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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機パラジウム錯体を含む超臨界流体又は亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下
の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下の圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態
で５分から３０分までの時間接触させる接触工程と、接触工程において高分子繊維材料に
含浸又は付着した前記有機パラジウム錯体を接触工程の間にメッキ用金属触媒に還元して
活性化する活性化工程とを備えることを特徴とする高分子繊維材料のメッキ前処理方法。
【請求項２】
前記高分子繊維材料は、アラミド繊維又はポリバラフェニレンベンゾビスオキサゾール
繊維からなることを特徴とする請求項１に記載の高分子繊維材料のメッキ前処理方法。
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【請求項３】
前記超臨界流体又は前記亜臨界流体は、ＣＯ2、Ｈ2Ｏ、Ｎ2、ＮＨ3、Ｏ2、メタン、エ
タン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、エチレン、プロピレン、アセチレン、エ
チルエーテル、エチルメチルケトン、ベンゼン、トルエン、ピリジンの中から選択される
少なくとも一種であることを特徴とする請求項１又は２に記載のメッキ前処理方法。
【請求項４】
前記活性化工程では、熱還元により前記有機パラジウム錯体を前記メッキ用金属触媒に
還元することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のメッキ前処理方法。
【請求項５】
前記活性化工程では、還元剤により前記有機パラジウム錯体を前記メッキ用金属触媒に
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還元することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のメッキ前処理方法。
【請求項６】
前記還元剤は、水素、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、過酸化水
素、ヒドロキノンの中から選択される少なくとも一種であることを特徴とする請求項５に
記載のメッキ前処理方法。
【請求項７】
前記超臨界流体又は前記亜臨界流体は、前記有機パラジウム錯体の分解を促進する添加
剤を含むことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のメッキ前処理方法。
【請求項８】
前記添加剤は、水、メタノール、エタノール、１−プロパノール、２‐プロパノール、
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１−ブタノール、アリルアルコール、アセトン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン
、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンの中から選択される少なくとも一
種であることを特徴とする請求項７に記載のメッキ前処理方法。
【請求項９】
請求項１から８のいずれかに記載のメッキ前処理方法で処理された高分子繊維材料に無
電解メッキ処理を行うことを特徴とする高分子繊維材料のメッキ方法。
【請求項１０】
前記無電解メッキ処理では、銅、銀、金、ニッケル、クロム、スズ、亜鉛、パラジウム
、ロジウム、ルテニウム、アンチモン、ビスマス、ゲルマニウム、カドミウム、コバルト
又はインジウムの中から選択される少なくとも一種を含むメッキ液が用いられることを特
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徴とする請求項９に記載のメッキ方法。
【請求項１１】
前記無電解メッキ処理では、メッキ液に超音波振動が付与されることを特徴とする請求
項９又は１０に記載のメッキ方法。
【請求項１２】
有機パラジウム錯体を含む超臨界流体又は亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下
の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下の圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態
で５分から３０分までの時間接触させる接触工程と、接触工程において高分子繊維材料に
含浸又は付着した前記有機パラジウム錯体を接触工程の間に還元、酸化又は硫化処理して
前記高分子繊維材料表面に金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫化被膜を形成する被膜形成
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工程とを備えることを特徴とする高分子繊維材料の被膜形成方法。
【請求項１３】
前記有機パラジウム錯体は、ベータージケトネート類、ジエン類、メタロセン類の中か
ら選択される少なくとも一種であることを特徴とする請求項１２に記載の被膜形成方法。
【請求項１４】
前記被膜形成工程では、熱還元により前記有機パラジウム錯体を還元することを特徴と
する請求項１２又は１３に記載の被膜形成方法。
【請求項１５】
前記被膜形成工程では、反応剤により前記有機パラジウム錯体を反応処理することを特
徴とする請求項１２又は１３に記載の被膜形成方法。
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【請求項１６】
前記反応剤は、水素、硫化水素、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム
、過酸化水素、ヒドロキノン、酸素、亜酸化窒素の中から選択されることを特徴とする請
求項１５に記載の被膜形成方法。
【請求項１７】
前記超臨界流体又は前記亜臨界流体は、前記有機パラジウム錯体の分解を促進する添加
剤を含むことを特徴とする請求項１２から１６のいずれかに記載の被膜形成方法。
【請求項１８】
前記添加剤は、水、メタノール、エタノール、１−プロパノール、２‐プロパノール、
１−ブタノール、アリルアルコール、アセトン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン
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、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンの中から選択される少なくとも一
種であることを特徴とする請求項１７に記載の被膜形成方法。
【請求項１９】
有機パラジウム錯体を含む超臨界流体又は亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下
の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下の圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態
で５分から３０分までの時間接触させる接触工程と、接触工程において高分子繊維材料に
含浸又は付着した前記有機パラジウム錯体を接触工程の間にメッキ用金属触媒に還元して
活性化する活性化工程と、活性化された前記メッキ用金属触媒を有する高分子繊維材料に
無電解メッキ処理を施すことで表面に金属被膜を形成するメッキ工程とを備えることを特
徴とする導電性繊維材料の製造方法。
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【請求項２０】
有機パラジウム錯体を含む超臨界流体又は亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下
の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下の圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態
で５分から３０分までの時間接触させる接触工程と、接触工程において高分子繊維材料に
含浸又は付着した前記有機パラジウム錯体を接触工程の間に還元、酸化又は硫化処理して
前記高分子繊維材料表面に金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫化被膜を形成する被膜形成
工程とを備えることを特徴とする導電性繊維材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、合成繊維、天然繊維等の高分子繊維材料のメッキ前処理方法及びメッキ方法
並びにこうした高分子繊維材料を用いた導電性繊維材料の製造方法に関する。また、合成
樹脂等の高分子材料の被膜形成方法及び高分子材料を用いた導電性材料の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
近年、導電性繊維により織成されたシート材は、携帯電話や電気・電子機器から発生す
る電磁波を遮蔽する電磁シ−ルド材としての用途が図られており、今後の需要の増大が期
待されている。また、今日使用されている電線及び送電線等の導線は、ほとんどが銅等の
金属が用いられているため重量が重く強度も弱いことから、これらの導線に代わり導電性
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繊維を用いるための研究開発が進められている。
【０００３】
導電性繊維には

