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(57)【 要 約 】
【課題】透明性に優れ、電子機器などの表示装置や透明開口部における液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の表示画面より放出される電磁波、
または携帯電話より発生する電磁波を遮蔽するとともに、外部からの電磁波が電子機器な
どへ進入するのを遮断しノイズを減少させる効果に優れた電磁波シールド用フィルムを提
供すること。
【解決手段】透明な熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも片面に、可視光線透過率が５０％
以上で、８０〜２０００ＭＨｚの周波数帯における電界波シールド特性が３０ｄＢ以上と
なるような、バインダー樹脂中にカーボンナノチューブまたはカーボンナノファイバーを
分散させた導電層を形成する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明な熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも片面に、バインダー樹脂中にカーボンナノチ
ューブまたはカーボンナノファイバーを含有する導電層が形成された電磁波シールド用フ
ィルムであって、該電磁波シールド用フィルムの可視光線透過率が５０％以上、かつ８０
〜２０００ＭＨｚの周波数帯における電界波シールド特性が３０ｄＢ以上であることを特
徴とする電磁波シールド用フィルム。
【請求項２】
導電層が網目状または線状の形態である請求項１記載の電磁波シールド用フィルム。
【請求項３】
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バインダー樹脂が、水溶性樹脂または水分散性樹脂である請求項１または２記載の電磁
波シールド用フィルム。
【請求項４】
導電層が、さらにシランカップリング剤を用いて形成されたものである請求項１〜３の
いずれかに記載の電磁波シールド用フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電磁波シールド用フィルムに関するものである。さらに詳しくは、電子機器
などの表示装置や透明開口部における液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やプラズマディスプレ
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イパネル（ＰＤＰ）の表示画面より放出される電磁波、または携帯電話より発生する電磁
波を遮蔽するとともに、外部からの電磁波が電子機器などへ進入するのを遮断してノイズ
を減少させる効果に優れた電磁波シールド用フィルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在さまざまな電気・電子機器が使用されており、作業効率を大きく向上させている。
しかし、これらの電子機器からは微弱ではあるが電磁波の発生が起こっている。また逆に
、外部電磁波の進入で電子機器に悪影響を及ぼし誤作動や動作不良を起こす可能性がある
。これらのことから、電磁波シールドの必要性が重要視されてきている。
【０００３】

30

従来、電子機器の電磁波シールド材としては、銅，鉄のような導電性の高い金属板ある
いは金属箔を使用し、機器のケース内側を覆ったり、電磁波発生源の周囲をかこむことに
より電磁波シールドを行っていた。
【０００４】
また、近年コンピューターなどの電子機器の小型化、高性能化が著しくなると同時に、
電子機器に透明な表示窓や液晶表示窓などが取り付けられているようになってきた。しか
し、これらの透明な表示窓や液晶表示窓などは、電磁波シールドされていないため、外部
からの電磁波がこれらの透明な窓部分から入り込み、コンピューターなどに誤作動を引き
起こす問題がある。
【０００５】
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最近、ＬＣＤやＰＤＰのような表示装置が増えつつあるが、特にＰＤＰ表示画面はプラ
ズマ発生時に電磁波が放出され、周囲の電子機器へ影響を及ぼしたり視聴している人の健
康への悪影響も否めない問題がある。透明部分における電磁波シールドに関しては、従来
の厚い金属板の適用は不可であり、そのため透明な電磁波シールド材が必要となってきて
いる。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１−１７７２７７号公報
【特許文献２】特開平１１−１９８２７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
本発明の目的は、透明性に優れ、電子機器などの表示装置や透明開口部における液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の表示画面より放出され
る電磁波、または携帯電話より発生する電磁波を遮蔽するとともに、外部からの電磁波が
電子機器などへ進入するのを遮断してノイズを減少させる効果に優れた電磁波シールド用
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】
【０００８】
