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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、
前記基板上に設けられた導電性ナノワイヤーと、からなる導電性基板であって、
前記導電性ナノワイヤーは、アルミニウムで構成され、実質的に途切れのない連続した
ネットワーク状ナノファイバーのランダムな軌跡を反映したネットワーク状のパターンか
らなり、
前記導電性基板は、可視光領域の光透過率が５０％以上であり、表面電気抵抗率が５０
０Ω／ｃｍ２以下であることを特徴とする導電性基板。
【請求項２】
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該基板が透明である、請求項１に記載の導電性基板。
【請求項３】
該基板が可撓性樹脂基板である、請求項１に記載の導電性基板。
【請求項４】
前記導電性基板は透明電極である、請求項１に記載の導電性基板。
【請求項５】
基板上にアルミニウムからなる導電層で被覆された基板を作製する工程、
前記導電層で被覆された前記基板上に平均直径が５０００ｎｍ以下の実質的に途切れの
ない連続したナノファイバーをランダムなネットワーク状に堆積させる工程、
前記基板に熱処理を施し、前記ナノファイバーを前記導電層に密着させる工程、
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前記ナノファイバーで被覆されていない前記基板上の導電層の領域を溶解して除去する
工程、
次いで前記ナノファイバーを前記基板上から溶媒により溶解除去して導電性ナノワイヤ
ーネットワークを形成する工程を有することを特徴とする、導電性基板の製造方法。
【請求項６】
前記ナノファイバーは電界紡糸法を用いて形成される、請求項５に記載の導電性基板の
製造方法。
【請求項７】
前記熱処理は、前記ナノファイバーのガラス転移温度以上の温度での熱処理である、請
求項５に記載の導電性基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナノファイバーを利用した導電性ナノワイヤーネットワークに関する。また
、本発明は、電子デバイスに好適に使用できる当該導電性ナノワイヤーネットワークを利
用した導電性基板及び透明電極に関する。さらに、本発明は、このような導電性ナノワイ
ヤーネットワーク、導電性基板及び透明電極の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
薄型テレビ、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の表示装置やタッチパネル、太
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陽電池、エレクトロルミネッセンス素子、電磁シールド、機能性ガラス等において、透明
電極は必須の要素となっている。これらの電子デバイスに用いられる透明電極の導電性材
料として、酸化インジウムスズ（以下、ＩＴＯと略す）が主流となっている。
【０００３】
しかしながらＩＴＯの原料であるインジウムは希少金属であることから、将来の供給に
不安を抱えている。また、ＩＴＯ膜を作製するためのスパッタリング等の工程の低生産性
により低コスト化が困難であり、ＩＴＯ代替材料が求められている。
【０００４】
近年、ＩＴＯ代替の新たな透明導電材料として、例えば、特許文献１には金属系ナノワ
イヤー材料を含む導電層をパターン化した透明導電体とその製造方法が提案されている。
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また、カーボンナノチューブや導電性高分子等の繊維状導電性物質を含有する透明導電層
を有する透明導電膜が検討されており、例えば、特許文献２に記載されている。
【０００５】
これらは従来のＩＴＯ膜に代替し得る高い透明性と低い電気抵抗を示すが、金属系ナノ
ワイヤーやカーボンナノチューブ等の繊維状導電性物質を用いた透明導電層を有する透明
導電膜では、繊維状導電性物質が有限の長さをもつ棒状の形態であるため、製造工程で繊
維状導電性物質が一定の方向に配列し易く、このため透明導電膜の電気特性や光学特性に
異方性が生じ易い。その結果として透明導電膜の場所や方向によって、電気特性や光学特
性が異なり、品質管理上の難しさに加え、視認性に問題が起こり得るという課題が残され
ている。さらに、長さが有限であるため、繊維状導電性物質間の接点が少なく、すなわち
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導電パスが少なく、繊維状導電性物質の電気特性を十分に発揮させることができない。
【０００６】
特許文献１及び２に代表される透明導電膜における特性の異方性を解消するため、規則
的な導電性金属のメッシュパターンを形成することによって透明導電膜の特性に異方性が
生じないようにした透明導電膜が検討されている（特許文献３）。しかしながら、導電性
金属のメッシュパターンが規則的であるため、モアレが生じ易いという本質的問題を抱え
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特表２００９−５０５３５８号公報
