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(57)【要約】

（修正有）

【課題】メッキ層が剥がれにくい、ポリオレフィンのメ
ッキ成形体の製造方法を提供する。
【解決手段】共重合体を分散させたメッキ助剤液に、ポ
リオレフィン成形体を接触させて、表面に前記共重合体
を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、ナノ金属層
を設ける表面触媒化工程と、無電解メッキ処理すること
で、メッキ層を設けるメッキ処理工程とを有し、前記ポ
リオレフィン成形体が、リサイクルポリオレフィンを含
有するポリオレフィン成形体であり、前記共重合体が、
側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メ
タ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエ
ーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン及
び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノ
マーに由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する
構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体で
ある、ポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフィン成形体の表面に設けられた共重合体層と
、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属層と、前記ナノ金属層の上に設けられたメッ
キ層とを有するポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法であって、
共重合体を分散させたメッキ助剤液に、前記ポリオレフィン成形体を接触させて、前記
ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、
前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、
前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理することで、
前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程と
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を有し、
前記ポリオレフィン成形体が、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成
形体であり、
前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位
（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であ
ることを特徴とする、ポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
【請求項２】
前記表面修飾工程において、８０℃以上の前記メッキ助剤液に前記ポリオレフィン成形
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体を接触させる請求項１に記載のポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
【請求項３】
前記構成単位（Ｂ）が、オキシアルキレン構造またはアミン構造を側鎖に有する請求項
１または２に記載のポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
【請求項４】
前記構成単位（Ｂ）が、キレート構造を側鎖に有する請求項１〜３のいずれかに記載の
ポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
【請求項５】
前記共重合体が、前記構成単位（Ａ）のブロックと、前記構成単位（Ｂ）のブロックを
有するブロック共重合体である請求項１〜４のいずれかに記載のポリオレフィンのメッキ
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成形体の製造方法。
【請求項６】
前記ポリオレフィン成形体がリサイクルポリオレフィンの成形体であり、ポリエチレン
を６０質量％以上含有するものである請求項１〜５のいずれかに記載のポリオレフィンの
メッキ成形体の製造方法。
【請求項７】
ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフィン成形体の表面に設けられた共重合体層と
、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属層と、前記ナノ金属層の上に設けられたメッ
キ層とを有するポリオレフィンのメッキ成形体であって、
前記ポリオレフィン成形体が、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成
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形体であり、
前記共重合体層に含まれる共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有す
る、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル
、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマ
ーに由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）
とを含む共重合体であることを特徴とする、ポリオレフィンのメッキ成形体。
【請求項８】
共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレ
フィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重
合体層を設ける表面修飾工程と、
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前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、
前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理することで、
前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程と
を有し、
前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位
（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であ
る、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体をメッキする方法。
【請求項９】
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共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレ
フィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重
合体層を設ける表面修飾工程と、
前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、
前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理することで、
前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程と
を有し、
前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位
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（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であ
る、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に電気伝導性を付与する
方法。
【請求項１０】
共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレ
フィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重
合体層を設ける表面修飾工程と、
前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、
前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理することで、
前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程と
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を有し、
前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位
（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であ
る、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に抗菌性を付与する方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、ポリオレフィンのメッキ成形体およびその製造方法に関する。また、本発明
は、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体をメッキする方法、およ
び、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に電気伝導性または抗菌
性を付与する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
プラスチック樹脂へのメッキは、製品の外観を高級化させたり、耐熱性、耐擦過性、耐
衝撃性、耐候性などの機械的性質等を向上させるために従来広く行われている。これらの
従来のメッキは、一般的に、ＡＢＳ樹脂、ナイロン（ポリアミド）樹脂などの樹脂へのメ
ッキに限られていた。これは、プラスチック樹脂等にメッキを行うためには、プラスチッ

50

(4)

JP 2020‑84220 A 2020.6.4

ク樹脂の表面をメッキが密着しやすくなるように予め表面処理しておく必要があり、その
表面処理に適した樹脂が限られていたためである。
【０００３】
プラスチック樹脂へのメッキすることで、金属光沢調の種々の製品を作ることができる
。また、プラスチック樹脂へメッキし、プリント配線基板のような製品を作れば、金属メ
ッキ層の金属としての特徴と、基板のプラスチックとしての特徴とを活用することができ
る。このように、プラスチック樹脂へのメッキは、様々な用途が期待される。
しかし、ポリエチレンへのメッキについては、ＡＢＳ樹脂等へのメッキを行う技術を転
用することが難しい。ポリエチレンへのメッキは、プラズマ照射などによるエッチングを
施しメッキ処理を行う手法等が検討（例えば、非特許文献１〜２）されているが、十分に
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は実用化や市販化に至っていない。
【０００４】
これは、ポリエチレンが強酸・強アルカリに耐性を有するため、その表面が粗化されに
くくメッキに適した状態に改質しにくいことによるものと考えられている。さらには、ポ
リエチレンは極性構造を持たないことからもメッキを行いにくい。
そのため、プラズマ照射などを施すことにより、ポリエチレンにメッキができる可能性
が示唆されることもあるが、成形品全体への影響も大きく採用しにくかったり、成形品の
形態によっては表面改質される場所を調整しにいという問題があった。また、メッキがで
きても表面状態が不均一なため部分的なメッキとなったり、均質性が低いという問題があ
20

った。
【０００５】
一方、本発明者らは、特定の共重合体を溶媒に分散させメッキ助剤液を調製する助剤液
調製工程と、前記メッキ助剤液に、樹脂成形品を接触させて前記樹脂成形品の表層に前記
共重合体の層を設ける表層修飾工程と、前記共重合体の層が設けられた樹脂成形品を、ナ
ノ金属分散液に接触させて前記共重合体層にナノ金属層を設ける表層触媒化工程と、前記
ナノ金属層が設けられた樹脂成形品を、無電解メッキ処理することで、前記ナノ金属層を
介して樹脂成形品にメッキ処理層を設けるメッキ処理工程とを有することを特徴とする樹
脂成形品のメッキ処理方法を開示している（特許文献１）。
【先行技術文献】

30

【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１８−８０３２９号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】X. P. ZOU, E. T. KANG*, and K. G. NEOH ,

PE Adhesion Enhancemen

t of Evaporated Copper on HDPE Surface Modified by Plasma Polymerization of Glyc
idyl Methacrylate.

, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, OCTOBER 2001, Vol. 41, No

. 10
【非特許文献２】JU‑SHIK KONG, DONG‑JIN LEE, HAN‑DO KIM ,
of Low‑DensityPolyethylene (LDPE)

PE SurfaceModification

, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 8
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2, 1677‑1690 (2001)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
特許文献１に記載のメッキ処理方法は、従来メッキ処理が困難と言われていたポリエチ
レン系樹脂にもメッキ処理を行うことができ有用である。しかしながら、メッキ層と樹脂
との接着性の更なる向上が求められる用途もあり、改良の余地があった。
【０００９】
かかる状況下、本発明の目的は、メッキ層が剥がれにくい、ポリオレフィンのメッキ成
形体およびその製造方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の発明が上記目的に合
致することを見出し、本発明に至った。
【００１１】
すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
＜１＞

ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフィン成形体の表面に設けられた共重

合体層と、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属層と、前記ナノ金属層の上に設けら
れたメッキ層とを有するポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法であって、共重合体を
分散させたメッキ助剤液に、前記ポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィ
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ン成形体の表面に前記共重合体を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合体
層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン
成形体を、無電解メッキ処理することで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成
形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程とを有し、前記ポリオレフィン成形体が、リサイ
クルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体であり、前記共重合体が、側鎖に炭
素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミ
ド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンか
らなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有
する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であることを特徴とする、ポリ
オレフィンのメッキ成形体の製造方法。
＜２＞
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前記表面修飾工程において、８０℃以上の前記メッキ助剤液に前記ポリオレフ

