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明 細 書

導電，性ボリマー分散液の製造方法および導電，性ボリマー分散液

技術分野

０００1 本発明は、導電性ボリマーの合成方法 (フイブリル状導電性ボリマーの製造方法) 、

導電性ボリマー (フイブリル状導電性ボリマー) 、導電性ボリマー分散液の製造方法、

導電性ボリマー分散液 (フイブリル状導電性ボリマー分散液) 、導電性塗料の製造方

法ぉょび導電性塗料に関する。

背景技術

０００2 タッチパネルや帯電防止剤等の電子部材には、透明で高い導電率を有する材料

が要求されている。

このょぅな導電性材料を提供する方法として、P フイルム等の基材の上に (イ

ンジウム錫酸ィロ物) を蒸着して用いる方法が一般に採用されているが、 O蒸着層を

蒸着する方法は大掛かりな装置が必要でコストが比較的高くなるれづ問題がある。

また、各種包装材等に使用する場合、例えば、真空成形等で深絞り加工をする際等

に基材の変形に O層が追従できず、割れが生じる等の問題もあった。

０００3 汎用性のある導電性ボリマー材料としてはポリアニリンが挙げられるが、ポリアニリン

は非常に凝集力が高く溶剤への分散性が極めて低いため、フイルムに塗布できる均

一性 透明性と導電性とを両立することは困難であった。

０００4 ポリアニリン粉末を極性溶媒と共にせん断をかけると導電率が上昇するれづ分散

性固有導電性ボリアニリン粉体の製造方法が知られている (特許文献 参照。)。

０００5 透明性と導電性を両立するためには、非常に細かい繊維状の導電性ボリマーを並

べて導電パスを作る方法が考えられ、近年、導電性ボリマーのナノファイバーィビに関

わる文献が多く報告されている (例えば、非特許文献 参照)。非特許文献 には、有

機溶剤と水との界面でアニリンを静止状態で重合するとフイブリル状のポリアニリンが

得られると記載されている。

０００6 特許文献1 特許第3583 427 号公報

非特許文献 X z a Roc C a ら a of be Of o
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発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 しかしながら、特許文献 に記載された方法は、導電率が上昇するメカニズムにつ

いてポリアニリン表面の汚れが取れるため等と予測しているものの、正確なところはわ

かっていない。また、この方法では、ポリアニリン粉体は極性溶媒に溶けないため透

明性と導電性を両立することはできなかった。

また、非特許文献 に記載された方法は、実験室レベルで用いられる方法であり、

工業的に同一の形状のフィブリル状導電性ボリマーを製造することは困難である。

０００8 そこで、本発明は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる導電性

ボリマー分散液、おょびその製造方法を提供することを第 の目的とする。

０００9 また、本発明は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる導電性ボリ

マーを提供すること、おょび、この導電性ボリマーを工業的に製造し得る、導電性ボリ

マーの合成方法を提供することを第2の目的とする。

また、本発明は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる導電性ボリ

マー分散液を提供すること、おょび、この導電性ボリマー分散液を工業的に製造し得

る、導電性ボリマー分散液の製造方法を提供することを第3の目的とする。

００1０ また、本発明は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できるフィブリル

状導電性ボリマーを提供すること、おょび、このフィブリル状導電性ボリマーを工業的

に製造し得る、フィブリル状導電性ボリマーの製造方法を提供することを第4の目的と

する。

また、本発明は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できるフィブリル

状導電性ボリマー分散液を提供することを第5の目的とする。

また、本発明は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる導電性塗

料を提供すること、おょび、この導電性塗料を工業的に製造し得る、導電性塗料の製

造方法を提供することを第6の目的とする。

課題を解決するための手段



００11 本発明者は、上記第 の目的を解決すべく鋭意検討した結果、重量平均分子量が

2００００～，００００００である導電性ボリマーと溶媒とを含有する混合液を、かくは

ん機を用いて、せん断速度 ００００ 以上でかくはんして得られる導電性ボリマー

分散液は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できることを見出した。

００12 また、本発明者は、上記第2の目的を解決すべく鋭意検討した結果、導電性ボリマ

ーを構成するモノマ一と、酸ィロ剤と、水とを含有する混合液を、せん断速度5，０００s

以上でかくはんしながら上記モノマ一を重合させて導電性ポリマーを合成する、導

電性ボリマーの合成方法が、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる

導電性ボリマーを工業的に製造し得ることを見出した。

また、本発明者は、上記第3の目的を解決すべく導電性ボリマーを構成するモノマ

一と、酸ィロ剤と、水と、非水溶性溶剤と、アニオン系界面活性剤とを含有する混合液

を、せん断速度5，０００s 以上でかくはんしながら上記モノマ一を重合させて導電性

ボリマーを合成した後、上記水と上記水に溶解した成分を除去して、導電性ボリマー

分散液を得る、導電性ボリマー分散液の製造方法が、優れた導電性を有し、透明度

の高い材料を提供できる導電性ボリマー分散液を工業的に製造し得ることを見出し

たし。

００13 本発明者は、上記第4および第5の目的を解決すべく鋭意検討した結果、導電性

ボリマーの凝集体と溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、かくはんして

得られる、繊維径 OO 以下であるフイブリル状導電性ボリマー、および、上記溶媒

に上記フイブリル状導電性ボリマーが分散したフイブリル状導電性ボリマー分散液は

、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できることを見出した。

また、本発明者は、上記第6の目的を解決すべく鋭意検討した結果、㈲導電性ボリ

マーの凝集体とバインダーと溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、かく

はんして得られる、上記溶媒に繊維径 OO 以下であるフイブリル状導電性ボリマ

ーと上記バインダーとが分散した導電性塗料、( )重量平均分子量が2００００～，

００００００である導電性ボリマーの凝集体と、バインダーと、溶媒とを含有する混合

液を、かくはん機を用いて、せん断速度 ００００ 以上でかくはんして得られる、上

記溶媒にフイブリル状導電性ボリマーと上記バインダーとが分散した導電性塗料、(



)ｱ記フィブリル状導電性ボリマー分散液に、バインダーを加えて得られる、上記溶

媒に上記フィブリル状導電性ボリマーと上記バインダーとが分散した導電性塗料は、

それぞれ、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できることを見出した。本

発明は、導電性ボリマーの凝集体に極めて高いせん断力をかける事によって凝集が

ナノサイズのフィブリル状態にまで解けるよぅにできることを見出し、これを利用して透

明性と導電性の両立した導電性ボリマー分散液および導電性塗料を提供するもので

ある。

００14 本発明者は、これらの知見に基づいて本発明を完成させた。

００15 即ち、本発明は、下記 ( )～(44) を提供する。

( )重量平均分子量が2００００～，００００００である導電性ボリマーと溶媒とを

含有する混合液を、かくはん機を用いて、せん断速度 ００００s 以上でかくはんし

て、前記溶媒に前記導電性ボリマーが分散した導電性ボリマー分散液を得る、かくは

ん工程を備える導電性ボリマー分散液の製造方法。

(2) 前記導電性ボリマーが、ポリアニリンおよび またはポリアニリン誘導体である

上記 ( ) に記載の導電性ボリマー分散液の製造方法。

(3) 前記導電性ボリマーが、乾燥されていない上記 ( )または (2) に記載の導電性

ボリマー分散液の製造方法。

(4)前記導電性ボリマーの含有量が、前記導電性ボリマー分散液中の ０質量 以

下である上記 ( )～(3) のいずれかに記載の導電性ボリマー分散液の製造方法。

(5) 前記かくはん機が、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽

より僅かに小径の回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混

合液をかくはん槽の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機で

あって、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機である上記 ( )～(4)のいずれかに記載の導電性ボ

リマー分散液の製造方法。

(6 前記混合液が、界面活性剤を含有する上記 ( ～(5 のいずれかに記載の導

電性ボリマー分散液の製造方法。



(7)前記かくはん工程の前に、

モノマ一と酸ィロ剤と溶媒とを混合し、前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを

得る、導電性ボリマー製造工程を備える、上記 ( )～(6) のいずれかに記載の導電

性ボリマー分散液の製造方法。

(8) 上記 ( )～(7)のいずれかに記載の導電性ボリマー分散液の製造方法で製造

された、導電性ボリマー分散液。

9 導電性ボリマーを構成するモノマ一と、酸ィヒ剤と、水とを含有する混合液を、せ
ん断速度5，０００s 以上でかくはんしながら前記モノマ一を重合させて導電性ボリマ

ーを合成する、導電性ボリマーの合成方法。

( ０)前記モノマ一がアニリンおよび またはアニリン誘導体である上記 (9) に記載

の導電性ボリマーの合成方法。

( )前記混合液が、更に、バインダーを含有する上記 (9) または ( ０) に記載の導

電性ボリマーの合成方法。

( 2) 円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の

回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽

の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機を用いてかくはんする上記 (9) ～( )のいずれかに

記載の導電性ボリマーの合成方法。

( 3)ｱ記 (9) ～( 2)のいずれかに記載の導電性ボリマーの合成方法で製造され

た、導電性ボリマー。

( 4)導電性ボリマーを構成するモノマ一と、酸ィロ剤と、水と、非水溶性溶剤と、アニ

オン系界面活性剤とを含有する混合液を、せん断速度5，０００s 以上でかくはんしな

がら前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを合成した後、

前記水と前記水に溶解した成分を除去して、導電性ボリマー分散液を得る、導電

性ボリマー分散液の製造方法。

( 5 前記モノマ一がアニリンおよび またはアニリン誘導体である上記 ( 4 に記

載の導電性ボリマー分散液の製造方法。



( 6)前記混合液が、更に、バインダーを含有する上記 ( 4)また ( 5) に記載の

導電性ボリマー分散液の製造方法。

( 7) 円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の

回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽

の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機を用いてかくはんする上記 ( 4)～( 6)のいずれか

に記載の導電性ボリマー分散液の製造方法。

( 8)ｱ記 ( 4)～( 7)のいずれかに記載の導電性ボリマー分散液の製造方法で

製造された、導電性ボリマー分散液。

( 9)導電性ボリマーの凝集体と溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、

かくはんして、繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電性ボリマーを得る、かくは

ん工程を備えるフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

(2０)前記導電性ボリマーの重量平均分子量が、2０ ～，００００００である

上記 ( 9) に記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。
1(2 )せん断速度 ００００s 以上でかくはんして、前記フィブリル状導電性ボリマー

を得る上記 ( 9)または (2０) に記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

(22) 前記導電性ボリマーが、ポリアニリンおよび またはポリアニリン誘導体である

上記 ( 9)～(2 )のいずれかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

(23) 前記導電性ボリマーの凝集体が、乾燥されていない上記 ( 9)～(22) のいず

れかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

(24)前記導電性ボリマーの凝集体の含有量が、前記混合液中の ０質量 以下

である上記 ( 9)～(23) のいずれかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方

法。

(25) 前記かくはん機が、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん

槽より僅かに小径の回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により

混合液をかくはん槽の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機

であって、



前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機である上記 ( 9)～(24)のいずれかに記載のフィブ

リル状導電性ボリマーの製造方法。

(26) 前記混合液が、界面活性剤を含有する上記 ( 9)～(25) のいずれかに記載

のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

(2 7)前記かくはん工程の前に、

モノマ一と酸ィロ剤と溶媒とを混合し、前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーの

凝集体を得る、導電性ボリマー製造工程を備える、上記 ( 9)～(26) のいずれかに

記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

００18 (28) 上記 ( 9)～(2 7)のいずれかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方

法で製造された、繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電性ボリマー。

００19 (29) 溶媒に、上記 (28) に記載のフィブリル状導電性ボリマーが分散したフィブリル

状導電性ボリマー分散液。

００2０ (3０)導電性ボリマーの凝集体とバインダーと溶媒とを含有する混合液を、かくはん

機を用いて、かくはんして、前記溶媒に繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電

性ボリマーと前記バインダーとが分散した導電性塗料を得る、かくはん工程を備える

導電性塗料の製造方法。

(3 )前記導電性ボリマーの重量平均分子量が、2０ ～，０００ である

上記 (3０) に記載の導電性塗料の製造方法。

(32) せん断速度 ００００s 以上でかくはんして、前記導電性塗料を得る上記 (3０

)または (3 ) に記載の導電性塗料の製造方法。

００2 1 (33) 重量平均分子量が2００００～，００００００である導電性ボリマーの凝集体

と、バインダーと、溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、せん断速度 ０
1０００s 以上でかくはんして、前記溶媒にフィブリル状導電性ボリマーと前記バインダ

ーとが分散した導電性塗料を得る、かくはん工程を備える導電性塗料の製造方法。

(34)前記導電性ボリマーが、ポリアニリンおよび またはポリアニリン誘導体である

上記 (3０)～(33) のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法。

(35) 前記導電性ボリマーの凝集体が、乾燥されていない上記 (3０)～(34)のいず



れかに記載の導電性塗料の製造方法。

(36) 前記導電性ボリマーの凝集体の含有量が、前記混合液中の ０質量 以下

である上記 (3０)～(35) のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法。

(3 7)前記かくはん機が、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん

槽より僅かに小径の回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により

混合液をかくはん槽の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機

であって、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機である上記 (3０)～(36) のいずれかに記載の導電