【特許文献２】特開２０１１−１６８４２１号公報
【特許文献３】特開２００６−３５２０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、上記の問題を一挙に解決し、電子デバイスに好適に使用できる導電性ナノワ
イヤーネットワーク並びに当該導電性ナノワイヤーネットワークを利用した導電性基板及
び透明電極を簡易なプロセスで低コストに提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
本発明者らは、上記課題を達成すべく、鋭意検討を重ねた結果、導電層で被覆された基
板上に実質的に途切れのない連続したナノファイバーをランダムなネットワーク状に適用
し、該ナノファイバーで被覆されていない導電層領域を除去した後、該ナノファイバーを
除去することにより、ネットワーク状の導電体、すなわち、実質的に途切れのない連続し
た導電性ナノワイヤーがランダムにネットワーク化している導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得るとともに、当該ネットワークの構造（ワイヤー径及びネットワーク密度）を制
御することにより、透明性と導電性を兼ね備えた透明電極が得られることを見出し、本発
明を完成するに到った。
【発明の効果】
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【００１０】
本発明は、実質的に途切れのない連続したナノファイバーのランダムなネットワークを
利用しているので、得られる導電性ナノワイヤーネットワークは等方的であり、当該導電
性ナノワイヤーネットワークを利用した透明電極は安定した物性値を示し、かつ、モアレ
を生じさせることがない。また従来の長さに制限がある（有限の長さをもつ）ナノワイヤ
ーと比べて、本発明によるナノワイヤーはワイヤー間の接点が多く、電気抵抗が低いネッ
トワークが得られる。そのため、同等の導電性を達成するのに要するナノワイヤーの量（
すなわちネットワークの密度）を低減することができ、その結果より高い透明性を達成す
ることができる。従って、電子デバイスに好適に使用できる導電性ナノワイヤーネットワ
ークを利用した透明電極を提供することができる。しかも、簡易なプロセスで汎用的な高
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分子材料をナノファイバー原料とすることができるため低コストである。加えて、本発明
の透明電極は、折り曲げ耐性に優れる基材を使用することができるので、例えば、タッチ
パネル用透明導電膜、電子ペーパー用透明電極、フレキシブル薄膜太陽電池用透明電極、
フレキシブルディスプレイ用透明電極などの折り曲げ耐性が求められるフレキシブル電子
デバイスに好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明による導電性ナノワイヤーネットワークの顕微鏡写真の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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以下、本発明を詳細に説明する。
（導電性ナノワイヤーネットワーク）
本発明の導電性ナノワイヤーネットワークは、実質的に途切れのない連続した導電性の
ナノワイヤーがランダムにネットワーク（網目）化した導電体である。本明細書において
「導電体」という場合、導電性ナノワイヤーネットワーク自体のみならず、これを担持す
る基板等も包括している。本発明の導電性ナノワイヤーネットワークにおいて、実質的に
途切れのない連続したナノワイヤーがランダムにネットワーク化している形態とは、特定
の図形や、特定の図形の組み合わせから構成される、例えば三角形、四角形、六角形等の
ｎ角形、円、楕円等、又はそれらの組み合わせによる格子模様等、一定の規則性を示すネ
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ットワーク（網目）を含まないことを意味する。もっとも、本発明の導電性ナノワイヤー
ネットワークは、全体として不規則な形状であればよく、その所期の効果を奏する限りに
おいて、局所的に偶然生じる規則的形状の網目の存在を除外するものではない。本発明の
導電性ナノワイヤーネットワークは、一例として、導電層で被覆された基板上に適当な手
段でネットワーク状のナノファイバーを適用し、ナノファイバーで被覆されていない導電
層領域を除去した後、ネットワーク状ナノファイバーを除去することにより得ることがで
きる。従来の金属系ナノワイヤーやカーボンナノチューブ等の繊維状導電性物質の長さは
有限であるため、これらを用いた透明導電層を有する透明導電膜では、製造工程で繊維状
導電性物質が一定の方向に配列し易く、透明導電膜の電気特性や光学特性に異方性が生じ
得るという課題が残されているが、本発明の導電性ナノワイヤーネットワークは、実質的
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に途切れのない連続したランダムな網目状の導電体を構成するため、実質的に異方性がな
く、かつ、網目に規則性がないため、実質的にモアレを生じない。またネットワーク（網
目）の密度を容易に制御することができ、具体的用途に応じた良好な光透過率と導電性を
