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(54)【発明の名称】多孔質材料表面を親水性化する乾式表面処理方法
(57)【要約】
【課題】

この乾式表面処理方法は，多孔質材料の表面

を大気圧プラズマを用いる親水性化し，乾燥工程や廃液
処理工程を排除し，コストダウンをはかる。
【解決手段】

この乾式表面処理方法は，酸化エチレ

ン，メタクリル酸等の親水性ビニルモノマーを，大気圧
プラズマ重合法によって疎水性ポリエチレンフィルム等
の多孔質材料表面上でそのポリマーを生成させ，前記多
孔質材料表面上に前記ポリマーの被覆層を生成して前記
多孔質材料表面を親水性化にする。
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【特許請求の範囲】

液を用いる場合には，必然的に乾燥工程と廃水処理が必

【請求項１】

酸化エチレン，メタクリル酸等の親水性

要になる。水を用いる場合には，蒸発熱は非常に大きい

ビニルモノマーを大気圧プラズマ重合法によって多孔質

ため，膨大な熱量が必要となる。従って，シート状多孔

材料表面上でそのポリマーを生成させ，前記多孔質材料

質表面を親水性化した材料を乾燥させるのに，多量のエ

表面上に前記ポリマーの被覆層を生成して前記多孔質材

ネルギーを必要とし，また，廃液が生じるので，その廃

料表面を親水性化にすることから成る多孔質材料表面を

液処理に多大なコストがかかることになる。また，シー

親水性化する乾式表面処理方法。

ト状多孔質表面を親水性化するのに，火炎処理を行う場

【請求項２】

合には，火災等の危険性が非常に大きい。更に，コロナ

前記大気圧プラズマ重合に商用交流電源

周波数を使用することから成る請求項１に記載の多孔質
材料表面を親水性化する乾式表面処理方法。
【請求項３】

放電処理の場合には，その処理効果の持続性が短いた
10

め，処理後の経過時間の影響が非常に大きくなる。

二酸化炭素，窒素ガス等の不活性ガスを

【０００６】ところで，プラズマは，正電気を帯びた粒

用いることにより，ペニング効果を利用することから成

子と，負電気を帯びた粒子とがほぼ同じ密度で，ほぼ電

る請求項１又は請求項２に記載の多孔質材料表面を親水

気的中性を保って分布している粒子集団のことであり，

性化する乾式表面処理方法。

気体プラズマは，熱電離プラズマ，直流放電プラズマ，

【請求項４】

高周波加熱プラズマ等があり，加熱により発生する。プ

前記多孔質材料は，疎水性のポリエチレ

ンフィルムであることから成る請求項１〜３のいずれか

ラズマを発生させる最も容易な方法は，気体放電であ

１項に記載の多孔質材料表面を親水性化する乾式表面処

り，発生したプラズマは，電子温度と気体温度の平衡状

理方法。

態から大別して，平衡プラズマと非平衡プラズマに分か

【発明の詳細な説明】

れる。平衡プラズマは，電子温度と気体温度が一致した

【０００１】

20

プラズマであり，また，非平衡プラズマは，低温プラズ

【発明の属する技術分野】この発明は，シート状材料等

マと称され，気体温度が常温に近く，高い電子温度にも

の多孔質材料表面をプラズマを用いて親水性化する多孔

かかわらず，化学的に利用されている。

質材料表面の乾式表面処理方法に関する。

【０００７】一般的な気体モノマーであるエチレンを放

【０００２】

電雰囲気とし，プラズマ処理を行うと，エチレン重合膜

【従来の技術】従来，疎水性材料の例としてのポリエチ

が堆積することは既に知られている。プラズマＣＶＤ

レンでは，その表面の親水性化は，混酸を塗布すること

は，反応性ガスの放電によって薄膜を合成する方法であ

によって行われたり，又は材料表面を火炎処理によって

り，一般的に減圧下で行われることが多く，これは生成

行われている。また，シート状材料は，コロナ放電処理

ラジカルの寿命及び活性種の平均自由行程の関係から，

によって材料表面が親水性化されている。

ＣＶＤの効率を上げるためである。しかしながら，減圧

【０００３】従来，プラズマＣＶＤ膜の形成方法は，例

30

ＣＶＤでは，高価な密封減圧装置を必要とする設備的な

えば，特開平５−２８７００７号公報に開示されてい

問題がある。大気圧ＣＶＤは，アーク放電への移行の頻

る。該公報に開示されたものは，大気圧近傍の圧力下で

度が高く，電極板の改良等によるアーク放電への移行回

グロー放電を発生させる第１領域とモノマーガスを導入