ィン成形体を接触させる＜１＞に記載のポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
＜３＞

前記構成単位（Ｂ）が、オキシアルキレン構造またはアミン構造を側鎖に有す

る＜１＞または＜２＞に記載のポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
＜４＞

前記構成単位（Ｂ）が、キレート構造を側鎖に有する＜１＞から＜３＞のいず

れかに記載のポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法。
＜５＞

前記共重合体が、前記構成単位（Ａ）のブロックと、前記構成単位（Ｂ）のブ

ロックを有するブロック共重合体である＜１＞から＜４＞のいずれかに記載のポリオレフ
ィンのメッキ成形体の製造方法。
＜６＞

前記ポリオレフィン成形体がリサイクルポリオレフィンの成形体であり、ポリ
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エチレンを６０質量％以上含有するものである＜１＞から＜５＞のいずれかに記載のポリ
オレフィンのメッキ成形体の製造方法。
【００１２】
＜７＞

ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフィン成形体の表面に設けられた共重

合体層と、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属層と、前記ナノ金属層の上に設けら
れたメッキ層とを有するポリオレフィンのメッキ成形体であって、前記ポリオレフィン成
形体が、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体であり、前記共重合
体層に含まれる共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）
アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン
、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来す
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る構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共
重合体であることを特徴とする、ポリオレフィンのメッキ成形体。
【００１３】
＜８＞

共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有する

ポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を
含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒
化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理する
ことで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処
理工程とを有し、前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（
メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロ
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キサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに
由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを
含む共重合体である、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体をメッ
キする方法。
＜９＞

共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有する

ポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を
含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒
化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理する
ことで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処
理工程とを有し、前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（
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メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロ
キサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに
由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを
含む共重合体である、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に電気
伝導性を付与する方法。
＜１０＞

共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有す

るポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体
を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触
媒化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理す
ることで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ
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処理工程とを有し、前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、
（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シ
ロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマー
に由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）と
を含む共重合体である、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に抗
菌性を付与する方法。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、メッキ層が剥がれにくい、ポリオレフィンのメッキ成形体およびその
製造方法が提供される。
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また、本発明によれば、リサイクルポリオレフィンを含有する成形体であっても、その
表面をメッキ層で被覆するため、得られるポリオレフィンのメッキ成形体に金属光沢を付
与することができ、その色調により利用用途が限定されていたリサイクルポリオレフィン
の用途の拡大が可能である。さらに、電気伝導性、抗菌作用などを付与することができ、
リサイクルポリオレフィンの高付加価値化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の製造方法の一例を示す図である。
【図２】本発明の製造方法の他の一例を示す図である。
【図３】本発明の製造方法の他の一例を示す図である。
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【図４】本発明の製造方法の他の一例を示す図である。
【図５】基材として用いたリサイクルポリエチレンフィルム（未処理品）と実施例２のポ
リエチレンフィルム（２）（メッキ処理品）の写真である。
【図６】テープ剥離試験（１）後の実施例２のポリエチレンフィルム（２）とテープの写
真である。
【図７】テープ剥離試験（１）後の比較例１のポリエチレンフィルム（３）とテープの写
真である。
【図８】テープ剥離試験（２）後の実施例２のポリエチレンフィルム（２）とテープの写
真である。
【図９】テープ剥離試験（２）後の比較例１のポリエチレンフィルム（３）とテープの写
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真である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下に本発明の実施の形態を詳細に説明するが、以下に記載する構成要件の説明は、本
発明の実施態様の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を変更しない限り、以下の内
容に限定されない。
【００１７】
本発明は、ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフィン成形体の表面に設けられた共
重合体層と、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属層と、前記ナノ金属層の上に設け
られたメッキ層とを有するポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法であって、共重合体

10

を分散させたメッキ助剤液に、前記ポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフ
ィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合
体層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィ
ン成形体を、無電解メッキ処理することで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン
成形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程とを有し、前記ポリオレフィン成形体が、リサ
イクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体であり、前記共重合体が、側鎖に
炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルア
ミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレン
からなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を
有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であることを特徴とする、ポ
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リオレフィンのメッキ成形体の製造方法（以下、「本発明の製造方法」という）に関する
ものである。
【００１８】
本発明の製造方法の特徴は、金属メッキを施すための被処理物としてリサイクルポリオ
レフィンを含有するポリオレフィン成形体を用いることである。さらに、メッキ処理の前
に、特定の共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有する
ポリオレフィン成形体を接触させて、ポリオレフィン成形体の表面に、特定の共重合体を
含む共重合体層を設ける表面修飾工程を有することである。
【００１９】
本発明者らは、特定の共重合体で表面修飾したリサイクルポリオレフィンを含有するポ
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リオレフィン成形体を被処理物として用いることで、驚くべきことに、バージン品などの
リサイクルポリオレフィンを含有しないものにメッキ処理した場合と比較して、樹脂であ
るポリオレフィンと、形成されるメッキ層との接着性が著しく向上することを見出した。
【００２０】
リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィンを用いることでメッキ層の接着性
が向上する理由は限定するものではないが次のようなことが考えられる。
まず、リサイクル樹脂は、完全に単一の成分に分離することが困難である。リサイクル
ポリオレフィンは、通常、ポリエチレンとポリプロピレンの混合物であり、さらに、ポリ
オレフィンとは異種の樹脂（例えば、ポリスチレン）や、顔料等の無機物、不純物などが
混入している。