性塗料の製造方法。

(38) 前記混合液が、界面活性剤を含有する上記 (3０)～(3 7)のいずれかに記載

の導電性塗料の製造方法。

(39) 前記かくはん工程の前に、

モノマ一と酸ィロ剤と溶媒とを混合し、前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーの

凝集体を得る、導電性ボリマー製造工程を備える、上記 (3０)～(38) のいずれかに

記載の導電性塗料の製造方法。

００22 (4０) 記 (29) に記載のフイブリル状導電性ボリマー分散液に、バインダーを加え

て、前記溶媒に前記フイブリル状導電性ボリマーと前記バインダーとが分散した導電

性塗料を得る導電性塗料の製造方法。

(4 )前記バインダーが、アクリルモノマ一、アクリルオリゴマー、ポリエステルおよび

ポリウレタンからなる群から選択される少なくとも 種である上記 (3０)～(4０)のいず

れかに記載の導電性塗料の製造方法。

(42) 前記バインダーの含有量が、前記導電性ボリマーの凝集体 ００質量部に対

して ００～3０００質量部である上記 (3０)～(4 )のいずれかに記載の導電性塗料の

製造方法。

００23 (43) 記 (3０)～(42) のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法で製造された

、導電性塗料。

(44) 帯電防止剤である上記 (43) に記載の導電性塗料。



発明の効果

００24 本発明の第 態様の導電性ボリマー分散液の製造方法によれば、優れた導電性を

有し、透明度の高い材料を提供できる導電性ボリマー分散液を製造することができる

また、本発明の第2態様の導電性ボリマー分散液は、優れた導電性を有し、透明度

の高い材料を提供できる。

００25 本発明の第3態様の導電性ボリマーの合成方法によれば、優れた導電性を有し、

透明度の高い材料を提供できる導電性ボリマーを工業的に製造し得る。また、本発

明の第4態様の導電性ボリマーは、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供

できる。

また、本発明の第6態様の導電性ボリマー分散液の製造方法によれば、優れた導

電性を有し、透明度の高い材料を提供できる導電性ボリマー分散液を工業的に製造

し得る。また、本発明の第5態様の導電性ボリマー分散液は、優れた導電性を有し、

透明度の高い材料を提供できる。また、本発明の第5態様の導電性ボリマー分散液

は、塗布して乾燥するだけで優れた導電性を有し、透明度の高い材料を得ることが

できるので、大掛かりな装置が必要な O等を蒸着する方法に比べてコストを抑える

ことができる。

００26 本発明の第8態様のフィブリル状導電性ボリマーは、優れた導電性を有し、透明度

の高い材料を提供できる。また、本発明の第7態様のフィブリル状導電性ボリマーの

製造方法によれば、このフィブリル状導電性ボリマーを工業的に製造し得る。

また、本発明の第9態様のフィブリル状導電性ボリマー分散液は、優れた導電性を

有し、透明度の高い材料を提供できる。

また、本発明の第 3態様の導電性塗料は、優れた導電性を有し、透明度の高い材

料を提供できる。また、本発明の第 ０～2態様の導電性塗料の製造方法によれば

、この導電性塗料を工業的に製造し得る。

００27 図 図 は、高速かくはん機の一例の縦断面図である。

図2 図2は、回転羽根皿の断面図、平面図および側面図である。



図3 図3は、実施例3 の 写真 ( OOf )である。

図4 図4は、比較例3 の光学顕微鏡写真 (4００f )である。

符号の説明

００28 かくはん槽

2 外槽

3、8b 冷却水室

4 流入管

5、6 供給管

6a 弁

7 堰板

8 上部容器

8a 蓋

9 流出管

０回転軸

皿 回転羽根

2 多孔円筒部

2a 小孔

3 アーム

3a 連通孔

4 ボス

混合液

S 間隙

発明を実施するための最良の形態

００29 以下、本発明をより詳細に説明する。

００3０ 本発明の第 態様は、重量平均分子量が2００００～，００００００である導電性ボ

リマーと溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、せん断速度 ００００s 以

上でかくはんして、上記溶媒に上記導電性ボリマーが分散した導電性ボリマー分散

液を得る、かくはん工程を備える導電性ボリマー分散液の製造方法 (以下、「本発明



の第 態様の製造方法」とレづ。)である。

００3 1 上記混合液に含有される導電性ボリマーは、重量平均分子量が2００００～，００

，０００である導電性ボリマーであれば、特に限定されないが、具体的には、例えば

、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリ P フェニレン) 、ポリ P フェニレ

ンビニレン)およびこれらの誘導体等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2

種以上を併用してもよい。これらの導電性ボリマーの中でも、ポリアニリンおよび ま

たはポリアニリン誘導体が、汎用性、経済性れづ点から好ま 、。

００32 上記ポリアニリン誘導体としては、具体的には、例えば、ポリ(メチルアニリン) 、ポリ(

、ジメチルアニリン) 、ポリ(エチルアニリン) 、ポリ(アニリンスルホン酸)等が挙げられる。

００33 上記導電性ボリマーの重量平均分子量は、2００００～，００００００であり、5０，

００～5０００００が好ま 、。分子量がこの範囲であると、得られる導電性ボリマー分

散液に含有される導電性ボリマーがフイブリル状 (繊維状) になり易く、分散性に優れ

るため、この導電性ボリマー分散液は優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提

供できる。

なお、本明細書における重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフイ

一 (GPC) 法を用いて、 検出器で測定、算出した。標準試料としてはポリスチレン

を使用した。

００34 上記導電性ボリマーの含有量は、分散し易さ、得られる材料の透明度に優れる点

から、上記導電性ボリマー分散液中の ０質量 以下であるのが好ましく、5質量

以下であるのがより好ましく、2質量 以下であるのが更に好ま 、。

００35 上記導電性ボリマーの製造方法は特に限定されず、公知の製造方法を用いること

ができるが、一般的には高分子ィビする方法として、非常に低温 ( ０C以下)の状

態で長時間 (48時間程度) に渡って重合を行ぅことが良いとされている。また、０C～
常温の比較的高い温度においてもアニオン系の界面活性剤を含んだ系中で重合す

るとアニリンが高分子ィビし、2万～００万の分子量を有するポリアニリンが合成できる

。さらには、低温・長時間の重合とアニオン系界面活性剤の併用で合成を行ぅ方法を

使用してもよい。

００36 上記導電性ボリマーは、合成後、メタノール等で析出し、その後洗浄して、溶媒中



に分散させるが、洗浄工程の後、乾燥させないことが好ま 、。一度乾燥させるとポリ

アニリンが強固に凝集し、溶剤への分散性が劣ってしまぅからである。ここで、「乾燥さ

れていない」とは、上記導電性ボリマーが製造された時から上記かくはん工程におい
て溶媒と混合されるまでの間、上記導電性ボリマーが溶媒または水分を含んでレめ
状態を意味する。ただし、上記導電性ボリマーが空気中から自然に吸収した水分 (湿

気 ) は含まれない。

００3 7 上記混合液に含有される溶媒は、上記導電性ボリマーの少なくとも一部を溶解また

は膨潤させることができる溶媒であれば特に限定されず、その具体例としては、メチ

ルエチルケトン ( )、アセトン、メタノール、エタノール、イソプロパノール、トルエ

ン、キシレン、テトラヒドロフラン ( )、ジメチルスルホキシド( SO)、ジメチルホ

ルムアミド( m 、 メチルー 2 ピロリドン ( P)等が挙げられる。これらは、単

独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。中でも、トルエン、 であるのが、

溶解性、その後の除去の容易性の点から好ま 、。

００3 8 上記混合液は、更に、界面活性剤を含有するのが好ま 、。界面活性剤を含有す

る場合、混合液をかくはんしたときに上記導電性ボリマーがフィブリル状になり易く、

分散性が向上する。

上記界面活性剤としては、具体的には、例えば、ノニオン性界面活性剤、アニオン

性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性イオン界面活性剤等が挙げられる。こ

れらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

００3 9 上記ノニオン性界面活性剤としては、具体的には、例えば、脂肪酸ソルビタンエス

テル、ポリオキシエチレノ脂肪酸ソルビタン、ポリオキシエチレン高級アルコールエー

テル、ポリオキシエチレン一プロピレン高級アルコールエーテル、ポリオキシエチレン

脂肪酸ェステル、ポリオキシエチレンアルキルフェノール、ポリオキシエチレンアルキ

ルアミン、ポリオキシエチレン一ボリオキシプロピレンブロックポリマー等が挙げられる

００4０ 上記アニオン性界面活性剤としては、具体的には、例えば、脂肪酸のアルカリ金属

塩、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、

一アシル メチルタヴリン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、 アルキル



ジメチルオキシド等が挙げられる。

００41 上記ヵチオン性界面活性剤としては、具体的には、例えば、アルキルアミン酢酸塩

、アルキルトリメチルアンモニウムクロライド等の第四級アンモニウム塩等が挙げられる

００42 上記両性イオン界面活性剤としては、具体的には、例えば、ジメチルアルキルベタ

イン、アルキルアミドベタイン等が挙げられる。

００43 上記界面活性剤の含有量は、上記導電性ボリマー ００質量部に対して、 ・5～2

質量部が好ま 、。必要以上に配合量を増やすと導電率が低下するからである。

００44 上記混合液は、本発明の効果を損なわない範囲で、上述した各成分以外の他の

成分を含有していてもよい。他の成分としては、具体的には、例えば、老化防止剤、

チクソトロピー付与剤、難燃剤、接着付与剤、グソキファイヤー等が挙げられる。

００45 上記かくはん工程は、上記導電性ボリマーと上記溶媒とを含有する混合液を、かく

はん機を用いて、せん断速度 ００００ 以上でかくはんして、上記溶媒に上記導電

性ボリマーが分散した導電性ボリマー分散液を得る工程である。

一般の樹脂、ゴム系のミキサー (例えば、ニーダー、バンバリーミキサー、ロール等)

のせん断速度の範囲は数十～数百s であり、高速かくはん機といわれるホモジナイ

ザーでも数千s レベルのせん断速度と言われているが、この範囲では凝集した導電

性ボリマーの繊維を解きほぐしていくことは非常に難 、い 。

上記混合液をせん断速度 ００００ 以上でかくはんして、非常に強いせん断力を

かけると、凝集している上記導電性ボリマーが極めて細いフィブリル状になると考えら

れ、その結果、この導電性ボリマーの溶媒中での分散性を向上できる。その導電性

ボリマー分散液を塗布した面にはフィブリル状の導電性ボリマーが均一かつ緊密に

存在し、導電パスを形成するので、高い透明度と導電性を両立できる材料が得られ

る。

より短時間に分散でき、高い透明度と導電性を両立できる材料を提供できる導電性
1ボリマー分散液が得られる点から、せん断速度 5 ０００s 以上が好ましく、25 ０００

００46 一般に、せん断速度 ( ) 、下記式で与えられる。



v 二 d d

００4 7 上記式中、 は流速を表し、は流速差の生じる箇所の距離を表す。せん断状態で

の流速の差 ( d ) を距離㈹で除した値がせん断速度となる。

本発明に好適に用いられるかくはん機は、容器 (かくはん槽 ) の内側に回転羽根を

有し、この回転羽根が高速で回転することによって、容器の内面と回転羽根の外面と

の間にせん断力がかかり、導電性ボリマーの凝集を解いていくものである。このかくは

ん機を例に挙げると、容器内面近傍および回転羽根外面の近傍の流速を、それぞれ

容器および回転羽根の速度と同じであると仮定すると、容器は静止しているので上

記d の値は回転羽根の回転速度となる。また、距離 は容器と回転羽根の間のクリア

ランスとなる。

００4 8 かくはん時間は、かくはん機の種類、かくはん速度または混合液の濃度等に応じて

、本発明の効果が得られるよぅに適宜設定すればよいが、 分以上であるのが好まし

く、5 分以上であるのがより好ま 、。

００4 9 上記かくはん機としては、ボールミル等のボール型混練機 ロールミル、加圧二一ダ

ー、インターナルミキサ等の口一ル型混練機 スパイラルミキサー、プラネタリーミキサ

ー、かソターミキサー等のブレード型混練機が挙げられるが、上記混合液をせん断速
1度 ０ O O s 以上でかくはんできる性能を持つものであれば特に限定されない。こ

