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(54)【発明の名称】高分子成形体の着色方法
(57)【要約】
【課題】

経済的で、かつ、均一に顔料を着色できる着

色方法を提供することである。
【解決手段】

本発明は、二酸化炭素の超臨界状態下に

おいて、少なくとも表面に非晶質層を有する高分子成形
体に顔料を接触させることを特徴とする。また、二酸化
炭素の超臨界状態での温度が、高分子成形体のガラス転
移温度以上、かつ、融点以下の温度であることを特徴と
する。
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【特許請求の範囲】

が、超臨界二酸化炭素では溶けるようになることが判明

【請求項１】

二酸化炭素の超臨界状態下において、少

し、布等の無水染色が可能であることが知られてきた。

なくとも表面に非晶質層を有する高分子成形体に顔料を

この染色は、使用可能な染料が分散染料に限られ、しか

接触させることを特徴とする高分子成形体の着色方法。

も染色対象もポリエステル、アセテート、ナイロン等の

【請求項２】

二酸化炭素の超臨界状態での温度が、高

合成繊維に限定され、セルロース系繊維、タンパク質系

分子成形体のガラス転移温度以上、かつ、融点以下の温

繊維などの天然繊維、及び綿、布などに対しては、ほと

度であることを特徴とする請求項1項に記載の方法。

んど成功していない。

【請求項３】

【０００６】これは、天然繊維の場合、ある種の薬剤で

高分子成形体が、ポリエチレン、ポリプ

ロピレン、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリ乳
酸、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ酢酸ビニ