40

このリサイクルポリオレフィンに混入する顔料等の無機物は、ポリオレフィン成形体の
表面に微細な凹凸構造を形成したり、吸水性をわずかに示すと推測される。この表面の構
造や吸水性が、接着性の向上に寄与していると推測される。
また、メッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体を
接触させることで、リサイクルポリオレフィンに含まれる異種の樹脂や不純物などが溶出
し、ポリオレフィン成形体の表面に微細な凹凸構造を生じさせたり、クラックや細孔が生
じると推測される。その結果、アンカー効果を発揮し、ポリオレフィン成形体と、共重合
体層やメッキ層との接着性が向上するものと推測される。
【００２１】
また、本発明の製造方法では、ポリオレフィン成形体の表面を粗化するなどの処理を行
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わない場合でも、ポリオレフィン成形体と形成されるメッキ層との接着性を優れたものと
することができる。このため、メッキ層が剥がれにくい、ポリオレフィンのメッキ成形体
をより簡単に製造することができる。
【００２２】
また、本発明の製造方法では、ポリオレフィン成形体に、メッキされる金属の特性に応
じて種々の機能を付与することができる。意匠性の観点からは、グレイな色調により利用
用途が限定されていたリサイクルポリオレフィンを含有する成形体に金属光沢を付与でき
る。また、電気伝導性、抗菌作用などを付与することができ、リサイクルポリオレフィン
の高付加価値化が可能である。
ポリオレフィンは、リサイクルプラスチックとして使用すると、バージン品の特性と比
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べて破断強度や伸度などの力学特性が著しく低下しやすいため、多くの場合、サーマルリ
サイクルされ、焼却処分されているか、あるいは埋め立て処分されている。また、混入す
る顔料などによってリサイクルポリオレフィンはグレイな色調となっており、マテリアル
リサイクルする場合も、パレットや擬木等の限定的な用途に限定されている。本発明の製
造方法は、このようなリサイクルポリオレフィンの用途を拡大する方法としても有用であ
る。
【００２３】
また、本発明は、ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフィン成形体の表面に設けら
れた共重合体層と、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属層と、前記ナノ金属層の上
に設けられたメッキ層とを有するポリオレフィンのメッキ成形体であって、前記ポリオレ
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フィン成形体が、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体であり、前
記共重合体層に含まれる共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、
（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シ
ロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマー
に由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）と
を含む共重合体であることを特徴とする、ポリオレフィンのメッキ成形体（以下、「本発
明のポリオレフィンのメッキ成形体」という）に関するものである。
【００２４】
本発明のポリオレフィンのメッキ成形体の特徴は、特定の共重合体で表面修飾されたリ
サイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体の上にメッキ層を有することで
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ある。
このような構成とすることで、上記の通り、リサイクルポリオレフィンに含まれる異種
の樹脂や、顔料、不純物等の混入に起因して、ポリオレフィン成形体の表面は微細な凹凸
構造や吸水性を有するため、ポリオレフィン成形体と共重合体層やメッキ層との接着性が
向上していると推測される。
【００２５】
以下、本発明の製造方法で用いられるポリオレフィン成形体、共重合体について説明す
る。上記の通り、本発明の製造方法で用いられるポリオレフィン成形体は、リサイクルポ
リオレフィンを含有するポリオレフィン成形体（以下、単に、「ポリオレフィン成形体」
と記載する場合がある。）である。また、本発明の製造方法で用いられる共重合体は、側
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鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリ
ルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチ
レンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と、側鎖に金
属吸着能を有する構造を有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体（以下、「表面修飾用の
共重合体」と記載する場合がある。）である。
このポリオレフィン成形体および表面修飾用の共重合体は、本発明のポリオレフィンの
メッキ成形体においても、特徴的な構成要件となるものである。
【００２６】
（リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体）
本発明において、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体は、リサ
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イクルポリオレフィンを含有するポリオレフィンが任意の形状に成形されたものである。
なお、リサイクル（廃棄）ポリオレフィンとは、バージン品のペレットからポリオレフ
ィンを成形する工程で生じる廃棄物や不良品のようなプレコンシューマ品や、容器包装リ
サイクルプラスチック（いわゆる「容リプラ」）のような成形体として市場流通し、消費
された後に廃棄されるポリオレフィンの総称である。また、ポリオレフィンとは、ポリエ
チレンやポリプロピレン等のように、１位に二重結合をもつαオレフィンの重合で得られ
る結晶性を有する高分子である。
【００２７】
リサイクルポリオレフィンは２種以上のポリオレフィンを含むものとすることができる
。また、さらに、無機粉末、無機フィラー、ポリスチレン由来物、１，４−付加ブタジエ
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ンユニット由来物、ポリエチレンテレフタレート由来物、およびプラスチックからなる群
から選択される少なくとも１以上の成分を含むものとすることができる。
【００２８】
このようなリサイクルポリオレフィンとしては、例えば、容器包装プラスチックから製
造（再生）したポリエチレンまたはポリプロピレンが挙げられる。ポリエチレン（ＰＥ）
またはポリプロピレン（ＰＰ）の再生材料は、ＩＳＯ１８２６３に基づき、リッチ品や準
リッチ品に分類することができる。なお、リサイクルポリエチレンの場合、ポリエチレン
の純度が６０質量％以上８５質量％未満のものを準リッチ品、８５質量％以上のものをリ
ッチ品と呼び分類される。リサイクルポリプロピレンの場合、ポリプロピレンの純度が６
０質量％以上８５質量％未満のものを準リッチ品、８５質量％以上のものをリッチ品と呼
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び分類される。本発明では、リサイクルポリオレフィンは、リッチ品であっても準リッチ
品であってもよい。また、ポリエチレンとポリオレフィンのミックス品（６０質量％＞Ｐ
ＥまたはＰＰ≧４０質量％）を用いてもよい。
【００２９】
また、リサイクルポリオレフィンは、バージン品に比べて破断強度などの力学特性の低
下が少ないものが好ましく、特開２０１６−０４９７３６号公報や特開２０１７−１４８
９９７号公報に開示された製造方法を利用して製造されたものであることが好ましい。
【００３０】
また、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体は、リサイクルポリ
オレフィンを含有すれば、リサイクルポリオレフィンからなる成形体であっても、リサイ
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クルポリオレフィンと、バージン品のポリオレフィンとを含む成形体であってもよい。ま
た、リサイクルポリオレフィンは、顔料やポリオレフィンと異種の樹脂等を含むものであ
るため、本発明において、ポリオレフィン成形体は、ポリオレフィン以外の成分を含むも
のである。
メッキ層の接着がより良いものとするためには、リサイクルポリオレフィンを主成分と
することが好ましく、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体におけ
るリサイクルポリオレフィンの含有量は、５０質量％以上が好ましく、６０質量％以上が
より好ましい。その上限は、９５質量％以下や９２質量％以下、９０質量％以下であって
もよい。
【００３１】
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資源の有効活用の観点や接着性のより優れた表面構造としやすいことからは、ポリオレ
フィン成形体は、リサイクルポリオレフィンからなることが好ましく、例えば、ポリエチ
レンを６０質量％以上含有するリサイクルポリオレフィンからなることがより好ましい。
【００３２】
ポリオレフィン成形体の形状としては、特に限定されず、例えば、シート、板、繊維、
多孔質材料、各種部材などの成形体が挙げられる。
【００３３】
（表面修飾用の共重合体）
本発明において、表面修飾用の共重合体は、上記の通り、側鎖に炭素数８以上の長さの
アルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル
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、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれ
るいずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と、側鎖に金属吸着能を有する構造を有
する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体である。
構成単位（Ａ）の側鎖は、リサイクルポリエチレンに代表されるようなメッキ対象のポ
リオレフィン成形体と優れた接着性を示す。構成単位（Ａ）を介して表面修飾用の共重合
体がポリオレフィン成形体の表面に修飾されることで、構成単位（Ｂ）に起因する金属吸
着能をポリオレフィン成形体に付与することができる。
【００３４】
（構成単位（Ａ））
表面修飾用の共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）

10

アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン
、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来す
る構成単位（Ａ）を有する。
なお、ここで、本願において、「(メタ)アクリレート」とは、アクリレートおよびメタ
アクリレートの両者を意味する。同様に、「（メタ）アクリルアミド」とは、アクリルア
ミドおよびメタアクリルアミドの両者を意味する。
【００３５】
側鎖のアルカン鎖が結晶性を示す構造となりやすく、ポリオレフィン成形体と相互作用
しやすくなるため、構成単位（Ａ）は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する
、（メタ）アクリレートまたはαオレフィンのモノマーに由来する構成単位であることが

20

好ましい。
【００３６】
構成単位（Ａ）は、その側鎖に炭素数は８以上のアルカン鎖を有するものである。この
ような構成単位（Ａ）の側鎖の炭素数８以上のアルカン鎖としては、例えば、デシル基、
ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基（ステア
リル基）、ドコシル基（ベヘニル基）等が挙げられる。また、側鎖のアルカン鎖は、主鎖
に直接結合してもよく、エステル結合、アミド結合、エーテル結合、ベンゼン環等の連結
基を介して主鎖と結合してもよい。
【００３７】
結晶性を示しやすく、表面修飾用の共重合体とポリオレフィン成形体との相互作用をよ

30

り向上させることができるため、構成単位（Ａ）は、炭素数は１２以上のアルカン鎖を有
することが好ましく、１６以上のアルカン鎖を有することがより好ましい。なお、このア
ルカン鎖は直鎖状のアルカン鎖であることが好ましい。一方、その上限は、溶媒への分散
性等を考慮し、ポリオレフィンとの接着性を維持することができる範囲で適宜設定するこ
とができる。具体的な上限としては、現実的には５０以下が好ましく、４０以下がより好
ましく、３０以下がさらに好ましい。アルカン鎖が大きすぎると共重合体として適当な立
体構造がとれずポリオレフィン成形体への接着性が低下したり、溶媒への分散性が低下す
る。また、表面修飾用の共重合体を製造するための重合条件の設定が難しくなったりする
場合がある。
【００３８】
具体的には、構成単位（Ａ）は、以下の一般式（Ａ−１）または（Ａ−２）で表される
いずれかであることが好ましい。
【００３９】
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【化１】