のよぅな性能を有するかくはん機としては、例えば、プライミクス社製のフィルミックス (

登録商標 ) 等の薄膜旋回型高速ミキサー、ディスクタービン型のかくはん翼を有する

ブレード型混練機、一般的にホモジナイザーと呼ばれる高速かくはん機、噴流ノズル

から液を超高速で噴出しながら混合する噴流混合機等が好適に挙げられる。

００5 ０ 上記かくはん機の好ま 、一例としては、特開平 347388号公報に記載され

ている、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の

回転羽根を上記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽

の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、上記回転

羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を外周側に備

える高速かくはん機が挙げられる。

以下、図面を参照して、この高速かくはん機の好適な実施形態について説明する。



ただし、これらの実施形態に限定されないのはいぅまでもない。

００51 図 は、高速かくはん機の一例の縦断面図であり、図2は、回転羽根皿の断面図 (

図2 )、平面図 (図2 )および側面図 (図2C) である。

図 において、 は円筒形断面をもつかくはん槽、2は外槽で、両槽 、2間に冷却

水室3が形成され、この冷却水室3に冷却水が流入管4から供給され、かくはんで生

じる摩擦熱を吸収して図外の流出管から排出される。かくはん槽 の底部には、弁5a

6aをもつ供給管5、6が接続されて原料の供給に使用されるが、バッチ生産の場合

は製品の排出にも使用される。

００52 かくはん槽 の上部には、堰板7が載置され、その上に上部容器8が取付けられ、こ

れに流出管9が接続されている。この上部容器8は、蓋8a、冷却水室8bを有し、製品

を連続生産するときに用いられ、この場合は、堰板7として、その内径が図示のものよ

り大きいものに交換され、原料を供給管5、6から連続供給し、かくはん後の液が堰板

7を越えて連続的に流出するよぅに扱ぅ。上記冷却水室8bは、水路に冷却水室3と並

列に接続されている。

００53 回転軸 ０は、上記蓋8aを気密に貫通してかくはん槽 と同心に設置され、上部に

設けたモータで高速駆動される。そして、この回転軸 ０の下端には回転羽根皿が固

着されている。

００54 回転羽根 、図2 、図2 、図2Cに示すよぅに、外周側の多孔円筒部 2をアー

ム 3でボス 4と一体にしたもので、この多孔円筒部 2は、アーム 3が連設されてい
る部分以外の円筒状部分に、多数の小孔 2aを半径方向に穿設して構成され、アー

ム 3には適数の連通孔 3aが設けられている。

００55 かくはん槽 の内径 は、例えば8０ であり、回転羽根皿の外径 ゅは、この内径

より僅かに小径の76 または74 程度に設定されている。したがって両部の

間隙Sは、2 または3 である。また、多孔円筒部 2の高さは55 、厚さは3

、小孔 2aの径は3 である。そして、回転羽根 、周速25～００ ec

または必要に応じてそれ以上の高速度で駆動される。なお、これらの数値は、一例を

示す数値であり、適宜変更できるものである。

００56 混合液 は、回転羽根皿の高速回転によって円周方向に付勢されて回転し、この



回転によって生じる遠心力によって、かくはん槽 の内面に薄膜円筒状に密着しなが

ら回転する。そのため、この混合液 は、その表面とかくはん槽 の内面との速度差に

よるずれによってかくはん作用を受け、含有する成分が微粒化される。更に小孔 2a

内に流入した混合液は、この小孔の内面によって強い回転力を受けるため、遠心力

も大きく、この小孔 2a内から間隙S内に流入して圧力を上昇させると共にこの間隙S

内の混合液 の流れを乱すことによりかくはん作用を助長させる。

００57 上述した高速かくはん機としては、市販品を用いることができ、例えば、プライミクス

社製のフィルミックス (登録商標 )を好適に用いることができる。

００58 本発明の第 態様の製造方法は、更に、上記かくはん工程の前に、モノマ一と酸ィビ

剤と溶媒とを混合し、上記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを得る、導電性ボリ

マー製造工程を備えるのが好ま 、態様の つである。以下、導電性ボリマー製造工

程の具体例として、ポリアニリンを製造する工程について説明する。

まず、上記モノマ一としてアニリン、上記溶媒として水、および必要に応じて界面活

性剤を混合し、酸を加えてP 程度に調整した後、上記酸ィロ剤として過硫酸アンモ

ニウムを添加し、低温 ( ～ C程度)で酸ィロ重合してポリアニリンを得ることがで

きる。その後、メタノール等の適当な溶媒を加えてポリアニリンを析出させ、ろ過して

得られた固体を水等を用いて洗浄するのが好ま 、。得られた導電性ボリマー (ポリ

アニリン) は乾燥させないで上記かくはん工程に用いるのが、フィブリル状にし易く、

分散性に優れる点から好ま 、。

００59 上記モノマ一は、上記導電性ボリマーの原料であり、具体的には、例えば、アニリン

、ナフチルアミン、フェニレンジアミン、ナフチレンジアミン、トリアミノベンゼン、トリアミ

ノナフタレン、ピロール、チオフェン、フラン、ベンゼン、これらの誘導体 (例えば、炭

素数 ～3０のアルキル基、アルコキシ基、アルキレンオキシド基、スルホン酸基、アル

キレンスルフォン酸基等の置換基が芳香環上に つ以上導入されたィロ合物)等が挙

げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

００6０ 上記モノマ一を酸ィロ重合するための酸ィロ剤としては、上記モノマ一を重合し得るィビ

合物であれば特に限定されず、例えば、過硫酸アンモニウム、過硫酸、過硫酸ナトリ

ウム、過硫酸カリウム等の過硫酸類、過酸ィロ水素、塩ィロ第二鉄、硫酸第二鉄、重ク口



ム酸カリウム、過マンガン酸カリウム、過酸ィロ水素一第一鉄塩等のレドックス開始剤等

が好ましく用いられる。これら酸ィロ剤は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよ

上記酸ィロ剤の使用量は、上記モノマ一を酸ィロ重合し得る量であれば特に制限され

ないが、上記モノマ一 モルに対して ・０～０モルであることが好ましく、 ・ ～5

モルであることがより好ま 、。

００6 1 上記溶媒としては、特に限定されず、用いられるモノマ一の種類等に応じて適宜選

択すればよい。具体的には、例えば、水、メチルエチルケトン ( )、アセトン、メタ

ノール、エタノール、イソプロパノール、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン ( )

、ジメチルスルホキシド( SO)、ジメチルホルムアミド( m
。、 メチルー 2 ヒ

ロリドン ( P)等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用して

もよい。

００6 2 上記導電性ボリマー製造工程においては、界面活性剤の存在下で上記モノマ一

の重合を行ぅのが、上述したかくはん工程において導電性ボリマーをフィブリルィビし

易い点から好ましい態様の つである。

上記界面活性剤としては、上述した界面活性剤等が例示される。

００6 3 また、上記導電性ボリマー製造工程においては、ド一パントの存在下で上記モノマ

一の重合を行ぅのが、得られる導電性ボリマーの導電率を向上しぅる点 、から好ま

態様の つである。

００6 4 上記ド一パントは、導電性ボリマーのべ一スとなる 几 共役高分子ィロ合物等をド一プ

することができるド一ヒング剤であれば任意のものを使用できるため特に限定されな

いが、具体的には、例えば、ョウ素、臭素、塩素、ョウ素等のハロゲンィロ合物 硫酸、

塩酸、硝酸、過塩素酸、ホウフッィロ水素酸等のプロトン酸にれらプロトン酸の各種塩

三塩化アルミニウム、三塩ィロ鉄、塩ィヒモリブデン、塩ィビアンチモン、五フッィヒヒ素、

五フッィビアンチモン等のルイス酸 酢酸、トリフルオロ酢酸、ポリエチレンカルボン酸、

ギ酸、安息香酸等の有機カルボン酸にれら有機カルボン酸の各種塩 フェノール、

ニトロフェノール、シアノフェノール等のフェノール類にれらフェノール類の各種塩

ベンゼンスルホン酸、 トルエンスルホン酸、ポリエチレンスルホン酸、 ドデシル



ベンゼンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アントラキノンスルホン酸、アル

キルスルホン酸、ドデシルスルホン酸、樟脳スルホン酸、ジオクチルスルホコ，ウ酸、

銅フタロシアニンテトラスルホン酸、ポルフィリンテトラスルホン酸、ポリスチレンスルホ

ン酸、ポリビニルスルホン酸、ナフタレンスルホン酸縮合物等の有機スルホン酸にれ

ら有機スルホン酸の各種塩 ポリアクリル酸等の高分子酸 プロピルリン酸ェステル、

ブチルリン酸ェステル、ヘキシルリン酸ェステル、ポリエチレンオキシドドデシルエー

テルリン酸ェステル、ポリエチレンオキシドアルキルエーテルリン酸ェステル等のリン

酸ェステルにれらリン酸ェステルの各種塩 ラウリル硫酸ェステル、セチル硫酸ェス

テル、ステアリル硫酸ェステル、ラウリルエーテル硫酸ェステル等の硫酸ェステルに
れら硫酸ェステルの各種塩等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上

を併用してもよい。

００65 これらのド一パントの中でも、プロトン酸、有機カルボン酸、フェノール類、有機スル

ホン酸、リン酸ェステル、硫酸ェステル、これらの各種塩であるのが好ましく、具体的

には、塩酸、硝酸、ベンゼンスルホン酸、 トルエンスルホン酸、 ドデシルベンゼ

ンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アルキルスルホン酸、ドデシルスルホ

ン酸、樟脳スルホン酸、ジオクチルスルホコハク酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニ

ルスルホン酸、ナフタレンスルホン酸縮合物、これらの各種塩であるのが好ま 、。

００66 上記ド一パントの添加量は、モノマ一に対するモル比 (ド一パントノモノマ一)で ・

００～5であるのが好ましく、 ・００5～０であるのがより好ま 、。

００67 上述した本発明の第 態様の製造方法によれば、優れた導電性を有し、透明度の

高い材料を提供できる導電性ボリマー分散液を得ることができる。

また、本発明の第 態様の製造方法により製造された本発明の第2態様である導電

性ボリマー分散液は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる。また、

本発明の第2態様の導電性ボリマー分散液は、塗布して乾燥するだけで優れた導電

性を有し、透明度の高い材料を得ることができるので、大掛かりな装置が必要な O

等を蒸着する方法に比べてコストを抑えることができる。

００68 本発明の第2態様の導電性ボリマー分散液は、上述した優れた特性を有するので

、グソチパネル、クリーンルームの仕切り、各種電子部品の包装材、帯電防止剤用途



の電子部材等に好適に用ぃられる。

００69 本発明の第3態様は、導電性ボリマーを構成するモノマ一と、酸ィロ剤と、水とを含有

する混合液を、せん断速度5，０００s 以上でかくはんしながら上記モノマ一を重合さ

せて導電性ボリマーを合成する、導電性ボリマーの合成方法 (以下「本発明の第3態

様の合成方法」れづ。)である。

００7０ 上記混合液に含有される導電性ボリマーを構成するモノマ一は、具体的には、例え

ば、アニリン、ナフチルアミン、フェニレンジアミン、ナフチレンジアミン、トリアミノベン

ゼン、トリアミノナフタレン、ピロール、チオフェン、フラン、ベンゼン、および、これらの

誘導体 (例えば、炭素数 ～3０のアルキル基、アルコキシ基、アルキレンオキシド基、

スルホン酸基、アルキレンスルフォン酸基等の置換基が芳香環上に つ以上導入さ

れたィロ合物)等が挙げられる。これらは、単独で用ぃてもよく、2種以上を併用しても

よぃ。

これらの中でも、アニリンおよび またはアニリン誘導体が汎用性、経済性の面から

好ま 、。

００7 1 上記モノマ一を酸ィロ重合するための酸ィロ剤としては、上記モノマ一を重合し得るィビ

合物であれば特に限定されず、例えば、過硫酸アンモニウム、過硫酸、過硫酸ナトリ

ウム、過硫酸カリウム等の過硫酸類、過酸ィロ水素、塩ィロ第二鉄、硫酸第二鉄、重クロ

ム酸カリウム、過マンガン酸カリウム、過酸ィロ水素一第一鉄塩等のレドックス開始剤等

が好ましく用ぃられる。これら酸ィロ剤は単独で用ぃてもよく、2種以上を併用してもよ

上記酸ィロ剤の使用量は、上記モノマ一を酸ィロ重合し得る量であれば特に制限され

なぃが、上記モノマ一 モルに対して ・０～０モルであることが好ましく、 ・ ～5

モルであることがより好ま 、い 。

００72 上記混合液は、更に、バインダーを含有するのが好ましぃ態様の つである。上記

混合液が更にバインダーを含有する場合、導電性ボリマー分散液としたときの接着

性を向上できる。また、バインダー存在下でかくはんすることにより得られる導電性ボ

リマーは再凝集し難くなる。

００73 上記バインダーは、特に限定されず、導電性塗料に用ぃられる公知のバインダーを



用いることができ、透明で皮膜形成性を有するものが好ま 、。

上記バインダーとしては、具体的には、例えば、アクリルモノマ一、アクリルオリゴマ

ー ポリエステル、ポリウレタン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩ィヒビニル、ポリ塩ィヒビニリデン