（ａ）金属繊維、（ｂ）合成繊維表面にメッキ処理により金属被膜を

形成した繊維、（ｃ）高分子繊維材料内に導電性を有する金属やその化合物、又はカーボ
ンブラック等の導電物質を内包した繊維が挙げられる。
【０００４】
導電性繊維の基材として高分子繊維材料を用いる場合軽量で高強度のものなど用途に合
せて種々の機能を持たせることができることから、様々な技術開発が行われている。高分
子繊維材料への導電性付与技術としては、（１）界面活性剤と帯電防止剤をプラスチック
の内部へ配合したり、その表面に塗布する方法（特許文献１参照）、（２）導電性付与剤
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（カーボン系粉末や金属粉末など）を混合した高分子組成物を製造する方法（特許文献２
参照）、（３）プラスチック成形品表面に金属蒸着膜（酸化錫など）をＣＶＤ法等により
形成する方法（特許文献３参照）、（４）高分子材料の化学構造から導電性を付与させる
導電性高分子を新規設計する根本的な方法などがある。
【０００５】
また、この他にも高分子繊維材料の表面に無電解メッキ処理により金属被膜を形成して
導電性を付与する方法がある（特許文献４参照）。この方法では、一般的に、高分子繊維
材料に前処理（脱脂→エッチング→中和及び湿潤化→触媒付与→触媒活性化）を行った後
無電解メッキ処理を行っている。
【０００６】
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例えば、アクリロニトリル系繊維 、ポリエステル系繊維等の合成繊維に無電解メッキ
処理を行う場合、通常、次のような前処理が行われている。すなわち、基材繊維に対して
、アルカリ脱脂液等によるクリーニング処理、又は基材繊維素材に適合した精錬・漂白処
理を行い、次いで、繊維とメッキ被膜との密着力を強化するために、表面粗化処理（例え
ば、強酸又は強アルカリのエッチング液等による化学処理、低温プラズマ又は擦過等によ
る機械的処理）による繊維表面の粗面化、膨潤化等を行う。この後、触媒化処理（例えば
、塩化第一錫の酸性液による増感処理の後、塩化パラジウムの酸性液による活性化処理を
行う等）を経て、無電解メッキ処理を行う。
【０００７】
表面の粗面化処理としては、プラズマを利用して、プラスおよびマイナスのイオンや遊
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離原子、ラジカルを発生させて、これによってエッチバックをするプラズマエッチングが
あり、その他にも、コロナ放電処理、紫外線処理などによる改質技術がある。また、こう
した粗面化処理を行わない方法として、メッキ触媒の含有する薄膜を有機バインダや紫外
線硬化樹脂をプラスチック表面に形成するものである。
【０００８】
以上のようなメッキの前処理の方法以外に、超臨界流体を用いたメッキ前処理法が提案
されている（特許文献５参照）。このメッキ前処理法では、プラスチックに超臨界流体を
接触させてメッキ処理可能な表面処理を行う点及びメッキ用触媒を含有する超臨界流体を
接触させてメッキ処理可能な表面処理を行うとともにメッキ用触媒を付着させる点が記載
されている。
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【特許文献１】特開２００４−２５３７９６号公報
【特許文献２】特開２０００−２１２４５３号公報
【特許文献３】特公昭６１−１３２６５２号公報
【特許文献４】特開２０００−９６４３１号公報
【特許文献５】特開２００１−３１６８３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
上述した高分子繊維材料への無電解メッキ処理法では、前処理工程の処理に時間がかか
り、化学的なエッチング処理を行う場合にはクロム溶液やアルカリ金属水酸化物溶液等の
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薬品を用いるためその廃液処理が必要となる、といった課題がある。化学的なエッチング
処理以外の方法を用いる場合にも処理時間及び設備コストがかかり実用的ではない。
【００１０】
特許文献５に記載の超臨界流体を用いたメッキ前処理法では、メッキ用触媒として、金
属単体や金属を含む化合物が挙げられているが、金属単体の場合超臨界流体に溶解しない
ためプラスチック表面に付着させるのが困難である。そのため、超臨界流体に可溶性の化
合物を用いることが好ましいが、こうした化合物をプラスチック表面に付着させても活性
化処理が不十分で触媒活性が十分得られないため、無電解メッキ処理を行っても十分な量
の金属被膜を形成することが難しい。また、特許文献５に記載の方法によりメッキ用触媒
として金属をプラスチック表面に付着させているが、表面全体を覆う金属被膜を形成する
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ものではなく、触媒用として分散して付着しているにすぎない。なお、特許文献５に記載
された実施例では、超臨界二酸化炭素を流しながら処理するため、有機金属錯体の多くが
プラスチックに付着せず無駄になるおそれがある。
【００１１】
そこで、本発明は、超臨界流体又は亜臨界流体を用いることで従来のエッチング処理が
不要になるとともに簡略化された工程でメッキ用金属触媒を高分子繊維材料に付与するこ
とができるメッキ前処理方法及びメッキ方法を提供することを目的とするものである。さ
らに、超臨界流体又は亜臨界流体を用いることで無電解メッキ処理を行うことなく高分子
材料の表面に金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫化被膜を直接被膜形成処理することがで
きる被膜形成方法を提供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明に係る高分子繊維材料のメッキ前処理方法は、有機パラジウム錯体を含む超臨界
流体又は亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰ
ａ以下の圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態で５分から３０分までの時間接触さ
せる接触工程と、接触工程において高分子繊維材料に含浸又は付着した前記有機パラジウ
ム錯体を接触工程の間にメッキ用金属触媒に還元して活性化する活性化工程とを備えるこ
とを特徴とする。さらに、前記高分子繊維材料は、アラミド繊維又はポリバラフェニレン
ベンゾビスオキサゾール繊維からなることを特徴とする。さらに、前記超臨界流体又は前
記亜臨界流体は、ＣＯ2、Ｈ2Ｏ、Ｎ2、ＮＨ3、Ｏ2、メタン、エタン、プロパン、ブタン
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、ペンタン、ヘキサン、エチレン、プロピレン、アセチレン、エチルエーテル、エチルメ
チルケトン、ベンゼン、トルエン、ピリジンの中から選択される少なくとも一種であるこ
とを特徴とする。さらに、前記活性化工程では、熱還元により前記有機パラジウム錯体を
前記メッキ用金属触媒に還元することを特徴とする。さらに、前記活性化工程では、還元
剤により前記有機パラジウム錯体を前記メッキ用金属触媒に還元することを特徴とする。
さらに、前記還元剤は、水素、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、過
酸化水素、ヒドロキノンの中から選択される少なくとも一種であることを特徴とする。さ
らに、前記超臨界流体又は前記亜臨界流体は、前記有機パラジウム錯体の分解を促進する
添加剤を含むことを特徴とする。さらに、前記添加剤は、水、メタノール、エタノール、
１−プロパノール、２‐プロパノール、１−ブタノール、アリルアルコール、アセトン、
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プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キ
シレンの中から選択される少なくとも一種であることを特徴とする。
【００１３】
本発明に係る高分子繊維材料のメッキ方法は、上記のメッキ前処理方法で処理された高
分子繊維材料に無電解メッキ処理を行うことを特徴とする。さらに、前記無電解メッキ処
理では、銅、銀、金、ニッケル、クロム、スズ、亜鉛、パラジウム、ロジウム、ルテニウ
ム、アンチモン、ビスマス、ゲルマニウム、カドミウム、コバルト又はインジウムの中か
ら選択される少なくとも一種を含むメッキ液が用いられることを特徴とする。さらに、前
記無電解メッキ処理では、メッキ液に超音波振動が付与されることを特徴とする。
【００１４】
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本発明に係る高分子繊維材料の被膜形成方法は、有機パラジウム錯体を含む超臨界流体
又は亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以
下の圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態で５分から３０分までの時間接触させる
接触工程と、接触工程において高分子繊維材料に含浸又は付着した前記有機パラジウム錯
体を接触工程の間に還元、酸化又は硫化処理して前記高分子繊維材料表面に金属被膜、金
属酸化被膜又は金属硫化被膜を形成する被膜形成工程とを備えることを特徴とする。さら
に、前記有機パラジウム錯体は、ベータージケトネート類、ジエン類、メタロセン類の中
から選択される少なくとも一種であることを特徴とする。さらに、前記被膜形成工程では
、熱還元により前記有機パラジウム錯体を還元することを特徴とする。さらに、前記被膜
形成工程では、反応剤により前記有機パラジウム錯体を反応処理することを特徴とする。