両立することができる。本発明の導電性ナノワイヤーネットワークを形成するナノファイ
バーは、連続した１本のナノファイバーであってもよいし、独立した複数のナノファイバ
ーであってもよい。いずれにしても、各ナノファイバーは、基板上にランダムに適用され
た際にワイヤー間に多数の接点が生じるに十分な長さを有することが重要である。
【００１３】
上記導電層としては、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、クロム、モリブデン、ルテ
ニウム、ロジウム、パラジウム、銀、カドミウム、オスミウム、イリジウム、白金、金、
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アルミニウムなどの金属やこれらの金属の合金、またはＩＴＯ、インジウムガリウム亜鉛
酸塩酸化物（ＩＧＺＯ）、チタン、酸化コバルト、酸化亜鉛、酸化バナジウム，酸化イン
ジウム，酸化アルミニウム、酸化ニッケル、酸化スズ、酸化タンタル、酸化ニオブ、酸化
バナジウム、酸化ジルコニウムなどの金属酸化物や窒化チタン、窒化ジルコニウム、窒化
アルミニウムなどの金属窒化物に例示される金属化合物が挙げられるが、本発明の導電性
ナノワイヤーネットワークの導電層としてはこれらに制限されることなく、いかなる導電
性物質にも適応することができる。また本発明の導電性ナノワイヤーネットワークを利用
した透明電極を提供する上では、導電性の観点から銅、銀、アルミニウム、酸化インジウ
ムスズが好ましく、またフレキシブル透明電極（透明導電膜）を提供する上では、アルミ
ニウム、銅等の金属又は合金が好ましく、さらに軽量さと低価格の観点からアルミニウム
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がより好ましい。
【００１４】
導電層の基板としては、樹脂やガラスなどを挙げることができるが、後述する導電層除
去工程で損なわれない限り特に制限はなく、その材料、形状、構造、厚み等については公
知のものの中から適宜選択することができる。樹脂としては、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等のポリエステル、液晶性芳香族ポリエステル、液晶性全
芳香族ポリエステル、ポリカーボネート、ポリメチルアクリレートやポリエチルアクリレ
ートなどのポリアクリル酸エステル、ポリメチルメタクリレートやポリエチルメタクリレ
ートやポリヒドロキシエチルメタクリレートなどのポリメタクリレート、ポリアクリロニ
トリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリオレフィン、シクロオレフィン樹脂、ポリ
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塩化ビニル、ポリスチレン、ポリ乳酸、脂肪族ポリアミド、全芳香族ポリアミド、ポリイ
ミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリノルボルネン、ポリスルホン、ポリスルフィド
、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール、ポリウレタン、エポキシ樹脂、トリアセ
チルセルロースなどの糖系高分子、ポリフッ化ビニリデン等のフッ素含有高分子、ポリシ
ロキサンやポリシルセスキオキサンやポリシラン等のシリコン含有高分子、ポリフォスフ
ァゼン等のリン含有高分子、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン共重合体あるいは
これらの物質の共重合体または混合物が挙げられる。ここで、共重合体としては、ランダ
ム共重合体、交互共重合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体を含むいかなる共重合
体でもよく、これらは２種類以上の複数成分から構成されていてもよい。さらにガラスと
しては、通常のソーダガラスなどを用いることができる。加えて、樹脂とガラスを組み合
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わせた基板、２種類以上の樹脂を積層した基板などの複合基板であってもよい。基板の種
類は上述した例に限定されることなく、用途に応じて透明性、耐久性、コスト等から最適
なものを選ぶことができ、基板の厚みは、透明電極としての機能を考慮すると、１μｍ以
上２０００μｍ以下が好ましい。また本発明の導電性ナノワイヤーネットワークを利用し
た透明電極のうち、特にフレキシブル透明電極（透明導電膜）を提供する上では、透明性
、寸法安定性、厚みの均一性、強度、耐熱性、耐薬品性、耐水性等の性質からポリエステ
ルが好ましい例として挙げられるが、これに制限されることなく用途に応じて適宜選択す
ることができる。この場合、基板の厚みとしては、透明性に加えて、基板の可撓性又は柔
軟性を考慮する必要があり、１μｍ以上５００μｍ以下が好ましいが、用途に依存するた
め、この範囲に限定されるものではない。
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【００１５】
上記導電層で被覆された基板の作製方法、すなわち基板の導電性物質による被覆方法と
