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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芳香族ポリカーボネート樹脂７５～９５重量％（Ａ成分）およびポリエチレンテレフタ
レート樹脂５～２５重量％（Ｂ成分）からなる樹脂成分１００重量部に対し、ｎ－ジブチ
ルフタレート（ＤＢＰ）吸油量が４９５ｍｌ／１００ｇ以上であるカーボンブラック（Ｃ
成分）を１～２０重量部含有する導電性樹脂組成物からなる成形品であって、該成形品が
下記（１）および（２）を満たす、カメラシャッター部品を含む電気電子部品、ＯＡ機器
部品、半導体関連部材、ガラスコンテナ及び自動車外装部品よりなる群より選ばれる成形
品であることを特徴とする導電性樹脂組成物からなる成形品。
（１）　表面抵抗率が１００～１０５Ω／ｓｑである。
（２）　１０ｋＶを印加したときの半減衰時間が１０秒以下である。
【請求項２】
　ガラス繊維及び／又はガラスフレーク（Ｄ成分）をＡ成分とＢ成分の合計１００重量部
当り５～５０重量部含有する請求項１に記載の導電性樹脂組成物からなる成形品。
【請求項３】
　ポリテトラフルオロエチレン粒子（Ｅ成分）をＡ成分とＢ成分の合計１００重量部当り
１～１０重量部含有する請求項１または２に記載の導電性樹脂組成物からなる成形品。
【請求項４】
　酸化防止剤（Ｆ成分）をＡ成分とＢ成分の合計１００重量部当り０．００１～２重量部
含有する請求項１～３のいずれかに記載の導電性樹脂組成物からなる成形品。
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【請求項５】
　１５０℃にて１時間放置した後の揮発性有機ガス量が２ｐｐｍ以下であることを特徴と
する請求項１～４のいずれかに記載の導電性樹脂組成物からなる成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性樹脂組成物からなる成形品に関する。さらに詳しくは、本発明は、良
好な導電性および迅速な帯電圧減衰に制御することができ、成形品表面に塵やほこりが付
着するのを防ぎ、成形品表面から発生するスパーク電流が小さく、成形品の樹脂表面から
の導電性炭素材料の脱落が少なく、更には流動性、外観等にも優れた、カメラシャッター
部品を含む電気電子部品、ＯＡ機器部品、半導体関連部材、ガラスコンテナまたは自動車
外装部品に適した導電性樹脂組成物からなる成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラなどに組み込まれるシャッター地板、シャッター羽根押え、中間板といったカメ
ラシャッター部品等の電気電子部品、ＯＡ機器部品あるいは半導体関連部材は、その動作
の際の摩擦により少しでも帯電すれば、誤作動に陥る恐れがあり、帯電防止性能が求めら
れる。これには、電荷が逃げやすいよう、表面抵抗率を小さくし、帯電減衰時間を迅速に
する必要がある。また、良好な導電性は周囲の塵やほこりの付着を防ぐことにも極めて有
効である。
【０００３】
　さらに、製品の小型軽量化や、高集積化、高精度化の進行とともに、関連する工程内で
の塵やほこりの付着低減は年々厳しくなってきており、さらに付着を防ぐための帯電防止
機能に加えて、部品から発生するゴミ、いわゆる導電性炭素材料の脱落物に対する要求も
ますます厳しくなっている。
【０００４】
　また、自動車外装部品は、塗料の付着効率を向上させるために静電塗装が一般に行われ
ている。静電塗装とは、アースした塗装物を陽極、塗装霧化装置を陰極とし、これに負の
高電圧を与えて、両極間に静電界を作り、霧化した塗装粒子を負に帯電させて反対極であ
る被塗物に効率よく塗料を吸着させる塗装方法である。熱可塑性樹脂は電気絶縁性である
ため、静電塗装を行うには導電性の付与が必要であり、少量の導電性物質の配合で高い導
電性を得るために導電性炭素材料を配合することが広く行われている。芳香族ポリカーボ
ネートと熱可塑性ポリアルキレンフタレートとのアロイに導電性炭素材料を配合すること
は公知であり、特許文献１では芳香族ポリカーボネートと導電性カーボンブラックに熱可
塑性ポリアルキレンフタレートを配合することで、ポリカーボネート樹脂の機械特性や成
形加工性、更には導電性を損なうことなく、カーボンブラックの分散性を向上させている
。また、特許文献２では、耐衝撃性、寸法安定性、流動性、外観等にも優れた導電性樹脂
組成物を提供すべく、芳香族ポリカーボネートとポリエチレンテレフタレートとのアロイ
に導電性カーボンブラックを配合し、かつ導電性カーボンブラックの分散をポリエチレン
テレフタレート相に偏在させることを提案している。しかしながら、これらの特許文献で
は成形品の表面抵抗率が例示されているが、これは通例の静電気障害対策であり、部材の
小型軽量化や、高集積化、高精度化が進む中で、より厳しい静電気障害に対するユーザー
の要求に応えていくには不十分である。現状では、万が一スパークが発生した場合でも精
密部品が破壊に至らないようにスパーク電流を小さく抑えることが必要となってきている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３８９７５１２号公報
【特許文献２】特開２００５－１２０３２３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、導電性領域内に、成形品の表面抵抗率と帯電圧半減衰時間を制御する
ことで、成形品表面に塵やほこりが付着するのを防ぎ、成形品表面から発生するスパーク
電流を抑制し、加えて成形品の樹脂表面からの導電性炭素材料の脱落が少なく、更には流
動性、外観等にも優れた、カメラシャッター部品を含む電気電子部品、ＯＡ機器部品、半
導体関連部材、ガラスコンテナまたは自動車外装部品に適した導電性樹脂組成物からなる
成形品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　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、本発明を完成した。
即ち、本発明者らは、芳香族ポリカーボネート樹脂７５～９５重量％（Ａ成分）およびポ
リエチレンテレフタレート樹脂５～２５重量％（Ｂ成分）からなる樹脂成分１００重量部
に対し、導電性炭素材料（Ｃ成分）を１～２０重量部含有させることにより、該導電性樹
脂組成物からなる成形品の表面抵抗率を導電性領域である１００～１０５Ω/sqに制御す
ることに加えて１０ｋＶを印加したときの半減衰時間を１０秒以下に制御することにより
、静電気障害の一つとなるスパーク電流をも低減させることができるという驚くべき効果
を見出した。さらに、ポリエチレンテレフタレートの添加量を５～２５重量％という限ら
れた範囲に限定した場合、より少ない導電性炭素材料の添加量で上記スパーク電流の低減
という効力を発揮させることができ、加えて成形品の樹脂表面に塵やほこりが付着するの
を防ぐことができ、且つ導電性炭素材料の脱落を少なく抑制できることを見出し、本発明
を完成させた。
【０００８】
　スパーク電流が低減する機構は、導電性炭素材料が成形品の樹脂表面に微細分散し樹脂
に溜まった静電気が導電性炭素材料へ迅速に移動するためスパーク電流が低減したものと
考えられる。スパーク電流は電界誘導法で高電圧を印加した成形品に端子を近づけてスパ
ークさせそのスパーク電流を測定する方法で測定でき、ＪＥＤＥＣ規格（ＪＥＳＤ２２－
Ｃ１０１０Ｃ）に準拠した方法である。成形品がより少ない導電性炭素材料の添加量で上
記スパーク電流の低減という効力を発揮できるのは、導電性炭素材料がポリエチレンテレ
フタレートにのみ偏在するためと考えられる。成形品の樹脂表面からの導電性炭素材料の
脱落がポリエチレンテレフタレートの配合により抑制できるのは、導電性炭素材料表面と
ポリエチレンテレフタレートとの馴染みが良いためと考えられる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の樹脂組成物からなる成形品は、成形品表面に塵やほこりが付着するのを防ぎ、
静電気障害の一つとなるスパーク電流が小さく、導電性炭素材料の脱落も少なく、また好
適な流動性、外観等を有するため、カメラシャッター部品を含む電気電子部品、ＯＡ機器
部品、半導体関連部材ガラスコンテナ、並びに自動車外装部品に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例で使用されるカメラシャッター部品を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜Ａ成分：芳香族ポリカーボネート＞
　芳香族ポリカーボネート（Ａ成分）とは、二価フェノールとカーボネート前駆体とを反
応させて得られるものである。反応の方法としては界面重縮合法、溶融エステル交換法、