40

さらに、前記反応剤は、水素、硫化水素、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナト
リウム、過酸化水素、ヒドロキノン、酸素、亜酸化窒素の中から選択されることを特徴と
する。さらに、前記超臨界流体又は前記亜臨界流体は、前記有機パラジウム錯体の分解を
促進する添加剤を含むことを特徴とする。さらに、前記添加剤は、水、メタノール、エタ
ノール、１−プロパノール、２‐プロパノール、１−ブタノール、アリルアルコール、ア
セトン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トル
エン、キシレンの中から選択される少なくとも一種であることを特徴とする。
【００１５】
本発明に係る導電性繊維材料の製造方法は、有機パラジウム錯体を含む超臨界流体又は
亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下の
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圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態で５分から３０分までの時間接触させる接触
工程と、接触工程において高分子繊維材料に含浸又は付着した前記有機パラジウム錯体を
接触工程の間にメッキ用金属触媒に還元して活性化する活性化工程と、活性化された前記
メッキ用金属触媒を有する高分子繊維材料に無電解メッキ処理を施すことで表面に金属被
膜を形成するメッキ工程とを備えることを特徴とする。
【００１６】
本発明に係る導電性繊維材料の製造方法は、有機パラジウム錯体を含む超臨界流体又は
亜臨界流体を、超臨界温度以上６５０Ｋ以下の温度及び超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下の
圧力で高分子繊維材料の表面に浸漬した状態で５分から３０分までの時間接触させる接触
工程と、接触工程において高分子繊維材料に含浸又は付着した前記有機パラジウム錯体を
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接触工程の間に還元、酸化又は硫化処理して前記高分子繊維材料表面に金属被膜、金属酸
化被膜又は金属硫化被膜を形成する被膜形成工程とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
本発明に係る高分子繊維材料のメッキ前処理方法は、超臨界流体又は亜臨界流体の高拡
散性及び高浸透性を生かし、有機金属錯体を高分子繊維材料に効率よく含浸又は付着させ
ることができるとともに、含浸又は付着した有機金属錯体をメッキ用金属触媒に還元して
活性化させることでメッキ前処理が極めて少ない工程数で短時間に行うことが可能となる
。また、超臨界流体又は亜臨界流体を用いることで、加圧と減圧の繰り返しにより流体を
循環して使えるため、従来のメッキ前処理における廃液処理が不要となる。
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【００１８】
超臨界流体又は亜臨界流体を高分子繊維材料に接触させると、高分子繊維材料を膨潤さ
せて有機金属錯体が膨潤により生じた隙間に埋め込まれるようになり、その後還元処理で
触媒性を有する金属を露出させることで、材料表面にアンカー効果の優れたメッキ前処理
を行うことができ、メッキ処理により材料表面に密着性の高い金属被膜を形成することが
できる。
【００１９】
そして、超臨界流体又は前記亜臨界流体としては、ＣＯ2、Ｈ2Ｏ、Ｎ2、ＮＨ3、Ｏ2、
メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、エチレン、プロピレン、アセ
チレン、エチルエーテル、エチルメチルケトン、ベンゼン、トルエン、ピリジンの中から
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選択される少なくとも一種を用いることが好ましい。特に、二酸化炭素の超臨界流体又は
亜臨界流体を用いることで、引火性や爆発性といった問題を生じることなく安全に処理す
ることができ、さらに繊維材料に大量に吸着させることができるため、メッキ前処理に好
適のものである。
【００２０】
また、メッキ用金属触媒としては、無電解メッキ処理において触媒活性を有するものが
好ましく、金、白金、パラジウム、ニッケル、銀、銅、鉄、チタン、亜鉛、アルミニウム
、スズ、ロジウム、ルテニウム、アンチモン、ビスマス、ゲルマニウム、カドミウム、コ
バルト、インジウム、イットリウム、バリウム、ガリウム、スカンジウム、ジルコニウム
、タンタル、モリブデン、タングステン、マンガン、レ二ウム、オスミウム、イリジウム
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、タリウム、ルビジウム、セシウム、バナジウム、鉛、ニオブ及びクロムの中から選択さ
れる少なくとも一種であればよい。
【００２１】
さらに、活性化工程では、熱還元により有機金属錯体を還元するようにすれば、接触工
程を施す容器内から高分子繊維材料を取り出すことなく還元処理を行うことができ、活性
化工程を簡略化することができる。また、熱還元が難しい高分子繊維材料の場合には、還
元剤により有機金属錯体を還元することで容易に活性化処理することができ、還元剤とし
て、水素、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、過酸化水素及びヒドロ
キノンの中から選択される少なくとも一種を用いれば、効率よく還元処理を行うことがで
きる。還元剤で還元処理する場合には、接触工程を施す容器内でそのまま処理することも
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でき、また容器から取り出して処理するようにしてもよい。
【００２２】
本発明に係る高分子繊維材料のメッキ方法は、上記のメッキ前処理方法により処理され
た高分子繊維材料に無電解メッキ処理を行うことで、材料表面に良好な金属被膜を形成す
ることができる。さらに、無電解メッキ処理では、メッキ液に超音波振動が付与されるこ
とで、無電解メッキ処理時に生じた気泡を材料表面に付着することなく除去でき、より均
一な金属被膜を形成することが可能となる。
【００２３】
本発明に係る高分子材料の被膜形成方法は、有機金属錯体を含む超臨界流体又は亜臨界
流体を高分子材料の表面に接触させた後、材料表面に含浸又は付着した有機金属錯体を還
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元、酸化又は硫化処理して材料表面に金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫化被膜を直接形
成するため、処理工程が簡略化されて短時間に処理することができるとともに良好な被膜
を形成することができる。そして、接触工程を施す容器内で被膜形成処理を行うことがで
きるので、設備についても簡略化することが可能となる。
【００２４】
そして、有機金属錯体は、金、白金、パラジウム、ニッケル、銀、銅、鉄、チタン、亜
鉛、アルミニウム、スズ、ロジウム、ルテニウム、アンチモン、ビスマス、ゲルマニウム
、カドミウム、コバルト、インジウム、イットリウム、バリウム、ガリウム、スカンジウ
ム、ジルコニウム、タンタル、モリブデン、タングステン、マンガン、レ二ウム、オスミ
ウム、イリジウム、タリウム、ルビジウム、セシウム、バナジウム、鉛、ニオブ及びクロ
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ムの中から選択される少なくとも一種の金属を含むようにすればよい。
【００２５】
さらに、被膜形成工程では、熱還元により有機金属錯体を還元するようにすれば、接触
工程を施す容器内から高分子材料を取り出すことなく被膜形成処理を行うことができ、メ
ッキ工程を接触工程と同時に行うことができ工程の簡略化が実現できる。
【００２６】
また、熱還元が難しい高分子材料の場合には、反応剤により有機金属錯体を反応処理す
ることで容易に還元、酸化又は硫化処理することができ、反応剤として、水素、硫化水素
、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、過酸化水素、ヒドロキノン、酸
素、亜酸化窒素の中から選択すれば、効率よく反応処理を行うことができる。水素、テト
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ラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、過酸化水素、ヒドロキノンは、還元剤
として作用し、酸素、亜酸化窒素は酸化剤として作用し、硫化水素は、硫化剤として作用
する。
【００２７】
本発明に係る導電性繊維材料の製造方法は、有機金属錯体を含む超臨界流体又は亜臨界
流体を高分子繊維材料の表面に接触させた後材料に含浸又は付着した有機金属錯体をメッ
キ用金属触媒に還元して活性化し、材料表面に無電解メッキ処理を施すことで表面に金属
被膜を形成するので、導電性に優れた導電性繊維材料を製造することができる。また、種
々の繊維材料に幅広く適用することが可能で、繊維材料の様々な断面形状、繊度の大小、
糸や布帛といった様々な形態にも対応できる。
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【００２８】
本発明に係る導電性材料の製造方法は、有機金属錯体を含む超臨界流体又は亜臨界流体
を高分子材料の表面に接触させた後、材料表面に含浸又は付着した前記有機金属錯体を還
元、酸化又は硫化処理して材料表面に導電性を有する金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫
化被膜を直接形成するので、簡略化された処理工程で短時間に良好な導電性被膜を形成す
ることができ、様々な形状の高分子材料に基づいて優れた導電性材料を容易に製造するこ
とができる。ここで、導電性材料とは、金属的又は半導体的な導電性を有する材料を含む
ものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
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以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、本発明を実施するにあたって好ましい具体例であるから、技術的に種々の限定がなさ
れているが、本発明は、以下の説明において特に本発明を限定する旨明記されていない限
り、これらの形態に限定されるものではない。
【００３０】
本発明に用いられる高分子繊維材料としては、植物繊維や動物繊維などの天然繊維、レ
ーヨンやキュプラなどの再生繊維、アセテートなどの半合成繊維、合成繊維が挙げられる
。合成繊維としては、アラミド繊維、ナイロン繊維、ポリバラフェニレンベンゾビスオキ
サゾール（ＰＢＯ）繊維などのポリアミド系繊維、カネカロン（鐘淵化学工業株式会社製
）、カシミロンボンネル、エクスラン（東洋紡積株式会社製）などのポリアクリル系繊維
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、ポリエステル系繊維、ポリウレタン系繊維、ポリエチレンやポリプロピレンなどのポリ
オレフィン系繊維、エンビロン、テビロン（帝人株式会社製）、ダイネルなどのポリ塩化
ビニル系繊維、サラン（旭化成株式会社製）、クレハロン（呉羽化学工業株式会社製）な
どのポリ塩化ビニリデン系繊維、ビニロンなどのポリビニルアルコール系繊維が挙げられ
る。そして、これらの繊維を複数組合せた各種複合繊維などの様々な繊維にも用いること
ができる。また、繊維の断面形状としては、例えば、丸断面、三角断面、偏平断面等の様
々な形状に適用でき、特に限定されるものではない。さらに、これらの繊維を用いた糸や
布帛といった様々な形態においても適用できる。また、糸をロール状に巻き取った状態で
も適用可能である。なお、高分子繊維材料の表面において金属被膜の密着性を向上させる
ためには、材料表面に親水性を有するアミド基、カルボキシル基、ケトン基などを持つ繊
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維材料が望ましい。こうした親水性を付与するために材料表面を改質処理（プラズマ処理
、電子線照射処理、グラフト化処理等）を施すようにしてもよい。
【００３１】
特に、アラミド繊維、ポリバラフェニレンベンゾビスオキサゾール（ＰＢＯ）繊維など
のポリアミド系繊維は、これまでメッキ処理を行うことが難しいものとされていたが、本
発明によれば、後述するように容易にメッキ処理を行うことができる。
【００３２】
また、本発明に用いられる高分子材料としては、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステ
ル、ポリエーテル、ビニル系重合体、エポキシ樹脂、含フッ素重合体及び含イオウ重合体
などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、これらの高分子材料を複
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数種類混合したものを用いることもできる。高分子材料の形態については、特に制限され
ることはなく、粒状物や繊維状物、フィルム等のシート体、棒状体、板状体等様々な形状
に成形されたものに用いることが可能である。
【００３３】
メッキ用金属触媒に還元される有機金属錯体としては、無電解メッキ処理において触媒
活性を有する金属を含むもので、例えば、金、白金、パラジウム、ニッケル、銀、銅、鉄
、チタン、亜鉛、アルミニウム、スズ、ロジウム、ルテニウム、アンチモン、ビスマス、
ゲルマニウム、カドミウム、コバルト、インジウム、イットリウム、バリウム、ガリウム
、スカンジウム、ジルコニウム、タンタル、モリブデン、タングステン、マンガン、レ二
ウム、オスミウム、イリジウム、タリウム、ルビジウム、セシウム、バナジウム、鉛、ニ
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オブ及びクロムの中から選択される少なくとも一種含むものが望ましい。超臨界流体又は
亜臨界流体として二酸化炭素を用いる場合には、有機金属錯体としては、ベータージケト
ネート類（例えば、フッ素系パラジウム錯体）、ジエン類（例えば、ジメチルシクロオク
タジエン白金）、メタロセン類（例えば、ニッケロセン）が好ましく、フッ素系パラジウ
ム錯体を用いると、溶解度が高く良好なメッキ速度が得られること、メッキ処理の際に金
属被膜が均一に成長すること、触媒付与後の酸化による触媒活性低下が小さいこと、繊維
材料への吸着力が強固であることから、特に好ましく用いられるが、これに限定されるも
のではない。
【００３４】
また、高分子材料に直接被膜形成処理する場合に用いられる有機金属錯体としては、金
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、白金、パラジウム、ニッケル、銀、銅、鉄、チタン、亜鉛、アルミニウム、スズ、ロジ
ウム、ルテニウム、アンチモン、ビスマス、ゲルマニウム、カドミウム、コバルト、イン
ジウム、イットリウム、バリウム、ガリウム、スカンジウム、ジルコニウム、タンタル、
モリブデン、タングステン、マンガン、レ二ウム、オスミウム、イリジウム、タリウム、
ルビジウム、セシウム、バナジウム、鉛、ニオブ及びクロムの中から選択される少なくと
も一種の金属を含むものが好ましい。
【００３５】
有機金属錯体としては、Ｍ（ＯＲ）n、Ｍ（ＯＣＯＲ）n、Ｍ（ＯＳＯ3Ｒ）n又はＭ（Ｒ
ＣＯＣＨ2ＣＯＲ）n、又は下記の化学式で示すジエン類（（１）の構造式）やメタロセン
類（（２）の構造式）の構造を有する錯体（式中のＭは金属であり、Ｒは水素、炭化水素
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基又はＣＦ3である。）が挙げられる。
【００３６】
【化１】
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【００３７】
上記式中において、Ｒとしての炭化水素基の炭素数は１以上であれば特に制限されない
が、好ましくは１〜５０である。これらの炭化水素基としては、飽和脂肪族炭化水素基、
不飽和脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、脂環式−脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水
素基、芳香族−脂肪族炭化水素基などが挙げられる。
【００３８】
飽和脂肪族炭化水素基の例としては、メチル、エチル、ｎ−プロピル、イソプロピル、
ｎ−ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ｎ−ペンチル、イソペンチル、ネオペンチ
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ル、ｔｅｒｔ−ペンチル、２−メチルブチル、ｎ−ヘキシル、イソヘキシル、３−メチル
ペンチル、エチルブチル、ｎ−ヘプチル、２−メチルヘキシル、ｎ−オクチル、イソオク
チル、ｔｅｒｔ−オクチル、２−エチルヘキシル、３−メチルヘプチル、ｎ−ノニル、イ
ソノニル、１−メチルオクチル、エチルヘプチル、ｎ−デシル、１−メチルノニル、ｎ−
ウンデシル、１，１−ジメチルノニル、ｎ−ドデシル、ｎ−テトラデシル、ｎ−ヘプタデ
シル、ｎ−オクタデシル、及びエチレンやプロピレン、ブチレンの重合物あるいはそれら
の共重合物より成る基などの炭化水素基が挙げられる。
【００３９】
不飽和脂肪族炭化水素基の例としては、ビニル、アリル、イソプロペニル、２−ブテニ
ル、２−メチルアリル、１，１−ジメチルアリル、３−メチル−２−ブテニル、３−メチ
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ル−３−ブテニル、４−ペンテニル、ヘキセニル、２−フェニルビニル、オクテニル、ノ
ネニル、デセニル基、及びアセチレンやブタジエン、イソプロピレンの重合物あるいはそ
れらの共重合物より成る基などの炭化水素基が挙げられる。
【００４０】
脂環式炭化水素基の適当な具体例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペ
ンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、３−メチルシクロヘキシル
、４−メチルシクロヘキシル、４−エチルシクロヘキシル、２−メチルシクロオクチル、
シクロプロペニル、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロヘキセニル、シクロヘプ
テニル、シクロオクテニル、４−メチルシクロヘキセニル、４−エチルシクロヘキセニル
、シクロペンタジエニルなどの炭化水素基が挙げられる。
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【００４１】
脂環式−脂肪族炭化水素基の適当な具体例としては、シクロプロピルエチル、シクロブ
チルエチル、シクロペンチルエチル、シクロヘキシルメチル、シクロヘキシルエチル、シ
クロヘプチルメチル、シクロオクチルエチル、３−メチルシクロヘキシルプロピル、４−
メチルシクロヘキシルエチル、４−エチルシクロヘキシルエチル、２−メチルシクロオク
チルエチル、シクロプロペニルブチル、シクロブテニルエチル、シクロペンテニルエチル
、シクロヘキセニルメチル、シクロヘプテニルメチル、シクロオクテニルエチル、４−メ
チルシクロヘキセニルプロピル、４−エチルシクロヘキセニルペンチルなどの炭化水素基
が挙げられる。
【００４２】

