徴とする請求項４または請求項５記
載の導電性塗料。
【請求項７】
組成物が更に還元剤を含むことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の導電性塗料
。
【請求項８】
還元剤が２つ以上の水酸基を有することを特徴とする請求項７記載の導電性塗料。
【請求項９】
還元剤がヒドロキノン、ピロガロール、カテコール、レゾルシノール及び没食子酸からな
る群から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする請求項８記載の導電性塗料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、導電性塗料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　導電性高分子としてはポリチオフェン、ポリアニリン、ポリピロールなどの材料が知ら
れている。導電性高分子はその透明性と導電性の高さから、フィルムの帯電防止用コーテ
ィング液や透明電極用のコーティング液の導電材料として使用されている。コーティング
液として使用するには導電性高分子が適当な溶媒に分散している必要があるが、導電性高
分子は溶媒に不溶であるため、分散させるためには各種工夫が必要である。例えば、溶媒
への溶解性が高まるような官能基を導入することで、導電性高分子を適当な溶媒に分散さ
せることが可能である。しかし、官能基を導入することで導電性高分子間の距離が遠くな
り、導電性高分子間の電子の移動が悪くなる結果、導電性が低下してしまうという問題を
有している。
【０００３】
導電性高分子の中でポリチオフェン系の導電性高分子はもっとも導電性が高く、非常に優
れた材料である。ポリチオフェン系の導電性高分子で溶媒に分散したものとしてはポリ（
３，４－エチレンジオキシ）チオフェン（以下、ＰＥＤＯＴと記すことがある）とポリス
チレンスルホン酸（以下、ＰＳＳと記すことがある）との混合物の水分散液が知られてお
り、ＰＥＤＯＴとＰＳＳとの混合物（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳと表記する）の分散液は例えば
Ｂａｙｔｒｏｎ ＰやＢａｙｔｒｏｎ Ｐ ＨＣ Ｖ４（エイチ・シー・スタルク社製）など
の商品名で販売されている。ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳはＰＥＤＯＴに水への溶解性が高いＰＳ
Ｓを組み合わせることで水へ分散させることに成功している。ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳは導電
性の高さからＩＴＯ代替として透明電極への応用が盛んに検討されているが、ＩＴＯと比
べて導電性が劣っており、導電性を向上させることが検討されている。例えばＢａｙｔｏ
ｎ Ｐは標準品として位置づけられていて、その導電率はカタログ値として１（Ｓ／ｃｍ
）と言われている。一方で、Ｂａｙｔｏｎ Ｐ ＨＣ Ｖ４は製造法の最適化等で標準品よ
りも１０倍もの高導電率１０（Ｓ／ｃｍ）を達成している。しかし、１０倍の高導電率を
達成した反面、製造法を複雑にしたためＢａｙｔｏｎ Ｐとくらべて非常に高価になって
いる。
【０００４】
　このように導電性高分子の導電性を高める要求がある。一方で、導電性を高めることは
導電性高分子同士を近づけ、結晶性を高めることにつながり、結晶性が高まると溶媒への
なじみが悪くなり、溶媒への分散性は悪化する。このように導電性と分散性はトレードオ
フの関係にあり、溶媒への分散性を悪化させることなく導電性を向上させることは容易で
はない。
【０００５】
これを克服する方法として、特許文献１、非特許文献１にはポリアニリンに酸化チタンな
どの微粒子を添加してコート後に８５℃で２時間加熱することで導電性を向上させる方法
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が公開されている。しかし、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに対して同様な効果はこれまで報告され
ていない。
【０００６】
一方、近年酸化グラフェンが新たなる導電材料として注目されている。酸化グラフェンは
酸化黒鉛を層状に剥離することで得られる炭素材料である。酸化黒鉛は黒鉛を特定の方法
により酸化することで得られる黒鉛層間化合物の一種である。この酸化黒鉛は２次元的な
基本層が積み重なった多層構造体であり、単層レベルまで薄層化することが可能である（
例えば、非特許文献２参照）。本発明者らも先に、そのような酸化黒鉛の薄膜状粒子を高
収率で製造する方法を見出している（特許文献２参照）。
【０００７】
厳密には単層構造の酸化黒鉛を酸化グラフェンと定義すべきであるが、一般には単層レベ
ルまで薄層化された酸化黒鉛を酸化グラフェンと呼ぶことが多い。層数として10層以下（
一般に知られている酸化黒鉛の層間距離0.83nmから換算すると平均厚み8.3nm程度）の酸
化黒鉛も広義に酸化グラフェンとして扱われている。このようなことから、本発明におけ
る酸化グラフェンは厚みが10nm以下の酸化黒鉛を意味するものとする。
【０００８】
酸化グラフェンは、加熱還元などの還元処理により導電性を付与できるアスペクト比の高
いナノ材料であり、高導電化した酸化グラフェンは透明導電膜など各種コーティング用途
や導電インキなどの機能性材料に適用可能な材料として注目されている（例えば、特許文
献２参照）。
ここで本発明において、酸化グラフェンとは導電率として１０－３（Ｓ／ｃｍ）以下のも
のを意味するものとし、導電性を向上させて１０－３（Ｓ／ｃｍ）よりも大きな導電率を
有する酸化グラフェンは高導電化酸化グラフェンとして区別する。
【０００９】
この高導電化酸化グラフェンをＰＥＤＯＴ／ＰＳＳと組み合わせることで高い導電性を得
る方法が公開されている。例えば非特許文献３では、酸化グラフェンとＳＤＢＳ（sodium
 dodecylbenzene sulfonate）を混合した水溶液に還元剤としてヒドラジンを添加して１
００℃，２４時間加熱することで高導電化酸化グラフェンを作製し、その高導電化酸化グ
ラフェンをＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに添加することでシート抵抗を１／３程度下げることが報
告されている。
また、非特許文献４では、酸化グラフェンの水分散液にブチルアミンを添加することで酸
化グラフェンの導電性を３桁向上させ、ブチルアミンを添加した酸化グラフェンの水分散
液をＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに添加することで、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳよりも導電性が向上する
ことが報告されている。
【００１０】
非特許文献５および特許文献３では酸化グラフェンとナフィオンを混合した水溶液に還元
剤としてヒドラジンを添加して１００℃，２４時間加熱することで高導電化酸化グラフェ