10

【００４０】
一般式（Ａ−１）および（Ａ−２）において、Ｒa1は、水素原子またはメチル基を表す
。
【００４１】
一般式（Ａ−１）および（Ａ−２）において、Ｒa2は、炭素数８以上のアルキル基（炭

20

a2

素数８以上のアルカン鎖）を表す。上記の通り、Ｒ

は直鎖状のアルキル基であることが

a2

好ましい。また、Ｒ

で表されるアルキル基の炭素数は、１２以上が好ましく、１６以上

がより好ましい。また、その上限は、５０以下や４０以下、３０以下、２５以下などにす
ることができる。
【００４２】
一般式（Ａ−１）および（Ａ−２）において、ｎは２以上の整数である。ｎは、側鎖の
アルカン鎖の長さや構成単位（Ａ）および構成単位（Ｂ）の配列、構成単位（Ｂ）の重合
度等に応じて、ポリオレフィンとの接着性が維持できる範囲で適宜決定される。表面修飾
用の共重合体がブロック共重合体である場合、ｎは、２〜１，０００であることが好まし
く、５以上や、１０以上とすることがより好ましい。５以上や、１０以上とすることで、

30

側鎖が結晶性を有するものとなりやすく、より安定してポリオレフィン成形体と結合させ
ることができる。また、表面修飾用の共重合体がブロック共重合体である場合、構成単位
（Ａ）および構成単位（Ｂ）の効果が十分に得られる範囲で、ｎは、８００以下や、５０
０以下としてもよい。
【００４３】
表面修飾用の共重合体の原料となるモノマーの入手のしやすさや、重合条件の制御のし
やすさ、炭素数８以上のアルカン鎖同士の相互作用のしやすさなどの観点から、構成単位
（Ａ）は、一般式（Ａ−１）であることがより好ましい。
【００４４】
（構成単位（Ｂ））

40

表面修飾用の共重合体は、側鎖に金属吸着能を有する構造を有する構成単位（Ｂ）を有
する。
ここで「金属吸着能」とは、分子構造に極性基を有するために金属や金属イオンと吸着
特性を示したり、金属や金属イオンと化学結合したり、錯形成しやすい分子構造が共重合
体内に設けられ、その構造が被処理物（リサイクルポリエチレン成形体等）の表面に配置
されることで金属や金属イオンが担持され吸着・保持される性質を有することをいう。
【００４５】
構成単位（Ｂ）は、オキシアルキレン構造またはアミン構造を側鎖に有することが好ま
しい。より好ましくは、オキシアルキレン構造またはアミン構造を側鎖に有する、（メタ
）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサ
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ン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来
する構造である。
【００４６】
オキシアルキレン構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）としては、オキシアルキレン基を
側鎖に有する構造が挙げられる。なお、オキシアルキレン基とは、「−（ＣpＨ2p−Ｏ）
−」（ｐは１以上の整数である）で表される２価の基である。例えば、一般式（Ｘ）で表
される置換基を側鎖に有するものとすることができる。また、一般式（Ｘ）は、主鎖に直
接結合してもよく、エステル結合、アミド結合、エーテル結合、ベンゼン環、アルキレン
等の連結基を介して主鎖と結合してもよい。
【００４７】
【化２】

10

【００４８】
一般式（Ｘ）において、Ｒx1は水素原子またはアルキル基であり、ｐは１以上の整数で
あり、ｑは１以上の整数である。
Ｒx1で表されるアルキル基は、直鎖であっても分岐していてもよいが、直鎖であること
が好ましい。また、アルキル基の炭素数が大きくなると、ポリオレフィンとの相互作用が
強くなり金属吸着能を十分に発揮できなかったり、ナノ金属触媒と相互作用しにくくなる
場合がある。そのため、Ｒx1は水素原子または炭素数１〜５のアルキル基であることが好
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ましく、水素原子、メチル基またはエチル基であることがより好ましい。
【００４９】
ｐは１〜１０が好ましい。また、キレート効果により金属と相互作用しやすくなるため
、ｑは２〜１０が好ましい。
【００５０】
また、アミン構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）としては、アミノ基を側鎖に有する構
造が挙げられ、例えば、一般式（Ｙ）で表される置換基を側鎖に有するものとすることが
できる。また、一般式（Ｙ）は、主鎖に直接結合してもよく、エステル結合、アミド結合
、エーテル結合、ベンゼン環、アルキレン等の連結基を介して主鎖と結合してもよい。
【００５１】

30

【化３】

【００５２】
一般式（Ｙ）において、Ｒy1、Ｒy2はそれぞれ独立に、水素原子またはアルキル基、ア
ルキルカルボキシ基である。なお、アルキルカルボキシ基とは、アルキル基とカルボキシ
基が結合した置換基であって、アルキル基をＲalkylで表すと、−Ｒalkyl−ＣＯＯＨで表
される置換基である。
中でも、Ｒy1およびＲy2は、水素原子または炭素数１〜５の直鎖または分岐アルキル基
であることが好ましい。Ｒy1およびＲy2で表されるアルキル基の炭素数が大きくなると、

40

金属と相互作用しにくい場合がある。
【００５３】
また、構成単位（Ｂ）は、キレート構造を側鎖に有することが好ましい。キレート構造
を有する構造としては、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）基、低分子ポリアミノ基、アミノリン酸
基、イソチオニウム基、ジチオカルバミン酸基、グルカミン基、オキシアルキレン構造等
の種々の構造を有するものとすることができる。
【００５４】
具体的には、構成単位（Ｂ）は、以下の一般式（Ｂ−１）〜（Ｂ−４）で表される構造
が挙げられる。
【００５５】
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【化４】

10

【００５６】
一般式（Ｂ−１）〜（Ｂ−４）において、Ｒb1は、水素原子またはメチル基を表す。ま
た、ＲLは、単結合またはアルキレン基を表し、単結合または炭素数１〜４のアルキレン
基であることが好ましい。また、アルキレン基は、アルコール基やヒドロキシル基等の置
換基を有してもよいが、Ｒb2の自由度が高くなり、金属と相互作用しやすい立体配置を取

20

りやすくなり金属との親和性が向上するため、無置換のアルキレン基が好ましい。
【００５７】
一般式（Ｂ−１）〜（Ｂ−４）において、Ｒb2は、水素原子、アルキル基、ヒドロキシ
ル基、アミノ基、スルホン酸基、および一般式（Ｘ）で表される置換基からなる群から選
択されるいずれかを表す。なお、一般式（Ｘ）で表される置換基は、上記の通りである。
金属と相互作用しやすく、メッキ層の接着性がより優れたものとなるため、Ｒb2は、ア
ミノ基または一般式（Ｘ）で表される置換基であることが好ましい。アミノ基としては、
無置換のアミノ基（−ＮＨ2）であっても、アルキル基等が置換したアミノ基であっても
よいが、上記一般式（Ｙ）で表される構造がより好ましい。
30

【００５８】
b3

一般式（Ｂ−２）において、Ｒ

は、水素原子またはアルキル基を表し、水素原子また

は炭素数１〜５のアルキル基が好ましく、水素原子または炭素数１〜３のアルキル基がよ
り好ましい。
【００５９】
また、構成単位（Ｂ）は、下記一般式（Ｂ−５）〜（Ｂ−７）の構造とすることができ
る。
【００６０】
【化５】
40

【００６１】

50

(14)

JP 2020‑84220 A 2020.6.4

一般式（Ｂ−５）〜（Ｂ−７）において、Ｒb1は、水素原子またはメチル基を表す。ま
た、ＲLは、単結合またはアルキレン基を表し、単結合または炭素数１〜４のアルキレン
基であることが好ましい。また、アルキレン基は、アルコール基やヒドロキシル基等の置
換基を有してもよいが、無置換のアルキレン基が好ましい。
【００６２】
Ｒb4は、ヒドロキシル基、アミノ基、スルホン酸基、および一般式（Ｘ）で表される置
換基からなる群から選択されるいずれかを表す。なお、一般式（Ｘ）で表される置換基は
、上記の通りである。
【００６３】
また、金属と相互作用しやすく、メッキとの接着性がより優れたものとなるため、Ｒb4