カーボネートプレポリマーの固相エステル交換法、および環状カーボネート化合物の開環
重合法などを挙げることができる。
【００１２】
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　ここで使用される二価フェノールの代表的な例としては、ハイドロキノン、レゾルシノ
ール、４，４’－ビフェノール、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，
２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン（通称ビスフェノールＡ）、２，２－ビス
（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）ブタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェニルエタン、１，１
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）ペンタン、４，４’－（ｐ－フェニレンジイソプロピリデン）ジフェノール、４，４
’－（ｍ－フェニレンジイソプロピリデン）ジフェノール、１，１－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）－４－イソプロピルシクロヘキサン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）オキ
シド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルフィド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）ス
ルホキシド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホン、ビス（４－ヒドロキシフェニル
）ケトン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）エステル、ビス（４－ヒドロキシ－３－メチ
ルフェニル）スルフィド、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレンおよび９
，９－ビス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）フルオレンなどが挙げられる。好ま
しい二価フェノールは、ビス（４－ヒドロキシフェニル）アルカンであり、なかでも靭性
に優れる点からビスフェノールＡ（以下“ＢＰＡ”と略称することがある）が特に好まし
く、汎用されている。
【００１３】
　カーボネート前駆体としてはカルボニルハライド、炭酸ジエステルまたはハロホルメー
トなどが使用され、具体的にはホスゲン、ジフェニルカーボネートまたは二価フェノール
のジハロホルメートなどが挙げられる。
【００１４】
　上記二価フェノールとカーボネート前駆体を界面重合法によってポリカーボネート樹脂
を製造するに当っては、必要に応じて触媒、末端停止剤、二価フェノールが酸化するのを
防止するための酸化防止剤などを使用してもよい。また本発明のポリカーボネート樹脂は
三官能以上の多官能性芳香族化合物を共重合した分岐ポリカーボネート樹脂、芳香族また
は脂肪族（脂環式を含む）の二官能性カルボン酸を共重合したポリエステルカーボネート
樹脂、二官能性アルコール（脂環式を含む）を共重合した共重合ポリカーボネート樹脂、
並びにかかる二官能性カルボン酸および二官能性アルコールを共に共重合したポリエステ
ルカーボネートを含む。また、得られたポリカーボネートの２種以上を混合した混合物で
あってもよい。
【００１５】
　分岐ポリカーボネートは、本発明の樹脂組成物の溶融張力を増加させ、かかる特性に基
づいて押出成形、発泡成形およびブロー成形における成形加工性を改善できる。結果とし
て寸法精度により優れた、これらの成形法による成形品が得られる。
【００１６】
　かかる分岐ポリカーボネート樹脂に使用される三官能以上の多官能性芳香族化合物とし
ては、４，６－ジメチル－２，４，６－トリス（４－ヒドロキジフェニル）ヘプテン－２
、２，４，６－トリメチル－２，４，６－トリス（４－ヒドロキシフェニル）ヘプタン、
１，３，５－トリス（４－ヒドロキシフェニル）ベンゼン、１，１，１－トリス（４－ヒ
ドロキシフェニル）エタン、１，１，１－トリス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）エタン、２，６－ビス（２－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）－４－メチルフ
ェノール、および４－｛４－［１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼ
ン｝－α，α－ジメチルベンジルフェノール等のトリスフェノールが好適に例示される。
その他多官能性芳香族化合物としては、フロログルシン、フロログルシド、テトラ（４－
ヒドロキシフェニル）メタン、ビス（２，４－ジヒドロキシフェニル）ケトン、１，４－
ビス（４，４－ジヒドロキシトリフェニルメチル）ベンゼン、並びにトリメリット酸、ピ
ロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸およびこれらの酸クロライド等が例示さ
れる。中でも１，１，１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）エタンおよび１，１，１－
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トリス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）エタンが好ましく、特に１，１，
１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）エタンが好ましい。
【００１７】
　分岐ポリカーボネートにおける多官能性芳香族化合物から誘導される構成単位は、二価
フェノールから誘導される構成単位とかかる多官能性芳香族化合物から誘導される構成単
位との合計１００モル部中、０．０３～１モル部、好ましくは０．０７～０．７モル部、
特に好ましくは０．１～０．４モル部である。
【００１８】
　また、かかる分岐構造単位は、多官能性芳香族化合物から誘導されるだけでなく、溶融
エステル交換反応時の副反応の如き、多官能性芳香族化合物を用いることなく誘導される
ものであってもよい。尚、かかる分岐構造の割合については１Ｈ－ＮＭＲ測定により算出
することが可能である。
【００１９】
　一方、脂肪族の二官能性のカルボン酸は、α，ω－ジカルボン酸が好ましく、その具体
例としては、セバシン酸（デカン二酸）、ドデカン二酸、テトラデカン二酸、オクタデカ
ン二酸、イコサン二酸等の直鎖飽和脂肪族ジカルボン酸並びにシクロヘキサンジカルボン
酸等の脂環族ジカルボン酸が挙げられる。二官能性アルコールとしては脂環族ジオールが
好適であり、例えば、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジオール、トリシク
ロデカンジメタノール等が例示される。さらに、ポリオルガノシロキサン単位を共重合し
たポリカーボネート－ポリオルガノシロキサン共重合体の使用も可能である。
【００２０】
　Ａ成分は、二価フェノール成分の異なるポリカーボネート、分岐成分を含有するポリカ
ーボネート、各種のポリエステルカーボネート、ポリカーボネート－ポリオルガノシロキ
サン共重合体等を２種以上混合したものであってもよい。さらに、製造法の異なるポリカ
ーボネート、末端停止剤の異なるポリカーボネート等を２種以上混合したものを使用する
こともできる。本発明の芳香族ポリカーボネートの製造方法である界面重合法、溶融エス
テル交換法、カーボネートプレポリマーの固相エステル交換法、および環状カーボネート
化合物の開環重合法などの反応形式は、各種の文献および特許公報などで良く知られてい
る方法である。
【００２１】
　本発明のＡ成分の芳香族ポリカーボネートとしては、バージン原料だけでなく、使用済
みの製品から再生された芳香族ポリカーボネート、いわゆるマテリアルリサイクルされた
芳香族ポリカーボネートの使用も可能である。使用済みの製品としては防音壁、ガラス窓
、透光屋根材、および自動車サンルーフなどに代表される各種グレージング材、風防や自
動車ヘッドランプレンズなどの透明部材、水ボトルなどの容器、並びに光記録媒体などが
好ましく挙げられる。これらは多量の添加剤や他樹脂などを含むことがなく、目的の品質
が安定して得られやすい。殊に自動車ヘッドランプレンズや光記録媒体などは上記の粘度