ンを作製し、その高導電化酸化グラフェンをＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに添加することで導電率
を３０から６０倍向上できることが報告されている。
【００１１】
このように高導電化酸化グラフェンをＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに添加することにより全体とし
ての導電性を向上させることは報告されているが、高導電化するような処理を行わない酸
化グラフェンをＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに添加することでＰＥＤＯＴ／ＰＳＳをより高導電化
することはこれまで報告されていなかった。これは高導電化処理を行わない酸化グラフェ
ンは導電性が悪く、導電性が悪い酸化グラフェンをＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに添加することで
導電性を向上させることは困難と考えられていたためである。
一方で、酸化グラフェンは酸化されていることによりグラフェンと比べてπ電子の広がり
が小さくなっており、導電性が悪い反面透明性はグラフェンよりも高い。逆に還元などの
処理を行った場合、再度π電子が広がることで導電性は向上するが透明性は悪化する。こ
のことから、透明性の観点からは酸化グラフェンは高導電化しない状態で使用することが
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望ましい。
【００１２】
ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳを塗布液として使用する場合、通常バインダーも添加されている。こ
れはＰＥＤＯＴ／ＰＳＳだけでは、塗布膜として基板との密着性や耐擦傷性などが悪いこ
とから、これらの物性を改善する目的でバインダーを添加している。バインダーとＰＥＤ
ＯＴ／ＰＳＳの混合比に関して、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの割合が多くなると塗布膜本来の物
性が悪化することから、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの割合は少ないほど望ましい。しかし、ＰＥ
ＤＯＴ／ＰＳＳの割合が少ないと塗布膜に導電性が得られないため、導電性塗布膜とする
にはパーコレーションしきい値（導電性が得られる最低の添加量）以上に添加する必要が
ある。このようなことから、パーコレーションしきい値は小さいほど望ましいが、ＰＥＤ
ＯＴ／ＰＳＳはアスペクト比が高い材料ではないため、パーコレーションしきい値は通常
１０質量％以上である。そのために、塗布膜に導電性をだすにはＰＥＤＯＴ／ＰＳＳを少
なくとも１０質量％以上、十分な導電性を出すには２０質量％以上添加する必要があり、
塗布膜本来の物性を維持することが難しいという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－２５１５１０号公報
【特許文献２】特開２００２－５３３１３号公報
【特許文献３】ＫＲ２０１００７８４４４
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】倉本憲幸著，はじめての導電性高分子（工業調査会，２００２）
【非特許文献２】N. A. Kotov et al., Ultrathin Graphite Oxide-Polyelectrolyte Com
posites Prepared by Self-Assembly: Transition Between Conductive and Non-Conduct
ive States, Adv. Mater., 8, 637 (1996)
【非特許文献３】A Transparent, Flexible, Low-Temperature, and Solution-Processib
le Graphene Composite Electrode，Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 2893
【非特許文献４】Preparation of extended alkylated graphene oxide conducting laye
rs and effect study on the electrical properties of PEDOT:PSS polymer composites
，Chemical Physics Letters 494 (2010) 264
【非特許文献５】Synthesis of aqueous dispersion of graphenes via reduction of gr
aphite oxide in the solution of conductive polymer，Journal  of Physics and Chem
istry of Solids71(2010)483
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
本発明の課題は、導電性、透明性など有用な特性を発揮するＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに関して
、溶媒への分散性を悪化させることなく、導電性をより向上させた導電性塗料であって、
組成物に対するPEDOT/PSSのパーコレーションしきい値が小さい導電性塗料を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意検討を重ねた結果、酸化グラフェンとＰ
ＥＤＯＴとＰＳＳを組み合わせた組成では、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分の溶媒への分散性を
悪化させることなく、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ系単独よりも高い導電率が得られることを発見
し発明を完成するに至った。導電性の悪い酸化グラフェンを添加することでＰＥＤＯＴ／
ＰＳＳ系単独よりも導電率が向上するという優れた効果は誠に驚くべきことであるが、そ
のような効果の発現は、酸化グラフェンの表面にＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分が吸着し、吸着
したＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分が部分的に結晶化することで、導電性が向上したのだと考え
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ている。この効果により、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ系単独よりも導電性が向上する一方で、酸