、スチレン一ブタ、ジエン共重合体、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリエチレンオキサイ

ド、ポリプロピレン、ポリカーボネートポリビニルブチラール等の合成樹脂バインダー

ゼラチン、デキストラン、ポリアクリルアミド、デンプン、ポリビニルアルコール等の水溶

性バインダー等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用しても

よい。

これらの中でも、アクリルモノマ一、アクリルオリゴマー、ポリエステル樹脂、ポリウレタ

ン樹脂が、汎用性、他材料との接着性れづ点から好ま 、。

００74 上記アクリルモノマ一は、重合してアクリル樹脂となり得るィロ合物であり、具体的に

は、例えば、アクリル酸ェステル、メタクリル酸ェステル、アクリル酸、メタクリル酸アクリ

ルアミド、メタクリルアミド、 メチロールアクリルアミド、 メチロールメタクリルアミ

ド、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート

、ジエチルアミノエチルメタクリレート、アミノエチルビニルエーテル、ポリオキシエチレ

ンアクリレート、ポリオキシエチレンメタクリレート等が挙げられる。これらは、単独で用

いてもよく、2種以上を併用してもよい。

これらの他に、アクリロ二トリル、スチレン、 メチルスチレン、アルキルビニルエー

テル、塩ィヒビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、エチレン等を併用してもよい。

００75 上記バインダーとして上記アクリルモノマ一および または上記アクリルオリゴマー

を用いる場合、ラ、ジカル開始剤を併用する。ラ、ジカル開始剤としては、具体的には、

例えば、アゾビスイソブチロ二トリル、ベンゾイルパーオキサイド、ジ ブチルパー

オキサイド、 ブチルハイドロパーオキサイド、アゾビスイソバレロ二トリル等が挙げら

れる。

００76 また、上記バインダーとしては、予め溶媒に溶解させたものが好ましい態様の つで

ある。予め溶媒に溶解したバインダーは上記混合液に添加したときの分散性に優れ

る。この溶媒は、バインダーを溶解できるものであれば特に限定されないが、例えば、

後述する非水溶性溶媒等が挙げられる。



００77 上記バインダーの含有量は、上記導電性ボリマーを構成するモノマ一 ００質量部

に対して ０～5０００質量部であるのが好ましく、 ００～０００質量部であるのがより

好ま 、。

００78 また、本発明の第3態様の合成方法においては、ド一パントの存在下で上記モノマ

一の重合を〒ぅのが、得られる導電性ボリマーの導電率を向上しぅる点 、から好ま

態様の つである。

００79 上記ド一パントは、導電性ボリマーのべ一スとなる 几 共役高分子化合物等をド一プ

することができるド一ヒング剤であれば任意のものを使用できるため特に限定されな

いが、具体的には、例えば、ョウ素、臭素、塩素、ョウ素等のハロゲンィロ合物 硫酸、

塩酸、硝酸、過塩素酸、ホウフッィロ水素酸等のプロトン酸にれらプロトン酸の各種塩

三塩ィビアルミニウム、三塩ィロ鉄、塩ィヒモリブデン、塩ィビアンチモン、五フッィヒヒ素、

五フッィビアンチモン等のルイス酸 酢酸、トリフルオロ酢酸、ポリエチレンカルボン酸、

ギ酸、安息香酸等の有機かレボン酸にれら有機カルボン酸の各種塩 フェノール、

ニトロフェノール、シアノフェノール等のフェノール類にれらフェノール類の各種塩

ベンゼンスルホン酸、 トルエンスルホン酸、ポリエチレンスルホン酸、 ドデシル

ベンゼンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アントラキノンスルホン酸、アル

キルスルホン酸、ドデシルスルホン酸、樟脳スルホン酸、ジオクチルスルホコ，ウ酸、

銅フタロシアニンテトラスルホン酸、ポルフィリンテトラスルホン酸、ポリスチレンスルホ

ン酸、ポリビニルスルホン酸、ナフタレンスルホン酸縮合物等の有機スルホン酸にれ

ら有機スルホン酸の各種塩 ポリアクリル酸等の高分子酸 プロピルリン酸ェステル、

ブチルリン酸ェステル、ヘキシルリン酸ェステル、ポリエチレンオキシドドデシルエー

テルリン酸ェステル、ポリエチレンオキシドアルキルエーテルリン酸ェステル等のリン

酸ェステルにれらリン酸エステルの各種塩 ラウリル硫酸ェステル、セチル硫酸ェス

テル、ステアリル硫酸ェステル、ラウリルエーテル硫酸ェステル等の硫酸ェステルに
れら硫酸ェステルの各種塩等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上

を併用してもよい。

００8０ これらのド一パントの中でも、プロトン酸、有機かレボン酸、フェノール類、有機スル

ホン酸、リン酸ェステル、硫酸ェステル、これらの各種塩であるのが好ましく、具体的



には、塩酸、硝酸、ベンゼンスルホン酸、P トルエンスルホン酸、P ドデシルベンゼ

ンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アルキルスルホン酸、ドデシルスルホ

ン酸、樟脳スルホン酸、ジオクチルスルホコハク酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニ

ルスルホン酸、ナフタレンスルホン酸縮合物、これらの各種塩であるのが好ま 、。

００8 1 上記ド一パントの添加量は、モノマ一に対するモル比 (ド一パントノモノマ一)で ・

００～5であるのが好ましく、 ・００5～０であるのがより好ま 、。

００82 上記混合液は、本発明の効果を損なわない範囲で、上述した各成分以外の他の

成分を含有していてもよい。他の成分としては、具体的には、例えば、老化防止剤、

チクソトロピー付与剤、難燃剤、接着付与剤、グソキファイヤー等が挙げられる。

００83 上記混合液を、せん断速度5，０００ 以上でかくはんして非常に強いせん断力を

かけながら上記モノマ一を重合すると、極めて細かいフィブリル状の導電性ボリマー

を合成できる。この導電性ボリマーは溶媒への分散性に優れるため、溶媒に導電性

ボリマーが均一に分散した導電性ボリマー分散液を得ることができる。

したがって、本発明の第3態様の合成方法によって得られた導電性ボリマーを含有

する導電性ボリマー分散液を塗布した面にはフィブリル状の導電性ボリマーが均一

かつ緊密に存在し、導電パスを形成するので、高い透明度と導電性を両立できる材

料が得られる。

より短時間に製造でき、高い透明度と導電性を両立できる材料を提供できる導電性

ボリマーが得られる点から、せん断速度 ００００s 1以上が好ましく、 5 ０００s 1以上

がより好ましく、25 ０００ 以上が更に好ま 、。

００84 一般に、せん断速度 ( ) 、下記式で与えられる。

V 二d d

００85 上記式中、 は流速を表し、は流速差の生じる箇所の距離を表す。せん断状態で

の流速の差 (d )を距離㈹で除した値がせん断速度となる。

本発明に好適に用いられるかくはん機は、容器 (かくはん槽)の内側に回転羽根を

有し、この回転羽根が高速で回転することによって、容器の内面と回転羽根の外面と

の間にせん断力がかかり、導電性ボリマーの凝集を解いていくものである。このかくは

ん機を例に挙げると、容器内面近傍および回転羽根外面の近傍の流速を、それぞれ



容器および回転羽根の速度と同じであると仮定すると、容器は静止しているので上

記d の値は回転羽根の回転速度となる。また、距離 は容器と回転羽根の間のクリア

ランスとなる。

００8 6 かくはん時間は、かくはん機の種類、かくはん速度または混合液の濃度等に応じて

、本発明の効果が得られるよぅに適宜設定すればよいが、重合反応が進行するため

０分以上であるのが好ましく、3 ０分以上であるのがより好ま 、。

００8 7 上記かくはん機としては、ボールミル等のボール型混練機 ロールミル、加圧二一ダ

ー、インターナルミキサ等の口一ル型混練機 スパイラルミキサー、プラネタリーミキサ

ー、かソターミキサー等のブレード型混練機が挙げられるが、上記混合液をせん断速
1度 5 ，０００s 以上でかくはんできる性能を持つものであれば特に限定されない。この

よぅな性能を有するかくはん機としては、例えば、プライミクス社製のフィルミックス ( 登

録商標 ) 等の薄膜旋回型高速ミキサー、ディスクタービン型のかくはん翼を有するブ

レード型混練機、一般的にホモジナイザーと呼ばれる高速かくはん機、噴流ノズルか

ら液を超高速で噴出しながら混合する噴流混合機等が好適に挙げられる。

００8 8 上記かくはん機の好ま 、一例としては、特開平 347388号公報に記載され

ている、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の

回転羽根を上記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽

の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、上記回転

羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を外周側に備

える高速かくはん機が挙げられる。

００8 9 上述した高速かくはん機としては、市販品を用いることができ、例えば、プライミクス

社製のフィルミックス ( 登録商標 ) を好適に用いることができる。

００9 ０ 本発明の第 3 態様の合成方法において、上記混合液の酸性度は、使用するモノマ

一の種類等に応じて適宜設定すればよく、特に限定されない。

例えば、モノマ一として、アニリン、アニリン誘導体等を用いる場合、上記混合液の

( 水素イオン指数 ) は、重合反応が進行し易くなる点から ～5 が好ましく、 ～2 がよ

りま 、。

００9 1 本発明の第 3 態様の合成方法において、上記導電性ボリマーを構成するモノマ一



を重合させる温度は、使用するモノマ一の種類等に応じて適宜設定すればよく、特

に限定されない。

例えば、モノマ一として、アニリン、アニリン誘導体等を用いる場合、上記混合液の

温度は、副反応を抑制して目的とする導電性ボリマーが得られ易くなる点から０～3０

でが好ましく、０～5 Cがより好ま 、。

００92 上述した本発明の第3態様の合成方法によれば、優れた導電性を有し、透明度の

高い材料を提供できる本発明の第4態様の導電性ボリマーを得ることができ、また、

多量の導電性ボリマーを比較的容易に製造できるので工業的に使用し得る。

また、本発明の第5態様の導電性ボリマー分散液は、優れた導電性を有し、透明度

の高い材料を提供できる。

００93 本発明の第3態様の合成方法によれば、導電性ボリマーが溶媒である水に均一に

分散している導電性ボリマー分散液が得られる。この分散液をそのまま基材に塗布し

て使用することができる。

また、この分散液に非水溶性溶剤を加えて混合した後、水層を除去して、導電性ボ

リマー分散液にすることもできる。非水溶性溶剤を加えて得られた導電性ボリマー分

散液は不純物が少なく、また、塗布したときの乾燥時間を短縮し得る。この非水溶性

溶剤は、後述するものと同様である。

００94 本発明の第4態様の導電性ボリマーは、上述した優れた特性を有するので、グソチ

パネル、クリーンルームの仕切り、各種電子部品の包装材、帯電防止剤等の電子部

材等に好適に用いられる。

００95 次に、本発明の第6態様の導電性ボリマー分散液の製造方法にっいて説明する。

本発明の第6態様は、導電性ボリマーを構成するモノマ一と、酸ィロ剤と、水と、非水

溶性溶剤と、アニオン系界面活性剤とを含有する混合液を、せん断速度5，０００，
以上でかくはんしながら上記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを合成した後、上