本発明者の研究によれば、上記課題は「透明な熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも片面
に、バインダー樹脂中にカーボンナノチューブまたはカーボンナノファイバーを含有する
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導電層が形成された電磁波シールド用フィルムであって、該電磁波シールド用フィルムの
可視光線透過率が５０％以上、かつ８０〜２０００ＭＨｚの周波数帯における電界波シー
ルド特性が３０ｄＢ以上であることを特徴とする電磁波シールド用フィルム。」により達
成できることが見出された。
【発明の効果】
【０００９】
本発明の電磁波シールド用フィルムは、光線透過率に優れていると同時に電磁波シール
ド特性も良好なので、透明性を要求される液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、携
帯電話などの表示画面からの電磁波放出や、外部からの電磁波侵入を抑制するための保護
フィルムとして好適である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、本発明の構成について詳細に説明する。
［熱可塑性樹脂フィルム］
本発明で用いられる、導電層が形成される熱可塑性樹脂フィルム（基材フィルム）は、
透明であって可撓性を有する熱可塑性樹脂フィルムであれば特に制限する必要はないが、
さらに耐熱性を備えたものが好ましい。好ましく用いられる熱可塑性樹脂としては、例え
ばポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレートなどのポリエステル、ナイロ
ン６、ナイロン６６などの脂肪族ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリ
オレフィンのほか、芳香族ポリアミド、ポリカーボネートなどがあげられる。これらの中
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でも、ポリエステルが特に好ましい。さらに、耐熱性や機械的強度に優れることから、二
軸延伸されたポリエチレンテレフタレートフィルムまたはポリエチレンナフタレートフィ
ルムが特に好ましい。
【００１１】
熱可塑性樹脂フィルムの厚みについても特に制限する必要はなく用途に応じて適宜設定
すればよいが、例えばディスプレイなどに貼り付けて使用する場合には５〜２５０μｍの
範囲が好ましい。２５０μｍを超える場合には、得られる電磁波シールド用フィルムの剛
性が強くなりすぎ、逆に５μｍ未満の場合には剛性が低くなりすぎ、ディスプレイに貼り
付ける際の取り扱い性が低下する。
【００１２】
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かかる熱可塑性樹脂フィルムは、従来から知られている方法で製造することができる。
例えば、二軸延伸ポリエステルフィルムは、ポリエステルを乾燥後、Ｔｍ〜（Ｔｍ＋７０
）℃の温度（但し、Ｔｍ：ポリエステルの融点）で溶融し、ダイ（例えばＴ−ダイ、Ｉ−
ダイ等）から回転冷却ドラム上に押出し、４０〜９０℃で急冷して未延伸フィルムを製造
する。ついで該未延伸フィルムを（Ｔｇ−１０）〜（Ｔｇ＋７０）℃の温度（Ｔｇ：ポリ
エステルのガラス転移温度）で縦方向に２．５〜８．０倍の倍率で延伸し、横方向に２．
５〜８．０倍の倍率で延伸し、必要に応じて１８０〜２５０℃の温度で１〜６０秒間熱固
定することにより製造できる。なお、この熱固定は制限収縮下に行ってもよい。また、溶
融押出しの際に静電密着法を採用することが好ましい。
【００１３】
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［導電層］
本発明の電磁波シールド用フィルムは、上記の熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも片面
に、バインダー樹脂中に導電性物質としてカーボンナノチューブまたはカーボンナノファ
イバーを含有する導電層が形成されている必要がある。ここで用いられる導電性物質が、
Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ｎｉなどの金属またはこれらの金属を主成分とす
る合金の粉末である場合には、高価である、微細粒子とすることが非常に困難であるとか
、金属種によっては長期間使用で腐食する場合があるなどの問題がある。
【００１４】
本発明で用いられるカーボンナノチューブまたはカーボンナノファイバー（以下、あわ
せてカーボンナノ材料と称することがある）は、後述する電磁波シールド特性および可視
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光線透過率を満足するものであれば特に限定されないが、体積抵抗率は２０Ω・ｍ以下で
あることが好ましい。具体的には、単層カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、多
層カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバーなどを例示することができ、これらは
アーク放電法、レーザー蒸発法、ＣＶＤ法、気相合成法などにより製造される。