処理することによって繊維を膨潤させ、染料を繊維内に
10

押し込めたとしても、洗浄により染料の脱落が顕著に現

ル、塩化ビニル、フッ素樹脂からなる群から選択される

れるからである。

少なくとも1種の材料からなる請求項1又は２項のいずれ

【０００７】また、合成繊維の場合であっても繊維物性

か1項に記載の方法。

が変化しない範囲で最大限に高い温度が厳格に要求され

【請求項４】

ている。合成繊維は、糸状に成形した後に、熱を加えな

高分子成形体が、可塑剤を含有する請求

項１〜３項のいずれか１項に記載の方法。

がら引張り、その後熱処理することにより製造される。

【請求項５】

可塑剤が、メタノール、イソプロパノー

これにより、繊維としての配向性を上げ、糸として使え

ル、アセトンからなる群から選択される少なくとも１種

る強度及びしなやかさを得る。こうした強度及びしなや

であることを特徴とする請求項５記載の方法。

かさなどの繊維物性に影響を与えない範囲で最大限に高

【発明の詳細な説明】

い温度が要求される。その一方で、合成繊維では、余り

【０００１】

20

温度を下げると繊維の性質から、繊維内部への染料の溶

【発明の属する技術分野】本発明は、着色方法に関し、

解拡散が遅く、事実上低温(約100℃以下)の染色は不可

特に、超臨界状態の二酸化炭素を用いた高分子成形体の

能であった。

着色方法に関する。

【０００８】こうした理由から、染色できる製品は、主

【０００２】

として合成繊維などに限られていた。従って、繊維等の

【従来の技術】従来、高分子成形体の着色は、ポリマー

薄いものに限らず、成形体に関しても、均一に着色でき

ペレットに顔料を混ぜ、押出し機等で混練した後、射出

れば、顔料の経済性の面から有利である。また、一度着

成形や押出成形によって行われていた。この方法では、

色した成形品を、脱色することができれば、リサイクル

成形と同時に着色を行うことができる点で有利である。

という面からも有利である。しかし、顔料が少なく経済

また、ポリマーペレットを押出成形又は射出成形によっ

的に着色可能な方法はこれまで存在しない。

て成形した後、油性ペイントを成形体の表面に吹きつけ

30

【０００９】そこで、本発明の目的は、経済的で、か

ることにより行われていた。

つ、均一に顔料を着色できる着色方法を提供することに

【０００３】

ある。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の

【００１０】

混練による着色では、色を変える場合に、その切り換え

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

に時間がかかるという問題が有る。すなわち、一度、一

に、発明者らは、超臨界抽出技術を更に展開し、超臨界

定の色を使用して着色すると、成形に使用した押出し機

二酸化炭素の溶解能力と高分子樹脂に二酸化炭素が含浸

などの装置内も使用した顔料が残存し、直ちに別の顔料

・拡散していく能力を融合することによって、本発明の

で着色することは不可能であるという問題が有る。ま

着色方法を見出すに至った。本発明の着色方法は、二酸

た、押出成形、射出成形において、成形と同時に成形品
に顔料を着色すると、顔料の分散性が不均一になる傾向

化炭素の超臨界状態下において、少なくとも表面に非晶
40

質層を有する高分子成形体に顔料を接触させることを特

がある。さらに、成形品の内部にまで顔料が着色されて

徴とする。

しまうため、使用する顔料の量が必要以上に多くなり不

【００１１】本発明の好ましい態様としては、二酸化炭

経済である。加えて、高分子体を押出成形等によって成

素の超臨界状態での温度が、高分子生形体のガラス転移

形する場合、高分子体を溶かす必要があり、高分子体の

温度以上、かつ、融点以下の温度であることを特徴とす

融点以下で分解する物質を着色することは困難であっ

る。

た。

【００１２】また、本発明の好ましい態様としては、高

【０００４】一方、油性ペイントを吹き付ける方法の場

分子成形体が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカ

合、細かい構造を有する複雑な成形品に均一に着色する

ーボネート、ポリスチレン、ポリ乳酸、ポリエチレンテ

ことが困難である。

レフタレート(PET)、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル、フ

【０００５】ところで、最近、気体中では溶けない物質

50

ッ素樹脂からなる群から選択される少なくとも1種の材
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料からなることを特徴とする。