化グラフェンは溶媒への分散性が高いことから、結晶化が進んだＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分
が部分的に吸着していても、溶媒への分散性を維持できる。これにより、導電性と分散性
というトレードオフの関係を両立し、溶媒への分散性を悪化させることなく導電性を向上
させることに成功した。
【００１７】
本発明における導電性塗料としては、平滑な基板に塗布したときに表面抵抗率が１０１２

（Ω／□）以下になる塗料を意味するものとする。
【００１８】
　ここで、酸化グラフェンが少なすぎると、酸化グラフェンに吸着するＰＥＤＯＴ／ＰＳ
Ｓ成分の量が少ないため、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの導電性がほとんど向上しない。そのため
、酸化グラフェンの最小量は質量基準で、（酸化グラフェンの固形分質量）÷（ＰＥＤＯ
Ｔの固形分質量＋ＰＳＳの固形分質量＋酸化グラフェンの固形分質量）（以下 「（酸化
グラフェン）÷（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ＋酸化グラフェン）」）の関係が０．０２以上であ
ることが望ましく、より高い導電性を得るためには、０．０４以上であるとさらに好まし
い。一方で酸化グラフェンを増やしていくと、導電性の悪い酸化グラフェンの割合が多く
なり、全体として導電性は向上しなくなるため、酸化グラフェンの最大量は（酸化グラフ
ェン）÷（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ＋酸化グラフェン）が０．４５以下であることが望ましく
、より高い導電性を得るためには、０．４０以下であるとさらに好ましい。例えば、先の
非特許文献４では（酸化グラフェン）÷（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ＋酸化グラフェン）が０．
５となるように酸化グラフェンとＰＥＤＯＴ／ＰＳＳを複合しているが、酸化グラフェン
の割合が多いために、酸化グラフェンを添加することでＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ単独よりも導
電性が悪化している。さらに非特許文献４ではCheaptubes社の酸化グラフェン（ホームペ
ージ記載の粒子の大きさは300～800ｎｍ）を使用して、さらに粒子径を小さくする効果の
ある超音波処理を行っており、粒子径が小さいことで酸化グラフェンを添加したときの導
電性の向上効果が弱いことも導電性がよくない原因の１つと推測される。
【００１９】
　酸化グラフェンとＰＥＤＯＴ／ＰＳＳおよび、バインダーを添加した塗料の場合では、
ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳと酸化グラフェンの特殊な相互作用により、組成物に対するＰＥＤＯ
Ｔ／ＰＳＳのパーコレーションしきい値を小さくすることができる。つまり、組成物中の
ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの配合量が少なくても導電性が確保することができる。これは、アス
ペクト比が高いことでパーコレーションしきい値を小さくすることができる酸化グラフェ
ンにＰＥＤＯＴ／ＰＳＳが吸着することで、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳのパーコレーションしき
い値を小さくすることができるためだと考えられる。
【００２０】
即ち本発明は、以下の通りである。
（１）　（Ａ）ポリ（３，４－エチレンジオキシ）チオフェンと（Ｂ）ポリスチレンスル
ホン酸と（Ｃ）酸化グラフェンを含む組成物からなる導電性塗料であって、成分（Ａ）、
（Ｂ）及び（Ｃ）の各成分の合計質量に対する成分（Ｃ）の質量の比が０．０２≦（Ｃ）
／（（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ））≦０．４５なる関係式を満たすことを特徴とする導電性塗
料。
（２）　成分（Ｃ）に占める厚さ５ｎｍ以下の粒子の個数の割合が６０％以上であること
を特徴とする（１）記載の導電性塗料。
（３）　成分（Ｃ）の粒子の平均粒子径が１μｍ以上であることを特徴とする（１）～（
２）のいずれかに記載の導電性塗料。
（４）　組成物が更に（Ｄ）バインダーを含むことを特徴とする（１）～（３）のいずれ
かに記載の導電性塗料。
（５）　前記（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｄ）の各質量の関係が０．０１≦（（Ａ）＋（Ｂ））
／（（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｄ））≦０．３の関係であることを特徴とする（４）記載の導電
性塗料。
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（６）　バインダーがポリエステル樹脂であることを特徴とする（４）または（５）記載
の導電性塗料。
（７）　組成物が更に還元剤を含むことを特徴とする（１）～（６）のいずれかに記載の
導電性塗料。
（８）　還元剤が２つ以上の水酸基を有する化合物であることを特徴とする（７）記載の
導電性塗料。
（９）　還元剤がヒドロキノン、ピロガロール、カテコール、レゾルシノールおよび没食
子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする（８）記載の導電性
塗料。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分の溶媒への分散性を悪化させることなく導電性
塗料を得ることができ、塗布膜の導電性をより向上させることが可能となり、ＰＥＤＯＴ
／ＰＳＳの幅広い用途展開が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施例１から実施例６および比較例１，２の、（酸化グラフェン）÷（PEDOT/PS
S＋酸化グラフェン）の値をＸ軸に、導電率をＹ軸にプロットしたグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
酸化グラフェンは酸化黒鉛を層状に剥離することで得ることができる。酸化黒鉛は黒鉛を
特定の方法で酸化することにより製造されるが、酸化黒鉛を得るための黒鉛の酸化法とし
ては、公知のＢｒｏｄｉｅ法（硝酸、塩素酸カリウムを使用）、Ｓｔａｕｄｅｎｍａｉｅ
ｒ法（硝酸、硫酸、塩素酸カリウムを使用）、Ｈｕｍｍｅｒｓ－Ｏｆｆｅｍａｎ法（硫酸
、硝酸ナトリウム、過マンガン酸カリウムを使用）などを利用できる。これらのうち、特
に酸化が進行するのはＨｕｍｍｅｒｓ－Ｏｆｆｅｍａｎ法（Ｗ．Ｓ．Ｈｕｍｍｅｒｓ ｅ
ｔ ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，８０，１３３９（１９５８）；米国特許Ｎ
ｏ．２７９８８７８（１９５７））であり、この酸化方法が特に推奨される。