記水と上記水に溶解した成分を除去して、導電性ボリマー分散液を得る、導電性ボリ

マー分散液の製造方法 (以下「本発明の第6態様の製造方法)れづ。)である。

００96 本発明の第6態様の製造方法に用いられる、導電性ボリマーを構成するモノマ一

および酸ィロ剤ならびにこれらの使用量は、上述した本発明の第3態様の合成方法と



同様である。

また、本発明の第6態様の製造方法に用いられるかくはん機は、上述した本発明の

第3態様の合成方法に用いられるものと同様である。

００97 上記非水溶性溶剤としては、水と相溶しない溶剤または水にわずかに溶解するも

のの静置しておくと水と分離する溶剤を用いることができる。

本発明の第6態様の製造方法では、水と非水溶性溶剤を併用するため、導電性ボ

リマーを合成した後に混合液を静置しておくと、酸ィト剤の分解により発生する金属イ

オン等の不純物が溶解している水層と、導電性ボリマーが分散している非水溶性溶

剤層とに分離する。本発明の第6態様の製造方法は、この水層 (水と水に溶解した成

分)を除去することによって、より不純物の少ない導電性ボリマー分散液を効率よく製

造することができる。

００98 上記非水溶性溶剤としては、具体的には、例えば、ペンタン、ヘキサン、オクタン、

シクロヘキサン、ベンゼン、トルェン、ヘプタン、エチルベンゼン、メチルエチルケトン

、アセトンナフサ等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用して

もよい。

００99 上記混合液において、水と非水溶性溶剤との質量比 (水 非水溶性溶剤) は特に

限定されないが、 9～9 の範囲で混合することができる。

０1００ 上記アニオン系界面活性剤としては、具体的には、例えば、アルキル硫酸塩、アル

キルエーテル硫酸塩、アルキルエーテル力ルボン酸塩、 オレフインスルホン酸塩、

スルホ脂肪酸メチルエステル、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、石油硫酸塩、アル

キルベンゼンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、リン酸エステル、スルホコハク酸

塩等が挙げられる。

０1０1 上記アニオン系界面活性剤の含有量は、上記導電性ボリマーを構成するモノマ一

００質量部に対して、 ０～5００質量部が好ま 、。

０1０2 上記混合液は、更に、バインダーを含有するのが好ましい態様の つである。上記

混合液が更にバインダーを含有する場合、得られる導電性ボリマー分散液の接着性

を向上できる。また、バインダー存在下でかくはんすることにより得られる導電性ボリ

マーは再凝集し難くなる。この導電性ボリマー分散液は、導電性塗料として帯電防止



剤等の種々の用途に使用できる。

また、本発明の第3態様の合成方法により製造された導電性ボリマー分散液に、上

記バインダーを加えて導電性塗料にすることもできる。

上記バインダーおよびその使用量は、上述した本発明の第3態様の合成方法と同

様である。

０1０3 また、本発明の第6態様の製造方法においては、ド一パントの存在下で上記モノマ

一の重合を行ぅのが、得られる導電性ボリマー分散液の導電率を向上しぅる点から好

ましい態様の つである。

上記ド一パントおよびその使用量は、上述した本発明の第3態様の合成方法と同

様である。

０1０4 上記混合液は、本発明の効果を損なわない範囲で、上述した各成分以外の他の

成分を含有していてもよい。他の成分としては、具体的には、例えば、老化防止剤、

チクソトロピー付与剤、難燃剤、接着付与剤、グソキファイヤー等が挙げられる。

０1０5 上記混合液を、せん断速度5，０００5 以上でかくはんして非常に強いせん断力を

かけながら上記モノマ一を重合すると、極めて細かいフィブリル状の導電性ボリマー

を合成できる。この導電性ボリマーは溶媒への分散性に優れるため、溶媒に導電性

ボリマーが均一に分散した導電性ボリマー分散液を得ることができる。

したがって、本発明の第6態様の製造方法によって得られた導電性ボリマー分散液

を塗布した面にはフィブリル状の導電性ボリマーが均一かつ緊密に存在し、導電パ

スを形成するので、高い透明度と導電性を両立できる材料が得られる。

より短時間に製造でき、高い透明度と導電性を両立できる材料を提供できる導電性

ボリマーが得られる点から、せん断速度 ００００s 1以上が好ましく、 5 ０００s 1以上

がより好ましく、25 ０００s 以上が更に好ま 、。

０1０6 本発明の第6態様の製造方法において、上記混合液の酸性度、反応温度、混合時

間は、上述した本発明の第3態様の合成方法と同様である。

０1０7 上述した本発明の第6態様の製造方法によれば、優れた導電性を有し、透明度の

高い材料を提供できる本発明の第5態様の導電性ボリマー分散液を得ることができ、

また、多量の導電性ボリマー分散液を比較的容易に製造できるので工業的に使用し



得る。

また、本発明の第5態様の導電性ボリマー分散液は、優れた導電性を有し、透明度

の高ぃ材料を提供できる。また、本発明の第5態様の導電性ボリマー分散液は、塗布

して乾燥するだけで優れた導電性を有し、透明度の高ぃ材料を得ることができるので

、大掛かりな装置が必要な O等を蒸着する方法に比べてコストを抑えることができ

る。

０1０8 本発明の第5態様の導電性ポリマー分散液は、上述した優れた特性を有するので

、グソチパネル、クリーンルームの仕切り、各種電子部品の包装材、帯電防止剤等の

電子部材等に好適に用ぃられる。

０1０9 以下、本発明のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法および本発明のフィブリル

状導電性ボリマーにつぃて説明する。

０11０ くフィブリル状導電性ボリマーの製造方法およびフィブリル状導電性ボリマーノ

本発明の第7態様は、導電性ボリマーの凝集体と溶媒とを含有する混合液を、かく

はん機を用ぃて、かくはんして、繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電性ボリマ

ーを得る、かくはん工程を備えるフィブリル状導電性ボリマーの製造方法 (以下「本発

明の第7態様の製造方法」とレづ。)。

上記かくはん工程により得られるフィブリル状導電性ボリマーの繊維径は、2０ 以

下が好ましく、 O 以下がより好ま 、。繊維径の下限は特に限定されなぃ。

０111 なお、本明細書におぃて「繊維径」は、導電性ボリマーが作り出すフィブリルの直径

をぃぅ。また、「フィブリル」とは、繊維を構成してぃる微細繊維を意味する。特にポリア

ニリンはフィブリルが集合して強固な凝集体を作るため、他のポリマーや溶媒へ分散

せず取扱ぃが困難である。

０112 上記混合液に含有される導電性ボリマーは、特に限定されなぃが、具体的には、

例えば、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリ P フェニレン) 、ポリ P フ

ェニレンビニレン) およびこれらの誘導体等が挙げられる。これらは、単独で用ぃても

よく、2種以上を併用してもよぃ。これらの導電性ボリマーの中でも、ポリアニリンおよ

び またはポリアニリン誘導体が、汎用性、経済性とレづ点から好ま 、い 。

０113 上記導電性ボリマーは、非特許文献 に記載された方法 (界面重合法)等の特殊な



重合方法により得られた場合を除き、通常、不定形な塊として得られる。この塊は、繊

維状のポリマーが複雑に絡まっており、極めて凝集力が高い。これまで、この塊を解

きほぐしてフイブリル状にする技術はなかった。

本明細書において、「導電性ボリマーの凝集体」とは、上記のよぅな繊維状の導電

性ボリマーが複雑に絡まった塊状の導電性ボリマーをいぅ。

０114 上記ポリアニリン誘導体としては、具体的には、例えば、ポリ(メチルアニリン) 、ポリ(

、ジメチルアニリン) 、ポリ(エチルアニリン) 、ポリ(アニリンスルホン酸)等が挙げられる。

０115 上記導電性ボリマーの重量平均分子量は、2００００～，００００００が好ましく、5

，０００～5０００００がより好ま 、。分子量がこの範囲であると、導電性ボリマーの

凝集体がフイブリル状になり易く、分散性に優れるので、得られるフイブリル状導電性

ボリマーは優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる。

なお、本明細書における重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフイ

一 (GPC) 法を用いて、 検出器で測定、算出した。標準試料としてはポリスチレン

を使用した。

０116 上記導電性ボリマーの凝集体の含有量は、分散し易さ、得られる材料の透明度に

優れる点から、上記混合液中の ０質量 以下であるのが好ましく、5質量 以下で

あるのがより好ましく、2質量 以下であるのが更に好ま 、。

０117 上記導電性ボリマーの製造方法は特に限定されず、公知の製造方法を用いること

ができるが、一般的には高分子ィビする方法として、非常に低温 ( ０C以下) の状

態で長時間 (48時間程度) に渡って重合を行ぅことが良いとされている。また、０C～
常温の比較的高い温度においてもアニオン系の界面活性剤を含んだ系中で重合す

るとアニリンが高分子ィビし、2万～００万の分子量を有するポリアニリンが合成できる

。さらには、低温・長時間の重合とアニオン系界面活性剤の併用で合成を行ぅ方法を

使用してもよい。

０118 上記導電性ボリマーは、合成後、メタノール等で析出し、その後洗浄して、溶媒中

に分散させるが、洗浄工程の後、乾燥させないことが好ま 、。一度乾燥させるとポリ

アニリンが強固に凝集し、溶剤への分散性が劣ってしまぅからである。ここで、「乾燥さ

れていない」とは、上記導電性ボリマーが製造された時から上記かくはん工程におい



て溶媒と混合されるまでの間、上記導電性ボリマーが溶媒または水分を含んでレめ
状態を意味する。ただし、上記導電性ボリマーが空気中から自然に吸収した水分 (湿

気 ) は含まれない。

０119 上記混合液に含有される溶媒は、上記導電性ボリマーの少なくとも一部を溶解また

は膨潤させることができる溶媒であれば特に限定されず、その具体例としては、メチ

ルエチルケトン ( )、アセトン、メタノール、エタノール、イソプロパノール、トルエ

ン、キシレン、テトラヒドロフラン ( 、ジメチルスルホキシド( SO 、ジメチルホ

ルムアミド( m 、 メチルー 2 ピロリドン ( P)等が挙げられる。これらは、単

独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。中でも、トルエン、 であるのが、

溶解性、その後の除去の容易性の点から好ま 、。

０12０ 上記混合液は、更に、界面活性剤を含有するのが好ま 、。界面活性剤を含有す

る場合、混合液をかくはんしたときに上記導電性ボリマーがフィブリル状になり易く、

分散性が向上する。

上記界面活性剤としては、具体的には、例えば、ノニオン性界面活性剤、アニオン

性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性イオン界面活性剤等が挙げられる。こ

れらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

０12 1 上記ノニオン性界面活性剤としては、具体的には、例えば、脂肪酸ソルビタンエス

テル、ポリオキシエチレン脂肪酸ソルビタン、ポリオキシエチレン高級アルコールエー

テル、ポリオキシエチレン一プロピレン高級アルコールエーテル、ポリオキシエチレン

脂肪酸ェステル、ポリオキシエチレンアルキルフェノール、ポリオキシエチレンアルキ

ルアミン、ポリオキシエチレン一ボリオキシプロピレンブロックポリマー等が挙げられる

０122 上記アニオン性界面活性剤としては、具体的には、例えば、脂肪酸のアルカリ金属

塩、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、

一アシル メチルタヴリン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、 アルキル

ジメチルオキシド等が挙げられる。

０ 23 上記カチオン性界面活性剤としては、具体的には、例えば、アルキルアミン酢酸塩

、アルキルトリメチルアンモニウムクロライド等の第四級アンモニウム塩等が挙げられる



０124 上記両性イオン界面活性剤としては、具体的には、例えば、ジメチルアルキルベタ

イン、アルキルアミドベタイン等が挙げられる。

０125 上記界面活性剤の含有量は、上記導電性ボリマーの凝集体 ００質量部に対して、

・5～2質量部が好ま 、。必要以上に配合量を増やすと導電率が低下するからで

ある。

０ 26 記混合液は、本発明の効果を損なわない範囲で、上述した各成分以外の他の

成分を含有していてもよい。他の成分としては、具体的には、例えば、バインダー、老

化防止剤、チクソトロピー付与剤、難燃剤、接着付与剤、グソキファイヤー等が挙げら

れる。

０127 上記かくはん工程は、上記導電性ボリマーの凝集体と上記溶媒とを含有する混合

液を、かくはん機を用いて、かくはんして、繊維径 O O 以下のフィブリル状導電性

ボリマーを得る工程である。

上記混合液をかくはんして、非常に強いせん断力をかけると、凝集している導電性

ボリマーが極めて細いフィブリル状になり、その結果、この導電性ボリマーの溶媒中

での分散性を向上できる。その導電性ボリマー分散液または後述する導電性塗料を

塗布した面にはフィブリル状の導電性ボリマーが均一かつ緊密に存在し、導電パス

を形成するので、高い透明度と導電性を両立できる材料が得られる。

上記かくはん工程においては、せん断速度 ０ OO 以上でかくはんすることが、

上記導電性ボリマーの凝集がほどけてフィブリル状になり易い点から好ま 、。より短

時間に分散でき、高い透明度と導電性を両立できる材料を提供できるフィブリル状導

電性 1ボリマーが得られる点から、せん断速度 5 OOs 以上がより好ましく、2 5 ００
O s 以上が更に好ま 、。

０128 一般に、せん断速度 ( ) は、下記式で与えられる。

v 二d d

０129 上記式中、 は流速を表し、は流速差の生じる箇所の距離を表す。せん断状態で

の流速の差 (d を距離㈹で除した値がせん断速度となる。

本発明に好適に用いられるかくはん機は、容器 (かくはん槽) の内側に回転羽根を



有し、この回転羽根が高速で回転することによって、容器の内面と回転羽根の外面と

の間にせん断力がかかり、導電性ボリマーの凝集を解いていくものである。このかくは

ん機を例に挙げると、容器内面近傍および回転羽根外面の近傍の流速を、それぞれ

容器および回転羽根の速度と同じであると仮定すると、容器は静止しているので上

記d の値は回転羽根の回転速度となる。また、距離 は容器と回転羽根の間のクリア

ランスとなる。

０1 3０ かくはん時間は、かくはん機の種類、かくはん速度または混合液の濃度等に応じて

、本発明の効果が得られるよぅに適宜設定すればよいが、 分以上であるのが好まし

く、5 分以上であるのがより好ま 、。

０1 3 1 上記かくはん機としては、ボールミル等のボール型混練機 ロールミル、加圧二一ダ

ー、インターナルミキサ等の口一ル型混練機 スパイラルミキサー、プラネタリーミキサ

ー、かソターミキサー等のブレード型混練機が挙げられるが、上記混合液をせん断速
1度 ００００s 以上でかくはんできる性能を持つものであれば特に限定されない。こ

のよぅな性能を有するかくはん機としては、例えば、プライミクス社製のフイルミックス (

登録商標 ) 等の薄膜旋回型高速ミキサー、デイスクタービン型のかくはん翼を有する

ブレード型混練機、一般的にホモジナイザーと呼ばれる高速かくはん機、噴流ノズル

から液を超高速で噴出しながら混合する噴流混合機等が好適に挙げられる。

０1 3 2 上記かくはん機の好ま 、一例としては、特開平 号公報に記載され

ている、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の

回転羽根を上記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽

の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、上記回転

羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を外周側に備

える高速かくはん機が挙げられる。

０1 3 3 上述した高速かくはん機としては、市販品を用いることができ、例えば、プライミクス

社製のフイルミックス (登録商標 ) を好適に用いることができる。

０1 3 4 本発明の第7 態様の製造方法は、更に、上記かくはん工程の前に、モノマ一と酸ィビ

剤と溶媒とを混合し、上記モノマ一を重合させて導電性ボリマーの凝集体を得る、導

電性ボリマー製造工程を備えるのが好ましい態様の つである。以下、導電性ボリマ



一製造工程の具体例として、ポリアニリンを製造する工程につぃて説明する。

まず、上記モノマ一としてアニリン、上記溶媒として水、および必要に応じて界面活

性剤を混合し、酸を加えて 程度に調整した後、上記酸ィロ剤として過硫酸アンモ

ニウムを添加し、低温 ( ～ C程度 ) で酸化重合してポリアニリンを得ることがで

きる。その後、メタノール等の適当な溶媒を加えてポリアニリンを析出させ、ろ過して

得られた固体を水等を用ぃて洗浄するのが好ま 、。得られた導電性ボリマー (ポリ

アニリン は乾燥させなぃで上記かくはん工程に用ぃるのが、フィブリル状にし易く、

分散性に優れる点から好ま 、。

０135 上記モノマ一は、上記導電性ボリマーの原料であり、具体的には、例えば、アニリン

、ナフチルアミン、フェニレンジアミン、ナフチレンジアミン、トリアミノベンゼン、トリアミ

ノナフタレン、ピロール、チオフェン、フラン、ベンゼン、これらの誘導体 (例えば、炭

素数 ～3０のアルキル基、アルコキシ基、アルキレンオキシド基、スルホン酸基、アル

キレンスルフォン酸基等の置換基が芳香環上に つ以上導入されたィロ合物) 等が挙

げられる。これらは、単独で用ぃてもよく、2種以上を併用してもよぃ。

０136 上記モノマ一を酸ィロ重合するための酸ィロ剤としては、上記モノマ一を重合し得るィビ

合物であれば特に限定されず、例えば、過硫酸アンモニウム、過硫酸、過硫酸ナトリ

ウム、過硫酸カリウム等の過硫酸類、過酸ィロ水素、塩ィロ第二鉄、硫酸第二鉄、重クロ

ム酸カリウム、過マンガン酸カリウム、過酸ィロ水素一第一鉄塩等のレドックス開始剤等

が好ましく用ぃられる。これら酸ィロ剤は単独で用ぃてもよく、2種以上を併用してもよ

上記酸ィロ剤の使用量は、上記モノマ一を酸ィロ重合し得る量であれば特に制限され

なぃが、上記モノマ一 モルに対して ・０～０モルであることが好ましく、 ・ ～5

モルであることがより好ま 、い 。

０137 上記溶媒としては、特に限定されず、用ぃられるモノマ一の種類等に応じて適宜選

択すればよぃ。具体的には、例えば、水、メチルエチルケトン ( )、アセトン、メタ

ノール、エタノール、イソプロパノール、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン ( )