10

は、アミノ基または一般式（Ｘ）で表される置換基であることが好ましい。アミノ基とし
ては、無置換のアミノ基（−ＮＨ2）であっても、アルキル基等が置換したアミノ基であ
ってもよいが、上記一般式（Ｙ）で表される構造がより好ましい。
【００６４】
一般式（Ｂ−１）〜（Ｂ−７）において、ｍは２以上の整数である。ｍは、金属吸着能
を有する基の構造や構成単位（Ａ）および構成単位（Ｂ）の配列、構成単位（Ｂ）の重合
度等に応じて適宜決定される。
表面修飾用の共重合体がブロック共重合体である場合、ｍは２〜１，０００であること
が好ましい。より安定した改質効果を発揮し、ポリオレフィン成形体の表面に金属吸着能
を付与するためには、ｍは、２以上が好ましく、ｍは５以上や、１０以上とすることがよ
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り好ましい。また、ｍは、構成単位（Ａ）および構成単位（Ｂ）の効果が十分に得られる
範囲で、８００以下や、５００以下としてもよい。
【００６５】
表面修飾用の共重合体の原料となるモノマーの入手のしやすさや、重合条件の制御のし
やすさから、中でも、構成単位（Ｂ）は、一般式（Ｂ−１）で表される構造であることが
より好ましい。
【００６６】
表面修飾用の共重合体は、構成単位（Ａ）と、構成単位（Ｂ）とを含む共重合体である
。表面修飾用の共重合体は、本発明の目的を損なわない範囲でさらにその他の構成単位を
含んでいてもよい。例えば、後述するように、構成単位（Ｂ）が、その前駆体ポリマーの

30

側鎖に金属吸着性部位を導入することで得られるものであるとき、表面修飾用の共重合体
は、共重合体（Ａ）と共重合体（Ｂ）に加えて、構成単位（Ｂ）の前駆体モノマーに由来
する構造を含みうる。
また、表面修飾用の共重合体は、構成単位（Ａ）および構成単位（Ｂ）を主成分として
含むものであり、構成単位（Ａ）と構成単位（Ｂ）との合計の割合が、表面修飾用の共重
合体中、８０質量％以上が好ましく、９０質量％以上であることがより好ましい。
【００６７】
好ましい表面修飾用の共重合体のひとつは、一般式（Ａ−１）または（Ａ−２）で表さ
れる構成単位（Ａ）と、一般式（Ｂ−１）で表される構成単位（Ｂ）とを含む共重合体で
あり、より好ましくは、一般式（Ａ−１）で表される構成単位（Ａ）と、一般式（Ｂ−１
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）で表される構成単位（Ｂ）とを含む共重合体である。
【００６８】
また、表面修飾用の共重合体は、ランダム共重合体、交互共重合体、ブロック共重合体
、トリブロック共重合体等のいずれであってもよいが、好ましくは、ブロック共重合体で
ある。ブロック共重合体とすることで、構成単位（Ａ）からなる構造ユニットと、構成単
位（Ｂ）からなる構造ユニットとのそれぞれの機能が十分に発揮されやすくなる。
【００６９】
表面修飾用の共重合体において、構成単位（Ａ）に対応する分子量（ｇ／ｍｏｌ）と、
構成単位（Ｂ）に対応する分子量（ｇ／ｍｏｌ）とは、それぞれ１０００以上であること
が好ましい。構成単位（Ａ）に対応する分子量が１０００以上であることで、基材となる

50

(15)

JP 2020‑84220 A 2020.6.4

ポリオレフィン成形体に、より強固に接着することができる。構成単位（Ａ）に対応する
分子量は、１，５００以上であることが好ましく、２，０００以上であることがより好ま
しい。
【００７０】
また、構成単位（Ｂ）に対応する分子量が１０００以上であることで、より金属吸着能
に優れた共重合体とすることができる。構成単位（Ｂ）に対応する分子量は、１，５００
以上であることが好ましく、２，０００以上であることがより好ましい。
【００７１】
なお、これらの分子量は、ＧＰＣにより得られる結果から、ポリスチレン換算で求める
ことができる値「Ｍｗ：重量平均分子量」である。また、共重合体が溶媒に溶けにくく分
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子量を測定しにくい場合がある。そのような場合には、元素分析、ＩＲ、ＮＭＲなどの手
法により各々の分子量を算出することができる。
【００７２】
表面修飾用の共重合体の一例として、下記化学式（Ｉ）で表されるポリマーが挙げられ
る。これは、第１のモノマー（Ａ）として、ベヘニルアクリレート（ＢＨＡ：側鎖のアル
カン鎖が、炭素数２２の直鎖状のアルキル基である。）を重合させ、その後、第２のモノ
マー（Ｂ）としてメタクリル酸２−（tert‑ブチルアミノ）エチル（2‑(tert‑Butylamino
）ethyl methacrylate:ＴＢＡＥＭＡ)を用いて共重合させたブロック共重合体である。こ
れは、いわゆるＡＢ型のブロック共重合体である。この共重合体は、ＢＨＡ由来の構造に
よりポリオレフィン成形体への接着性を示すブロック共重合体部を有し、一方で、ＴＢＡ
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ＥＭＡ由来のアミン構造により、ポリオレフィン成形体（被処理物）に金属吸着能を付与
することができる。
【００７３】
【化６】

30

40
【００７４】
表面修飾用の共重合体の重合方法は、特に限定されず、各種リビング重合法（ラジカル
、アニオン、カチオン）等の公知の技術により重合することが可能である。リビングラジ
カル重合法としては、ＮＭＰ法やＡＴＲＰ法、ＲＡＦＴ法などを用いることができる。ま
た、上記のように、表面修飾用の共重合体はブロック共重合体であることが好ましく、ブ
ロック共重合体となるように製造することが好ましい。
【００７５】
例えば、その側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート
、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィ
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ンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかである第１のモノマー（Ａ）と、
側鎖に金属吸着能を有する構造を有する第２のモノマー（Ｂ１）とを重合させて得ること
ができる。
【００７６】
具体的には、第１のモノマー（Ａ）を重合溶媒に開始剤と共に混合して、モノマー（Ａ
）混合溶液を調製するモノマー（Ａ）混合溶液調製工程を行う。次に、この混合溶液調製
工程で調製されたモノマー（Ａ）混合溶液を、適当な重合温度（例えば約９０〜１２０℃
）で、リアクター内で適宜撹拌しながら、窒素雰囲気等の下でリビングラジカル重合等の
開始剤の重合機構に基づくモノマー（Ａ）重合工程を行い、モノマー（Ａ）ブロック重合
体を得る。さらに、このモノマー（Ａ）ブロック重合体を混合させている溶液に、側鎖に
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金属吸着能を有する構造を有する第２のモノマー（Ｂ１）(例えば、アミノ基を有する、
（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シ
ロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマー
)を混合して、溶液中のラジカル等によってさらにモノマー（Ｂ１）を重合させるモノマ
ー（Ｂ１）重合工程を行う。これにより、モノマー（Ａ）由来ブロックとモノマー（Ｂ１
）由来ブロックを有するブロック共重合体を得ることができる。モノマー（Ａ）とモノマ
ー（Ｂ１）との重合を行う順序は、重合させようとするモノマー種や分子量、それぞれの
重合条件等に応じて変更することもできる。
【００７７】
また、その側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、
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（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン
および置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかである第１のモノマー（Ａ）と、そ
の側鎖にオキシラニル基等の反応性基を有する第２のモノマー（Ｂ２）（構成単位（Ｂ）
の前駆体モノマー）とを重合させて、前駆体ポリマーを合成した後、アミノ基等と反応さ
せて得ることができる。
【００７８】
具体的には、上記と同様に、第１のモノマー（Ａ）を重合溶媒に開始剤と共に混合して
、適当な重合温度（例えば約９０〜１２０℃）で、リアクター内で適宜撹拌しながら、窒
素雰囲気等の下でリビングラジカル重合等の開始剤の重合機構に基づくモノマー（Ａ）重
合工程を行い、モノマー（Ａ）ブロック重合体を得る。このモノマー（Ａ）ブロック重合
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体を混合させている溶液に、オキシラニル基を有する第２のモノマー（Ｂ２）(例えば、
オキシラニル基を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエー
テル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選
ばれるいずれかのモノマー)を混合して、溶液中のラジカル等によってさらにモノマー（
Ｂ２）を重合させるモノマー（Ｂ２）重合工程を行う。これにより、モノマー（Ａ）由来
ブロックとモノマー（Ｂ２）由来ブロックを有する前駆体ポリマーが混合した溶液が得ら
れる。次いで、この前駆体ポリマーにイミノ二酢酸を反応させると、オキシラニル基とイ
ミノ二酢酸とが反応し、イミノ二酢酸由来のアミンの構造を有するものとなり、モノマー
（Ｂ２）由来ブロックの側鎖に金属吸着能を有する共重合体となる。
【００７９】