【００１５】
なかでも、比較的互いに絡み易いので容易に接触部分を増やすことができ、優れた導電
性能が得やすいという点から、例えば直径が１０〜１００ｎｍ、好ましくは１５〜５０ｎ
ｍ、さらに好ましくは２０〜３０ｎｍで、長さが１００〜１０００ｎｍ、好ましくは３０
０〜８００ｎｍである構造のものが好ましい。かかるカーボンナノ材料を用いることによ
り、含有量を少なくしても良好な電磁波シールド特性を得ることができ、その結果、可視
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光線透過率も向上した電磁波シールド用フィルムを容易に得ることができる。
【００１６】
上記のカーボンナノ材料を分散させるバインダー樹脂は、透明性が良好なものであれば
特に限定する必要はなく、ポリエステル、アクリル、エポキシ、アルキッド、メラミン、
ウレタンなどの熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれをも使用することができる。なかで
も水溶性または水分散性の樹脂、例えばアクリルやポリエステル含有樹脂などが、ＰＥＴ
フィルムとの密着性の観点から好ましい。
【００１７】
バインダー樹脂中のカーボンナノ材料の含有量は、バインダー樹脂１００重量部あたり
１〜９０重量部の範囲、特に５０〜８０重量部の範囲が適当である。この含有量が１重量
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部未満の場合には、電磁波シールド特性を満足させることが難しくなり、逆に９０重量部
を超える場合には、導電層の耐久性が低下しやすい。
【００１８】
本発明においては、上述の成分を用いて導電層を形成する際に、シランカップリング剤
を併用することが、導電層の耐久性を向上させる上で好ましい。好ましく用いられるシラ
ンカップリング剤としては、例えば一般式Ｙ−Ｓｉ−Ｘ３ で表される化合物をあげること
ができる。ここで、Ｙは例えばアミノ基、エポキシ基、水酸基、カルボキシル基、ビニル
基、メタクリル基、メルカプト基で代表される官能基を有する有機基、Ｘはアルコキシ基
で代表される加水分解性の官能基である。具体的には、例えばγ−グリシドキシプロピル
トリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエトキシシラ
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ン、γ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ−メタクリロキシプロピルトリメト
キシシランなどをあげることができる。かかるシランカップリング剤の併用量としては、
バインダー樹脂１００重量部に対して０．５〜２０重量部の範囲が適当である。
【００１９】
つぎに、本発明の導電層は、熱可塑性樹脂フィルム表面の全面に均一に形成されていて
もよいが、網目状または線状の形態、特に網目状で形成されていると、透明性を損なうこ
となく優れた電磁波シールド特性を得ることができるので好ましい。導電層の線幅として
は、５〜２０μｍが好ましく、５μｍ未満の場合には導電性能が低下して十分な電磁波シ
ールド特性を得ることが難しくなり、逆に２０μｍを超える場合には可視光線透過率が低
下しやすい。
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【００２０】
なお、線の高さ（導電層の厚さＨ）は、（線幅×０．５）≦Ｈ≦（線幅×１．５）を満
たしていることが好ましい。また、網目状の場合には、その格子サイズを５０〜２００メ
ッシュ、特に８０〜１３０メッシュとすることが好ましい。
【００２１】
導電層を網目状または線状に形成する方法は任意であり、公知の方法で形成することが
できる。例えばグラビア印刷方法により形成する場合には、あらかじめロール表面に格子
状の模様を彫ったグラビアロールを用いれば、格子状導電膜を形成することができる。同
様にスクリーン印刷法によっても形成することができる。さらには、水溶性または水分散
性樹脂に導電性物質を分散させて塗料となし、これをインクジェット方式で網目状に印刷
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することによっても形成することができる。
【００２２】
本発明の電磁波シールド用フィルムは、上記要件に加えて、可視光線透過率（４５０〜
７５０ｎｍの波長範囲）が５０％以上、好ましくは６０％以上であって、かつ８０〜２０
００ＭＨｚの周波数帯における電磁波シールド特性が３０ｄＢ以上、好ましくは５０ｄＢ
以上であることが必要である。ここで光線透過率が５０％未満、あるいは電磁はシールド
特性が３０ｄＢ未満の場合には、透明性に優れると同時に優れた電磁波シールド特性を付
与するという本発明の目的を達成することができなくなるので好ましくない。
【００２３】
以上に説明した本発明の電界波シールド用フィルムは、その耐久性を向上させるために
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導電層面にハードコート層や保護層を設けてもよい。好ましく用いられる保護層としては
、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素含有樹脂などからな