、ジメチルスルホキシド( SO 、ジメチルホルムアミド( 、 メチルー 2
。

ヒ

ロリドン ( P)等が挙げられる。これらは、単独で用ぃてもよく、2種以上を併用して



もよい。

０138 上記導電性ボリマー製造工程においては、界面活性剤の存在下で上記モノマ一

の重合を〒ぅのが、上述したかくはん工程において導電性ボリマーをフィブリルィビし

易い点から好ましい態様の つである。

上記界面活性剤としては、上述した界面活性剤等が例示される。

０139 また、上記導電性ボリマー製造工程においては、ド一パントの存在下で上記モノマ

一の重合を行ぅのが、得られる導電性ボリマーの導電率を向上しぅる点から好ま 、

態様の つである。

０14０ 上記ド一パントは、導電性ボリマーのべ一スとなる 几 共役高分子ィロ合物等をド一プ

することができるド一ヒング剤であれば任意のものを使用できるため特に限定されな

いが、具体的には、例えば、ョウ素、臭素、塩素、ョウ素等のハロゲンィロ合物 硫酸、

塩酸、硝酸、過塩素酸、ホウフッィロ水素酸等のプロトン酸にれらプロトン酸の各種塩

三塩ィビアルミニウム、三塩ィロ鉄、塩ィヒモリブデン、塩ィビアンチモン、五フッィヒヒ素、

五フッィビアンチモン等のルイス酸 酢酸、トリフルオロ酢酸、ポリエチレンカルボン酸、

ギ酸、安息香酸等の有機かレボン酸にれら有機カルボン酸の各種塩 フェノール、

ニトロフェノール、シアノフェノール等のフェノール類にれらフェノール類の各種塩

ベンゼンスルホン酸、 トルエンスルホン酸、ポリエチレンスルホン酸、 ドデシル

ベンゼンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アントラキノンスルホン酸、アル

キルスルホン酸、ドデシルスルホン酸、樟脳スルホン酸、ジオクチルスルホコ，ウ酸、

銅フタロシアニンテトラスルホン酸、ポルフィリンテトラスルホン酸、ポリスチレンスルホ

ン酸、ポリビニルスルホン酸、ナフタレンスルホン酸縮合物等の有機スルホン酸にれ

ら有機スルホン酸の各種塩 ポリアクリル酸等の高分子酸 プロピルリン酸ェステル、

ブチルリン酸ェステル、ヘキシルリン酸ェステル、ポリエチレンオキシドドデシルエー

テルリン酸ェステル、ポリエチレンオキシドアルキルエーテルリン酸ェステル等のリン

酸ェステルにれらリン酸エステルの各種塩 ラウリル硫酸ェステル、セチル硫酸ェス

テル、ステアリル硫酸ェステル、ラウリルエーテル硫酸ェステル等の硫酸ェステルに
れら硫酸ェステルの各種塩等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上

を併用してもよい。



０14 1 これらのド一パントの中でも、プロトン酸、有機カルボン酸、フェノール類、有機スル

ホン酸、リン酸ェステル、硫酸ェステル、これらの各種塩であるのが好ましく、具体的

には、塩酸、硝酸、ベンゼンスルホン酸、 トルエンスルホン酸、 ドデシルベンゼ

ンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アルキルスルホン酸、ドデシルスルホ

ン酸、樟脳スルホン酸、ジオクチルスルホコハク酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニ
、ルスルホン酸、ナフタレンスルホン酸縮合物、これらの各種塩であるのが好ま 。

０142 上記ド一パントの添加量は、モノマ一に対するモル比 (ド一パントイモノマ一) で ・

００～5であるのが好ましく、 ・００5～０であるのがより好ま 、。

０143 上述した本発明の第7態様の製造方法によれば、優れた導電性を有し、透明度の

高い材料を提供できるフィブリル状導電性ボリマーを得ることができる。また、本発明

の第7態様の製造方法は、非特許文献 に記載された方法に比べて多量のフィブリ

ル状導電性ボリマーを容易に得ることができ、工業的に使用され得る。

また、本発明の製造方法により製造された本発明の第8態様のフィブリル状導電性

ボリマーは、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる。

０144 本発明の第8態様のフィブリル状導電性ボリマーは、上述した優れた特性を有する

ので、グソチパネル、クリーンルームの仕切り、各種電子部品の包装材、帯電防止剤

等の電子部材に好適に用いられる。

０145 くフィブリル状導電性ボリマー分散液ノ

本発明の第9態様は、溶媒に、上述したフィブリル状導電性ボリマーが分散したフィ
ブリル状導電性ボリマー分散液である。

本発明のフィブリル状導電性ボリマー分散液は、上述した本発明の第7態様の製造

方法によって得ることができる。上記溶媒は、本発明の第7態様の製造方法に用レち
れる溶媒と基本的に同様でよく、本発明の第7態様の製造方法に用いられる溶媒で

あることが好ま 、。

０146 上記フィブリル状導電性ボリマーの含有量は、分散し易さ、得られる材料の透明度

に優れる点から、上記フィブリル状導電性ボリマー分散液中の ０質量 以下である

のが好ましく、5質量 以下であるのがより好ましく、2質量 以下であるのが更に好

ま 、。



０147 上述した本発明のフイブリル状導電性ボリマー分散液は、優れた導電性を有し、透

明度の高い材料を提供できる。また、本発明の導電性ボリマー分散液は、塗布して

乾燥するだけで優れた導電性を有し、透明度の高い材料を得ることができるので、大

掛かりな装置が必要な O等を蒸着する方法に比べてコストを抑えることができる。

０148 本発明のフイブリル状導電性ボリマー分散液は、上述した優れた特性を有するので

、グソチパネル、クリーンルームの仕切り、各種電子部品の包装材、帯電防止剤等の

電子部材に好適に用いられる。

０149 く導電性塗料の製造方法および導電性塗料ノ

本発明の第 ０の態様は、導電性ボリマーの凝集体とバインダーと溶媒とを含有す

る混合液を、かくはん機を用いて、かくはんして、上記溶媒に繊維径 OO 以下で

あるフイブリル状導電性ボリマーと上記バインダーとが分散した導電性塗料を得る、

かくはん工程を備える導電性塗料の製造方法 (以下「本発明の第 ０態様の製造方

法」とレづ。)である。

０15０ 本発明の第 ０態様の製造方法は、上記混合液にバインダーを更に添加したこと以

外は、上述した本発明の第7態様の製造方法と基本的に同様である。したがって、本

発明の第 ０態様の製造方法に用いられる導電性ボリマーの凝集体、溶媒、かくはん

機、界面活性剤等は、上述した本発明の第7態様の製造方法に用いられるものと同

様であり、せん断速度も同様である。

０151 上記バインダーは、特に限定されず、導電性塗料に用いられる公知のバインダーを

用いることができ、透明で皮膜形成性を有するものが好ま 、。

上記バインダーとしては、具体的には、例えば、アクリルモノマ一、アクリルオリゴマ

ー ポリエステル、ポリウレタン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩ィビビニル、ポリ塩ィビビニリデン

、スチレン一ブタ、ジェン共重合体、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリエチレンオキサイ

ド、ポリプロピレン、ポリカーボネートポリビニルブチラール等の合成樹脂バインダー

ゼラチン、デキストラン、ポリアクリルアミド、デンプン、ポリビニルアルコール等の水溶

性バインダー等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用しても

よい。

これらの中でも、アクリルモノマ一、アクリルオリゴマー、ポリエステル樹脂、ポリウレタ



ン樹脂が、汎用性、接着性とレづ点から好ま 、。

０152 上記アクリルモノマ一は、重合してアクリル樹脂となり得るィロ合物であり、具体的に

は、例えば、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、アクリル酸、メタクリル酸アクリ

ルアミド、メタクリルアミド、 メチロールアクリルアミド、 メチロールメタクリルアミ

ド、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、ジェチルアミノエチルアクリレート

、ジェチルアミノエチルメタクリレート、アミノエチルビニルエーテル、ポリオキシェチレ

ンアクリレート、ポリオキシェチレンメタクリレート等が挙げられる。これらは、単独で用

いてもよく、2種以上を併用してもよい。

これらの他に、アクリロ二トリル、スチレン、 メチルスチレン、アルキルビニルエー

テル、塩ィビビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、エチレン等を併用してもよい。

０153 上記バインダーとして上記アクリルモノマ一および または上記アクリルオリゴマー

を用いる場合、ラ、ジカル開始剤を併用する。ラ、ジカル開始剤としては、具体的には、

例えば、アゾビスイソブチロ二トリル、ベンゾイルパーオキサイド、ジ ブチルパー

オキサイド、 ブチルハイドロパーオキサイド、アゾビスイソバレロ二トリル等が挙げら

れる。

０154 また、上記バインダーとしては、予め溶媒に溶解させたものが好ましい態様の つで

ある。予め溶媒に溶解したバインダーは上記混合液に添加したときの分散性に優れ

る。この溶媒は、バインダーを溶解できるものであれば特に限定されないが、例えば、

上記混合液に用いられる溶媒と同様のもの等が挙げられる。

０155 上記バインダーの含有量は、上記導電性ボリマーの凝集体 ００質量部に対して ０

０～3０００質量部であるのが好ま 、。

０156 上記混合液は、本発明の効果を損なわない範囲で、上述した各成分以外の他の

成分を含有していてもよい。他の成分としては、具体的には、例えば、老化防止剤、

チクソトロピー付与剤、難燃剤、接着付与剤、グソキファイヤー等が挙げられる。

０157 本発明の第皿の態様は、重量平均分子量が 2００００～，００００００である導電

性ボリマーの凝集体と、バインダーと、溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用い
て、せん断速度 ００００ 以上でかくはんして、上記溶媒にフィブリル状導電性ボリ

マーと上記バインダーとが分散した導電性塗料を得る、かくはん工程を備える、導電



性塗料の製造方法 (以下「本発明の第皿態様の製造方法」れづ。)である。

０158 本発明の第皿態様の製造方法は、導電性ボリマーの凝集体の重量平均分子量が

2００００～，００００００であ 1る点、および、せん断速度 ００００s 以上でかくはん

する点以外は、基本的に、本発明の第 ０態様の製造方法と同様である。

本発明の第皿態様の製造方法によれば、通常、得られる導電性塗料に含有される

フィブリル状導電性ボリマーの繊維径を OO 以下にすることができる。

０159 本発明の第皿態様の製造方法に用いられる導電性ボリマーの凝集体の重量平均

分子量は、2００００～，００００００であり、5００００～5０００００が好ま 、。分子

量がこの範囲であると、導電性ボリマーの凝集体がフィブリル状になり易く、分散性が

向上するため、得られる導電性塗料は優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提

供できる。

０16０ 本発明の第皿態様の製造方法のかくはん工程においては、上記導電性ボリマー
1の凝集がほどけてフィブリル状になり易い点から、せん断速度 ００００s 以上でかく