40

その他の構成単位を含むときには、例えば、第３のモノマーとして、第１のモノマーお
よび第２のモノマーと重合させればよい。
【００８０】
モノマー（Ａ）を具体的に例示すると、ドデシルアクリレート（ラウリルアクリレート
）、ドデシルメタクリレート（ラウリルメタクリレート）、オクタデシルアクリレート（
ステアリルアクリレート）、オクタデシルメタクリレート（ステアリルメタクリレート）
、ドコシルアクリレート（ベヘニルアクリレート）、ドコシルメタクリレート（ベヘニル
メタクリレート）等が挙げられる。
【００８１】
モノマー（Ｂ１）を具体的に例示すると、２−（ジメチルアミノ）エチルメタクリレー
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ト（2‑(Dimethylamino) ethyl Methacrylate、ＤＭＡＥＭＡ）、２−（ジメチルアミノ）
エチルアクリレート（2‑(Dimethylamino) ethyl Acrylate、ＤＭＡＥＡ）、２−（ジエチ
ルアミノ）エチルメタクリレート（2‑(Diethylamino) ethyl Methacrylate、ＤＥＡＥＭ
Ａ）、２−（ジエチルアミノ）エチルアクリレート（2‑(Diethylamino) ethyl Acrylate
、ＤＥＡＥＡ）、２−（ｔｅｒｔ−ブチルアミノ）エチルメタクリレート（2‑(tert‑ But
ylamino) ethyl Methacrylate、ＴＢＡＥＭＡ）、N，N‑ジメチルアクリルアミド（N、N‑D
imethylacrylamide、ＤＭＡＡ）、N、N‑ジメチルアミノプロピルアクリルアミド（N、N‑D
imethylaminopropyl Acrylamide、ＤＭＡＰＡＡ）、およびN，N‑ジエチルアクリルアミド
（N、N‑Diethylacrylamide、ＤＥＡＡ）等のアミンを有するモノマーが挙げられる。
【００８２】