方法を適用することができる。一方、完成製品の表面が

【００１３】また、本発明の好ましい態様としては、高

非晶質層でない場合、押出成形、射出成形などの成形時

分子成形体が、可塑剤を含有することを特徴とする。

に、非晶質層を自由に形成することができる。非晶質層

【００１４】また、本発明の好ましい態様としては、可

の形成方法は、常法によるが、例えば、金型の温度低下

塑剤が、メタノール、イソプロパノール、アセトンから

速度を変化させて金型を急冷すると結晶はできにくくな

なる群から選択される少なくとも１種であることを特徴

り、アモルファス層、すなわち、非晶質層を厚く形成す

とする。

ることができる。

【００１５】

【００１９】非晶質層の厚さは、被着色物質の用途にも

【発明の実施の形態】本発明の着色方法は、二酸化炭素
の超臨界状態下において、顔料を高分子成形体に接触さ

より特に限定されない。なお、非晶質層の厚さが厚いほ
10

ど着色料が増し、濃い色の着色が可能となる。

せる。ここで、まず超臨界状態について説明する。超臨

【００２０】二酸化炭素の超臨界状態の温度は、好まし

界状態とは、ある物質の臨界温度を超えるといくら加圧

くは、高分子成形体のガラス転移温度以上、かつ、融点

しても液体とはならず、液体とも気体とも似つかない流

以下の温度である。ガラス転移点以上としたのは、ガラ

体状態をいう。通常は、温度、圧力とも臨界値を超えた

ス転移点以下であると樹脂中へのマイクロボイドへの吸

領域での状態を超臨界状態と呼ぶ。図10は、二酸化炭素

着機構が支配的になり、CO2圧力及び着色物質の温度を

の状態についての温度と圧力の関係を示す。二酸化炭素

上げても着色量が制限されるからであり、融点以下の温

では、固有の臨界温度31.1℃、臨界圧75.2kg/平方セン

度としたのは、高分子成形体の融点以上の温度では、高

チメートルを持つ。本発明の着色方法は、気体の二酸化

分子成形体自体が溶解し、成形体の形状を維持できなく

炭素では溶けない物質であっても、超臨界状態の二酸化

なるからである。超臨界状態の温度は、融点より10℃〜

炭素では溶けるようになることを利用したものである。

20

30℃低くすることが好ましい。高分子成形体の変形を防

【００１６】二酸化炭素を、超臨界状態として使用する

ぎ、かつ、着色にかかる操作時間をできるだけ短縮する

のは以下の利点があるためである。例えば、他の溶媒に

という観点から、より好ましくは、融点より15℃〜25℃

対して引火性の問題がない(不燃性)、環境中に有害に存

低い温度に設定する。

在しない、無臭性、化学的に不活性かつ安価であるなど

【００２１】なお、温度を適宜変更することにより、高

の理由による。高分子性成形体への顔料やその他超臨界

分子成形体に着色する着色層の厚みを制御することがで

二酸化炭素に溶け得る物質の樹脂への取り込まれ機構に

きる。

ついては、一般的には次のようになっていると考えられ

【００２２】超臨界状態での圧力は、高分子成形体の所

る。樹脂のTg以下（ガラス転移温度以下）では、高分子

望とする着色層の厚みに応じて、適宜変更することがで

鎖が動かないため、吸着機構が支配的であり、樹脂中に

きる。一般的には、一定温度であれば、圧力を上げるほ

存在するマイクロボイドに、はまり込むような形になる

30

ど、着色の効果が増す。圧力を適宜変更することによ

と考えらえる。Tｇ以上では、高分子鎖が移動しはじ

り、高分子成形体に着色する色の濃淡を制御することが

め、拡散機構が支配的になり、基本的にはCO2 圧力が上

できる。

げればCO2 の溶解量があがり同時にCO2 に溶解する物質の

【００２３】また、本発明の着色の対象となる高分子成

着色量も上がる。着色の速度は、ポリマー中への当該物

形体は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネ

質の拡散係数に依存して決まると考えられる。拡散係数

ート、ポリスチレン、ポリ乳酸、ポリエチレンテレフタ

は、ポリマーの移動度により当然異なる。移動度は、温

レート(PET)、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル、フッ素樹

度を上げれば上げるほど向上する。したがって、着色時

脂からなる群から選択される少なくとも1種の材料を用

間の短縮化には温度が重要な操作因子となる。

いることができる。

【００１７】また、本発明の着色方法においては、二酸
化炭素の超臨界状態下、すなわち、圧力が75.2kg／平方

【００２４】また、着色対象となる高分子成形体には、
40

可塑剤を含めることもできる。可塑剤は、高分子成形体

センチメートル以上であって、温度が31.1℃以上であれ

のガラス転移点を下げる作用が有る。したがって、ガラ

ば、特に限定されるものではない。

ス移転の高い成形体については、可塑剤を混入すること

【００１８】本発明の着色対象となる高分子成形体は、

により、低温でも着色が可能となる。これによって、高

少なくとも着色される表面に非晶質層を有する。高分子

分子成形体を高温にすることなく着色できるので、余分

成形体の少なくとも着色表面に非晶質層を有していれば

な熱エネルギーを浪費することもない。

足り、高分子成形体の内部等全ての部分に非晶質層を有

【００２５】可塑剤としては、メタノール、イソプロパ

する必要はない。これは、超臨界二酸化炭素流体が、結

ノール、アセトン等の有機溶剤を挙げることができる。

晶質より非晶質層に拡散し易いという性質を利用したも

高分子成形体のガラス転移温度を効果的に下げ、超臨界

のである。高分子成形体からなる完成製品の表面が、既

CO2 溶け出す量が少ないという観点から、アセトンが好

に非晶質となっている場合には、そのまま本発明の着色

50

ましい。
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【実施例】ここで、本発明の一実施例を説明するが、本