はんを行ぅ。より短時間に分散でき、高い透明度と導電性を両立できる材料を提供で

きるフィブリル状導電性ボリマーが得られる点から、せん断速度 5 ０００s 以上が好

ましく、25 ０００s 1以上がより好ま 、。

０161 本発明の第 2の態様は、上述した本発明のフィブリル状導電性ボリマー分散液に

、バインダーを加えて、上記溶媒に上記フィブリル状導電性ボリマーと上記バインダ

ーとが分散した導電性塗料を得る導電性塗料の製造方法 (以下「本発明の第 2態

様の製造方法」れづ。)である。

本発明の第 2態様の製造方法に用いられるバインダーは、上述した本発明の第

０態様および本発明の第皿態様の製造方法に用いられるバインダーと同様のもので

よく、その含有量も同様である。

０162 上記フィブリル状導電性ボリマー分散液にバインダーを加えた後にバインダーを分

散させる方法は、特に限定されない。例えば、上記フィブリル状導電性ボリマー分散

液を製造した後にバインダーを加えて、上記フィブリル状導電性ボリマー分散液を製

造するのに用いたかくはん機をそのまま使用して分散させる方法が挙げられる。また

、上記フィブリル状導電性ボリマー分散液を製造するのに用いたかくはん機とは別の



かくはん機 (例えば、スターラー)で分散させてもよく、かくはん棒等を用いて手動で

分散させてもよい。

０163 上述した、本発明の第 ０～2態様の製造方法により製造された本発明の第 3態

様の導電性塗料は、優れた導電性を有し、透明度の高い材料を提供できる。また、

本発明の第 ０～2態様の製造方法は、この導電性塗料を比較的容易に多量に得

ることができ、工業的に使用され得る。更に、本発明の第 ０および皿態様の製造方

法は、上記かくはん工程においてバインダーと共に導電性ボリマーをかくはんするこ

とにより導電性ボリマーが再凝集しにくくなり、均一な塗料を得ることができる。

０164 本発明の第 3態様の導電性塗料は、上述した優れた特性を有するので、グソチパ

ネル、クリーンルームの仕切り、各種電子部品の包装材、帯電防止剤等の電子部材

に好適に用いられる。

０165 本発明の帯電防止剤は、例えば、基材に塗布して帯電防止シートとして用いること

ができる。上記帯電防止シートは、電子部品、電子材料等の包装材 ｦ 療機関、クリ

ーンルーム等の挨の存在が問題とされる場所等で使用されるィロ粧材またはカーテン

等の内装材等として好適に使用される。

上記基材は、特に限定されないが、透明なフイルムが好ま 、。具体的には、例え

ば、ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン等のフイルムが好適に挙げ

られる。

実施例

０166 以下、実施例を示して、本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらに限

定されるものではない。

０167 ・本発明の第 ～2態様についての実施例

く導電性ボリマーの合成ノ

(合成例

アニリン 、ドデシルベンゼンスルホン酸6・3 および蒸留水 ００ を混合した。

次に、この混合液に、蒸留水 5０ 1に6 塩酸5 ・4 1を加えて調製した希塩酸を全

量加えた。この混合液を ０Cに冷却した後、酸ィト剤として蒸留水 3０ に溶解さ

せた過硫酸アンモニウム2・7 を加えて、3０時間酸化重合させた。



その後、メタノールを加えてポリアニリンを析出させ、ろ過して得られた固体を多量

の蒸留水により洗浄して、ドデシルベンゼンスルホン酸や過硫酸アンモニウムの残分

を除去して、ポリアニリンを得た。

ろ過終了時にポリアニリンの一部をとり、アンモニア水で脱ド一プした後、 Pに

溶解させ、GPC により重量平均分子量を測定したところ、得られたポリアニリンの重量

平均分子量は3０万であった。

０ 68 (合成例

原料にトリメチルアニリン ・０2 を更に加えた以外は、合成例 一 と同様の方法で

導電性ボリマーを合成した。

合成例 一 と同様の方法で得られた導電性ボリマーの重量平均分子量を測定し

たところ、得られた導電性ボリマーの重量平均分子量は3万であった。

０169 く導電性ボリマー分散液の製造ノ

(実施例 一 ～ および比較例 一 ～
下記第 表に示す配合 (質量部)で合成例 で得られたポリアニリン、市

販ポリアニリン (アルドリッチ社製、重量平均分子量 ００００) 、ドデシルベンゼンスル

ホン酸およびトルェンを混合し、この混合液を下記第 表に示すかくはん機を用いて

、室温で、第 表に示すせん断速度で第 表に示す混合時間かくはんして、各導電

性ボリマー分散液を得た。

得られた各導電性ボリマー分散液をガラス板上にスピンコーターで塗布し、乾燥さ

せて厚さ ・5 の膜を形成させた。この際、実施例 のみボリアニリンを8０Cで

3時間乾燥して用い、その他は末乾燥の状態で使用した。ポリアニリン量は乾燥時の

重量を測定しておき、換算して用いた。

ガラス板上に形成した導電性ボリマー膜について、以下に示す方法により、外観、

透明度、導電性を評価した。

結果を第 表に示す。

０17０ (外観評価 )

導電性ボリマー膜を目視にて観察し、均一になっているものを「 」、凝集体が少量

残っているものを「ム」、導電性ボリマーが凝集した粒が多く見られたものを「X 」とし



た」。
０ 7 (透明度評価

ガラス板に導電性ボリマーが塗布された状態で、へ一ズメーター (村上色彩技術研

究所社製、 5０) により、全光透過率を求めた。

０172 (導電性評価 )

ガラス板上に導電性ボリマーが塗布された状態で、抵抗測定器 (ダイアインスツルメ

ンソ社製、ロレスタ P)を用い、4端子法にて導電率を求めた。

０173 表





０174 上記第 表中、フイルミックス ０は、プライミクス社製の ・ ・フイルミッ
クスであり、ホモジナイザーは、ヤマト科学社製のウルトラデイスパーサー

である。

０175 (比較例

特許文献 に記載された実施例 の方法に従って、乾燥した粉状のポリアニリン (ア

ルドリッチ試薬、重量平均分子量 ０００００) と Pとを質量比 (ポリアニリン

P) が 3 となるように混合し、ボールミルで5時間混合した後、真空乾燥した。その

後、ポリアニリンの濃度が 質量 となる量を ００ のトルエン中に投入し、更にトル

エン ００質量部に対してドデシルベンゼンスルホン酸を ・7質量部加え、スターラー

を用いて一昼夜かくはんした。かくはん後の溶液を目視で観察した結果、ポリアニリン

は凝集したままであり、トルエン中に分散せず沈殿していた。

得られた混合液をガラス板上にスピンコーターで塗布し、乾燥させて厚さ ・5

の膜を形成させて、上記と同様の方法により、全光透過度および導電率を測定した。
。

その結果、全光透明度は94 ( )、導電率は ０ (S c )であった。

０176 第 表および比較例 に示す結果から明らかなように、せん断速度 ００００s

未満でかくはんして得られた導電性ボリマー分散液 (比較例 は、導電

性ボリマーを十分に微細ィビできず、導電性も低かった。また、重量平均分子量 ０，

００の粉状のポリアニリンを使用した導電性ボリマー分散液 (比較例 一3) は、導電性

が低かった。また、比較例 の導電性ボリマー分散液は、導電性ボリマーがトルエ

ンに分散せず沈殿し、導電性が極めて低かった。

一方、実施例 一 ～ は、透明度が高く、導電性にも優れていた。

０177 2・本発明の第3～6態様についての実施例

く導電性ボリマーの合成ノ

(実施例2

蒸留水 25質量部に、アニリン2・3質量部および6 の塩酸4・ 質量部を添加した

後、混合液を5 Cに冷却した。この混合液に酸ィロ剤として蒸留水 3０質量部に溶解さ

せた過硫酸アンモニウム6・ 質量部を投入した。この混合液の温度を5 Cに維持し

たまま、かくはん機 ( ・ ・フイルミックス ０ ０、プライミクス社製 ) を用いて



、せん断速度25０００s で4時間かくはんして、ポリアニリンを合成した。かくはん容器

は二重構造になっておりその内部に冷却水を流して、反応中、容器を5 Cに保つよう

にした。

その後、分散液を2００ のビンに移し替え、静置してから約 週間後にビン底部に

ポリアニリンが沈殿してきた。

０178 (比較例2一 )

かくはん機を汎用かきまぜ機 (スリーワンモータ 6００ 社製 にし、せ
ん断速度を 2０s に変更した以外は、実施例2 と同様の方法でポリアニリンを合

成した。

実施例2 と同様の条件で静置すると、約2時間でポリアニリンの沈殿が生じた。

０179 実施例2 および比較例2 の結果から、実施例2 のポリアニリンが比較例2

一 に比べて、細かい状態で分散していることが分かった。

０18０ く導電性ボリマー分散液の製造ノ

(実施例2

蒸留水 25質量部に、アニリン2・3質量部、6 の塩酸4・ 質量部、トルエン 5０

質量部およびドデシルベンゼンスルホン酸4・０質量部を添加した後、混合液を5 C

に冷却した。この混合液に酸ィロ剤として蒸留水 3０質量部に溶解させた過硫酸アンモ

ニウム6・ 質量部を投入した。この混合液の温度を5 Cに維持したまま、かくはん機 (

・ ・フイルミックス ０ ０、プライミクス社製 ) を用いて、せん断速度25００

０s で4時間かくはんして、ポリアニリンを合成した。

合成終了後、水 ００質量部とメタノール5０質量部の混合液を加え、全体を分液口

一トに移し変えた。約 ０分静置して、ポリアニリンが分散しているトルエン層と、水層

とに分離したところで水層を除去して、導電性ボリマー分散液を得た。

０181 製造直後の導電性ボリマー分散液の外観を目視で観察した。導電性ボリマーが沈

殿せずに分散していたものを「 」、導電性ボリマーが沈殿していたものを「X 」とした

。評価結果を下記第2表に示す。

０ 82 次に、得られた導電性ポリマー分散液をガラス板上にスビノコーターで塗布し、乾

燥させて厚さ ・2 の膜を形成させた。



ガラス板上に形成した導電性ボリマー膜にっいて、以下に示す方法により、

および導電性を評価した。

結果を第2表に示す。

０183 (透明度評価 )

ガラス板に導電性ボリマーが塗布された状態で、へ一ズメーター (村上色彩技術研

究所社製、 5０) により、全光透過率を求めた。

0 84 (導電性評価 )

ガラス板上に導電性ボリマーが塗布された状態で、抵抗測定器 (ダイアイ 、ンスソルメ

ンソ社製、ロレスタ P )を用い、4端子法にて導電率を求めた。

0 85 (実施例2

せん断速度を6， OOs に変更した以外は、実施例2 と同様の方法で導電性ボ

リマー分散液を製造した。

得られた導電性ボリマー分散液にっいて、外観、透明度および導電性を上記の方

法で評価した。結果を第2表に示す。

0 86 (比較例2

かくはん機を汎用かきまぜ機 (スリーワンモータ 6００ O 社製 ) にし、せ
ん断速度を ０s に変更した以外は、実施例2 と同様の方法で導電性ボリマー

分散液を製造した。

得られた導電性ボリマー分散液にっいて、外観、透明度および導電性を上記の方

法で評価した。結果を第2表に示す。

０187 表2

第2 表
実施例2 2 実施例2 3 比較例2

かくはん機 フィル ッ拡 フ

2
ウス スリーワンモータ

せん断速度 2 5０００ 6０００ 2０
外観 O O O
全光透過率 ( ) 的 叩 ㏄
導電率 (s ) 卯 川 ㏄

1０188 第2表に示す結果から明らかなように、せん断速度5０００5 以上でポリマーの重合

を行うことにより、導電率が格段に向上することが分かった。



また、せん断速度を25０００，ィにすると、透明度も高くなることが分かった。

０189 3・本発明の第7～3態様についての実施例

く導電性ボリマーの合成ノ

(合成例3

アニリン 、ドデシルベンゼンスルホン酸6・3 および蒸留水 ００ を混合した。

次に、この混合液に、蒸留水 5０ 1に6 塩酸5 ・4 1を加えて調製した希塩酸を全

量加えた。この混合液を ０Cに冷却した後、酸ィト剤として蒸留水 3０ に溶解さ

せた過硫酸アンモニウム2・7 を加えて、3０時間酸化重合させた。

その後、メタノールを加えてポリアニリンを析出させ、ろ過して得られた固体を多量

の蒸留水により洗浄して、ドデシルベンゼンスルホン酸や過硫酸アンモニウムの残分

を除去した後、乾燥させないで蓋付きの瓶に入れて保管した。得られた導電性ボリマ

ーの固形分を測定すると2０質量 であった。

ろ過終了時にポリアニリンの一部をとり、アンモニア水で脱ド一プした後、 Pに

溶解させ、GPC により重量平均分子量を測定したところ、得られたポリアニリンの重量

平均分子量は3０万であった。

０19０ (合成例3 一2)

原料にトリメチルアニリン ・０2 を更に加えた以外は、合成例3 と同様の方法で

導電性ボリマーを合成した。得られた導電性ボリマーの固形分を測定すると2０質量

であった。

合成例3 と同様の方法で得られた導電性ボリマーの重量平均分子量を測定し

たところ、得られた導電性ボリマーの重量平均分子量は3万であった。

０191 くフイブリル状導電性ボリマー分散液の製造ノ

(合成例3

合成例3 の導電性ボリマーとトルェンとを質量比 (導電性ボリマーノトルェン) 5

・5で混合した。この混合液をプライミクス社製の ・ ・フイルミックスを用いて、

室温で、せん断速度25 ０００s で5分間かくはんして、フイブリル状導電性ボリマー

分散液を得た。

０192 く導電性塗料の製造ノ



(実施例3 ～3 および比較例3 ～3

下記第3表に示す各成分を、第3表に示す組成 (質量部)で混合し、かくはん機 (

・ ・フィルミックス、プライミクス社製 ) を用いて、室温で、第3表に示すせん断速度で

第3表に示す混合時間かくはんして、各導電性塗料を得た。

０193 得られた各導電性塗料の長期安定性を評価するため、各導電性塗料の一部を取り

出し密封して、室温で ケ月放置した後、目視で観察した。

沈殿が生じていないものを「 」、わずかに沈殿が生じていたものを「ム」、かなり沈

殿が生じていたものを「X 」とした。

０194 また、得られた各導電性塗料をP フィルム上にスヒノコーターで塗布し、乾燥さ

せて厚さ ・5 の膜を形成させた。

P フィルム上に形成した膜について、以下に示す方法により、繊維径を測定し、

また、外観、透明度、導電性、接着性を評価した。

結果を第3表に示す。

０195 (実施 3

合成例3 のフィブリル状導電性ボリマー分散液8 2・5質量部と、ポリエステル溶

液 7・5質量部とを混合し、ガラス棒を用いて手動でかくはんして導電性塗料を得た

得られた導電性塗料について、実施例3 ～3 および比較例3 ～3 と

同様の方法で、長期安定性、繊維径、外観、透明度、導電性および接着性を評価し

たし。

結果を第3表に示す。

０196 (外観評価 )

導電性ボリマー膜を目視にて観察し、均一になっているものを「 」、凝集体が少量

残っているものを「ム」、導電性ボリマーが凝集した粒が多く見られたものを「X 」とし

たし。

０197 (繊維径の測定)

P フィルム上に形成した膜を光学顕微鏡または透過型電子顕微鏡 ( で観

察し、倍率からフィブリル状導電性ボリマーの繊維径を換算して算出した。



０198 (透明度評価 )