しては、スパッタリング、真空蒸着、イオンプレーティング等の物理的作製法、スプレー
法、ディップ法、ＣＶＤ法等の化学的作製法やめっきなどが挙げられるが、被覆する導電
性物質に適した、均一に被覆することができれば、いかなる方法でもよい。導電層の厚み
としては、用途に応じて最適な厚みを設定することができ、被覆する導電層の抵抗値など
に依存するが、１ｎｍ以上５００ｎｍ以下の厚みが好ましい。
【００１６】
導電層で被覆された基板上に適用するナノファイバーとしては、途切れることなく連続
したネットワーク状に適用することができれば、いかなる種類のナノファイバーであって
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もよい。ただし、先に一例として挙げた導電性ナノワイヤーネットワークの製造方法にお
いては、導電性ナノワイヤーネットワークを得るための最終工程でナノファイバーを溶媒
などで除去する必要があるため、基板に用いる材料とは異なる材料のナノファイバーを使
用することにはなる。使用できるナノファイバーとしては、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等のポリエステル、液晶性芳香族ポリエステル、液晶性全芳
香族ポリエステル、ポリカーボネート、ポリメチルアクリレートやポリエチルアクリレー
トなどのポリアクリル酸エステル、ポリメチルメタクリレートやポリエチルメタクリレー
トやポリヒドロキシエチルメタクリレートなどのポリメタクリレート、ポリアクリルアミ
ド、ポリメタクリルアミド、ポリアクリロニトリル、ポリエチレンやポリプロピレン等の
ポリオレフィン、シクロオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリ乳酸、脂
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肪族ポリアミド、全芳香族ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリ
ノルボルネン、ポリスルホン、ポリスルフィド、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾ
ール、ポリアセチレンやポリピロールやポリチオフェンなどの導電性高分子、ポリウレタ
ン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、酢酸セルロース、硝酸セルロース、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、キチン・キトサン等の糖系高分子、ポリエチレンオキシド、ポリビニル
アルコール、ポリビニルピロリドン等の親水性高分子、ポリベンジルグルタメート等のポ
リペプチド、ポリフッ化ビニリデン等のフッ素含有高分子、ポリシロキサンやポリシルセ
スキオキサンやポリシラン等のシリコン含有高分子、ポリフォスファゼン等のリン含有高
分子、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン共重合体あるいはこれらの物質の共重合
体または混合物が挙げられる。ここで、共重合体としては、ランダム共重合体、交互共重
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合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体を含むいかなる共重合体でもよく、これらは
２種類以上の複数成分から構成されていてもよい。さらに例えばトリカルボキサミドなど
の低分子化合物で非共有結合相互作用により自己集合する超分子化合物から得られる超分
子繊維をナノファイバーとして使用することもできる。
【００１７】
導電層で被覆された基板上へのナノファイバーの適用方法としては、電界紡糸法、コン
ジュゲート溶融紡糸法、メルトブロー法等の紡糸方法により直接的に堆積させる方法、予
め適当な方法で紡糸されたナノファイバーを基板上に散布する方法、予めネットワーク状
に編まれたナノファイバーを基板上に付着させる方法、ネットワークを形成する高分子や
超分子のゲルなどを基板上にスピンコートする方法が挙げられるが、これらに限定される
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ものではなく、導電層で被覆された基盤に損傷を与えない限り、任意の適用方法を採用す
ることができる。特に、常温で紡糸が可能であり、ナノファイバーの直径やネットワーク
の密度を制御し易い電界紡糸法が好ましい。電界紡糸法によるナノファイバーの直径・密
度の制御方法としては、紡糸液の粘度、電気伝導度、表面張力、溶媒沸点などの溶液物性
と、印加電圧、ノズル−基板間距離、溶液供給速度などプロセス条件を調節することによ
って、ナノファイバーの直径を制御することができる。これらの制御因子のうち、特に紡
糸液の粘度と電気伝導度の調整が汎用的な制御方法として利用されている。具体的には、
紡糸液粘度は、紡糸液中に含まれる溶質分子（高分子またはゾル・ゲル前駆体）の分子量
、濃度、および紡糸液の温度の調整により制御することができ、また紡糸液の電気伝導度
は、紡糸液中への電解質の添加により制御することができる。一般に、紡糸液に含まれる