【００２４】
酸化黒鉛を層状に剥離し酸化グラフェンを得るためには、酸化黒鉛の精製を十分行えばよ
い。精製操作には、デカンテーション、濾過、遠心分離、透析、イオン交換などの公知の
手段を用いればよい。精製時において、多層構造の分離は自発的に生じるが、これに加え
て、振とうなどの撹拌操作やせん断力などの物理力を加えると分離がさらに促進されるの
で望ましい。超音波照射も利用可能であるが、層の分離と共に各層の基本構造が破壊され
てアスペクト比が小さくなる傾向がある。
以上の方法により、酸化グラフェンの水分散液を作製することができる。
【００２５】
本発明の「酸化グラフェン」においてはＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分との相互作用が強くなる
こと、酸化黒鉛の層状剥離が容易になることから、酸化グラフェンは十分に酸化されてい
ることが望ましく、酸化グラフェンのラマンスペクトルにおけるピークの高さの比ＨＧ／
ＨＤとして、１≦ＨＧ／ＨＤ≦１．５の範囲にあることが望ましく、１．１≦ＨＧ／ＨＤ

≦１．４であることがより望ましい。ここで、ＨＧはラマンシフト１６５０ｃｍ－１付近
に検出されるＧ線に由来するピーク（酸化されていない領域由来）の高さを意味し、ＨＤ

はラマンシフト１３５０ｃｍ－１付近に検出されるＤ線に由来するピーク（酸化によりグ
ラフェン構造が崩れた領域由来）の高さを意味する。ＨＧ／ＨＤの値が１．５より大きく
なると酸化が不十分なため酸化黒鉛の層状剥離が困難になり、１よりも小さくなるとＰＥ
ＤＯＴ／ＰＳＳ成分との相互作用が弱くなってしまう。
【００２６】
酸化グラフェンの厚みはできるだけ薄いものほど、酸化グラフェンの表面積を大きくする



(7) JP 5748606 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

ことができるため望ましい。これは、導電性の向上が酸化グラフェンにＰＥＤＯＴ／ＰＳ
Ｓが吸着することに起因するためであり、酸化グラフェンの導電性は高くないことから、
できるだけ少量の酸化グラフェンで多くのＰＥＤＯＴ／ＰＳＳを吸着することが望ましい
ためである。そこで、酸化グラフェンの厚みとしては、5nm以下の厚みの酸化グラフェン
を６０％以上含有しているものが好ましく、1.5nm以下の厚みの酸化グラフェンを６０%以
上含有するものであるとさらに好ましい。厚みの評価は原子間力顕微鏡を用いて次のよう
な方法で行うことができる。希釈した酸化グラフェン粒子の水分散液を基板（マイカ）の
上に滴下し、原子間力顕微鏡により重なりのない孤立した粒子を見つけ、原子間力顕微鏡
で測定される基板と孤立粒子の高さの差が粒子の厚みとなる。粒子にしわが形成されてい
る場合、しわの部分は厚さを反映していないので、しわのない部分と基板との高さの差で
厚みを評価するようにする。吸着水の影響もあるため、厚みが1.5nm以下は酸化グラフェ
ンの層数が１層と考えられる。一定厚み以下の酸化グラフェンの含有割合は、３０個の粒
子について厚みを測定し、３０個中の一定厚み以下の酸化グラフェンの割合で算出するこ
ととする。
【００２７】
本発明で使用される酸化グラフェンの面方向の大きさの平均値としては、０．１～３０μ
ｍであることが望ましく、１～２０μｍであることがより望ましい。酸化グラフェンの面
方向の大きさが３０μｍより大きくなると、原料に大きな黒鉛を使用する必要があり、酸
化に要する時間が長くなるといった問題がある。逆に０．１μｍよりも小さくなると酸化
グラフェンのアスペクト比が小さいため、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ成分と複合したときの導電
性を向上させる効果が弱くなってしまうという問題がある。酸化グラフェンの面方向の大
きさは、例えば原子間力顕微鏡や電子顕微鏡などの酸化グラフェンの形状を確認できる評
価装置を用いて、最大径（外側輪郭線上の任意の２点を、その間の長さが最大になるよう
に選んだ時の長さ）で評価することができる。大きさの平均値としてはランダムに選択し
た粒子３０個の平均値により算出することができる。
【００２８】
　本発明で使用される酸化グラフェンとしては、分散媒に分散した分散液で使用すること
が望ましい。分散媒としては、水、メタノール、エタノール、ＮＭＰ（Ｎ－メチルピロリ
ドン）、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＤＭＡｃ（ジメチルアセトアミド）などの単
独の液あるいは混合した液を使用することが可能である。特に環境負荷も少なく、酸化グ
ラフェンが均一に分散することから、水を分散媒として使用することが望ましい。
【００２９】
本発明で使用されるＰＥＤＯＴとＰＳＳとしては、例えばＢａｙｔｏｎ ＰやＢａｙｔｏ
ｎ Ｐ ＨＣ Ｖ４、CLEVIOS Pなどの商品として販売されているＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの分散
液を使用することが可能である。ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳはドーパントとなるＰＳＳ存在下で
３，４－エチレンジオキシチオフェン（ＥＤＯＴ）を重合することで製造され、ＰＳＳが
水への溶解性が高いことから、ＰＳＳにＰＥＤＯＴが吸着して複合した状態（ＰＥＤＯＴ
／ＰＳＳと記す）で水に分散していると考えられている。ＰＥＤＴＯ：ＰＳＳの比率は一
般に質量基準で１：２．０ ～ １：３．０程度であり、分散している粒子の大きさは１０
～１０００ｎｍ程度である。
【００３０】
本発明で使用されるバインダーとしては、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタ
ン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ゴム系樹脂、ポリビ
ニルアルコールなど有機物系バインダーやＳｉＯ２やＴｉＯ２などの無機物系バインダー
を用いることができる。バインダーは溶媒に分散した分散液あるいは溶解した溶液として
用いることが望ましい。溶媒としては水、メタノール、エタノール、アセトン、ＮＭＰ（
Ｎ－メチルピロリドン）、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＤＭＡｃ（ジメチルアセト
アミド）などの単独の液あるいは混合した液を使用することが可能である。特に酸化グラ
フェンおよびＰＥＤＯＴ／ＰＳＳが良好に分散する水を溶媒の主成分とすることが望まし
い。
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有機物系バインダーの中でもポリエステル樹脂はポリエステル、ポリカーボネート、塩ビ
などの透明フィルムとの密着性が高い、耐熱性・耐久性も優れるなどの特性を有すること
からバインダーとしてより望ましい。
【００３１】
バインダーの添加量としては、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳに対してバインダーが少なすぎると塗