避法が発表され，安定したグロー放電下での処理が可能

し，基体上にプラズマＣＶＤ膜を形成させる第２領域と

になった。また，プラズマＣＶＤの電源周波数は，数ｋ

を別個に画成し，第１領域で不活性ガス雰囲気下でグロ

Ｈｚから数百ＭＨｚのラジオ波がほとんどである。周波

ー放電を発生させ，グロー放電により活性化したガスを

数の増加により処理気体温度が上昇するため，高温で劣

モノマーガス雰囲気下の第２領域に導入して該第２領域

化する有機材料では低い周波数が望ましいと考えられ

においてプラズマＣＶＤ膜を形成させるものであり，大

る。

気圧グロー放電を用いて放電電極の電極間距離に制約さ
れることなく，所望の大きさの立体的な基体上にプラズ

【０００８】
40

【課題を解決するための手段】この発明の目的は，上記

マＣＶＤ膜を形成させるものである。

の課題を解決することであり，シート状の多孔質材料の

【０００４】また，特開平６−４１２１４号公報に開示

表面を親水性化するため，大気圧プラズマ重合を利用し

されたプラズマ開始重合法は，モノマーを含む蒸気にイ

た乾式法を用いて多孔質材料表面に被覆層を形成させ，

オン化ガスプラズマを発生させることにより，該モノマ

従来のような湿式法での乾燥工程を不要にし，廃液を生

ーの重合を開始させ，プラズマの非存在下で重合の大部

じさせることなく廃液処理を不要にすると共に，乾燥に

分を完結させるものであり，イオン化ガスプラズマの発

要するエネルギーを不要にした多孔質材料表面を親水性

生を０．２〜３気圧の圧力で行うものである。

化する乾式表面処理方法を提供することである。

【０００５】

【０００９】この発明は，酸化エチレン，メタクリル酸

【発明が解決しようとする課題】しかしながら，シート

等の親水性ビニルモノマーを大気圧プラズマ重合法によ

状多孔質表面を親水性化するため，媒体を用いた混酸溶
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って多孔質材料表面上でそのポリマーを生成させ，前記

( 3 )

特開２００３−６４２０７

3

4

多孔質材料表面上に前記ポリマーの被覆層を生成して前

る。

記多孔質材料表面を親水性化にすることから成る多孔質

【００１９】この乾式表面処理方法によって生成させた

材料表面を親水性化する乾式表面処理方法に関する。

親水性化の多孔質材料表面について，処理後２４時問を

【００１０】この乾式表面処理方法は，前記大気圧プラ

経過した試料に対して，液滴法によって２０°Ｃで接触

ズマ重合に商用交流電源周波数を使用するものである。

角を測定した。プラズマ処理電圧は，短時問で処理効率

【００１１】また，この乾式表面処理方法は，二酸化炭

を上げるために，なるべく高い電圧で処理したかった

素，窒素ガス等の不活性ガスを用いることにより，ペニ

が，高電圧ほど処理時間の経過と共に，火花放電に移行

ング効果を利用するものである。

した。そのため，６０分まで処理可能な最高電圧を試験

【００１２】前記多孔質材料は，疎水性のポリエチレン
フィルムあるいは不織布である。

した結果，上記表面処理装置では，１２．７５ｋＶが可
10

能な最高電圧であることが分かった。接触角測定の結

【００１３】この乾式表面処理方法は，上記のように構

果，処理時問とともに材料による湿潤性は，大きく減少

成したので，二枚の上下の電極板を平行に配置して，そ

した。また，材料表面自由エネルギーは，処理時間に伴

の間に処理される材料を設置し，気相にて反応物質を送

い減少した。この変化は，水素結合成分と極性力成分の

ることにより大気圧プラズマ重合を行い，材料表面にポ

減少に起因している。親水性要因である水素結合成分の

リエチレンオキシド等の親水性高分子の被覆層を形成

大きな減少は，材料表面が処理により疎水性表面に変化

し，材料表面の親水性化を行うことができる。

していることを示している。

【００１４】また，この乾式表面処理方法は，表面処理

【００２０】この乾式表面処理方法は，大気圧プラズマ

の方法を根本的に変更し，水等の液媒体を使用しない方

重合を行い，疎水性のポリエチレンフィルム等の多孔質

法で，材料表面を親水性化するので，乾燥のための消費

材料表面上で生成させることによって，その材料表面に

熱量を低減すると共に，廃液の発生を防止して廃液処理
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ポリエチレンオキシド，ポリアクリル酸等の親水性被膜