10

溶質分子が高分子量かつ低濃度であるほど、また紡糸液の電気伝導度が高電場下での帯電
誘起を妨げない範囲において大きい程、ナノファイバーの直径を細くすることができる。
溶質分子の分子量および濃度については均一な紡糸液の調製が可能であれば、適宜用途に
応じて選択することができる。また電解質としては、ピリジン、酢酸、アミン等の有機溶
媒やリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、炭酸塩などの無機塩が挙げられる。均一な
紡糸液の調製が可能であればこれらに制限はない。ナノファイバーの密度は、電界紡糸時
間を制御することにより容易に行うことができる。ナノファイバーの密度は電界紡糸時間
とともに高くなるが、電界紡糸時間は使用する電界紡糸溶液の種類や濃度、さらに装置に
依存するため、一概にはいえないが、特別に制限されることはなく、用途に応じて適宜選
択することができる。

20

【００１８】
導電層で被覆された基板上へ適用するナノファイバーの直径としては、導電層の抵抗値
や用途に依存するが、平均直径として５０００ｎｍ以下が好ましく、光散乱による透明性
の低下が特に懸念される場合においては、２０００ｎｍ以下がより好ましく、さらに１０
００ｎｍ以下が特に好ましい。
【００１９】
適用されたナノファイバーは、導電層のマスクとして機能させるため、導電層と密着さ
せる必要がある。この密着が不十分であると、得られる導電性ナノワイヤーネットワーク
に断線等の欠陥が生じ、導電性が低下する恐れがある。適用されたナノファイバーの導電
層に対する密着性を高める方法としては、例えばナノファイバーのガラス転移温度以上で
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熱処理することが効果的である。熱処理温度や熱処理時間は、基板及びナノファイバーの
熱特性や粘度に依存するが、例えば、２００℃で１分以上行うことが好ましく、熱変性を
防ぐ観点から２００分以下が好ましい。
【００２０】
ナノファイバーで被覆されていない導電層領域を除去する方法としては、導電層を形成
する導電性物質の特性に依存するが、例えば、塩酸、硝酸などの酸性水溶液、または水酸
化ナトリウムや水酸化カリウム水溶液に浸漬し、導電性物質をイオン化あるいは錯イオン
化させることなどにより上記水溶液中に溶解させる湿式法が挙げられる。浸漬時間や温度
などは使用する上記の水溶液の種類や濃度及び溶解させる導電層の種類や厚みに応じて適
宜選択することができ、必要に応じて、有機系ガスやハロゲン系ガスを使用した乾式法に
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よって代えることができる。
【００２１】
ナノファイバーで被覆されていない導電層領域を除去した後は、導電性物質がイオン化
あるいは錯イオン化した化合物や水溶液中に含まれている溶質などの不純物を除くために
、ナノファイバーで被覆された導電性ネットワークを含む基板を水などで十分に洗浄する
ことが好ましい。
【００２２】
次いで、ネットワーク状ナノファイバーを除去することにより、ネットワーク状ナノフ
ァイバーのランダムな軌跡を反映した導電性ナノワイヤーネットワークを得ることができ
る。ネットワーク状ナノファイバーを除去する方法としては、使用しているナノファイバ
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ーの溶解性及び基板と導電層の溶解性を適宜考慮し適当な溶媒を選択する必要がある。す
なわちナノファイバーを溶解することができる溶媒で、且つ基板及び導電層を溶解しない
溶媒を適宜選択し、ナノファイバーの溶解除去を行う。
【００２３】
（導電性ナノワイヤーネットワークを利用した透明電極）
本発明の導電性ナノワイヤーネットワークを利用した透明電極は、前記導電性ナノワイ
ヤーネットワークの密度などを用途に応じて最適化することによって得られ、ガラスなど
の剛性基板を使用した透明電極及び樹脂などの柔軟性基板を使用した透明電極（透明導電
膜）である。透明電極として好適に使用するためには、用途に依存するが、可視光領域（
約４００ｎｍ〜７００ｎｍ）の光透過率が５０％以上、より好ましくは７０％以上の透明
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性を有するものであることが好ましい。また表面電気抵抗率としては、用途に依存するが
、１０００Ω／□以下、より好ましくは５００Ω／□以下であることが好ましい。本発明
の導電性ナノワイヤーネットワークを利用した透明電極は、例えば前記で示したような基
板、導電層、ナノファイバーを多種多様な組み合わせで得られるため、個々の条件を限定
することはできないが、透明電極としての機能を失わない範囲で、基板の種類と厚み、導
電層の種類と厚み、ナノファイバーの直径とネットワークの密度などを適宜設定すること
により、好適に使用することができる。また、本発明の導電性ナノワイヤーネットワーク
を利用した透明電極は、網目に規則性がないため実質的にモアレを生じない。
【実施例】
20