10

芳香族炭化水素基の適当な具体例としては、フェニル、ナフチルなどのアリ‑ル基、４
−メチルフェニル、３，４−ジメチルフェニル、３，４，５−トリメチルフェニル、２−
エチルフェニル、ｎ−ブチルフェニル、ｔｅｒｔ−ブチルフェニル、アミルフェニル、ヘ
キシルフェニル、ノニルフェニル、２−ｔｅｒｔ−ブチル−５−メチルフェニル、シクロ
ヘキシルフェニル、クレジル、オキシエチルクレジル、２−メトキシ−４−ｔｅｒｔ−ブ
チルフェニル、ドデシルフェニルなどのアリ‑ル基などが挙げられる。
【００４３】
芳香族‑脂肪族炭化水素基の具体的な例としては、ベンジル、１−フェニルエチル、２
−フェニルエチル、２−フェニルプロピル、３−フェニルプロピル、４−フェニルブチル
、５−フェニルペンチル、６−フェニルヘキシル、１−（４−メチルフェニル）エチル、
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２−（４−メチルフェニル）エチル、２−メチルベンジル、１，１−ジメチル−２−フェ
ニルエチル基などが挙げられる。また、アシル基の炭素数は、１以上であれば特に制限さ
れないが、好ましくは１〜４０である。アシル基の適当な例としては、ホルミル、アセチ
ル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、オキサリル、サ
クシニル、ピバロイル、ステアロイル、ベンゾイル、フェニルプロピオニル、トルオイル
、ナフトイル、フタロイル、インダンカルボニル、ｐ−メチルベンゾイル、シクロヘキシ
ルカルボニル基などが挙げられる。
【００４４】
以上のような有機金属錯体は、処理する高分子繊維材料又は高分子材料の重量に対して
０．１ｗｔ％〜５０ｗｔ％の量を加えるのが好ましい。
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【００４５】
また、有機金属錯体により高分子材料に直接被膜形成処理する場合には、ベータージケ
トネート類（例えば、フッ素系パラジウム錯体）が好ましく、特にフッ素系パラジウム錯
体が好ましい。直接被膜形成処理を行う場合には有機金属錯体は、処理する高分子材料の
重量に対して５ｗｔ％以上加えるのがよい。
【００４６】
有機金属媒体は、接触工程において高分子繊維材料に含浸又は付着した状態で熱還元温
度に設定されることで還元されて金属触媒として活性化されるようになる。また、熱に弱
い繊維材料を処理する場合に、熱還元温度まで上昇できないときは、還元剤を用いるとよ
い。還元剤としては、例えば、水素、テトラヒドロホウ酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウ
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ム、過酸化水素及びヒドロキノンの中から選択される少なくとも一種を用いるとよい。
【００４７】
還元剤を使用する場合には、超臨界流体又は亜臨界流体に接触させた高分子繊維材料に
含浸又は付着した有機金属錯体を還元剤で活性化させるとよい。例えば、０．１Ｍ〜１５
Ｍの濃度のテトラヒドロホウ酸ナトリウム等の還元剤を使用して、２分間〜１５分間処理
すればよい。還元剤処理することによって、有機金属錯体構造内のリガンドが外され、金
属触媒性を向上させることができる。
【００４８】
以上のような有機金属錯体の還元処理は、高分子材料に直接被膜形成処理を行う場合に
おいても同様であるが、材料表面に金属を析出させる場合には、有機金属錯体構造内のリ
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ガンドが完全に外されて金属被膜を形成するよう十分に還元処理する必要がある。
【００４９】
また、超臨界流体又は亜臨界流体中に、気体還元剤、例えば０．１％〜１５％の濃度の
水素気体を吹き込むことで有機金属錯体を還元するようにしてもよい。超臨界流体又は亜
臨界流体中に水素など還元気体又は還元溶剤を吹き込むことで有機金属錯体を還元させ、
高分子材料の表面に直接金属を析出させることで金属被膜を形成することも可能となる。
【００５０】
また、超臨界流体又は亜臨界流体中に、酸素、亜酸化窒素等の気体酸化剤、硫化水素等
の硫化剤を、例えば０．１％〜１５％の濃度で吹き込むことで有機金属錯体を反応するよ
うにしてもよい。超臨界流体又は亜臨界流体中にこれらの反応剤を吹き込むことで有機金