布膜の物性（基板との密着性や耐擦傷性など）が悪くなり、逆にバインダーが多すぎると
塗布膜の導電性が得られないことから、バインダーの添加量は質量基準で、（ＰＥＤＯＴ
固形分質量＋ＰＳＳ固形分質量）÷（ＰＥＤＯＴ固形分質量＋ＰＳＳ固形分質量＋バイン
ダー固形分質量）の関係（以下、（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）÷（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ＋バイ
ンダー）と記す）が、０．０１～０．３の値であることが望ましく、０．０２５～０．２
であることがより好ましい。さらに、０．０５～０．１であることが導電性と塗布膜の物
性のバランスがよく、もっとも好ましい。
【００３２】
酸化グラフェンは還元により高導電化できるが、溶媒への分散性と透明性の観点からは、
酸化グラフェンとしては、高導電化しない方が望ましいが、例えば高い透明性が必要とさ
れない場合など目的に応じて、還元により酸化グラフェンを高導電化してもよい。ただし
、本発明の効果は高導電化酸化グラフェンではなく、酸化グラフェンで発揮されることか
ら、酸化グラフェンを還元する場合には塗布膜を形成後に還元することが望ましい。これ
は、塗布膜形成後に還元するならば、分散性を考慮する必要はなく、さらに酸化グラフェ
ンの構造変化によるＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの導電性向上効果への悪影響が防げるためである
。酸化グラフェンを還元する方法としては、酸化グラフェンとＰＥＤＯＴ／ＰＳＳを含む
塗布膜を形成した後に２００℃以上に加熱する方法がある。塗布膜を形成した基板の耐熱
性が低い場合、塗料に還元剤を添加することで還元のための加熱温度を下げることが可能
である。還元剤としては、塗料中の酸化グラフェンが塗布膜形成までは高導電化酸化グラ
フェンに還元されず、塗布膜形成後の加熱により還元が起きるものであることが必要であ
り、このような還元剤としては、例えば、ヒドロキノン、ピロガロール、カテコール、レ
ゾルシノール、没食子酸、Ｌ－システイン、ヨウ化水素酸、ヒドラジン、ホスフィン酸、
クエン酸、チオ硫酸ナトリウム、チオ硫酸アンモニウム、次亜リン酸ナトリウム、Ｌ（＋
）アスコルビン酸などが挙げられ（特許４５９１６６６）、中でも２つ以上の水酸基を有
する還元剤（例えばヒドロキノン、ピロガロール、カテコール、レゾルシノール、没食子
酸）は、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの導電性を向上させる効果もあることから（特開２０１０－
８０２３７）、より望ましい。
【００３３】
　酸化グラフェンとＰＥＤＯＴとＰＳＳおよびバインダーの混合方法としては、それぞれ
が溶媒に分散あるいは溶解した分散液（溶液）の状態で混合することが望ましい。ＰＥＤ
ＯＴとＰＳＳは混合された状態で製造され、混合物として溶媒に分散しているので、ＰＥ
ＤＯＴ／ＰＳＳとして溶媒に分散した分散液を使用することが望ましい。還元剤を用いる
場合は、分散液に還元剤を溶解させることで混合することができる。混合後には撹拌やホ
モジナイザー等の方法により均一になるまで混合することで導電性塗料を作製することが
できる。
【００３４】
　塗布の方法は、基材上への塗布が可能であれば特に限定されるものではなく、例えばス
ピンコータ法、バーコータ法、ロールコータ法、スプレーコート法などの方法を用いるこ
とができる。塗布膜の乾燥も特に限定されるものではなく、加熱乾燥などの一般的な方法
で行うことが可能である。乾燥温度は基材の耐熱性や溶媒の沸点に依存するが、溶媒とし
て水を使っている場合は、６０～１００℃が望ましい。酸化グラフェンを還元する場合に
は、乾燥処理とは別に、あるいは乾燥処理を兼ねて加熱処理を行えばよい。加熱処理の温
度は２００℃以上が望ましい。塗料に還元剤を添加した場合には加熱処理の温度を低くす
ることが可能で、還元剤の種類にも依存するが、１００℃～１７０℃で加熱処理を行うこ
とが望ましい。
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【実施例】
【００３５】
以下、実施例及び比較例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明は以下の実施
例に何ら限定されるものではない。
【００３６】
（酸化グラフェンの合成例）
天然黒鉛ＳＮＯ－３（純度９９．９７質量％以上）１０ｇを、硝酸ナトリウム（純度９９
％）７．５ｇ、硫酸（純度９６％）６２１ｇ、過マンガン酸カリウム（純度９９％）４５
ｇからなる混合液中に入れ、約２０℃で５日間、緩やかに撹拌しながら放置した。得られ
た高粘度の液を、５質量％硫酸水溶液１０００ｃｍ３に約１時間で撹拌しながら加えて、
さらに２時間撹拌した。得られた液に過酸化水素（３０質量％水溶液）３０ｇを加えて、
２時間撹拌した。
【００３７】
この液を、水により十分精製することで、平板状の酸化グラフェンの水分散液を得た。液
の一部を４０℃で真空乾燥させ、乾燥前後の質量変化を測定した結果から、液中の酸化グ
ラフェンの固形分濃度は１．３質量％と算出された。また、４０℃で真空乾燥させた酸化
グラフェンの元素分析で、酸素は４２質量％、水素は２質量％であった。ラマンスペクト
ルを測定した結果、Ｇ線に由来するピークの高さＨＧとＤ線に由来するピークの高さＨＤ

の比ＨＧ／ＨＤは１．２９であった。液の一部を水で希釈してからマイカの上で乾燥させ
、原子間力顕微鏡を使って酸化グラフェンの厚みを評価したところ、３０個の粒子で確認
された厚みは１．１ｎｍ，２．２ｎｍ，０．８ｎｍ，０．９ｎｍ，１．７ｎｍ，１．５ｎ
ｍ，１．１ｎｍ，１．８ｎｍ，０．９ｎｍ，１．０ｎｍ，１．６ｎｍ，２．２ｎｍ，１．
１ｎｍ，１．０ｎｍ，１．３ｎｍ，０．９ｎｍ，０．９ｎｍ，１．２ｎｍ，１．９ｎｍ，
１．４ｎｍ，１．７ｎｍ，１．８ｎｍ，１．０ｎｍ，１．３ｎｍ，１．１ｎｍ，０．８ｎ
ｍ，２．０ｎｍ，１．４ｎｍ，１．８ｎｍ，１．３ｎｍであり、１．５ｎｍ以下の厚みの
酸化グラフェン粒子が２０個で６７％、５ｎｍ以下の厚みの酸化グラフェンは３０個で１
００％と、いずれも全体の６０％以上含有していた。３０個の粒子で確認された粒子径は
、２．０μｍ，４．３μｍ，５．４μｍ，２．５μｍ，１．０μｍ，６．８μｍ，１０．
５μｍ，２．３μｍ，４．４μｍ，１．４μｍ，４．１μｍ，１．６μｍ，１．５μｍ，
２．１μｍ，１．２μｍ，１．６μｍ，１．１μｍ，１．０μｍ，１．４μｍ，１．７μ
ｍ，２．９μｍ，４．４μｍ，２．９μｍ，１．９μｍ，１．２μｍ，１．８μｍ，２．
６μｍ，６．８μｍ，１．８μｍ，６．０μｍであり、平均の粒子径は３μｍであった。
上記の１．３質量％酸化グラフェン水分散液を１．０質量％に濃度調整した分散液を以下
、「分散液Ａ」と呼ぶ。
【００３８】
（導電率の測定）
　２端子法で塗布膜の抵抗を測定し、得られた抵抗値から導電率（Ｓ／ｃｍ）を算出した