【００２４】
以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
り何ら限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の趣旨の範囲で適宜
種々の変更を行うことができる。また、各実施例における導電性ナノワイヤーネットワー
クの諸物性値を以下に記載の方法により測定した。
【００２５】
＜平均直径＞
直径を走査型電子顕微鏡（ＪＥＯＬ社製ＪＣＭ−５７００）を用いて、ランダムに５０
箇所測定し、平均値を算出した。
【００２６】
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＜透過率＞
４００ｎｍから７００ｎｍの透過率を可視紫外分光光度計（日本分光社製Ｖ−５７０）
を用いて測定した。基板として使用した樹脂フィルムをバックグラウンドとして差し引き
、５５０ｎｍにおける透過率を導電性ナノワイヤーネットワークの透過率とした。
【００２７】
＜表面抵抗率＞
透明導電膜を、５ｃｍ四方に切り出し測定用試料とした。ランダムに１０箇所を選び、
４探針法抵抗率計（三菱化学社製ロレスタＥＰ

ＭＣＰ−Ｔ３６０型）を用いて、４探針

プローブを押し当て表面抵抗率を測定し、１０箇所の平均を表面抵抗率とした。
【００２８】
40

実施例１
導電層として厚さ１００ｎｍのアルミニウムで被覆された厚さ２５μｍのポリエチレン
テレフタレートを基板として用い、１ｍＬ容量のシリンジを用い、電極間距離１０ｃｍ、
電位差１５ｋＶ、送液速度３.３３μＬ／分で電界紡糸法（直流高圧電源：松定プレシジ
ョンHAR‑100P 0.3、シリンジポンプ：ミナトコンセプトMCIP‑III）により、ポリメタクリ
ル酸メチル（重量平均分子量９万１５００）（和光純薬製）のナノファイバーを基板上に
５秒間堆積させた。得られたファイバーの平均繊維径は６００ｎｍであった。ここで、ポ
リメタクリル酸メチルの電界紡糸用溶液として、濃度２５ｗｔ％のＤＭＦ（Ｎ

,Ｎ

−

ジメチルホルムアミド）（和光純薬製）溶液を使用した。次に、ナノファイバーが堆積し
たアルミニウム導電層を含むポリエチレンテレフタレート基板を２００℃で１分熱処理を
行い、ナノファイバーをアルミニウム導電層に密着させた。その結果、平均繊維径は１２
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００ｎｍに増大した。その後、ナノファイバーが堆積したアルミニウム導電層を含むポリ
エチレンテレフタレート基板を、常温で１Ｍ水酸化カリウム水溶液に２分間浸漬し、ナノ
ファイバーで覆われていないアルミニウム部分を溶解除去し、水で洗浄した。最後に、ナ
ノファイバーをアセトンで溶解除去し、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイ
ヤーネットワーク（平均幅：１１５０ｎｍ）を得た。透明電極としての評価を行った結果
、透過率は７８％、表面抵抗率は５１Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤ
ーネットワークは、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリテ
ィを示した。さらに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００２９】
実施例２