10

属錯体を反応させ、高分子材料の表面に金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫化被膜を直接
形成することもできる。
【００５１】
有機金属錯体を含む超臨界流体又は亜臨界流体としては、特に制限されないが、好まし
くは、Ａｒ、Ｂｒ2、ＣＯ、ＣＯ2、Ｃｌ2、Ｆ2、Ｈ2、ＨＢｒ、ＨＣｌ、ＨＦ、Ｈ2Ｏ、Ｈ
2Ｓ、Ｈｅ、Ｋｒ、Ｎ2、ＮＨ3、Ｎｅ、Ｏ2、ＳＯ2、ＳＯ3、Ｘｅ、メタン、エタン、プロ

パン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、エチレン、プロピレン、１，
３−ブタジエン、アセチレン、ＣＣｌ4、ＣＨＣｌ3、ＣＨ2Ｃｌ2、メチルエーテル、メチ
ルエチルエーテル、エチルエーテル、ホルムアルデヒド、エチルメチルケトン、ベンゼン
、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、チオフェン、ピリジンといったものが挙げられ
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る。より好ましくは、ＣＯ2、Ｈ2Ｏ、Ｎ2、ＮＨ3、Ｏ2、メタン、エタン、プロパン、ブ
タン、ペンタン、ヘキサン、エチレン、プロピレン、アセチレン、エチルエーテル、エチ
ルメチルケトン、ベンゼン、トルエン、ピリジンといったものが挙げられる。さらに好ま
しくは、ＣＯ2、Ｈ2Ｏが挙げられる。ＣＯ2は、臨界温度及び臨界圧力が低いため超臨界
状態が得やすく、無毒、難燃性、無腐食性といった利点があり、高分子繊維材料又は高分
子材料への含浸量が多く含浸速度も速いため、特に好ましい。なお、これらの超臨界流体
又は亜臨界流体は、単独で用いてもよいし、複数で混合して用いてもよい。
【００５２】
超臨界流体は、流体毎に超臨界条件が異なり、例えば、ＣＯ2は、臨界温度３０４Ｋ、
臨界圧力７．４ＭＰａで超臨界流体となり、Ｈ2Ｏは、臨界温度６４７Ｋ、臨界圧力２２
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．１ＭＰａで超臨界となる。一方、亜臨界流体についても各流体毎に亜臨界条件は異なっ
ているが、一般に臨界温度よりも約１０Ｋ程度低い温度で臨界圧力程度の圧力状態で亜臨
界状態となる。したがって、高分子繊維材料又は高分子材料に対して超臨界流体又は亜臨
界流体を超臨界条件又は亜臨界条件以上に設定して接触させるようにすればよい。こうし
た接触工程での含浸条件は、高分子繊維材料又は高分子材料や使用する超臨界流体又は亜
臨界流体により好ましい条件は異なるが、一般に、含浸温度を超臨界温度以上６５０Ｋ以
下、含浸圧力を超臨界圧力以上３５ＭＰａ以下、含浸時間を５分間〜１２０分間にすれば
よい。
【００５３】
例えば、ＣＯ2の場合、好ましい含浸圧力は５．０〜３５．０ＭＰａで、好ましい含浸
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温度は、有機金属錯体によって異なるが、３２３Ｋ〜４２３Ｋで、場合によっては４７３
Ｋまででもよい。また、好ましい含浸時間は５分間〜６０分間である。有機金属錯体を直
接被膜形成処理する場合には、好ましい含浸圧力は、５．０〜３５．０ＭＰａで、有機金
属媒体を熱還元するときには好ましい含浸温度は、３７３Ｋ〜４７３Ｋである。水素等の
還元剤を用いるときは、好ましい含浸温度は３０３Ｋ〜３７３Ｋに設定すればよい。
【００５４】
また、超臨界流体又は亜臨界流体に、有機金属錯体の分解を促進する添加剤や超臨界流
体又は亜臨界流体が高分子繊維材料又は高分子材料に対して浸透するのを促進する添加剤
を加えてもよい。こうした添加剤は、有機金属錯体の分解を促進して以後の処理を効率よ
く行うことができ、高分子繊維材料又は高分子材料と超臨界流体又は亜臨界流体との親和
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性を高めることで高分子繊維材料内又は高分子材料内の超臨界流体又は亜臨界流体の含浸
量を増加させることができる。
【００５５】
このように浸透及び分解を促進する添加剤としては、ＣＯ2、Ｈ2、水、Ｈ2Ｓ、Ｎ2、Ｎ
Ｈ3、Ｏ2、ＳＯ2、ＳＯ3、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘ
プタン、オクタン、エチレン、プロピレン、1,3‑ブタジエン、アセチレン、メタノール、
エタノール、１−プロパノール、２‐プロパノール、１−ブタノール、アリルアルコール
、アセトン、ＣＣｌ4、ＣＨＣｌ3、ＣＨ2Ｃｌ2、メチルエーテル、メチルエチルエーテル
、エチルエーテル、ホルムアルデヒド、エチルメチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシ
レン、エチルベンゼン、チオフェン、ピリジンといったものが挙げられ、超臨界流体又は