。導電率の計算の際に塗布膜の厚みは、使用したコート液の組成と比重をＰＥＤＯＴ／Ｐ
ＳＳ＝１ｇ／ｃｍ３、酸化グラフェン＝１ｇ／ｃｍ３として計算した。抵抗の測定は室温
（２０～２５℃）、湿度４０～５０％で行った。なお、同様の塗布膜を３枚作製し、それ
ぞれの塗布膜に対して１回導電率を測定し、３回分の導電率の平均値を算出した。
【００３９】
（表面抵抗率の測定）
　ダイヤインスツルメント社製低抵抗計ロレスタＧＰを用いて、塗布膜（厚み１０μｍ程
度）の表面抵抗（Ω／□）を測定した。測定は室温（２０～２５℃）、湿度４０～５０％
で行った。
【００４０】
（実施例１）
ポリ（３，４－エチレンジオキシ）チオフェンとポリスチレンスルホン酸の混合物（ＰＥ
ＤＯＴ／ＰＳＳ）の水分散液（PEDOT：０．５質量％，PSS：０．８質量％。Ａｌｄｒｉｃ
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ｈ社製,conductive grade）を「導電性高分子液Ａ」と呼ぶ。導電性高分子液Ａを水で希
釈して濃度を１質量％とした。得られた液を以下、「導電性高分子液Ｂ」と呼ぶ。９．７
６ｇの導電性高分子液Ｂと０．２４ｇの分散液Ａを十分混合し、導電性塗料を作製した。
得られた導電性組成物をガラス基板上に塗布し、７０℃で３０分以上乾燥して導電性塗料
の塗布膜を作製した。得られた塗布膜の導電率を測定した。結果を表１に示す。
【００４１】
（実施例２）
実施例１の導電性高分子液Ｂと分散液Ａの添加量をそれぞれ９．５２ｇと０．４８ｇに変
更した以外は実施例１と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結
果を表１に示す。
【００４２】
（実施例３）
実施例１の導電性高分子液Ｂと分散液Ａの添加量をそれぞれ９．０９ｇと０．９１ｇに変
更した以外は実施例１と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結
果を表１に示す。
【００４３】
（実施例４）
実施例１の導電性高分子液Ｂと分散液Ａの添加量をそれぞれ８．３３ｇと１．６７ｇに変
更した以外は実施例１と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結
果を表１に示す。
【００４４】
（実施例５）
実施例１の導電性高分子液Ｂと分散液Ａの添加量をそれぞれ７．１４ｇと２．８６ｇに変
更した以外は実施例１と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結
果を表１に示す。
【００４５】
（実施例６）
実施例１の導電性高分子液Ｂと分散液Ａの添加量をそれぞれ５．５６ｇと４．４４ｇに変
更した以外は実施例１と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結
果を表１に示す。
【００４６】
（比較例１）
実施例１の導電性高分子液Ｂと分散液Ａの添加量をそれぞれ４．４４ｇと５．５６ｇに変
更した以外は実施例１と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結
果を表１に示す。
【００４７】
（比較例２）
実施例１の導電性組成物として導電性高分子液Ｂを使用した以外は実施例１と同様にして
導電性塗料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結果を表１に示す。
【００４８】
（比較例３）
実施例１の導電性組成物として分散液Ａを使用した以外は実施例１と同様にして導電性塗
料の塗布膜を作製し、導電率を測定した。結果を表１に示す。
【００４９】
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【表１】

実施例１から実施例６および比較例１，２の酸化グラフェン／（「PEDOT/PSS」＋酸化グ
ラフェン）をＸ軸に導電率をＹ軸にプロットしたグラフを図１に示す。この結果から、酸
化グラフェン／（「PEDOT/PSS」＋酸化グラフェン）が０．０２以上０．４５以下の範囲
ではPEDOT/PSS単独よりも導電率が向上していることがわかる。さらに、０．０４以上０
．４０以下の範囲では導電率の向上が大きいことがわかる。
【００５０】
（実施例７）
３．８５ｇの導電性高分子液Ａと１．００ｇの分散液Ａと２．９４ｇのポリエステル系高
分子バインダー　ＭＤ１２００（３４質量％。東洋紡績製）を十分混合し、導電性塗料を
作製した。得られた導電性塗料をガラス基板上に塗布し、７０℃で６０分乾燥して導電性
塗料の塗布膜を作製した。得られた塗布膜の表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５１】
（実施例８）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
１．００ｇと１．７６ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５２】
（実施例９）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
１．００ｇと０．８８ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５３】
（実施例１０）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
２．００ｇと２．９４ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５４】
（実施例１１）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
２．００ｇと１．７６ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５５】
（実施例１２）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
２．００ｇと０．８８ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５６】
（実施例１３）
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実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
４．００ｇと２．９４ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５７】
（実施例１４）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
４．００ｇと１．７６ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５８】
（実施例１５）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと
４．００ｇと０．８８ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作
製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００５９】
（比較例４）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ１．９２ｇと
１０．００ｇと１．４７ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を
作製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００６０】
（比較例５）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ１．９２ｇと
１０．００ｇと０．８８ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を
作製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００６１】
（比較例６）
実施例７の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ１．９２ｇと
１０．００ｇと０．４４ｇに変更した以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を
作製し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００６２】
（比較例７）
実施例７の導電性高分子液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと２．９４ｇ
に変更し、分散液Ａを添加しない以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製
し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００６３】
（比較例８）
実施例７の導電性高分子液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと１．７６ｇ
に変更し、分散液Ａを添加しない以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製
し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００６４】
（比較例９）
実施例７の導電性高分子液ＡとＭＤ１２００の添加量をそれぞれ３．８５ｇと０．８８ｇ
に変更し、分散液Ａを添加しない以外は実施例７と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製
し、表面抵抗率を測定した。結果を表２に示す。
【００６５】
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【表２】

表２をみると、（酸化グラフェン）÷（PEDOT/PSS＋酸化グラフェン）が０．８０（比較
例４～６）と０．００（比較例７～９）の場合には、（PEDOT/PSS）÷（PEDOT/PSS+MD120
0）が0.077でも表面抵抗が高いことから、パーコレーションしきい値は０．０７７よりも
大きいことがわかる。一方、（酸化グラフェン）÷（PEDOT/PSS＋酸化グラフェン）が０
．１７（実施例７～９）と０．２９（実施例１０～１２）、０．４４（実施例１３～１５
）では、（PEDOT/PSS）÷（PEDOT/PSS+MD1200）が0.077のときに表面抵抗が低くなってお
り、パーコレーションしきい値は０．０７７よりも小さいことがわかる。このように、酸
化グラフェンを所定量添加することでＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの組成物に対するパーコレーシ
ョンしきい値が小さくなっていることがわかる。
【００６６】
（実施例１６）
３．８５ｇの導電性高分子液Ａと１．００ｇの分散液Ａと５．８８ｇのポリエステル系高
分子バインダー　ＭＤ１２００（３４％。東洋紡績製）および０．００５ｇのピロガロー
ル（還元剤）を十分混合し、導電性塗料を作製した。導電性塗料はピロガロール無添加時
と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝集も認められておらず、酸化グラフェン
は還元されていなかった。得られた導電性塗料をガラス基板上に塗布し、７０℃で６０分
乾燥した後に１７０℃で６０分加熱処理を行い導電性塗料の塗布膜を作製した。加熱処理
後には色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。得られた塗布膜
の表面抵抗率を測定した。結果を表３に示す。
【００６７】
（実施例１７）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと１．００ｇと２．９４ｇおよび０．００５ｇに変更した
以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。な
お、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝
集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後に
は色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００６８】
（実施例１８）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと１．００ｇと１．７６ｇおよび０．００５ｇに変更した
以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。な
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お、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝
集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後に
は色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００６９】
（実施例１９）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと１．００ｇと０．８８ｇおよび０．００５ｇに変更した
以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。な
お、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝
集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後に