平均分子量のより好ましい条件を満足するため好ましい態様として挙げられる。尚、上記
のバージン原料とは、その製造後に未だ市場において使用されていない原料である。
【００２２】
　本発明の成形品における表面抵抗率は、樹脂組成物の流動性に大きく影響を受けること
があるため、その調整方法の一つに流動性を制御する方法を取ることができる。芳香族ポ
リカーボネートの粘度平均分子量は、好ましくは１×１０４～５×１０４、より好ましく
は１．４×１０４～３×１０４、更に好ましくは１．８×１０４～２．５×１０４である
。１×１０４～５×１０４の範囲においては、特に良好な耐衝撃性と流動性との両立に優
れ、樹脂組成物からなる成形品の表面抵抗率を導電性領域に調整することが容易となる。
更に最も好適には、１．９×１０４～２．４×１０４である。尚、かかる粘度平均分子量
はＡ成分全体として満足すればよく、分子量の異なる２種以上の混合物によりかかる範囲
を満足するものを含む。
【００２３】
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　本発明でいう粘度平均分子量はまず次式にて算出される比粘度を塩化メチレン１００ｍ
ｌに芳香族ポリカーボネート０．７ｇを２０℃で溶解した溶液からオストワルド粘度計を
用いて求め、
　　　比粘度（ηＳＰ）＝（ｔ－ｔ０）／ｔ０

　　　［ｔ０は塩化メチレンの落下秒数、ｔは試料溶液の落下秒数］
求められた比粘度を次式にて挿入して粘度平均分子量Ｍを求める。
　　　ηＳＰ／ｃ＝［η］＋０．４５×［η］２ｃ（但し［η］は極限粘度）
　　　［η］＝１．２３×１０－４Ｍ０．８３

　　　ｃ＝０．７
【００２４】
＜Ｂ成分：ポリエチレンテレフタレート＞
　ポリエチレンテレフタレート（Ｂ成分）とは、芳香族ジカルボン酸成分としてテレフタ
ル酸を主成分とし、かつ、ジオール成分としてエチレングリコールを主成分とし、これら
の縮合反応によって得られる飽和ポリエステル重合体又は共重合体であり、繰返し単位と
してエチレンテレフタレート単位を好ましくは７０モル％以上、より好ましくは８０モル
％以上含む熱可塑性ポリエステル樹脂である。ポリエチレンテレフタレート樹脂の製造は
、常法に従い、チタン、ゲルマニウム、アンチモン等を含有する重縮合触媒の存在下に、
加熱しながら前記のジカルボン酸成分とジオール成分とを反応させ、副生する水又は低級
アルコールを系外に排出することにより行われる。例えば、ゲルマニウム系重合触媒とし
ては、ゲルマニウムの酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、アルコラート、フェノラート等
が例示でき、更に具体的には、酸化ゲルマニウム、水酸化ゲルマニウム、四塩化ゲルマニ
ウム、テトラメトキシゲルマニウム等が例示できる。このとき、バッチ法、連続式のいず
れの重合方法を取ることも可能であり、固相重合により重合度を上げることも可能である
。
【００２５】
　また使用するポリエチレンテレフタレートの末端基構造は特に限定されるものではなく
、末端基における水酸基とカルボキシル基の割合がほぼ同量の場合以外に、一方の割合が
多い場合であってもよい。またかかる末端基に対して反応性を有する化合物を反応させる
等により、それらの末端基が封止されているものであってもよい。
【００２６】
　また本発明では、従来公知の重縮合の前段階であるエステル交換反応において使用され
る、マンガン、亜鉛、カルシウム、マグネシウム等の化合物を併せて使用でき、およびエ
ステル交換反応終了後にリン酸または亜リン酸の化合物等により、かかる触媒を失活させ
て重縮合することも可能である。
【００２７】
　またポリエチレンテレフタレート（Ｂ成分）の分子量については特に制限されないが、
樹脂組成物からなる成形品の表面抵抗率を制御するために好適な流動性を得るためには、
ｏ－クロロフェノールを溶媒として２５℃で測定した固有粘度が、好ましくは０．４～１
．２、より好ましくは０．６５～１．１５である。
【００２８】
　かかるポリエチレンテレフタレート（Ｂ成分）の含有量は、芳香族ポリカーボネート（
Ａ成分）との合計１００重量％当り、５～２５重量％であり、１０～２５重量％が好まし
く、１３～２５重量％がより好ましく、１５～２５重量％が最も好ましい。ポリエチレン
テレフタレートを配合することによって、導電性炭素材料がポリエチレンテレフタレート
相に偏在するため、より少ない導電性炭素材料の添加量で導電性を得ることができる。し
かし、ポリエチレンテレフタレートの配合が５重量％より小さくなると、ポリエチレンテ
レフタレートの配合量が少ないために導電性炭素材料の脱落を抑制できなくなり好ましく
ない。２５重量％を超えると、ポリエチレンテレフタレート相の導電性炭素材料が希釈さ
れ、かかる表面抵抗率は１０５Ω／ｓｑより大きくなり、成形品表面に塵やほこりが付着
しやすくなるため、好ましくない。
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【００２９】
＜Ｃ成分：導電性炭素材料＞
　導電性炭素材料（Ｃ成分）は、樹脂組成物に導電性を付与し、導電性樹脂組成物からな
る成形品の表面抵抗率と帯電半減衰時間を制御するために配合するものである。  
　導電性炭素材料としては、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、無定形炭素、グ
ラファイト、繊維状炭素、ナノカーボン等が挙げられるが、これらの中でもアウトガス、
表面仕上がりおよび光沢性、流動性、スパーク電流等の点から、導電性カーボンブラック
およびカーボンナノチューブが好ましい。
【００３０】
　（導電性カーボンブラック）
　導電性カーボンブラックとしては、ケッチェンブラック、アセチレンブラック、ファー
ネスブラック、サーマルブラック等が挙げられるが、これらの中でも従来の導電性カーボ
ンブラックと比較して極少量で優れた導電性を示し、少量の添加で優れた導電性が得られ
る点で、ケッチェンブラックが好ましい。
【００３１】
　この導電性カーボンブラックは、特に原料、製法に制限されるものではないが、そのＤ
ＢＰ吸油量が４００ｍｌ/１００ｇ以上で、かつＢＥＴ比表面積が１０００ｍ2/ｇ以上の
カーボンブラックがより好適に使用できる。ＤＢＰ給油量は４００～１０００ｍｌ/１０
０ｇがより好ましく、４００～６００ｍｌ/１００ｇがさらに好ましい。このＤＢＰ吸油
量が４００ｍｌ/１００ｇより小さく、かつＢＥＴ比表面積が１０００ｍ2/ｇより小さい
場合、またはＤＢＰ吸油量が４００ｍｌ/１００ｇ、ＢＥＴ比表面積が１０００ｍ2/ｇの
いずれかが前記数値より小さい場合には、所望の表面抵抗率と帯電圧半減衰時間を得るた
めにより多くの配合量が必要となり、結果的に導電性炭素材料の脱落が多くなりかつ流動
性が低下する可能性がある。また、ＢＥＴ比表面積の上限については特に制限はないが、
作業性を大きく損なわせる虞がある点で、１，５００ｍ2/ｇ以下がより好ましい。  
【００３２】
　ここでＤＢＰ吸油量とは、ジブチルフタレートアブソープトメーターによって測定され
た値で、導電性カーボンブラック１００ｇ当りに包含されるジブチルフタレートのｍｌ容
量で、導電性カーボンブラックのストラクチャーの程度を示し、樹脂組成物に配合した際
の導電性に影響するとされている。また、ＢＥＴ比表面積は液体窒素吸着法によって求め
た値で、導電性カーボンブラック単位重量当たりの表面積を示す。 
【００３３】
（カーボンナノチューブ）
　カーボンナノチューブとしては、特に原料、製法に制限されるものではないが、グラフ
ェンシートの層数が１層、２層、または２層を超える複数層であってもよく、特に２層を
超える複数層が好ましい。カーボンナノチューブの直径は０．７～１００ｎｍが好ましく
、７～１００ｎｍがより好ましく、１５～９０ｎｍが更に好ましい。カーボンナノチュー
ブのアスペクト比は５以上が好ましく、５０以上がより好ましく、１００以上が更に好ま
しい。
【００３４】
　アスペクト比は、走査型電子顕微鏡倍率３～１０万倍にて長さと直径を測定し、その比
より求めることができる。なお、長さの測定は以下の方法で実施する。まずその観察像を
ＣＣＤカメラに画像データとして取り込む。次に得られた画像データを、画像解析装置を
使用して繊維長を算出する。測定本数は５０００本以上として行う。また、直径の測定は
以下の方法で実施する。まず電子顕微鏡の観察で得られる画像に対して、直径を測定する
対象のカーボンナノチューブをランダムに抽出し、中央部に近いところで直径を測定する
。なお、断面が円でない場合はその最大値を直径とする。得られた測定値から数平均直径
を算出する。近年の電子顕微鏡はその観察画面上の長さを算出する機能が備えられている
ため、かかる直径も比較的容易に算出可能である。測定本数は１０００本以上として行う
。