ガラス板に導電性ボリマーが塗布された状態で、へ一ズメーター (村上色彩技術研

究所社製、 5０) により、全光透過率を求めた。

０199 (導電性評価 )

ガラス板上に導電性ボリマーが塗布された状態で、抵抗測定器 (ダイアインスソルメ

ンソ社製、ロレスタ P)を用い、4端子法にて表面抵抗を求めた。

０2００ (接着性評価

接着性の評価は、碁盤日テープはく離試験により行った。

得られたP フィルム上に形成した膜に の基盤目 ００個 ( ０X ０) を作り、

基盤目上にセロハン粘着テープ (幅 8 )を完全に付着させ、直ちにテープの一

端を直角に保ち、瞬間的に引き離し、完全に剥がれないで残った基盤日の個数を調
。へ東こ。

9 9～００個残っていたものを「 」、8０～98個残っていたものを「ム」とした。

０2０1 表





０2０2 上記第3表中の「導電性ボリマー濃度」は、各導電性塗料中の導電性ボリマー (固

形分) の濃度を示す。

実施例および比較例に用いた各成分は、下記のとおりである。

・粉末ポリアニリン アルドリッチ社製、重量平均分子量 万

・ポリエステル溶液 ポリエステル (バイロン24０、東洋紡社製 ) と とを質量比4

０ ００で混合した溶液

・ポリウレタン溶液 ポリウレタン (パンデックス 5 2０、大日本インキ化学工業社製 と

トルェンとを質量比4０ ００で混合した溶液

・アクリルモノマ一 ペンタエリスリトールアクリレート、 ０5、東亜合成社製

・ラ、ジカル重合開始剤 4 4 アゾビス シアノ吉草酸、イルガキュア5００、チバガ

イギー社製

０2０3 得られた各導電性塗料の膜を、光学顕微鏡を用いて4００倍に拡大して観察した結

果、比較例3 については繊維径5０００ (5 ) のフイブリル状の導電性ボリマ

ーが観察されたが、比較例3 については導電性ボリマーがフイブリル状にならず

に凝集したままだったため、繊維径の測定を行わなかった。また、実施例3 ～3

7についてはいずれも導電性ボリマーを見ることができなかった。これは実施例3

～3 の導電性ボリマーが極めて微細なフイブリル状になっており、一様に分散して

いているためであると考えられた。

そこで、実施例3 ～3 については で ０００倍に拡大して観察した。その

結果、一様に分散しているフイブリル状の導電性ボリマーが観察された。

実施例3 の 写真 OOO f を図3 に、比較例3 の光学顕微鏡写真 (4０

f ) を図4 に示す。

０2０4 また、第3表に示す結果から明らかなよぅに、せん断速度5，０００5 でかくはんして

得られた導電性塗料 (比較例3 ) は、導電性ボリマーを十分に微細ィビできず、長

期安定性、外観および導電性が悪かった。また、重量平均分子量 ００００の粉末ポ

リアニリンを使用した導電性塗料 (比較例3 一2 ) は、導電性ボリマーがフイブリルィビし

ておらず、また、長期安定性、外観および導電性が比較的悪かった。

一方、実施例3 ～3 一7は、長期安定性、外観、透明度、導電性および接着性



が優れていた。



請求の範囲

重量平均分子量が2００００～，００００００である導電性ボリマーと溶媒とを含有

する混合液を、かくはん機を用いて、せん断速度 ００００s 以上でかくはんして、前

記溶媒に前記導電性ボリマーが分散した導電性ボリマー分散液を得る、かくはんエ

程を備える導電性ボリマー分散液の製造方法。

2 前記導電性ボリマーが、ポリアニリンおよび またはポリアニリン誘導体である請求

項 に記載の導電性ボリマー分散液の製造方法。

3 前記導電性ボリマーが、乾燥されていない請求項 または2に記載の導電性ボリマ

ー分散液の製造方法。

4 前記導電性ボリマーの含有量が、前記導電性ボリマー分散液中の ０質量 以下

である請求項 ～3のいずれかに記載の導電性ボリマー分散液の製造方法。

5 前記かくはん機が、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より

僅かに小径の回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液

をかくはん槽の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であっ
て、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機である請求項 ～4のいずれかに記載の導電性ボリ

マー分散液の製造方法。

6 前記混合液が、界面活性剤を含有する請求項 ～5のいずれかに記載の導電性ボ

リマー分散液の製造方法。

7 前記かくはん工程の前に、

モノマ一と酸ィロ剤と溶媒とを混合し、前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを

得る、導電性ボリマー製造工程を備える、請求項 ～6のいずれかに記載の導電性

ボリマー分散液の製造方法。

8 請求項 ～7のいずれかに記載の導電性ボリマー分散液の製造方法で製造された

、導電性ボリマー分散液。

9 導電性ボリマーを構成するモノマ一と、酸ィロ剤と、水とを含有する混合液を、せん断

速度5，０００s 以上でかくはんしながら前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを



合成する、導電性ボリマーの合成方法。

０ 前記モノマ一がアニリンおよび またはアニリン誘導体である請求項9に記載の導

電性ボリマーの合成方法。

前記混合液が、更に、バインダーを含有する請求項9または ０に記載の導電性ボ

リマーの合成方法。

2 円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の回転

羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽の内

面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機を用いてかくはんする請求項9～皿のいずれかに記

載の導電性ボリマーの合成方法。

3 請求項9～2のいずれかに記載の導電性ボリマーの合成方法で製造された、導電

性ボリマー。

4 導電性ボリマーを構成するモノマ一と、酸ィロ剤と、水と、非水溶性溶剤と、アニオン

系界面活性剤とを含有する混合液を、せん断速度5，０００s 以上でかくはんしながら

前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーを合成した後、

前記水と前記水に溶解した成分を除去して、導電性ボリマー分散液を得る、導電

性ボリマー分散液の製造方法。

5 前記モノマ一がアニリンおよび またはアニリン誘導体である請求項 4に記載の

導電性ボリマー分散液の製造方法。

6 前記混合液が、更に、バインダーを含有する請求項 4または 5に記載の導電性

ボリマー分散液の製造方法。

7 円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より僅かに小径の回転

羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液をかくはん槽の内

面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であって、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機を用いてかくはんする請求項 4～6のいずれかに

記載の導電性ボリマー分散液の製造方法。



8 請求項 4～7のいずれかに記載の導電性ボリマー分散液の製造方法で製造さ

れた、導電性ボリマー分散液。

9 導電性ボリマーの凝集体と溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、かく

はんして、繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電性ボリマーを得る、かくはんエ

程を備えるフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

2０ 前記導電性ボリマーの重量平均分子量が、2０ ～，００００００である請求項

9に記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

2 せん断速度 ００００s 以上でかくはんして、前記フィブリル状導電性ボリマーを得

る請求項 9または2０に記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

22 前記導電性ボリマーが、ポリアニリンおよび またはポリアニリン誘導体である請求

項 9～2 のいずれかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

23 前記導電性ボリマーの凝集体が、乾燥されていない請求項 9～22のいずれかに

記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

24 前記導電性ボリマーの凝集体の含有量が、前記混合液中の ０質量 以下である

請求項 9～23のいずれかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。

25 前記かくはん機が、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より

僅かに小径の回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液

をかくはん槽の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であっ
て、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機である請求項 9～24のいずれかに記載のフィブリ

ル状導電性ボリマーの製造方法。

26 前記混合液が、界面活性剤を含有する請求項 9～25のいずれかに記載のフィブ

リル状導電性ボリマーの製造方法。

27 前記かくはん工程の前に、

モノマ一と酸ィロ剤と溶媒とを混合し、前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーの

凝集体を得る、導電性ボリマー製造工程を備える、請求項 9～26のいずれかに記

載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法。



28 請求項 9～27のいずれかに記載のフィブリル状導電性ボリマーの製造方法で製

造された、繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電性ボリマー。

29 溶媒に、請求項28に記載のフィブリル状導電性ボリマーが分散したフィブリル状導

電性ボリマー分散液。

3０ 導電性ボリマーの凝集体とバインダーと溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を

用いて、かくはんして、前記溶媒に繊維径 OO 以下であるフィブリル状導電性ボリ

マーと前記バインダーとが分散した導電性塗料を得る、かくはん工程を備える導電性

塗料の製造方法。

3 前記導電性ボリマーの重量平均分子量が、2００００～，００００００である請求項

3０に記載の導電性塗料の製造方法。

32 せん断速度 ００００s 以上でかくはんして、前記導電性塗料を得る請求項3０また

は3 に記載の導電性塗料の製造方法。

33 重量平均分子量が2００００～，００００００である導電性ボリマーの凝集体と、バ

インダーと、溶媒とを含有する混合液を、かくはん機を用いて、せん断速度 ００００s

1以上でかくはんして、前記溶媒にフィブリル状導電性ボリマーと前記バインダーとが

分散した導電性塗料を得る、かくはん工程を備える導電性塗料の製造方法。

34 前記導電性ボリマーが、ポリアニリンおよび またはポリアニリン誘導体である請求

項3０～33のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法。

35 前記導電性ボリマーの凝集体が、乾燥されていない請求項3０～34のいずれかに

記載の導電性塗料の製造方法。

36 前記導電性ボリマーの凝集体の含有量が、前記混合液中の ０質量 以下である

請求項3０～35のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法。

37 前記かくはん機が、円筒状のかくはん槽内に回転軸を同心に設け、かくはん槽より

僅かに小径の回転羽根を前記回転軸に取付け、回転羽根の高速回転により混合液

をかくはん槽の内面に薄膜円筒状に拡げながらかくはんする高速かくはん機であっ
て、

前記回転羽根が、円筒体に半径方向の小孔を多数貫通して設けた多孔円筒部を

外周側に備える高速かくはん機である請求項3０～36のいずれかに記載の導電性



塗料の製造方法。

38 前記混合液が、界面活性剤を含有する請求項3０～37のいずれかに記載の導電

性塗料の製造方法。

39 前記かくはん工程の前に、

モノマ一と酸ィロ剤と溶媒とを混合し、前記モノマ一を重合させて導電性ボリマーの

凝集体を得る、導電性ボリマー製造工程を備える、請求項3０～38のいずれかに記

載の導電性塗料の製造方法。

4０ 請求項29に記載のフイブリル状導電性ボリマー分散液に、バインダーを加えて、前

記溶媒に前記フイブリル状導電性ボリマーと前記バインダーとが分散した導電性塗

料を得る導電性塗料の製造方法。

4 前記バインダーが、アクリルモノマ一、アクリルオリゴマー、ポリエステルおよびポリウ

レタンからなる群から選択される少なくとも 種である請求項3０～4０のいずれかに記

載の導電性塗料の製造方法。

42 前記バインダーの含有量が、前記導電性ボリマーの凝集体 ００質量部に対して ０

０～3０００質量部である請求項3０～4 のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法

43 請求項3０～42のいずれかに記載の導電性塗料の製造方法で製造された、導電

性塗料。

44 帯電防止剤である請求項43に記載の導電性塗料。
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されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した

請求の範囲 1-S

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
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汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。
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( l ) この回際出願の発明の数は、以下の おり 6 てある。
請大の範囲 1-8,
請大の範囲 9-13,
請米の範囲 14-18,
請大の範囲 19-29, 40,
請大の範囲 30-32, 34-39, 41-44 (請大の範囲 30 を直接又は間接的に引用して る部分 ，
請大の範囲 33-39, 41-44 (請大の範囲 33 を直接又は間接的に引用して る部分

( i i )
請大の範囲 1 に係 る発明は、特定分子呈の導電性ボ 溶媒 を含有する混合被を、特

定の ん断速度にて はんするこ t による、 r導電性ボ 分散被の製造方怯 に関する
ものてあるのに対 し、請大の範囲 に係 る発明は、 ノ 等含有混合被を、特定の ん断速
度にて はんしなから重合 さ るこ t による 導電性ボ の合成方怯 に関するものて
あ り、両者は全 < 典なる発明てある。
請大の範囲 14 に係 る発明は、請大の範囲 9 1 同様、r導電性ボ y の合成方怯 に関する

ものてあるか、請大の範囲 にさ らに別の技術的特徴か付加 されたものてある。
請大の範囲 19 に係 る発明は、導電性ボ y の凝集体 溶媒 を含有する混合被を、 <

はん機を用 て <はんするこ による、特定繊維径の ィフ 状導電性ボ y の製造
方怯 j に関するものてあるか、請大の範囲 i に係 る発明 の共適事項 r導電性ボ 溶媒

を含有する混合被を、 はん機を用 て はんするこ は、公知の技術てある ら、
r特別な技術的特徴 J は えな 。
拮米の範囲 30 に係 る発明は、導電性ボ の凝集体 イ タ 溶媒 を含有する混

合被を、 はん機を用 て <はんするこ による、特定繊維径の ィフ 状導電性ボ y
イ タ か分散 した 導電性全科の製造方怯 に関するものてあ り、これも全 典

なる発明てある。
請大の範囲 33 に係 る発明に ても、請大の範囲 30 同様、 導電性全科の製造方怯 J に

関するものてあ り、別典の発明てある。

したか て、これらの発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技
術的な関係にな ら、卓一の一般的発明概念を形成するよ に庫関して るもの は甜めら
れな 。

よ て、請大の範囲 1-44 に係 る発明は、上記のよ に特別な技術的特徴を共有 しな 、 6

の発明 ) らな り、発明の卓一性の要件を満たして な こ か明ら てある。
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