は色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００７０】
（実施例２０）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと２．００ｇと５．８８ｇおよび０．０１ｇに変更した以
外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。なお
、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝集
も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後には
色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００７１】
（実施例２１）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと２．００ｇと２．９４ｇおよび０．０１ｇに変更した以
外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。なお
、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝集
も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後には
色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００７２】
（実施例２２）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと２．００ｇと１．７６ｇおよび０．０１ｇに変更した以
外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。なお
、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝集
も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後には
色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００７３】
（実施例２３）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ３．８５ｇと２．００ｇと０．８８ｇおよび０．０１ｇに変更した以
外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。なお
、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの凝集
も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後には
色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す。
【００７４】
（実施例２４）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ１．９２ｇと２．００ｇと２．９４ｇおよび０．０１２５ｇに変更し
た以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。
なお、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの
凝集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後
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には色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す
。
【００７５】
（実施例２５）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ１．９２ｇと２．００ｇと１．４７ｇおよび０．０１２５ｇに変更し
た以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。
なお、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの
凝集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後
には色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す
。
【００７６】
（実施例２６）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ１．９２ｇと２．００ｇと０．８８ｇおよび０．０１２５ｇに変更し
た以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。
なお、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの
凝集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後
には色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す
。
【００７７】
（実施例２７）
実施例１６の導電性高分子液Ａと分散液ＡとＭＤ１２００およびピロガロール（還元剤）
の添加量をそれぞれ１．９２ｇと２．００ｇと０．４４ｇおよび０．０１２５ｇに変更し
た以外は実施例１６と同様にして導電性塗料の塗布膜を作製し、表面抵抗率を測定した。
なお、導電性塗料はピロガロール無添加時と同じ茶褐色のままであり、酸化グラフェンの
凝集も認められておらず、酸化グラフェンは還元されていなかった。さらに、加熱処理後
には色が黒色に変化しており、酸化グラフェンの還元が起こっていた。結果を表３に示す
。
【００７８】
【表３】

表３をみると、（PEDOT/PSS）÷（PEDOT/PSS+MD1200）が０．０４８の場合でも表面抵抗
が低く、還元剤を添加した場合でも、パーコレーションしきい値は０．０４８よりも小さ
いことがわかる。このように、酸化グラフェンを所定量添加することで、還元剤を添加し
た場合でも、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの組成物に対するパーコレーションしきい値が小さくな
っていることがわかる。
【産業上の利用可能性】
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【００７９】
本発明によって得られる導電性塗料は、高い導電性が得られ、組成物に対するＰＥＤＯＴ
／ＰＳＳのパーコレーションしきい値も小さくすることができることから、透明導電膜な
ど各種コーティング用途や導電インキなどの機能性材料への応用が期待される。

【図１】
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