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【００３５】
　かかる導電性炭素材料（Ｂ成分）の含有量は、樹脂成分の合計１００重量部に対し１～
２０重量部であり、２～１５重量部が好ましく、３～１０重量部がより好ましい。導電性
炭素材料の配合量が１重量部未満であれば、表面抵抗率と帯電圧減衰時間が本発明の請求
範囲に入らず、導電性炭素材料の配合量が２０重量部を超えると導電性炭素材料の脱落が
多くなり好ましくない。
【００３６】
＜Ｄ成分：ガラス繊維及び／又はガラスフレーク＞
　本発明で使用されるガラス繊維及び／又はガラスフレークは、強度向上や成形品の反り
低減のために配合する。
【００３７】
　（ガラス繊維）
　本発明で使用できるガラス繊維は、例えば長繊維タイプ（ロービング）や短繊維状のチ
ョップドストランド、ミルドファイバーなどから選択して用いることができる。尚、ミル
ドファイバーにおいてはその数平均アスペクト比は５以上であることが好ましい。
【００３８】
　ガラス繊維は、集束剤（例えばポリ酢酸ビニル、ウレタン、アクリル、エポキシ、ポリ
エステル集束剤等）、カップリング剤（例えばアルキルアルコキシシランやポリオルガノ
ハイドロジェンシロキサンなどを含むシラン化合物、ボロン化合物、チタン化合物等）、
その他の表面処理剤で処理されていてもよい。かかるその他の表面処理剤としては、高級
脂肪酸エステル、酸化合物（例えば、亜リン酸、リン酸、カルボン酸、およびカルボン酸
無水物など）並びにワックスなどが例示される。さらに各種樹脂、高級脂肪酸エステル、
およびワックスなどの集束剤で造粒し顆粒状とされていてもよい。
【００３９】
　（ガラスフレーク）
　本発明に使用されるガラスフレークは、厚さに対して径が少なくとも数倍以上の鱗片状
または層状の形状を有するもので、該導電性樹脂組成物からなる成形品の流動方向（ＭＤ
）と垂直方向（ＴＤ）の成形収縮率の差を緩和、低減し、ソリの発生を低減するとともに
寸法を安定させるために配合するものであるが、補助的に剛性の向上にも寄与する。ガラ
スフレークは、一般にその平均厚さと粒度の分布によって性状が表現され、これらの条件
に特に限定されるものではないが、粒度については、標準ふるい法によるメジアン径が１
００～５００μｍが好ましく、より好ましくは１００～４００μｍ、更に好ましくは１２
０～３００μｍ、特に好ましくは１２０～２００μｍの範囲を挙げることができる。 
【００４０】
　本発明に使用されるガラスフレークは、従来公知の製造方法により得られる。例えば、
溶融炉でガラス原料を溶融し、この融液をチューブ状に引き出し、ガラスの膜厚を一定に
した後、ロールで粉砕することにより、特定の膜厚のフリットを得て、そのフリットを粉
砕して所望のアスペクト比を有するフレークにすることができる。  
【００４１】
　ここで、ガラスフレークの粒度をガラスフレークの厚さで除した値をガラスフレークの
アスペクト比と定義すれば、このアスペクト比の値が好ましくは９以上（厚さ５μｍの場
合、粒度４５μｍ以上）の粒度分布が合計で全体の７５％以上のもの、さらに好ましくは
アスペクト比の値が２８以上（厚さ５μｍの場合、粒度１４０μｍ以上）の粒度分布が合
計で全体の８０％以上のものが、当該導電性樹脂組成物からなる成形品の流動方向（ＭＤ
）と垂直方向（ＴＤ）の収縮率の差を緩和、低減するうえで好適に使用できる。
【００４２】
　かかるガラス繊維及び／又はガラスフレーク（Ｄ成分）は、Ａ成分とＢ成分の合計１０
０重量部当り５～５０重量部配合するのが好ましく、１０～４０重量部がより好ましい。
ガラス繊維及び／又はガラスフレークを配合する場合は強度向上と成形品の反り低減が狙
いであるが、５重量を下回ると所望の性能を得ることができず、５０重量部を上回ると流
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動性が悪化し、生産性の面で好ましくない。もちろん、ガラス繊維とガラスフレークを所
望の特性に応じて併用し、かつその配合比は所望の特性に応じて決めることは言うまでも
ない。
【００４３】
＜Ｅ成分：ポリテトラフルオロエチレン粒子＞
　本発明で使用されるポリテトラフルオロエチレン粒子は、成形品に摺動性を付与し、導
電性炭素材料の脱落を抑制するために配合する。 
　本発明のポリテトラフルオロエチレン粒子としては、低分子量ポリテトラフルオロエチ
レン、ポリビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン・パーフルオロメチルビニ
ルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テ
トラフルオロエチレン・エチレン共重合体等が挙げられいずれの使用も可能であるが、中
でも摺動性の面から低分子量ポリテトラフルオロエチレンの使用が好ましい。該低分子量
ポリテトラフルオロエチレンには少量の共重合成分を含んでいるものも含まれる。低分子
量ポリテトラフルオロエチレンとしては、通常乾性潤滑剤として使用されるものが使用で
き、好ましくは、微粉末状である。微粉末の粒子径は、パークロルエチレン中に分散させ
た分散液を光透過法により測定する方法で平均０．１～１００μｍのものが好ましい。ま
たポリテトラフルオロエチレン微粉末の融点は、ＤＳＣ法測定で３２０℃以上のものが好
ましい。ポリテトラフルオロエチレン微粉末は再凝集しやすいので再凝集し難くするため
に焼成処理等の処理を施したものもあり、これらも好ましく使用できる。ポリテトラフル
オロエチレン樹脂はダイキン工業（株）よりルブロンＬ－５，Ｌ－２，Ｌ－７として、ま
た旭アイシーアイフロロポリマーズ（株）よりフルオンＬ－１５０Ｊ，Ｌ－１６９Ｊ，Ｌ
－１７０Ｊ，Ｌ－１７２Ｊとして、また三井・デュポンフロロケミカル（株）よりＴＬＰ
－１０Ｆ－１として、またヘキストジャパン（株）よりホスタフロンＴＦ９２０２，ＴＦ
９２０５として市販されており、容易に入手可能である。
【００４４】
　かかるポリテトラフルオロエチレン粒子は、Ａ成分とＢ成分の合計１００重量部当り１
～１０重量部配合するのが好ましく、１～５重量部がより好ましい。１重量を下回ると所
望の摺動性を得られないために導電性炭素材料の脱落が十分に抑制できず、１０重量部を
上回るとポリテトラフルオロエチレンの分散相が導電性炭素材料の導電経路を乱すため、
成形品の表面抵抗率及び帯電圧半減衰時間に悪影響を及ぼす可能性がある。
【００４５】
＜Ｆ成分：酸化防止剤＞
　酸化防止剤（Ｆ成分）は、ホスファイト系化合物、ホスホナイト系化合物、ヒンダート
フェノール系化合物およびチオエーテル系化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種
である。酸化防止剤（Ｆ成分）は、ホスファイト系化合物およびヒンダードフェノール系
化合物の二種からなることが、熱安定性向上の面で特に好ましい。
【００４６】
（ホスファイト系化合物）
　ホスファイト系化合物として、トリフェニルホスファイト、トリス（ノニルフェニル）
ホスファイト、トリデシルホスファイト、トリオクチルホスファイト、トリオクタデシル
ホスファイト、ジデシルモノフェニルホスファイト、ジオクチルモノフェニルホスファイ
ト、ジイソプロピルモノフェニルホスファイト、モノブチルジフェニルホスファイト、モ
ノデシルジフェニルホスファイト、モノオクチルジフェニルホスファイト、トリス（ジエ
チルフェニル）ホスファイト、トリス（ジ－ｉｓｏ－プロピルフェニル）ホスファイト、
トリス（ジ－ｎ－ブチルフェニル）ホスファイト、トリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェニル）ホスファイト、トリス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホスファ
イト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ
－ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ
－ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２，６－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－エチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビ
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ス｛２，４－ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）フェニル｝ペンタエリスリトール
ジホスファイト、フェニルビスフェノールＡペンタエリスリトールジホスファイト、ビス
（ノニルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、およびジシクロヘキシルペン
タエリスリトールジホスファイト等が挙げられる。
【００４７】
　さらに他のホスファイト系化合物としては二価フェノール類と反応し環状構造を有する
ものも使用できる。例えば、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェニル）（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホスファイト、２，２’－メチレン
ビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）（２－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフ
ェニル）ホスファイト、および２，２－メチレンビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェニル）オクチルホスファイト等が挙げられる。
【００４８】
　好適なホスファイト系化合物は、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、
ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、
ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリスリトールジホ
スファイト、およびビス｛２，４－ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）フェニル｝
ペンタエリスリトールジホスファイトである。
【００４９】
（ホスホナイト系化合物）
　ホスホナイト化合物として、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－
４，４’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェニル）－４，３’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ
－ブチルフェニル）－３，３’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（２，６－ジ
－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４，４’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（
２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４，３’－ビフェニレンジホスホナイト、テ
トラキス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３，３’－ビフェニレンジホスホ
ナイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フェニル－フェニルホス
ホナイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－フェニル－フェニルホ
スホナイト、ビス（２，６－ジ－ｎ－ブチルフェニル）－３－フェニル－フェニルホスホ
ナイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フェニル－フェニルホス
ホナイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－フェニル－フェニルホ
スホナイト等が挙げられる。テトラキス（ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－ビフェニレ
ンジホスホナイト、ビス（ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－フェニル－フェニルホスホ
ナイトが好ましく、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－ビフェニレ
ンジホスホナイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－フェニル－フェニ
ルホスホナイトがより好ましい。かかるホスホナイト化合物は上記アルキル基が２以上置
換したアリール基を有するホスファイト化合物との併用可能であり好ましい。
【００５０】
　ホスホナイト化合物としてはテトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－
ビフェニレンジホスホナイトが好ましく、該ホスホナイトを主成分とする安定剤は、Ｓａ
ｎｄｏｓｔａｂ　Ｐ－ＥＰＱ（商標、Ｃｌａｒｉａｎｔ社製）およびＩｒｇａｆｏｓ　Ｐ
－ＥＰＱ（商標、ＣＩＢＡ　ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ社製）として市販
されておりいずれも利用できる。
【００５１】
（ヒンダードフェノール系化合物）
　ヒンダードフェノール化合物としては、通常樹脂に配合される各種の化合物が使用でき
る。かかるヒンダードフェノール化合物としては、α－トコフェロール、ブチルヒドロキ
シトルエン、シナピルアルコール、ビタミンＥ、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔｅ
ｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－
（３’－ｔｅｒｔ－ブチル－５’－メチル－２’－ヒドロキシベンジル）－４－メチルフ
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ェニルアクリレート、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノメ
チル）フェノール、３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネー
トジエチルエステル、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェ
ノール）、２，２’－メチレンビス（４－エチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、
４，４’－メチレンビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－メチ
レンビス（４－メチル－６－シクロヘキシルフェノール）、２，２’－ジメチレン－ビス
（６－α－メチル－ベンジル－ｐ－クレゾール）、２，２’－エチリデン－ビス（４，６
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－ブチリデン－ビス（４－メチル－６－
ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ
－ブチルフェノール）、トリエチレングリコール－Ｎ－ビス－３－（３－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオネート、１，６－へキサンジオール
ビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート
］、ビス［２－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチル－６－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－５－メチ
ル－２－ヒドロキシベンジル）フェニル］テレフタレート、３，９－ビス｛２－［３－（
３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ］－
１，１，－ジメチルエチル｝－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデ
カン、４，４’－チオビス（６－ｔｅｒｔ－ブチル－ｍ－クレゾール）、４，４’－チオ
ビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－チオビス（４－メチ
ル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、ビス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシベンジル）スルフィド、４，４’－ジ－チオビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェノール）、４，４’－トリ－チオビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール
）、２，２－チオジエチレンビス－［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロ
キシフェニル）プロピオネート］、２，４－ビス（ｎ－オクチルチオ）－６－（４－ヒド
ロキシ－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルアニリノ）－１，３，５－トリアジン、Ｎ，Ｎ’
－ヘキサメチレンビス－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナ
ミド）、Ｎ，Ｎ’－ビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ル）プロピオニル］ヒドラジン、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５
－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ブタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（
３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、トリス（３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）イソシアヌレート、トリス（３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－トリ
ス（４－ｔｅｒｔ－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌレ
ート、１，３，５－トリス２［３（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）プロピオニルオキシ］エチルイソシアヌレート、テトラキス［メチレン－３－（３
，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、トリ
エチレングリコール－Ｎ－ビス－３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メ
チルフェニル）プロピオネート、トリエチレングリコール－Ｎ－ビス－３－（３－ｔｅｒ
ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）アセテート、３，９－ビス［２－｛
３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）アセチルオキシ｝
－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデ
カン、テトラキス［メチレン－３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチ
ルフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（
３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）ベンゼン、およびトリス
（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）イソシアヌレート等が
例示される。
【００５２】
　上記化合物の中でも、本発明においてはテトラキス［メチレン－３－（３－ｔｅｒｔ－
ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオネート］メタン、オクタデシル
－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、お
よび３，９－ビス［２－｛３－（３－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル
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）プロピオニルオキシ｝－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テトラオキサ
スピロ［５，５］ウンデカンが好ましく利用される。特に３，９－ビス［２－｛３－（３
－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ｝－１，１－
ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデカンが好ま
しい。上記ヒンダードフェノール系化合物は、単独でまたは２種以上を組合せて使用する
ことができる。
【００５３】
（チオエーテル系化合物）
　チオエーテル系化合物の具体例として、ジラウリルチオジプロピオネート、ジトリデシ
ルチオジプロピオネート、ジミリスチルチオジプロピオネート、ジステアリルチオジプロ
ピオネート、ペンタエリスリトール－テトラキス（３－ラウリルチオプロピオネート）、
ペンタエリスリトール－テトラキス（３－ドデシルチオプロピオネート）、ペンタエリス
リトール－テトラキス（３－オクタデシルチオプロピオネート）、ペンタエリスリトール
テトラキス（３－ミリスチルチオプロピオネート）、ペンタエリスリトール－テトラキス
（３－ステアリルチオプロピオネート）等が挙げられる。
【００５４】
　かかる酸化防止剤（Ｆ成分）の含有量は、Ａ成分とＢ成分の合計１００重量部当たり、
０．００１～２重量部が好ましく、より好ましくは０．００５～１重量部、さらに好まし
くは０．０１～０．５重量部である。かかる配合量が０．００１重量部より少ない場合は
酸化防止効果が不足するため滞留熱安定性が低下し、２重量部を超えると、かえって酸化
防止効果が低下するばかりか、酸化防止剤由来の揮発分による発生ガス量が多くなり、成
形品のクリーン性を損ねる可能性がある。
【００５５】
　また、前記リン系安定剤とヒンダードフェノール系安定剤を組み合わせて使用すること
が好ましい。リン系安定剤とヒンダードフェノール系安定剤を組み合わせて使用すること
で、安定剤としての相乗効果が発揮され、より成形時の熱安定性悪化を抑制できる。
【００５６】
＜その他の添加剤＞
　本発明の組成物には、本発明の効果を発揮する範囲で、他の熱可塑性樹脂（例えば、ポ
リアリレート樹脂、液晶性ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエ
ーテルイミド樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂、ポリフェニレンエーテル、ポリ
フェニレンスルフィド樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエチレンおよびポリプロピレンなど
のポリオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリロニトリル／スチレン共重合体（ＡＳ
樹脂）、アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）、ポリスチレ
ン樹脂、高衝撃ポリスチレン樹脂、シンジオタクチックポリスチレン樹脂、ポリメタクリ
レート樹脂、並びにフェノキシまたはエポキシ樹脂など）、Ｄ成分を除く無機充填剤（炭
素繊維、炭素フレークなど）、有機充填剤（アラミド繊維、ケナフ繊維など）、衝撃改質
剤（コアシェル型アクリルゴム、コアシェル型ブタジエンゴムなど）、紫外線吸収剤（ベ
ンゾトリアゾール系、トリアジン系、ベンゾフェノン系など）、光安定剤（ＨＡＬＳなど
）、離型剤（飽和脂肪酸エステル、不飽和脂肪酸エステル、パラフィンワックス、蜜蝋な
ど）、流動改質剤（ポリカプロラクトンなど）、着色剤（カーボンブラック、二酸チタン
、各種の有機染料、メタリック顔料など）、帯電防止剤、無機および有機の抗菌剤、光触
媒系防汚剤（微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛など）、赤外線吸収剤、並びにフォトク
ロミック剤紫外線吸収剤などを配合してもよい。これら各種の添加剤は、周知の配合量で
利用することができる。
【００５７】
＜導電性樹脂組成物の製造＞
　本発明の導電性樹脂組成物の製造には、任意の方法が採用される。例えばＡ成分からＦ
成分を、Ｖ型ブレンダー、ヘンシェルミキサー、メカノケミカル装置、および押出混合機
などの予備混合手段を用いて充分に混合（いわゆるドライブレンド）した後、必要に応じ
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て押出造粒器やブリケッティングマシーンなどにより得られた予備混合物の造粒を行い、