10

また、モノマー（Ｂ１）として、ジ（エチレングリコール）エチルエーテルアクリレー
ト（ＣＨ2＝ＣＨ（ＣＯ）Ｏ（ＣＨ2―ＣＨ2―Ｏ―）2Ｃ2Ｈ5）、ポリエチレングリコール
−モノアクリレート（ＣＨ2＝ＣＨ（ＣＯ）Ｏ（ＣＨ2―ＣＨ2―Ｏ―）nＨ）（ｎ＝２〜１
０）、メトキシ−ポリエチレングリコール−アクリレート（ＣＨ2＝ＣＨ（ＣＯ）Ｏ（Ｃ
Ｈ2―ＣＨ2―Ｏ―）ｎＣＨ3）（ｎ＝２〜９）などが挙げられる。より具体的には、ポリ
（エチレングリコール）モノアクリレート（Poly(ethylene glycol) monoacrylate（ＰＧ
ＭＡ））等のポリオキシアルキレン構造を側鎖に有するモノマーが挙げられる。
【００８３】
モノマー（Ｂ２）としては、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル等が挙げ
られる。
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【００８４】
＜ポリオレフィンのメッキ成形体の製造方法＞
本発明の製造方法は、上記の通り、表面修飾工程と、表面触媒化工程と、メッキ処理工
程とを有する。本発明の製造方法の一例を図１に示す。
本発明の製造方法とすることで、安定してポリオレフィン成形体の上に、共重合体層と
ナノ金属層を介して、メッキ層を形成させることができ、形成されるメッキ層は接着性に
優れたものとなる。
【００８５】
以下、本発明の製造方法の各工程について説明する。
【００８６】
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［表面修飾工程］
表面修飾工程は、共重合体を分散させたメッキ助剤液に、前記ポリオレフィン成形体を
接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重合体層を設ける
工程である。
表面修飾工程で用いられるポリオレフィン成形体、上記の通り、リサイクルポリオレフ
ィンを含有するものである。
また、メッキ助剤液に分散させる共重合体（表面修飾用の共重合体）は、側鎖に炭素数
８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、
ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからな
る群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と、側鎖に金属吸着能を
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有する構造を有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体であり、上記の通りである。
表面修飾用の共重合体を用いて、ポリオレフィン成形体の表面を修飾することで、金属
との親和性が向上し、表面触媒化およびメッキ処理が進行しやすくなる。また、ポリオレ
フィン成形体の表面を、メッキ層との接着性に優れた表面状態とすることができる。
【００８７】
（メッキ助剤液）
メッキ助剤液とは、表面修飾用の共重合体が溶媒に溶解または分散した液である。メッ
キ助剤液を、ポリオレフィン成形体と接触させることで、その表面を表面修飾用の共重合
体により改質させるものである。ポリオレフィン成形体のメッキ部分となる任意の場所に
、表面修飾用の共重合体を含む共重合体層を設けやすいように調製されたものである。例
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えば、表面修飾用の共重合体は、適宜、本発明の共重合体が分散や溶解可能な溶媒等に混
合させ、メッキ助剤液とされる。
【００８８】
メッキ助剤液の溶媒は、表面修飾用の共重合体を分散や溶解させることができれば、特
に限定されない。８０℃以上でメッキ助剤液とポリオレフィン成形体との接触を行うこと
が好ましいため、沸点の高い溶媒を用いることが好ましい。具体的には、１ａｔｍにおけ
る沸点が８０℃以上の溶媒が好ましく、１２０℃以上の溶媒が更に好ましい。
沸点が低すぎると、ポリオレフィン成形体とメッキ助剤との接触時に、溶媒が揮発する
場合がある。この揮発によりメッキ助剤液の液量変化や濃度変化を抑制するために還流す
る場合がある。溶媒の沸点が低いとより還流機能を向上させる必要が生じ操作性が低下す
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る場合がある。このため沸点は、上記のような範囲としてより高くするほうがよい。一方
、沸点の上限は特に設ける必要はない。
【００８９】
例えば、溶媒として、トルエンや、キシレン、酢酸ブチル、オクタン、デカリン等を用
いることができる。
【００９０】
メッキ助剤液の溶媒は、１種の溶媒を単独で用いてもよいし、混合溶媒を用いてもよい
。混合溶媒とするときトルエンや、キシレン、酢酸ブチル、オクタン、デカリンのいずれ
かを主たる溶媒とすることが好ましい。主たる溶媒として用いる溶媒は、溶媒の全体積に
おいて５０体積％以上を占めることが好ましく、７０体積％以上、９０体積％以上、９５
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体積％以上を占めるものとしてもよい。
【００９１】
メッキ助剤液中の表面修飾用の共重合体の濃度は、表面修飾用の共重合体の種類やポリ
オレフィン成形体と接触させるときの温度、表面修飾用の共重合体の接着量や接着膜厚、
改質目的等に応じて適宜設定することができる。
メッキ助剤液の表面修飾用の共重合体濃度は、０．０１〜２．０質量％であることが好
ましい。表面修飾用の共重合体濃度の下限は、０．０２質量％以上が好ましく、０．０５
質量％以上がより好ましい。濃度が薄すぎる場合、ポリオレフィン成形体の表面に表面修
飾用の共重合体を含む共重合体層が十分に形成されずに改質効果が不足する場合がある。
表面修飾用の共重合体の濃度の上限は、１．５％質量以下が好ましく、１．０％質量以下
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がより好ましい。０．９％質量以下や０．８％質量以下とすることもできる。濃度を高く
しても改質効果は飽和する場合がある。また濃度が高すぎると、表面修飾用の共重合体自
体の自己集合によるミセル化が生じてしまい改質できない場合がある。
【００９２】
（接触方法）
メッキ助剤液とポリオレフィン成形体との接触方法としては、メッキ助剤液中に浸漬さ
せたり、任意の位置に刷毛やスプレー、コーター等の塗工手段でメッキ助剤液を塗工した
りといった方法で接触させる。そして、メッキ助剤液中の溶媒を乾燥処理等を行うことで
除去し、ポリオレフィン成形体の表面に共重合体層を設けることが一般的である。
【００９３】
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メッキ助剤液とポリオレフィン成形体との接触は、メッキ助剤液を８０℃以上の温度と
し、ポリオレフィン成形体と接触させることが好ましい。メッキ助剤液の温度が低い場合
、表面修飾用の共重合体がミセルを形成し沈降し、分散が不十分となる場合があり、メッ
キ層が形成されても接着性が低く剥離しやすくなる。メッキ助剤液の温度を高くすること
で、表面修飾用の共重合体のミセルの形成を抑制し、より均一に分散させることで、ポリ
オレフィン成形体の表面をより金属との親和性に優れたものに改質することができる。ま
た、メッキ助剤液の温度を８０℃以上とすることで、ポリオレフィン成形体に含まれる異
種の樹脂や不純物等をより溶出しやすくなり、ポリオレフィン成形体の表面に微細構造が
生じ、メッキ層との接着性が向上する。メッキ層がより剥離しにくいポリオレフィン成形
体を得やすいことから、メッキ助剤液は、１００℃以上とすることがより好ましく、１２
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０℃以上がさらに好ましい。
また、メッキ助剤液の温度が高い場合、溶液中でポリオレフィン成形体の耐熱性が不足
して変形したり、メッキ助剤液の溶媒に溶解するおそれがある。そのため、メッキ助剤液
の温度は、２００℃以下とすることが好ましく、１８０℃以下がより好ましく、１５０℃
以下が更に好ましい。一方、メッキ助剤液の温度が高い場合であっても、メッキ助剤液と
ポリオレフィン成形体との接触時間を短時間化することで、変形等の影響を限定的にし、
表面修飾することもできる。
【００９４】
所定の温度における接触は、予めメッキ助剤液を所定の温度としておいてもよい。また
は、常温程度等のメッキ助剤液にポリオレフィン成形体を接触させてから加熱し、所定の
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温度となるように昇温してもよい。また、所定の時間、メッキ助剤液と接触させた後、ポ
リオレフィン成形体は速やかにメッキ助剤液から取り出してもよいし、メッキ助剤液に接
触させたまま冷却や徐冷してもよい。
【００９５】
ポリオレフィン成形体を、所定の温度のメッキ助剤液に接触させる時間は、共重合体に
より改質できる範囲で適宜設定することができる。この接触させる時間は、１秒〜６０分
であることが好ましい。この時間の下限は２秒以上や５秒以上、１０秒以上、３０秒以上
、１分以上としてもよい。接触させる時間が短すぎる場合、共重合体層の形成が不十分と
なる場合がある。この接触させる時間の上限は、５０分以下や４０分以下、３０分以下、
２０分以下としてもよい。接触時間を長くしても効果は飽和する。また接触時間が長すぎ
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る場合、ポリオレフィン成形体に対して浸食性を有する溶媒を用いる場合があることから
、長時間接触させるとポリオレフィン成形体が溶解したり変形する恐れがある。
なお、本発明の製造方法では、このような所定の温度の共重合体溶液にポリオレフィン
成形体を接触させる工程を有していればよく、その下限よりも低い温度で接触させる工程
を有していてもよい。
【００９６】
上記のように、この接触は、メッキ助剤液中にポリオレフィン成形体を浸漬させたり、
任意の位置に刷毛やスプレー、コーター等の塗工手段で塗工したりといった方法で行うこ
とができる。また、メッキ助剤液を循環させながら接触（かけ流し等）したり、メッキ助
剤液を塗布する(コーティング)などの手法で行うことできる。メッキ助剤液を所定の温度
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で管理しやすいように、メッキ助剤液とポリオレフィン成形体との接触は、メッキ助剤液
への浸漬によることが好ましい。
好適な手法の一つは、８０℃以上のメッキ助剤液中にポリオレフィン成形体を浸漬する
方法である。
【００９７】
また、接触させる工程を終えたのち、溶媒を除去する場合、通気性のよい環境下、常温
付近で乾燥してもよいし、適宜減圧乾燥等を行ってもよい。
【００９８】
［表面触媒化工程］
表面触媒化工程は、前記共重合体層にナノ金属層を設ける工程である。
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ナノ金属層を設けることにより、ポリオレフィン成形体の表面をメッキする金属が析出
しやすいように活性化させることができる。このポリオレフィン成形体の表面は、表面修
飾工程において、共重合体層が設けられているためナノ金属層が形成しやすい状態となっ
ている。
【００９９】
ナノ金属層は、メッキ処理工程において、メッキする金属塩の還元反応を触媒するナノ
金属触媒を含む層であり、その形成方法は特に限定されない。例えば、共重合体層が設け
られたポリオレフィン成形体と、ナノ金属触媒を含むナノ金属溶液とを接触させることで
、共重合体層の上にナノ金属触媒を付与し、ナノ金属層を形成することができる。また、
ナノ金属層の形成は、ポリオレフィン成形体と、ナノ金属触媒またはその前駆体を含むナ
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ノ金属溶液とを接触させ、共重合体層の上にナノ金属触媒またはその前駆体を付与した後
、活性化を行う方法としてもよい。
具体的には、酸性キャタライジング法やアルカリキャタライジング法等の公知の方法を
用いることで、ナノ金属層を形成することができる。
【０１００】
ナノ金属溶液は、ナノ金属触媒またはその前駆体をアルコール等の有機溶媒や水に溶解
や分散させたものである。ナノ金属触媒またはその前駆体の金属種は、具体的には、金、
銀、白金、パラジウムなどが挙げられる。ナノ金属触媒としては、これらの金属やこれら
の金属を含む合金のナノ粒子やコロイド粒子等を用いることができる。ナノ金属触媒の前
駆体としては、これらの金属の塩等を用いることができる。ナノ金属溶液として代表的な