10

亜臨界流体に使用するもの以外のもので、高分子繊維材料又は高分子材料の種類に応じて
選択すればよい。より好ましくは、水、メタノール、エタノール、１−プロパノール、２
‐プロパノール、１−ブタノール、アリルアルコール、アセトン、プロパン、ブタン、ペ
ンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンといったものが
挙げられる。添加剤の添加量は、超臨界流体に対して１モル％〜１０モル％が好ましい。
【００５６】
メッキ前処理後の無電解メッキ処理では、メッキにより形成された金属被膜を構成する
金属が導電性を有するものであれば特に限定されない。例えば銅、銀、金、ニッケル、ク
ロム、スズ、亜鉛、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、アンチモン、ビスマス、ゲルマ
ニウム、カドミウム、コバルト又はインジウムの中から選択される少なくとも一種を含む
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メッキ液を用いるとよい。特に、銅、銀、金、ニッケル、クロム、亜鉛、スズを少なくと
も一種含むメッキ液が好ましい。送電線等に用いる場合には、特に銅が好ましい。こうし
たメッキ液で形成された金属被膜は、金属単体、合金又は混合物となる。
【００５７】
金属被膜の膜厚は、通常０．０２μｍ以上であり、好ましくは０．０５μｍ以上、更に
好ましくは０．０７μｍ以上である。特に好ましくは０．１〜０．５μｍである。金属被
膜の膜厚が０．０２μｍ未満では導電性の発現が十分ではなく、一方０．５μｍより厚く
なれば、導電性能は大きな向上は期待できないばかりか金属被膜の剥離，脱落や繊維材料
の柔軟性の低下や操作性の低下及びコストの大幅なアップなどのデメリットが多くなる。
【００５８】
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高分子繊維材料に無電解メッキ処理する場合、メッキ槽内に高分子繊維材料を投入して
メッキ液を撹拌したり、メッキ液を循環流通させてメッキ処理を行う。高分子繊維材料を
フィラメントの束の状態で処理する場合、メッキ液の表面張力によりフィラメントの束の
内部にまで迅速に浸透していかず、材料表面に均一なメッキ処理ができないおそれがある
。また、メッキ処理の際に発生する気泡が材料表面に付着した状態でメッキ処理されると
、気泡の部分が十分メッキされず、形成された金属被膜に欠陥が生じてしまう。こうした
問題点に対処するために、無電解メッキ処理する際にメッキ液に超音波振動を付与するこ
とが望ましい。超音波振動を付与することによりメッキ液がフィラメント束の内部まで迅
速に浸透させることができる。また、メッキ処理により材料表面に形成された泡も超音波
振動により迅速に除去されるため、金属被膜の形成時に欠陥の発生を防止することができ
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る。
【００５９】
本発明に係るメッキ前処理方法における接触工程では、高分子繊維材料に上述した有機
金属錯体が溶解した超臨界流体又は亜臨界流体を接触させるようにすればよい。例えば、
耐圧容器からなる反応器内に高分子繊維材料を配置し、反応器内に有機金属錯体が溶解し
た超臨界流体又は亜臨界流体を導入して高分子繊維材料を超臨界流体又は亜臨界流体内に
浸漬すればよい。これ以外にも、高分子繊維材料に有機金属錯体が溶解した超臨界流体又
は亜臨界流体を塗布又は噴霧したり、材料表面に超臨界流体又は亜臨界流体を流すように
して接触させることもできる。さらに、有機金属錯体が溶解した超臨界流体又は亜臨界流
体の入った容器内に高分子繊維材料を搬送して接触させるようにしてもよい。
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【００６０】
以上のような接触工程での処理は、高分子材料に直接被膜形成処理を行う場合の接触工
程においても同様である。
【００６１】
図１は、本発明を実施するメッキ前処理装置の一例を示している。メッキ前処理装置は
、液体二酸化炭素が入った高圧ボンベ１、設定された流量で供給動作を行うシリンジポン
プ２、耐圧容器からなる反応器３、ろ過器４及び洗浄液を内蔵した洗浄容器５を備えてい
る。高圧ボンベ１及びシリンジポンプ２を接続する管路には弁Ｖ１が設けられており、シ
リンジポンプ２及び反応器３を接続する管路には弁Ｖ２及びＶ３、圧力センサＳ１が設け
られている。反応器３及びろ過器４を接続する管路には圧力センサＳ２及び弁Ｖ４が設け
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られており、ろ過器４及び高圧ボンベ１を接続する管路には弁Ｖ５及びＶ６が設けられて
いる。そして、洗浄器５は、弁Ｖ２とＶ３との間の管路に弁Ｖ７を介して接続されている
。
【００６２】
反応器３には、高分子繊維材料Ｍを配置する反応室３０及び反応室３０の上部に配設さ
れた供給室３１に区画されており、供給室３１に有機金属錯体Ｃが投入されている。また
、反応器３の上下にはヒータ３２が配設されており、反応室３０の底面には撹拌装置３３
が取り付けられている。そして、反応室３０内の温度を検知する温度センサＳ３が設けら
れている。
【００６３】
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装置を動作させる場合には、予め反応器３の反応室３０内に適当な量の高分子繊維材料
Ｍを配置しておく。そして、弁Ｖ１を開いて高圧ボンベ１内の液体二酸化炭素をシリンジ
ポンプ２に供給し、シリンジポンプ２において液体二酸化炭素を所定圧力に昇圧して超臨
界状態とする。次に、弁Ｖ２及びＶ３を開いてシリンジポンプ２から超臨界流体が設定流
量で反応器３に供給される。超臨界流体は、反応器３の上部から供給室３１に導入されて
有機金属錯体と混合される。有機金属錯体Ｃを混合した超臨界流体を反応室３０に流下す
る。反応室３０内に滞留した超臨界流体は撹拌装置３３により撹拌されて有機金属錯体が
十分溶解された状態となり、高分子繊維材料Ｍに含浸されるようになる。反応室３０内で
高分子繊維材料Ｍに超臨界流体を所定時間含浸させている間、ヒータ３２により反応室３
０内の温度を、有機金属錯体Ｃを熱還元させる温度となるように加熱制御する。
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【００６４】
なお、超臨界流体に有機金属錯体が容易に溶解する場合には、撹拌装置３３を動作させ
る必要はない。
【００６５】
高分子繊維材料Ｍに超臨界流体を所定時間含浸させて有機金属錯体Ｃを熱還元した後弁
６及び７を開き、反応器３内を減圧する。減圧する際には、ニードル弁を用いて徐々に大
気圧まで減圧するように制御する。急激に減圧すると高分子繊維材料Ｍに影響を与える場
合もあることから、減圧時間は３分間〜１２０分間とするとよい。
【００６６】
反応器３から排出された二酸化炭素は、余剰の有機金属錯体やその分解物等とともにろ
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過器４に回収される。そして、ろ過器４内で二酸化炭素が分離されて高圧ボンベ１に送出
される。したがって、処理に使用した二酸化炭素を再利用できるため、廃棄物を極力抑え
ることが可能となり、環境に与える負荷の小さい処理方法といえる。
【００６７】
高分子繊維材料Ｍが有機金属錯体Ｃの熱還元温度で変質するなど影響を受ける場合には
、高分子繊維材料Ｍに有機金属錯体Ｃが含浸した後に反応室３０内に還元剤として水素気
体等の還元剤を導入して還元処理すればよい。また、反応室３０から高分子繊維材料Ｍを
取り出して還元剤溶液を収容した容器内に浸漬して還元処理を行うようにしてもよい。
【００６８】
以上のような前処理により高分子繊維材料の表面に金属触媒が活性化した状態で均一に
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付着させることができる。なお、上述した装置では、超臨界流体を供給するようにしてい
るが、シリンジポンプ２の圧力条件を変更することで亜臨界流体を供給することもできる
。
【００６９】
図２は、無電解メッキ処理装置に関する概略図を示している。上述したメッキ前処理装
置で処理された高分子繊維材料Ｍは、反応室３０から取り出されてメッキ液２００が収容
されたメッキ槽１００内に浸漬される。メッキ槽１００の底面には超音波振動子１０１が
固定されており、駆動制御装置１０２により駆動されるようになっている。超音波振動子
１０１が振動することでメッキ液２００に振動が付与され、高分子繊維材料Ｍの内部にメ
ッキ液２００が迅速に浸透するようになる。また、メッキ処理において発生する気泡が高

10

分子繊維材料に付着してもメッキ液の振動によりただちに除去されるようになる。そのた
め、高分子繊維材料の表面に対してメッキ液が満遍なく作用して均一な金属被膜が形成さ
れるようになる。
【００７０】
なお、図１に示すメッキ前処理装置の反応室３０内で高分子材料の表面に直接被膜形成
処理を施すことも可能である。この場合には、供給室３１内に予め有機金属錯体を投入し
ておくことで、導入された超臨界流体に有機金属錯体を溶解させて高分子材料の表面に含
浸又は付着させ、有機金属錯体を熱還元するか又は水素等の反応剤により還元、酸化又は
硫化処理することで材料表面に金属被膜、金属酸化膜又は金属硫化膜を形成させることが
できる。

20

【００７１】
以上のような高分子繊維材料の無電界メッキ処理又は高分子材料の被膜形成処理後に、
さらに電気メッキ処理を施してもよい。
【実施例１】
【００７２】
高分子繊維材料として、以下のアラミド繊維材料を用いた。
（１）アラミド繊維（Ｋｅｖｌａｒ２９（デュポン社製；繊度１６７０デシテックス）又
はＺｙｌｏｎ（東洋紡績株式会社製；繊度５５５デシテックス））からなる長繊維糸を用
いた。長繊維糸は、５０ｃｍに切断して輪状に巻いて使用した。
（２）（１）と同様のアラミド繊維により織成された織物を５ｃｍ角に切り取って使用し
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た。
【００７３】
＜メッキ前処理＞
メッキ前処理には、図１に示す装置を使用した。反応器３の内容積は１０ｃｍ3とし、高
圧ボンベ１から５ＭＰａの圧力で液体二酸化炭素を供給した。有機金属錯体は、有機フロ
ロアセチルアセトネートパラジウム（以下「有機パラジウム錯体」という。）を用いた。
投入量は、アラミド繊維材料の重量に対して、０．２ｗｔ％、０．５ｗｔ％、１．０ｗｔ
％といったように変化させて行った。
【００７４】
２種類のアラミド繊維材料を反応室３０内にセットし、有機パラジウム錯体を供給室３
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１内に投入して反応器３を密閉した。シリンジポンプ２（ＩＳＣＯ社製ＭＯＤＥＬ２６０
Ｄ）により液体二酸化炭素を昇圧して超臨界状態とし、反応器３に４０〜５０ミリリット
ル／分の流量で供給した。シリンジポンプ２での圧力は、１０ＭＰａ、１５ＭＰａ、２０
ＭＰａ及び２５ＭＰａの４通りに設定した。
【００７５】
反応室３１内の温度は、ヒータの加熱制御により４２３Ｋに保持されるようにした。こ
の温度に保持することで、超臨界流体の高拡散性及び高浸透性を利用して有機パラジム錯
体を速やかに溶解させることができるとともに、熱還元により有機パラジウム錯体から触
媒性が高いパラジウム核を形成することができる。
【００７６】
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反応室３１内に超臨界二酸化炭素を導入して撹拌装置により撹拌することで、有機パラ
ジウム錯体が超臨界二酸化炭素に溶解されてアラミド繊維材料の表面に接触して含浸され
る。接触時間は、超臨界二酸化炭素が反応器３に導入後１５分間、３０分間、６０分間及
び９０分間の４通りに設定して行った。
【００７７】
設定した接触時間の経過後反応器３の排出側の弁を開放し、ニードル弁により徐々に減
圧していき５分後に大気圧となるように調整した。反応器３から排出された二酸化炭素や
余剰の有機パラジウム錯体等はろ過器４に送出されて二酸化炭素が分離される。分離され
た二酸化炭素は高圧ボンベ１に戻されて再使用される。
10