その後ベント式二軸押出機に代表される溶融混練機で溶融混練し、溶融混練後の組成物を
ペレタイザー等の機器によりペレット化する方法が挙げられる。
【００５８】
　他に、各成分をそれぞれ独立にベント式二軸押出機に代表される溶融混練機に供給する
方法や、各成分の一部を予備混合した後、残りの成分と独立に溶融混練機に供給する方法
なども挙げられる。予備混合する方法としては例えば、Ａ成分のパウダーの一部とＤ成分
及びＤ成分などの配合する添加剤とをドライブレンドして、パウダーで希釈された添加剤
のマスターバッチを作成する方法が挙げられる。更に一成分を独立に溶融押出機の途中か
ら供給する方法なども挙げられる。これら溶融混練に際しての加熱温度は、通常２５０～
３００℃の範囲で選ばれる。
【００５９】
　尚、配合する成分に液状のものがある場合には、溶融押出機への供給にいわゆる液注装
置、または液添装置を使用することができる。かかる液注装置、または液添装置は加温装
置が設置されているものが好ましく使用される。
【００６０】
　押出された樹脂は、直接切断してペレット化するか、またはストランドを形成した後か
かるストランドをペレタイザーで切断してペレット化することができる。ペレット化に際
して外部の埃などの影響を低減する必要がある場合には、押出機周囲の雰囲気を清浄化す
ることが好ましい。得られたペレットの形状は、円柱、角柱、および球状など一般的な形
状を取り得るが、より好適には円柱である。かかる円柱の直径は好ましくは１～５ｍｍ、
より好ましくは１．５～４ｍｍ、さらに好ましくは２～３．３ｍｍである。一方、円柱の
長さは好ましくは１～３０ｍｍ、より好ましくは２～５ｍｍ、さらに好ましくは２．５～
３．５ｍｍである。
【００６１】
　本発明の樹脂組成物は、発生ガス量が２ｐｐｍ以下であるものが好ましく、１ｐｐｍ以
下であるものがより好ましく、更には０．５ｐｐｍ以下であるものがより好ましい。かか
る発生ガス量が２ｐｐｍを超えると、クリーン性が悪化し、成形品周辺の精密部品に影響
を及ぼす可能性があるため、好ましくない。なお樹脂組成物の発生ガス量は下記の方法で
測定した。すなわち、本発明の導電性樹脂組成物ペレットをガスクロマトグラム（アジレ
ント社製　ＧＣ‐ＭＳ）を使用し揮発性有機ガス量を測定した。具体的には、押出した組
成物ペレット３ｇを１５０℃にて１時間加熱し、ガスクロマトグラム（ＧＣ－ＭＳ）にて
揮発性有機ガス量を測定し、その総量をトルエン換算したものを発生ガス量とした。
【００６２】
＜成形品の作成＞
　本発明の導電性樹脂組成物からなる成形品は、通常上記の如く製造されたペレットを射
出成形して成形品を得ることにより各種製品を製造することができる。かかる射出成形に
おいては、通常の成形方法だけでなく、射出圧縮成形、射出プレス成形、ガスアシスト射
出成形、発泡成形（超臨界流体を注入する方法を含む）、インサート成形、インモールド
コーティング成形、断熱金型成形、急速加熱冷却金型成形、二色成形、サンドイッチ成形
、および超高速射出成形などを挙げることができる。また成形はコールドランナー方式お
よびホットランナー方式のいずれも選択することができる。射出成形品は、従来公知の成
形法が何ら限定なく適用できるが、射出成形時、外観を上げる観点から、金型温度は好ま
しくは３０℃以上、より好ましくは４０℃以上である。しかし、成形品の変形を防ぐ意味
において、金型温度は、好ましくは１００℃以下、さらに好ましくは９０℃以下である。
また本発明の導電性樹脂組成物からなる成形品は、押出成形、回転成形やブロー成形など
により得ることも可能である。
【００６３】
　さらに本発明の導電性樹脂組成物からなる成形品は、表面改質を施すことによりさらに
他の機能を付与することが可能である。ここでいう表面改質とは、蒸着（物理蒸着、化学
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蒸着等）、メッキ（電気メッキ、無電解メッキ、溶融メッキ等）、塗装、コーティング、
印刷等の樹脂成形品の表層上に新たな層を形成させるものであり、通常の樹脂成形品に用
いられる方法が適用できる。
【００６４】
　本発明の導電性樹脂組成物からなる成形品の用途としては、カメラシャッター部品を含
む電気電子部品、ＯＡ機器部品、半導体関連部材、ガラスコンテナ、および自動車外装部
品が挙げられる。
【００６５】
　本発明の成形品の表面抵抗率は１００～１０５Ω／ｓｑであり、１００～１０４Ω／ｓ
ｑが好ましく、１０１～１０３Ω／ｓｑがより好ましい。かかる表面抵抗率が１０５Ω／
ｓｑより高いと電荷が帯電しやすく、成形品表面に塵やほこりが付着しやすくなるため好
ましくない。また、表面抵抗率が高いと、スパーク電流が大きくなるため好ましくない。
なお、成形品の表面抵抗率の測定はそれぞれの抵抗値に合った抵抗率計を使用して測定し
た。すなわち、１０１０Ω/ｓｑ以上の場合は、ＴＯＡ株式会社製　デジタル絶縁計ＤＳ
Ｍ-８１０３（印加電圧１００Ｖ、専用プローブ）、１０７～１０１０Ω/ｓｑの場合には
、三菱化学株式会社製　ハイレスターＵＰ ＭＣＰ-ＨＴ４００（印加電圧１００Ｖ、ＵＲ
-ＳＳプローブ（ＪＩＳＫ６９１１準拠））、１０７Ω/ｓｑ以下の場合には、三菱化学株
式会社製　ロレスターＧＰ ＭＣＰ-Ｔ６００（印加電圧９０Ｖ、ＥＳＰプローブ（ＪＩＳ
Ｋ７１９４準拠））を使用した。具体的な測定方法としては、成形品から試験片（縦×横
×厚み＝９０ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍｔ）を３個切削し、温度２３℃、湿度５０％ＲＨの
条件下において前記の抵抗率計を使用して試験片面内の中央部の表面抵抗率を測定し３個
の試験片から得られた値の平均値を試験片の表面抵抗率とした。
【００６６】
　なお、本発明の成形品における表面抵抗率は、樹脂組成物の流動性に大きく影響を受け
ることがあるため、その調整方法の一つに流動性を制御する方法を取ることができる。具
体的には、樹脂組成物のメルトボリュームフローレイト（ＭＶＲ）は、好ましくは１～８
０ｃｍ３／１０分、より好ましくは２～５０ｃｍ３／１０分、更により好ましくは３～２
０ｃｍ３／１０分を示すとき、良好な表面抵抗率を得ることができる。かかる樹脂組成物
のメルトボリュームフローレイトは、ＩＳＯ１１３３（ＪＩＳ　Ｋ　７２１０）に準拠す
る方法で、シリンダー及びピストン温度を３００℃、荷重１．２ｋｇにて測定する。
【００６７】
　本発明の成形品の１０ｋＶを印加したときの半減衰時間は１０秒以下であり、５秒以下
であるものが好ましく、３秒以下がより好ましい。かかる帯電圧半減衰時間が１０秒を超
えると、帯電した電荷が完全に減衰する前に新たな帯電が発生し、結果として成形品表面
に塵やほこりが付着しやすくなり、また、スパークにいたる電流値が大きくなり、好まし
くない。なお、成形品の半減衰時間は下記の方法で測定した。すなわち、本発明の導電性
樹脂組成物からなる成形品を、スタチックオネストメーター（シシド静電気株式会社製　
Ｈ－０１１０）を使用し印加電圧１０ｋＶにて測定した。具体的には、成形品から試験片
（縦×横×厚み＝６０ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍｔ）を３個切削し、温度２３℃、湿度５０
％ＲＨの条件下において前記したスタチックオネストメーターを使用して、試験片面内の
中央部の帯電圧半減衰時間を測定し、３個の試験片から得られた値の平均値を試験片の帯
電圧半減衰時間とした。
【実施例】
【００６８】
　以下、実施例により本発明を詳述する。ただし、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
【００６９】
［実施例１～１０、比較例１～５］
１．組成物ペレットの製造
　下記の方法により、組成物ペレットの製造を行った。
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表１に記載の各成分を、表１に示す割合にてドライブレンドした後、径３０ｍｍφ、Ｌ／
Ｄ＝３３．２、混練ゾーン２箇所のスクリューを装備したベント付きニ軸押出機（神戸製
鋼所（株）製：ＫＴＸ３０）を用い、シリンダー温度２９０℃にて溶融混練し、押出し、
ストランドカットすることで、各組成物のペレットを得た。
【００７０】
２．成形品の作成
　かかる樹脂組成物を射出成形により、シリンダー温度２９０℃、金型温度８０℃にて、
図１に示すカメラシャッター部品を成形し、各種評価に合わせ試験片を切削した。
【００７１】
３．評価方法
　実施例中における各値は下記の方法で求めた。
（１）表面抵抗率
　上記の方法で得た成形品をそれぞれの抵抗値に合った抵抗率計を使用して測定した。す
なわち、１０１０Ω/ｓｑ以上の場合は、ＴＯＡ株式会社製　デジタル絶縁計ＤＳＭ-８１