10

実施例１と同様のアルミニウムを導電層とするポリエチレンテレフタレートを基板とし
て用い、１ｍＬ容量のシリンジを用い、電極間距離１５ｃｍ、電位差４．５ｋＶ、送液速
度５μＬ／分で電界紡糸法により、ポリスチレン（重量平均分子量２３００万）のナノフ
ァイバーを基板上に３分間堆積させた。得られたファイバーの平均繊維径は３００ｎｍで
あった。ここで、ポリスチレンの電界紡糸用溶液として、濃度０．２０ｗｔ％のＤＭＦ／
テトラヒドロフラン（質量比１対１）溶液を使用した。次に、ナノファイバーが堆積した
アルミニウム導電層を含むポリエチレンテレフタレート基板を２００℃で３０分熱処理を
行い、ナノファイバーをアルミニウム導電層に密着させた。その結果、平均繊維径は６０
０ｎｍに増大した。その後、ナノファイバーが堆積したアルミニウム導電層を含むポリエ
チレンテレフタレート基板を、常温で１Ｍ水酸化ナトリウム水溶液に３分間浸漬し、ナノ
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ファイバーで覆われていないアルミニウム部分を溶解除去し、水で洗浄した。最後に、ナ
ノファイバーをクロロホルムで溶解除去し、途切れのない連続したランダムな導電性ナノ
ワイヤーネットワーク（平均幅：６００ｎｍ）を得た。透明電極としての評価を行った結
果、透過率は８０％、表面抵抗率は６２Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイ
ヤーネットワークは、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリ
ティを示した。さらに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３０】
実施例３
実施例２と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得た。但し、ポリスチレンの濃度を０．２５ｗｔ％とした。また、得られたファイ
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バーの平均繊維径は３００ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径とナノワイ
ヤーの平均幅は６００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、透過率は７６
％、表面抵抗率は４５Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤーネットワーク
は、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティを示した。さ
らに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
得られた導電性ナノワイヤーネットワークの顕微鏡写真を図１に示す。途切れのない連
続したナノファイバーがランダムにネットワーク（網目）化している形態が見て取れる。
【００３１】
実施例４
実施例３と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
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ークを得た。但し、電界紡糸法によるナノファイバーの堆積時間を１分とした。得られた
ファイバーの平均繊維径は３００ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径とナ
ノワイヤーの平均幅は６００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、透過率
は９３％、表面抵抗率は１２５Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤーネッ
トワークは、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティを示
した。さらに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３２】
実施例５
実施例３と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得た。但し、電界紡糸法によるナノファイバーの堆積時間を５分とした。得られた
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ファイバーの平均繊維径は３００ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径とナ
ノワイヤーの平均幅は６００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、透過率
は６８％、表面抵抗率は２４Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤーネット
ワークは、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティを示し
た。さらに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３３】
実施例６
実施例２と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得た。但し、ポリスチレンの濃度を０．９８ｗｔ％とした。また、得られたファイ
バーの平均繊維径は７５０ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径とナノワイ
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ヤーの幅は１５００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、透過率は３５％
、表面抵抗率は６Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤーネットワークは、
ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティを示した。さらに
、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３４】
実施例７
実施例６と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得た。但し、電界紡糸法によるナノファイバーの堆積時間を１分とした。得られた
ファイバーの平均繊維径は７５０ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径とナ
ノワイヤーの平均幅は１５００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、透過
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率は６４％、表面抵抗率は２７Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤーネッ
トワークは、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティを示
した。さらに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３５】
実施例８
実施例６と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得た。但し、電界紡糸法によるナノファイバーの堆積時間を０．５分とした。得ら
れたファイバーの平均繊維径は７５０ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径
とナノワイヤーの平均幅は１５００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、
透過率は７７％、表面抵抗率は７６Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤー
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ネットワークは、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティ
を示した。さらに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３６】
実施例９
実施例２と同様に行い、途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネットワ
ークを得た。但し、電界紡糸法によるナノファイバーの堆積時間を２分とした。またポリ
スチレンの電界紡糸用溶液として、濃度０．０５ｗｔ％のＤＭＦ／テトラヒドロフラン（
質量比１対３）溶液を使用した。さらに熱処理温度を１６０℃とした。得られたファイバ
ーの平均繊維径は１７０ｎｍであった。熱処理後のファイバーの平均繊維径とナノワイヤ
ーの平均幅は３００ｎｍであった。透明電極としての評価を行った結果、透過率は８４％
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、表面抵抗率は１０９Ω／□であった。また、得られた導電性ナノワイヤーネットワーク
は、ポリエチレンテレフタレート基板の可撓性に追従するフレキシビリティを示した。さ
らに、得られた透明電極において知覚できるモアレは生じなかった。
【００３７】
以上の実施例の結果が示すように、従来にない途切れのない連続したランダムな導電性
ナノワイヤーネットワークを発明したと同時にこれを利用したものが透明電極として有用
であることが判る。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
本発明は、従来に例がない途切れのない連続したランダムな導電性ナノワイヤーネット
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ワークと該導電性ナノワイヤーネットワークを利用した導電性基板及び透明電極を簡易な
プロセスで低コストに提供するものであり、表示装置やタッチパネルなどの電子デバイス
に好適に使用することができる。また特に折り曲げ耐性が求められるフレキシブル電子デ
バイスに極めて有用である。

【図１】
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