【００７８】
反応器３内が大気圧状態となってから、アラミド繊維材料を反応器３から取り出した。
Ｋｅｖｌａｒを用いた場合には元の色である淡黄色から黄緑色に変化し、Ｚｙｌｏｎを用
いた場合には元の金色から黄褐色に変化した。処理したアラミド繊維材料の表面をＸ線光
電子分光装置（ＸＰＳ）により測定した結果を図３に示す。図３では、パラジウム（Ｐｄ
）由来の元素が材料表面に含まれていることが明瞭に示されており、金属触媒であるパラ
ジウムが材料表面に分布していることが確認できた。
【００７９】
＜メッキ処理＞
４３ｍｌの純水に、ＡＴＳ−ＡＤＤＣＯＰＰＥＲ

ＩＷ−Ａ（奥野製薬工業株式会社製）

２．５ｍｌを添加し、さらにＡＴＳ−ＡＤＤＣＯＰＰＥＲ
会社製）４．０ｍｌ及びのＡＴＳ−ＡＤＤＣＯＰＰＥＲ

ＩＷ−Ｍ（奥野製薬工業株式

20

Ｃ（奥野製薬工業株式会社製）

０．５ｍｌを添加して、５０ｍｌの無電解銅メッキ液を調製した。図２に示すようなメッ
キ処理装置に調製した銅メッキ液を入れ、メッキ前処理したアラミド繊維材料を吊下した
状態で浸漬し、超音波振動装置（ヤマト科学株式会社製BRANSON ３５１０）で銅メッキ液
に４２ＫＨｚの超音波振動を付与しながら、３１５±２Ｋの温度条件で銅メッキ処理した
。
【００８０】
アラミド繊維材料には１分間銅メッキ液に浸漬することでその表面に光沢性がある銅被
膜を形成することが確認された。さらに、銅被膜の膜厚を増加させるため、メッキ処理時
間を５分間、１０分間、２０分間及び４０分間の４通りに設定して行った。メッキ処理後
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、アラミド繊維材料をメッキ槽から取り出し、純水で５分間洗浄した。洗浄後乾燥させて
、アラミド繊維材料の表面に対してテープ剥離試験を実施したところ、銅被膜の強い付着
力が確認できた。
【００８１】
ここで行ったテープ剥離試験とは、無電解メッキ処理により銅被膜が形成された繊維材
料表面にセロハン粘着テープ（ニチバン株式会社製）を貼着して密着させた後、セロハン
粘着テープを繊維材料表面から引き剥し、セロハン粘着テープへの銅被膜の付着の有無に
より銅被膜の繊維材料表面に対する密着力を判定する試験である。
【００８２】
＜有機パラジウム錯体の投入量の影響＞

40

図４は、有機パラジウム錯体の投入量とＫｅｖｌａｒ織物への銅の付着量との間の相関関
係を示すグラフである。銅の付着量は、質量測定法により行い、繊維材料の実験前後の重
量変化から単位面積あたり付着量（ｇ／ｍ2）を算出した。この測定結果からみて、有機
パラジウム錯体の投入量が増加するに従いＫｅｖｌａｒ織物への銅の付着量が増加するこ
とがわかる。これは、有機パラジウム錯体の投入量が増加することで、繊維材料表面に多
くのパラジウムが付与されてより多くの銅が付着するためと考えられる。実験結果からみ
ると、投入量は、アラミド繊維材料の重量に対して、０．２ｗｔ％以上が望ましい。
【００８３】
＜超臨界二酸化炭素の圧力及び接触時間の影響＞
図５は、圧力が１０ＭＰａ及び１５ＭＰａの場合の接触時間（横軸）とＫｅｖｌａｒ織物
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への銅の付着量（縦軸）との間の相関関係を示すグラフである。銅の付着量は図４の場合
と同様の方法に基づいて測定した。この測定結果からみると、接触時間が長くなるに従い
銅の付着量も増加するが、３０分経過後にほぼ一定値に達して平衡状態となった。また、
圧力が変化しても銅の付着量には大きな変化が見られなかった。
【００８４】
＜超音波振動を付与したメッキ処理の作用効果＞
上述のメッキ前処理を施したアラミド繊維材料を無電解メッキ処理する際に従来用いられ
ている撹拌装置により銅メッキ液を撹拌してメッキ処理を行った。図６は、走査型電子顕
微鏡（ＳＥＭ）で、従来のメッキ処理した材料表面（図６（ａ））及び超音波振動により
メッキ処理した材料表面（図６（ｂ））を観察した結果を示す写真である。従来の撹拌に

10

よりメッキ処理する場合には、材料表面に形成された銅被膜は気泡の影響により欠陥が生
じており、均一な銅被膜が形成されていないが、超音波振動によりメッキ処理する場合に
は、材料表面にこうした欠陥は生じておらず均一な銅被膜が形成されていることがわかる
。
【００８５】
図７は、従来の撹拌による方法と超音波振動による方法の二つの無電解メッキ処理法で
処理したＫｅｖｌａｒ織物の銅の付着量（縦軸）とメッキ処理時間（横軸）との相関関係
を示したグラフである。銅の付着量は図４の場合と同様の方法に基づいて測定した。この
測定結果からみると、超音波振動による方法が従来の撹拌による方法よりも銅の付着量が
20

増加していることがわかる。
【００８６】
図８は、従来の撹拌による方法と超音波振動による方法の二つの無電解メッキ処理法で
処理したＫｅｖｌａｒ織物の表面抵抗（縦軸）とメッキ処理時間（横軸）との相関関係を
示したグラフである。Ｋｅｖｌａｒ織物の表面抵抗は、ロレスタＡＰ

ＭＣＰ−Ｔ４００

(三菱油化株式会社製)を用いて測定した。この測定結果をみると、超音波振動による方法
が従来の撹拌による方法よりも表面抵抗を低下させて導電性に優れていることがわかる。
４０分間メッキ処理を行うことで超音波振動による方法では０．０６Ω／ｓｑに低下した
が、従来の撹拌による方法では０．０８Ω／ｓｑにとどまった。
【００８７】
以上の結果からみれば、高分子繊維材料に対して無電解メッキ処理を行う場合、超音波
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振動を付与することが均一な金属被膜の形成に大きく寄与することがわかる。そのため優
れた導電性を高分子繊維材料に付与することが可能となる。ちなみに、メッキ処理したア
ラミド繊維の長繊維糸について、デジタル・マルチメータＰＣ５００テスタ（三和電気計
器株式会社製）を用いて電気抵抗値を測定したところ、最も低い電気抵抗値は０．００９
Ω／ｃｍであった。
【００８８】
＜メッキ処理された繊維材料の強度＞
Ｋｅｖｌａｒ織物を、上述したメッキ前処理（温度４２３Ｋ、１０ＭＰａ）により１５分
間、３０分間、６０分間、９０分間の４通りの処理時間で処理して、上述した超音波振動
による無電解メッキ処理で２０分間処理したものを用意した。４通りの前処理時間ごとに
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織物から繊維を３０本抜き出して揃え、強伸度引張り試験機４２０４型（インストロン社
製）を用いて、引張強度を測定した。測定結果は４回の試験結果の平均値を採った。
【００８９】
図９は、メッキ前処理後の繊維材料とメッキ処理後の繊維材料について引張強度（縦軸
）と前処理時間（横軸）との間の相関関係を示すグラフである。なお、未処理の繊維材料
に関する引張強度は７８．７ｋｇ／２ｃｍであった。この測定結果からみると、メッキ処
理を行うことで繊維材料表面に形成された銅被膜により繊維の引張強度が大きくなること
がわかる。また、前処理時間が３０分までであれば、繊維材料の引張強度は未処理の場合
に比べほとんど低下しないことがわかる。したがって、前処理時間を短時間（好ましくは
１０分〜１５分）に設定することで繊維材料の引張強度を低下させることなく処理するこ
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とが可能となる。
【実施例２】
【００９０】
実施例１と同様のメッキ前処理装置を用いて、反応室内を温度３７３Ｋ、圧力１５ＭＰ
ａに設定し、有機金属錯体として有機フロロアセチルアセトネートパラジウムを使用する
ほかは、実施例１と同じ繊維材料及び同じ条件で１５分間メッキ前処理を行った。また、
有機金属錯体として、熱分解温度が４７３Ｋ以上である有機アセチルアセトネートパラジ
ウムも用いて同様にメッキ前処理を行った。メッキ前処理した繊維材料を、還元剤として
調製したテトラヒドロホウ酸ナトリウム溶液（１Ｍ）に入れ、１０分間還元処理を行った
。その後実施例１と同様のメッキ処理を行ったところ、１〜２分間で光沢のある銅被膜が