いる。オートクレーブ内の圧力は、デジタル圧力計７で

発明は、下記の実施例に限定して解釈されるものではな

コンピュータに記録できるようになっている。オートク

い。

レーブ内の圧力は、気体のパージラインのバルブでマニ

【００２６】実施例１
顔料として、Disperse Blue14 (C1 6 H1 4 N2 O2

ュアル調節することができる。オートクレーブ内の温度
含有量95

を熱電対２で測定しコンピュータに記録できるようにな

％)を用いた。高分子成形体の材料として、ポリプロピ

っている。オートクレーブ内の温度は、シリコンオイル

レン１(融点160〜170℃、住友化学)、ポリプロピレン２

バス９の温度を制御することにより調節できるようにな

(融点150℃〜160℃、モンテル)、ポリエチレン１(融点1

っている。

25〜130℃、昭和電工)、ポリエチレン２(融点125〜130
℃、昭和電工)及びポリスチレン(ガラス転移点100〜110

【００２８】着色の手順について説明する。まず、高分
10

子成形体(ホットプレス法で作成したポリプロピレン／

℃、住友化学)を用いた。

ポリエチレン／ポリスチレン等の板（厚さ8mm）及びシ

【００２７】以下、図1の装置を用いて着色する場合に

ート)をオートクレーブに入れる。各高分子成形体の性

ついて説明する。図1は、二酸化炭素ボンベ５を連結し

質を以下の表1に示す。

たオートクレーブ１によるバッチ式の着色装置である。

【００２９】

温浴６で30℃に保たれた二酸化炭素容器から、配管にて

【表１】

オートクレーブに超臨界流体を供給できるようになって

【００３０】次に、顔料を石英ガラスの容器に入れてオ

界状態にする。そして着色された材料を取り出す。

ートクレーブ内に置く。その際、高分子樹脂とを接触さ

【００３２】処理前後の高分子成形体の色の濃さ及び着

せる必要はない。さらに、ボンベからオートクレーブに

色層の深さを観察した。着色層の深さをより明確にする

二酸化炭素を供給する。オートクレーブ内を所定の温

ため、温度を下げる前に急減圧操作を行い、高分子を発

度、所定の圧力にする。温度は、ガラス転移温度よりも

泡させることにより成形体内部への着色層の深さを観察

高く、かつ、結晶性高分子樹脂の融点より20℃程度低い

した。下記表２に結果を示す。

温度で設定する。所定の温度、所定の圧力で一定時間保

【００３３】

持する。

30

【表２】

【００３１】その後、温度を下げてから、減圧して非臨

【００３４】実験1、2の着色結果を図3(ａ)、(ｂ)に示
す。図3は、ポリプロピレンの着色前と超臨界状態下で

(ａ)は、着色したポリスチレンを発泡させたものの着色
40

状況を示す。ポリスチレンは表面のみが着色されてい

の着色状況を示す。但し、着色体は、内部の状態を見る

る。

ために裁断されている。

【００３７】これらの結果から明らかなように、本発明

【００３５】図4は、ポリエチレンの着色前と超臨界状

の着色方法によって高分子成形体が良好に着色されたこ

態下での着色状況を示す。着色前のポリエチレン1及び

とが分かる。

ポリエチレン2を、それぞれ、図4(ｅ)及び図4(ｆ)に示

【００３８】実施例２

す。実験３，４，６及び７の着色結果を図4(ａ)、

実施例１と同様の顔料を用いて、実施例１のポリプロピ

(ｂ)、(ｃ)及び(ｄ)に示す。実験４の着色結果につい

レン１を、図2の装置を用いて着色した。

て、内部の状態を見るために裁断したものを図5(ｃ)に

【００３９】着色方法を、図２の装置を用いて説明す

示す。

る。図２は、流通式/バッチ式切り換え可能な着色装置

【００３６】実験5の着色結果を図5(ａ)に示す。図5
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を示す図である。
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【００４０】まず、サイホン式二酸化炭素ボンベ５を使