る層をあげることができる。またハードコート層としては、公知のポリエステル系樹脂や
アクリル系樹脂などからなるハードコート剤を熱または光硬化した層をあげることができ
る。
【００２４】
これらの層の形成するための塗布方法としては、バーコート法、ドクターブレード法、
リバースロールコート法、グラビアロールコート法など公知の塗布方法を採用することが
できる。層の厚みは０．１〜１０μｍが好ましい。
【００２５】
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さらには、他のポリエステルフィルムなどを保護フィルムとして、導電層面上にラミネ
ートして積層体としても構わない。
【実施例】
【００２６】
以下、実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に
限定されるものではない。なお、実施例中の「部」は「重量部」を意味する。また、本発
明における物性値および特性値は、下記の方法にて測定した。
【００２７】
（１）可視光線透過率
島津製作所製ＵＶ−３１０１ＰＣ型を用い、４５０〜７５０ｎｍの波長範囲での平均透
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過率を算出し、下記基準で定性的判定を行う。
６０％以上：○
５０％以上６０％未満：△
５０％未満：×
【００２８】
（２）電磁波シールド特性
電界波シールド効果は次式で定義される。この数値が大きければシールド効果が高いこ
とを示す。
ＳＥ＝２０Ｌｏｇ（Ｅｉ／Ｅｔ）
こ こ で 、 Ｓ Ｅ は Shield effectiveness（ ｄ Ｂ ） 、 Ｅ ｉ は 入 射 電 界 強 度 （ Ｖ ／ ｍ ） 、 Ｅ ｔ
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は伝送電界強度（Ｖ／ｍ）を表わす。
測定はＫＥＣ法にしたがい、周波数８０〜２０００ＭＨｚにおいて得られた測定値から
下記の基準で定性的判定を行う。
ＳＥが５０ｄＢ以上：○
ＳＥが３０以上、５０ｄＢ未満：△
ＳＥが３０ｄＢ未満：×
【００２９】
［実施例１］
酢酸マンガンをエステル交換触媒、亜燐酸を安定剤、三酸化アンチモンを重合触媒とし
、滑剤として酸化ケイ素粒子（平均粒径１．８μｍ）を０．０６重量％含有する、固有粘
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度が０．５６（ｏ−クロロフェノール溶媒）のポリエチレンテレフタレートペレットを乾
燥後、溶融温度２８０〜３００℃で溶融し、ついで表面温度２０℃の回転冷却ドラム上に
押出して厚み５２０μｍの未延伸フィルムを得た。
【００３０】
得られた未延伸フィルムを温度７５℃に予熱し、次いで低速、高速のロール間で１５ｍ
ｍ上方より８００℃の表面温度のＩＲヒーターにて加熱して縦方向に３．６倍に延伸し、
急冷し、続いて横延伸機に供給し、温度１２０℃にて横方向に３．９倍に延伸した。得ら
れた二軸配向フィルムを２３０℃の温度で５秒間熱固定し、厚み３８μｍの熱固定二軸配
向ポリエステルフィルムを得た。
【００３１】
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得られた延伸フィルムの片面に、水溶性アクリル樹脂１００重量部、３−グリシドキシ
プロピルトリメトキシシラン２重量部、および導電性物質として気相触媒合成法によって
生成されたカーボンナノファイバー（平均直径２０ｎｍ、長さ０．１〜１０μｍ）５０重
量部を混合した水性塗料（固形分濃度７０重量％）を、スクリーン印刷により網目状に塗
布し、温度１４０℃で９０秒間乾燥して、導電層の厚み１５μｍ、線幅１２μｍで１００
メッシュの網目状導電層を形成して電磁波遮蔽用フィルムを得た。
【００３２】
［実施例２］
実施例１で得た電磁波遮蔽用フィルムの導電層表面に、紫外線硬化型アクリル樹脂を乾
燥後の膜が５μｍとなるよう積層し、次いで紫外線照射して導電層表面にハードコート層
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を形成した。得られたフィルムは耐擦傷性に優れ、耐久性の良好なものであった。
【００３３】
［比較例１］
実施例１において、導電層を形成しなかった以外は実施例１と同様にした。
【００３４】
［比較例２］
実施例１において、導電層の厚みを２０μｍ、線幅を１００μｍとする以外は実施例１
と同様にした。
【００３５】
［比較例３］
実施例１において、導電層の厚みを１．２μｍ、線幅を１μｍとする以外は実施例１と
同様にした。
得られた結果を表１にまとめて示す。
【００３６】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００３７】
以上に説明した本発明の電磁波遮蔽用フィルムは、優れた透明性と電磁波遮蔽特性とが
同時に達成されているので、特に電子機器などの表示装置や透明開口部における液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の表示画面の前面板として
好適に使用することができる。
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