10

材料表面に形成され、パラジウムの高い触媒活性が確認できた。
【実施例３】
【００９１】
高分子繊維材料として、ナイロン（ＰＡ６）繊維織物、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）織物及び苧麻織物を用意した。実施例１と同様のメッキ前処理装置を用いて、反
応室内を温度３７３Ｋ、圧力１５ＭＰａに設定し、有機金属錯体として有機フロロアセチ
ルアセトネートパラジウムを使用するほかは、同じ条件で１５分間メッキ前処理を行った
。また、有機金属錯体として、熱分解温度が４７３Ｋ以上である有機アセチルアセトネー
トパラジウムも用いて同様にメッキ前処理を行った。メッキ前処理した繊維材料を、還元
剤として調製したテトラヒドロホウ酸ナトリウム溶液（１Ｍ）に入れ、１０分間還元処理
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を行った。その後実施例１と同様のメッキ処理を行ったところ、いずれの繊維材料でも１
〜２分間で光沢のある銅被膜が材料表面に形成され、パラジウムの高い触媒活性が確認で
きた。
【００９２】
また、各繊維材料に対してテープ剥離試験を行ったところ、材料表面に形成された銅被
膜の強い付着力が確認できた。ナイロン織物及び苧麻織物について社団法人関西電子工業
振興センターで開発された電磁波シールド効果測定装置（ＫＥＣ法）により測定したとこ
ろ、周波数１０〜１０００ＭＨｚの範囲で、電磁波シールド効果は９０〜７０デシベル（
ｄＢ）と高い値が得られ、実用に十分耐えるシールド効果を有することが確認された。
【実施例４】
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【００９３】
次に、図１に示す処理装置を用いて、高分子材料に直接被膜形成処理を行った。高分子
材料として、ナイロン（ＰＡ６）フィルム（縦１３ｍｍ×横４５ｍｍ×厚さ０．３ｍｍ）
を用意した。実施例１と同様のメッキ前処理装置を用いて、反応室内を温度４２３Ｋ、圧
力１５ＭＰａに設定し、有機金属錯体として有機フロロアセチルアセトネートパラジウム
を使用するほかは、同じ条件で６０分間メッキ処理を行った。有機金属錯体の投入量は、
材料の量に対して５．０ｗｔ％の量に設定した。反応室内において熱還元処理されて材料
表面に光沢のあるパラジウム被膜を形成することができた。テープ剥離試験を行ったとこ
ろ、パラジウム被膜に強い付着力があることが確認できた。以上の実験結果から高分子材
料の表面に良好な金属被膜を直接被膜形成処理できることが確認された。
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【実施例５】
【００９４】
実施例４と同様の装置を用いて、反応器に同様のナイロンフィルム及び当該フィルムに
対し７ｗｔ％の量のパラジウムアセトネートを入れ、シリンジポンプで加圧した二酸化炭
素を供給して反応室内を温度３５３Ｋ、２５ＭＰａの超臨界状態に設定した。その状態で
３０分間反応時間をおき、続いて反応剤として水素ガスを０．１モル／分で反応室内に導
入し、温度を３５３Ｋに保ったまま１時間を反応処理した後取り出した。ナイロンフィル
ムの表面には、金属光沢のあるパラジウム膜が被膜形成されていることが確認できた。
【００９５】
［比較例］
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実施例４と同様の装置を用いて、反応室内に同様のナイロンフィルム及び当該フィルム
に対し７ｗｔ％のパラジウムアセトネートを入れ、シリンジポンプで加圧した二酸化炭素
を供給して反応室内を温度４０８Ｋ、２５ＭＰａの超臨界状態に設定した。超臨界流体を
１ミリリットル／分でフィルム表面に流下させながら２０分間接触させた後、脱圧してフ
ィルムを取り出した。ナイロンフィルムの表面には、金属被膜が確認できなかった。
【実施例６】
【００９６】
実例４と同様の装置を用いて、高分子材料としてポリアミドイミド（ＰＡＩ) フィルム
（縦１３ｍｍ×横４５ｍｍ×厚さ０．５ｍｍ）を反応器に入れ、反応室内を温度４２３Ｋ
、圧力２０ＭＰａに設定し、有機金属錯体として有機フロロアセチルアセトネートパラジ
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ウムとジメチルシクロオクタジエン白金を使用するほかは、同じ条件で６０分間被膜形成
処理を行った。有機金属錯体の投入量は、材料の量に対してそれぞれ１０．０ｗｔ％の量
に設定した。反応室内において有機金属錯体が熱還元処理されて材料表面に光沢のある金
属被膜を形成することができた。ＸＰＳ分析により、これはＰｄ／Ｐｔ合金であることを
確認できた。テープ剥離試験を行ったところ、形成された金属被膜に強い付着力があるこ
とが確認できた。以上の実験結果からも高分子材料の表面に良好な金属被膜を直接被膜形
成処理できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
本発明に係るメッキ方法により得られる繊維材料は、上述したように、強度が低下する
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ことなく繊維材料の全面にほぼ均一に密着性に優れた金属被膜を形成できるため、導電性
及び耐久性に優れるとともに曲げや変形に柔軟に追随でき、従来の高分子繊維材料と同様
に加工できる。そのため、糸加工により導電線として用いることができ、また織物や編物
に加工して様々な形状の電磁波シールド材として使用することが可能である。また、被膜
形成方法により材料表面に形成された金属被膜、金属酸化被膜又は金属硫化被膜は、例え
ば、金属材料に代替する導電材料のみならず、超電導材料や半導体材料等として利用する
こともできる。
【００９８】
特に、極細のアラミド繊維やＰＢＯ繊維に対してメッキ処理する場合には、繊維同士の
凝集に影響を受けることなく均一な金属被膜を形成でき、そのため、金属被膜が形成され
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た繊維同士が互いに接触して電気的に導通した状態となって良好な導電性（０．０１〜０
．０６Ω／ｓｑの表面抵抗率、０．００９Ω／ｃｍ以下の電気抵抗値）を実現できる。こ
うした導電性繊維を用いることで導電性、耐久性及び加工性に優れた電磁波シールド材を
製造することができ、家電製品、情報通信機器、自動車等の幅広い分野において利用する
ことが可能となる。また、繊維事態が軽量で高強度である特長を有することから、航空宇
宙関連分野の配線用導体として好適である。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明を実施するメッキ前処理装置に関する概略図である。
【図２】無電解メッキ処理装置に関する概略図である。
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【図３】アラミド繊維材料の表面をＸ線光電子分光装置（ＸＰＳ）により測定した結果を
示すグラフである。
【図４】有機パラジウム錯体の投入量とＫｅｖｌａｒ織物への銅の付着量との間の相関関
係を示すグラフである。
【図５】接触時間とＫｅｖｌａｒ織物への銅の付着量との間の相関関係を示すグラフであ
る。
【図６】走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で、従来のメッキ処理した材料表面（図６（ａ））
及び超音波振動によりメッキ処理した材料表面（図６（ｂ））を観察した結果を示す写真
である。
【図７】従来の撹拌による方法と超音波振動による方法で処理したＫｅｖｌａｒ織物の銅
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の付着量とメッキ処理時間との相関関係を示したグラフである。
【図８】従来の撹拌による方法と超音波振動による方法で処理したＫｅｖｌａｒ織物の表
面抵抗とメッキ処理時間との相関関係を示したグラフである。
【図９】メッキ前処理後の繊維材料とメッキ処理後の繊維材料について引張強度と前処理
時間との間の相関関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１００】
１

高圧ボンベ

２

シリンジポンプ

３

反応器

30

反応室

31

供給室

４

ろ過器

５

洗浄容器

100

メッキ槽

101

超音波振動子

200

メッキ液

【図１】
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【図３】

【図４】
【図２】
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【図８】

【図７】

【図９】

【図６】
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