ブ内へ顔料を含んだ超臨界二酸化炭素流体を供給する。

い、ピストン式ポンプ１３にて、二酸化炭素を液体の状

【００４１】一定時間保持した後、減圧する。これによ

態で加圧する。加圧した液体の二酸化炭素を恒温室１４

って、材料の表面は顔料で着色される。なお、オートク

を通してガス化し、超臨界状態の二酸化炭素流体とす

レーブ内の圧力は、デジタル圧力計でコンピュータに記

る。顔料の入ったチャンバー１５内へ超臨界状態の二酸

録できるようになっている。また、オートクレーブ内の

化炭素を通過させ、顔料を超臨界二酸化炭素流体に溶か

温度は，マイクロヒータで制御する。結果を表3に示

す。オートクレーブ１内の温度を所定温度にする。実際

す。

には、温度は、高分子成形体のガラス転移温度よりも高

【００４２】

く、かつ、結晶性高分子樹脂の融点より20℃程度低い範
囲で設定した。高分子成形体の設置されたオートクレー

【表３】
10

【００４３】図5(ｂ)に、実験８の着色写真を示す。図5

ことが可能である。

は、ポリプロピレン1の発泡させた着色状態を示す。こ

【００５１】

の着色写真により、ポリプロピレンが中まで着色されて

【発明の効果】本発明の着色方法によれば、少ない顔料

いるのが分かる。

で高分子成形体の着色を行うことができ、顔料の無駄が

【００４４】

なく経済的にも有利な効果を奏する。

【実施例３】図1の装置を用いて、種々の市販の高分子

【００５２】また、本発明の着色方法によれば、超臨界

成形体に本発明の着色方法を適用した場合について試験

20

二酸化炭素が、複雑な製品の内部にまで浸透するので、

をした。市販の高分子成形体には、メタノール、イソプ

複雑な製品であっても均一に着色することができるとい

ロパノール、アセトン等の可塑剤を含むものを選択し

う有利な効果を奏する。

た。

【図面の簡単な説明】

【００４５】対象製品として、プラモデル（登録商

【図１】

標）、しょう油入れ、ポリプロピレン１を用いた。結果

クレーブによるバッチ式の着色装置を示す図である。

を表４に示す。プラモデル1及び2は、ポリスチレン製の

【図２】

プラモデルである(バンダイより入手可能)。しょう油入

装置を示す図である。

れは、ポリエチレン製である。

【図３】

【００４６】

態下での着色状況を示す図である。

【表４】
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【図４】

図1は、二酸化炭素ボンベを連結したオート
図2は、流通式/バッチ式切り換え可能な着色
図3は、ポリプロピレンの着色前と超臨界状
図4は、ポリエチレンの着色前と超臨界状態

下での着色状況を示す図である。
【図５】

図5(ａ)は、着色したポリスチレンを発泡さ

せたものの着色状況を示す図である。図5(ｂ)は、ポリ
プロピレン1の発泡させた着色状態を示す図である。図
５(ｃ)は、内部の状態を見るために、実験４の着色材料
【００４７】結果を図６〜図９に示す。図６は、実験９

の裁断した断面を示す。

の着色状態を示す図である。プラモデル１の頭部を赤か

【図６】

図６は、実験９の着色状態を示す図である。

ら青に着色したものである。プラモデルは、可塑剤を含

【図７】

図７は、実験１０の着色状態を示す図であ

んでいるため、ガラス転移点が低く、低温でも着色が可
能であることが分かる。

る。
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【図８】

図８は、実験１１の着色状態を示す図であ

【００４８】図７は、実験１０の着色状態を示す図であ

る。

る。プラモデル２の脚部を白から水色に着色したもので

【図９】

ある。やはり低温で着色可能であるが、プラモデルの耐

る。

熱温度が低いため、若干の変形を伴った。

【図１０】

【００４９】図８は、実験１１の着色状態を示す図であ

と圧力の関係を示す図である。

る。しょう油入れの本体だけを着色したものである。し

【符号の説明】

ょう油入れの耐熱温度は８５℃である。

１．オートクレーブ

【００５０】図９は、実験１２の着色状態を示す図であ

２．熱電対

る。このように同じ材料からなる成形体であっても、保

３．高分子成形体

持時間、圧力、温度を適宜設定することにより着色する

50

４．顔料

図９は、実験１２の着色状態を示す図であ
図10は、二酸化炭素の状態についての温度

( 6 )
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５．ガスボンベ

１２．温度調節器

６．温浴

１３．ポンプ

７．圧力計

１４．恒温室

８．バルブ

１５．顔料用チャンバー

９．温浴

１６．パージ

１０．ヒーター

１７．リストリクター

１１．攪拌器
【図１】

【図２】

【図１０】

( 7 )

【図３】

【図８】
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【図４】
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【図５】

特開２００２−１０５２２８

( 10 )

【図６】
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【図７】
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【図９】
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