工程を排除し，製造コストを低減できる。

層が形成され，親水性化にすることができる。

【００１５】

【００２１】この乾式表面処理方法を達成するための乾

【発明の実施の形態】以下，図面を参照して，この発明

式表面処理装置としての電極部は，図１に示すように構

による多孔質材料表面を親水性化する乾式表面処理方法

成した。電極部は，上側電極板１と下側電極板２との間

を説明する。図１はこの発明による乾式表面処理方法を

の電極間の距離Ｌを５．５ｍｍ〜６ｍｍ程度に設定し，

達成するための乾式表面処理を示す概略説明図，及び図

上側電極板１に上側のガラス板３を接して配置し，下側

２は処理時間に対する表面自由エネルギーの変化を示す

電極板２に下側のガラス板４を接して配置した。下側の

グラフである。

ガラス板４上には，試料としてシート状の多孔質材料５

【００１６】この多孔質材料表面を親水性化する乾式表

を設置した。本試験では，バッチ式で行った。試料幅

面処理方法は，酸化エチレン，メタクリル酸等の親水性

30

は，電極幅に規制されるが，試料を定速で移動させれ

ビニルモノマーを大気圧プラズマ重合法によって多孔質

ば，長さ方向の制限はほとんど無いものである。

材料表面上でそのポリマーを生成させ，前記多孔質材料

【００２２】この乾式表面処理装置は，具体的には，電

表面上に前記ポリマーの被覆層を生成して前記多孔質材

極板としてＳＵＳ３０４製平板（１１０×８０ｍｍ）を

料表面を親水性化することから成るものである。また，

使用し，電極１，２の間の距離を５．５ｍｍ〜６ｍｍ程

この乾式表面処理方法は，前記大気圧プラズマ重合に商

度に設定した。上下の電極板１，２を板厚０．５ｍｍの

用交流電源周波数を使用するものである。更に，この乾

上下のガラス板３，４で覆い，上側電極板１と下側電極

式表面処理方法は，二酸化炭素，窒素ガス等の不活性ガ

板２の間にプラズマ放電領域６を形成して放電セルを構

スを用いることにより，ペニング効果を利用するもので

成した。上記放電セルを横置きガラス円筒（図示せず）

ある。
【００１７】この乾式表面処理方法は，シート状のポリ

内に入れ，雰囲気を不活性ガスで調整した。電源トラン
40

ス等の設備は，従前のコロナ放電装置をそのまま利用し

エチレンの表面を親水性化に応用した実施例であり，酸

た。ＣＶＤガスには，酸化エチレンを用いた。

化エチレンの大気圧プラズマ重合を９〜１５ｋＶ，６０

【００２３】また，混合ガスの場合に，酸化エチレン濃

Ｈｚで，１０分まで行うことにより，ポリエチレン表面

度低下にもかかわらず親水性化がより進行したことに

での水の接触角を８０度から５０度に下げることができ

は，放電プラズマによって活性化されたＣＯ2 ，Ｎ2 等

た。

の不活性ガスが酸化エチレン分子に励起，電離エネルギ

【００１８】図２には，酸化エチレンと二酸化炭素の混

ーを受け渡すこと（即ち，ペニング効果）によって，酸

合ガス雰囲気中でのポリエチレンフィルムの表面自由エ

化エチレン分子の不飽和結合がより容易に開裂したため

ネルギーの変化を示したグラフであり，処理電圧として

であり，二酸化炭素又は窒素混合で挙動が異なるのは，

は，三角印が９．０ｋＶであり，四角印が１３．５ｋＶ

二酸化炭素，窒素ガスのイオン化ポテンシャルの違いに

であり，また，丸印が１５．０ｋＶの場合を示してい

50

よるものであると考えられた。
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【００２４】

【図１】この発明による紙等の多孔質材料表面を乾式親

【発明の効果】この発明による乾式表面処理方法は，上

水性化する表面処理方法を達成するための表面処理装置

記のように構成したので，多孔質材料の表面を親水性化

における電極部の一実施例を示す概略説明図である。

させるのに，大気圧プラズマ重合法によって乾式で行う

【図２】多孔質材料表面を親水性化した時の表面自由エ

ことができ，湿式法での乾燥工程及び廃液処理が不要と

ネルギーの変化を示すグラフである。

なり，それらの設備投資が不要になり，コストダウンを

【符号の説明】

はかることができる。また，この乾式表面処理方法は，

１

上側電極板

従来のような火炎を用いて親水性化するものでないの

２

下側電極板

３

上側のガラス板

４

下側のガラス板

は，大気圧プラズマを用いるので，高真空設備を必要と

５

試料（多孔質材料）

せず，設備コストを大幅に低減できる。

６

プラズマ放電領域

で，火災の危険性がなく，処理後の効果が経過時間と共
に変化することがない。更に，この乾式表面処理方法
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【図面の簡単な説明】
【図１】

【図２】
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