０３（印加電圧１００Ｖ、専用プローブ）、１０７～１０１０Ω/ｓｑの場合には、三菱
化学株式会社製　ハイレスターＵＰ ＭＣＰ-ＨＴ４００（印加電圧１００Ｖ、ＵＲ-ＳＳ
プローブ（ＪＩＳＫ６９１１準拠））、１０７Ω/ｓｑ以下の場合には、三菱化学株式会
社製　ロレスターＧＰ ＭＣＰ-Ｔ６００（印加電圧９０Ｖ、ＥＳＰプローブ（ＪＩＳＫ７
１９４準拠））を使用した。具体的な測定方法としては、成形品から試験片（縦×横×厚
み＝４５ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍｔ）を切削し、温度２３℃、湿度５０％ＲＨの条件下に
おいて前記の抵抗率計を使用して試験片面内の中央部の表面抵抗率を測定し３個の試験片
から得られた値の平均値を成形品の表面抵抗率とした。
【００７２】
（２）半減衰時間
　上記の方法で得た成形品をスタチックオネストメーター（シシド静電気株式会社製　Ｈ
－０１１０）を使用し印加電圧１０ｋＶにて測定した。具体的には、成形品から試験片（
縦×横×厚み＝４５ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍｔ）を切削し、温度２３℃、湿度５０％ＲＨ
の条件下において前記したスタチックオネストメーターを使用して、試験片面内の中央部
の帯電圧半減衰時間を測定し、３個の試験片から得られた値の平均値を成形品の帯電圧半
減衰時間とした。
【００７３】
（３）発生ガス量
　上記の方法で得た組成物ペレット３ｇを１５０℃にて１時間加熱し、ガスクロマトグラ
ム（アジレント社製ＧＣ－ＭＳ）にて揮発性有機ガス量を測定し、その総量をトルエン換
算したものを発生ガス量とした。
【００７４】
（４）スパーク電流
　上記の方法で得た成形品を、ＣＤＭテスター（阪和電子工業製　ＨＥＤ－Ｃ５０００）
を使用し、ＪＥＤＥＣ／ＪＥＳＤ２２－Ｃ１０１－Ｃに準拠する方法で、印加電圧２００
０Ｖ／正極１回印加により測定した。具体的には、成形品から試験片（縦×横×厚み＝４
５ｍｍ×４５ｍｍ×２ｍｍｔ）を切削し、温度２５℃、湿度５０％ＲＨの条件下において
前記したＣＤＭテスターを使用して、面内９箇所を５ｍｍ間隔でスパーク電流を測定し得
られた値の平均値を成形品のスパーク電流とした。このスパーク電流は１０Ａ以下である
ことが必要である。
【００７５】
（５）灰付着試験
　上記の方法で得た成形品を温度２３℃、湿度５０％ＲＨの条件下において、煙草の灰の
入ったビニール袋の中に投入し、十分に振って灰に曝した後、取り出した。次に、該成形
品を軽くたたき、その際付着している灰の状態を目視にて評価した。灰付着が見られない
場合を○、若干の灰付着が見られる場合を△、灰付着が見られる場合を×として評価した
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。
【００７６】
（６）導電性炭素材料の脱落性
　上記の方法で得た組成物ペレットを射出成形機（三菱重工業（株）製：８０ＭＳＰ－５
）を使用して、シリンダー温度２８０℃、金型温度８０℃にて、測定用の試験片（直径×
高さ＝１０ｍｍ×２０ｍｍのピン状成形片）を成形し、往復動摩擦磨耗試験機（（株）オ
リンテック製：ＡＦＴ－１５Ｍ）を使用し、２３℃、５０％ＲＨの条件下において０．５
ｋｇの一定荷重の下で台紙の上で往復摩擦させ台紙に付着した導電性炭素材料の脱落跡を
評価した。台紙に導電性炭素材料の脱落跡がほとんど見られない場合を○、若干の導電性
炭素材料の脱落跡が認められる場合を△、導電性炭素材料の脱落跡がはっきり確認できる
場合を×として評価した。
【００７７】
（７）流動性
　上記の方法で得た組成物ペレットを射出成形機（住友重機械工業（株）製：ＳＧ－１５
０Ｕ）を使用して、シリンダー温度３００℃、金型温度８０℃、射出圧力１１９ＭＰａに
て、流路厚１ｍｍ、流路幅８ｍｍのアルキメデス型スパイラル長を測定した。上記スパイ
ラル長が１０ｃｍ以上であるものを○、５～１０であるものを△、５以下であるものを×
として評価した。
【００７８】
（８）外観
　上記の方法で得た組成物ペレットを射出成形機（東芝機械（株）製：ＩＳ－１５０ＥＮ
）を使用して、シリンダー温度２８０℃、金型温度８０℃にて、測定用の試験片（縦×横
×厚み＝９０ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍｔの成形片）を成形し、成形片の表面外観を目視評
価した。表面が平滑である場合を○、若干のざらつきが見られる場合を△、ざらつきが見
られる場合を×として評価した。
【００７９】
　各実施例および比較例の各評価結果を表１～表２に示した。
　なお、実施例及び比較例で使用した原材料は、下記の通りである。
（Ａ成分：芳香族ポリカーボネート）
Ａ－１：芳香族ポリカーボネート（帝人化成株式会社製　Ｌ－１２２５）
（Ｂ成分：ポリエチレンテレフタレート）
Ｂ－１：ポリエチレンテレフタレート樹脂（帝人株式会社製　ＴＲ－４５５０ＢＨ）
（Ｃ成分：導電性炭素材料）
Ｃ－１：導電性カーボンブラック［ケッチェンブラックＥＣ―６００ＪＤ（ライオン株式
会社製　ＤＢＰ吸油量４９５ｍｌ／１００ｇ、ＢＥＴ比表面積１２７０ｍ２／ｇ）］
Ｃ－２：導電性カーボンブラック［デンカブラック（電気化学工業株式会社製　ＤＢＰ吸
油量１９１ｍｌ／１００ｇ、ＢＥＴ比表面積６８ｍ２／ｇ）］
Ｃ－３：導電性カーボンブラック［ＭＡ－６００（三菱化学株式会社製　ＤＢＰ吸油量１
３１ｍｌ／１００ｇ、ＢＥＴ比表面積１４０ｍ２／ｇ）］
Ｃ－４：カーボンナノチューブ［１５重量％カーボンナノチューブマスター　ＭＢ６０１
５－００（ハイペリオン社製　直径２０ｎｍ、アスペクト比５以上）］
（Ｄ成分：ガラス繊維、ガラスフレーク）
Ｄ－１：ガラス繊維［ＣＳ　３ＰＥ－９３７（日東紡績株式会社製）］
Ｄ－２：ガラスフレーク［ＲＥＦＧ－３０１（日本板硝子株式会社製）］
（Ｅ成分：ポリテトラフルオロエチレン粒子）
Ｅ－１：ルブロン　Ｌ－５（ダイキン工業株式会社製）
（Ｆ成分：酸化防止剤）
Ｆ－１：アデカスタブ　ＰＥＰ－２４Ｇ（旭電化工業株式会社製）
Ｆ－２：ＴＭＰ（大八化学工業株式会社製）
【００８０】
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【００８１】
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【表２】

【００８２】
　実施例１、実施例２および実施例５に示すように、規定範囲量内のポリエチレンテレフ
タレートを配合した樹脂組成物からなり、半導電領域である１００～１０５Ω／sqの表面
抵抗率及び帯電圧半減衰時間を１０秒以下に制御した成形品は、成形品表面に塵やほこり
が付着するのを防ぎ、成形品表面から発生するスパーク電流を抑制し、成形品の樹脂表面
から導電性炭素材料が脱落することを抑制し、更には流動性、外観にも優れている。なお
、実施例１の樹脂組成物におけるメルトボリュームフローレイトは３ｃｍ３／１０分、実
施例２の樹脂組成物は４ｃｍ３／１０分、実施例５の樹脂組成物は４ｃｍ３／１０分であ
り、表面抵抗率を静電領域に制御するために好適な流動性を示す。一方、比較例１の樹脂
組成物におけるメルトボリュームフローレイトは１ｃｍ３／１０分であり、表面抵抗率を
静電領域に制御することが困難である。
【００８３】
　比較例１、比較例２および比較例３はポリエチレンテレフタレートの配合量が規定範囲
外であり、比較例１はポリエチレンテレフタレートが配合されていないため、導電性炭素
材料の配合量が少ないとき十分な導電性を得ることができず、灰が付着しやすい。比較例
２のようにポリエチレンテレフタレートの配合量が少ないと、導電性炭素材料の脱落が十
分に抑制できない。一方、比較例３のように配合量が多いと、表面抵抗率が規定範囲内に
制御できず、灰が付着しやすい。
【００８４】
　比較例４及び比較例５は導電性炭素材料の配合量が規定範囲外であり、比較例４のよう
に配合量が少ないと、表面抵抗率を規定範囲内に制御することが困難であり、灰が付着し
やすく、且つスパーク電流も大きい。一方、比較例５のように配合量が多いと、導電性炭
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素材料の脱落を十分に抑制することができず、流動性も悪い。
【００８５】
　実施例３、実施例４および実施例６～１０は導電性カーボンブラックの種類を変えた場
合、ガラス繊維又はガラスフレークを更に配合した場合、ポリテトラフルオロエチレン粒
子を更に配合した場合、酸化防止剤を更に配合した場合を示しており、いずれも良好な評
価結果を示す。
【符号の説明】
【００８６】
１：孔部（φ３０ｍｍ）
２：孔部（φ１０ｍｍ）
３：半円状孔部（φ２０ｍｍ）
４：凹部

【図１】
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