10

ものは、Ｐｄ系やＰｄ−Ｓｎ系のナノ金属触媒またはその前駆体が溶解または分散した溶
液である。
また、ナノ金属溶液は通常、塩酸等の酸を含み、酸性である。そのｐＨは６以下や３以
下とすることができる。また、ナノ金属溶液中のナノ金属触媒の濃度は、金属種や溶媒等
に応じて適宜決定され、０．００１〜０．１ｍｏｌ／Ｌや０．００５〜０．０５ｍｏｌ／
Ｌとすることができる。
【０１０１】
ポリオレフィン成形体を、ナノ金属溶液と接触させる時間は、ナノ金属溶液に含まれる
ナノ金属触媒の種類や濃度、溶媒の種類等に応じて、適宜決定することができる。例えば
、１〜６０分や１〜１０分とすることができる。
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また、ナノ金属溶液の温度は、ナノ金属触媒の種類や濃度、溶媒の種類等に応じて、適
宜決定される。例えば、１０〜５０℃や２０〜３０℃とすることができる。
【０１０２】
また、ポリオレフィン成形体と、ナノ金属触媒またはその前駆体を含むナノ金属溶液と
を接触させた後、さらに、活性化させるためには、酸やアルカリ水溶液を活性化液（アク
セレーター）として用いる方法が利用できる。ナノ金属溶液で処理した後のポリオレフィ
ン成形体を、活性化液と接触させることでナノ金属触媒を活性化することができる。この
活性化を行うことで、ナノ金属触媒の活性を高めたり、ナノ金属触媒の前駆体をナノ金属
触媒に変換することができる。
活性化液は、硫酸水溶液や塩酸水溶液などの酸性水溶液が用いられることが一般的であ
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る。また、アクセレーターとして市販されている液も利用できる。
ポリオレフィン成形体と活性化液とを接触させる時間は、活性化液の組成等に応じて、
適宜決定することができる。例えば、１〜６０分や１〜１０分とすることができる。
また、活性化液の温度は、活性化液の組成等に応じて、適宜決定される。例えば、１０
〜５０℃や２０〜３０℃とすることができる。
【０１０３】
ポリオレフィン成形体と、ナノ金属分散液や活性化液との接触は、一般的に、ナノ金属
分散液や活性化液にポリオレフィン成形体を浸漬させて行われる。また、ポリオレフィン
成形体にナノ金属分散液や活性化液を塗工することで接触させてもよい。
また、ナノ金属層は、共重合体層全体に形成されるようにしてもよいし、共重合体層の

40

任意の位置にのみ形成されるようにしてもよい。
【０１０４】
［メッキ処理工程］
メッキ処理工程は、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッ
キ処理することで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設け
る工程である。
メッキ処理工程では、ナノ金属層のナノ金属触媒が起点となり、メッキする金属を析出
し、ポリオレフィン成形体がメッキされる。
【０１０５】
無電解メッキ処理は、従来公知の方法を用いることができる。ポリオレフィンはそのも
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のが非導電性素材であり、このような非導電性素材に対するメッキ方法としては自己触媒
型の無電解メッキが代表的な手法である。
具体的には、金属塩と還元剤が含まれるメッキ溶液と、ナノ金属層が設けられたポリオ
レフィン成形体とを接触させることで、ポリオレフィン成形体の表面に付与されたナノ金
属触媒によって還元剤が酸化され電子を生じる。この電子によってメッキ溶液中の金属塩
が還元され、ポリオレフィン成形体上に金属が析出することで、ポリオレフィン成形体を
メッキすることができる。メッキ溶液とポリオレフィン成形体との接触は、一般的に、メ
ッキ溶液にポリオレフィン成形体を浸漬させることで行われる。
【０１０６】
ポリオレフィン成形体を、メッキ溶液に接触させる時間は、メッキさせる金属の種類や
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メッキ溶液中の金属塩の濃度、溶媒の種類等に応じて、適宜決定することができる。例え
ば、１〜６０分や１０〜３０分とすることができる。
また、メッキ溶液の温度は、メッキさせる金属の種類やメッキ溶液中の金属塩の濃度、
溶媒の種類等に応じて、適宜決定される。例えば、２０〜１００℃や２０〜３０℃とする
ことができる。
また、無電解メッキ処理後に、場合によってはさらに電気メッキを行ってもよい。
【０１０７】
無電解メッキで行われる典型的なメッキとしてはニッケルメッキや、銅メッキがあげら
れる。
一般的に、銅メッキには、硫酸銅や塩化銅等の銅塩、ホルムアルデヒドやその誘導体等
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の還元剤、酒石酸塩（ロシェル塩）やエチレンジアミン四酢酸塩（ＥＤＴＡ）等の錯化剤
、水酸化ナトリウム等のｐＨ調整剤等を含むメッキ溶液が用いられる。
また、ニッケルメッキには、硫酸ニッケルや塩化ニッケル等のニッケル塩、次亜リン酸
ナトリウム等の還元剤、酢酸ナトリウム等の錯化剤、水酸化ナトリウム等のｐＨ調整剤等
を含むメッキ浴液が用いられる。
このようなメッキ溶液（メッキ浴）は市販されており、市販のメッキ浴を用いて、メッ
キ処理を行うこともできる。
【０１０８】
また、製造されるポリオレフィンのメッキ成形体は、その表面の少なくとも一部にメッ
キ層を有するものであれば、全体的にメッキ層を有するものであっても、任意の部分に部
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分的にメッキ層を有するものであってもよい。
例えば、図１に示すように、共重合体層、ナノ金属層およびメッキ層で全体的に被覆さ
れたポリオレフィンのメッキ成形体を製造することもできる。
また、メッキ処理では、ナノ金属層のナノ金属触媒を触媒として、ナノ金属層を介して
、金属がメッキされるので、一般的に、ナノ金属層全体にメッキ層が形成される。そのた
め、用途に応じて、共重合体層やナノ金属層を特定のパターンとなるように設計すること
で、特定のパターンのメッキ層を形成させることができる。
【０１０９】
例えば、図２に示すように、ポリオレフィン成形体の任意の面（少なくとも１つの面）
に全体的に共重合体層を設けた後、前記共重合体層の上に全体的にナノ金属層を設け、更

40

に、前記ナノ金属層の上に全体的にメッキ層を設けることで、任意の面にのみメッキ層を
設けたポリオレフィンのメッキ成形体を製造することが可能である。
【０１１０】
また、図３に示すように、ポリオレフィン成形体の任意の面（少なくとも１つの面）に
全体的に共重合体層を設けた後、前記共重合体層の任意の部分（少なくとも一部）にナノ
金属層を設け、更に、前記ナノ金属層の上に全体的にメッキ層を設けることで、部分的に
メッキ層を設けたポリオレフィンのメッキ成形体を製造することが可能である。
また、部分的にメッキ層を設けたポリオレフィンのメッキ成形体は、図４に示すように
、ポリオレフィン成形体の任意の面の任意の部分に共重合体層を設けた後、前記共重合体
層の上に全体的にナノ金属層を設け、更に、前記ナノ金属層の上に全体的にメッキ層を設
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ける方法でも製造することが可能である。
【０１１１】
本発明の製造方法では、メッキ処理により、リサイクルポリオレフィン成形体の上にメ
ッキ層を形成させて、ポリオレフィンのメッキ成形体を製造することから、本発明は、リ
サイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体をメッキする方法とすることも
できる。すなわち、本発明は、共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオ
レフィンを含有するポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表
面に前記共重合体を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合体層にナノ金属
層を設ける表面触媒化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無
電解メッキ処理することで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ
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層を設けるメッキ処理工程とを有し、前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアル
カン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビ
ニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるい
ずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する
構成単位（Ｂ）とを含む共重合体である、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレ
フィン成形体をメッキする方法に関するものとすることができる。
【０１１２】
また、メッキ処理により形成するメッキ層は金属で形成されているため電気伝導性を有
する。そのため、本発明は、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体
に電気伝導性を付与する方法とすることもできる。すなわち、本発明は、共重合体を分散
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させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体を接
触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共重合体を含む共重合体層を設ける表
面修飾工程と、前記共重合体層にナノ金属層を設ける表面触媒化工程と、前記ナノ金属層
が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ処理することで、前記ナノ金属層を
介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設けるメッキ処理工程とを有し、前記共重
合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メ
タ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィンおよ
び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来する構成単位（Ａ）と
、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共重合体である、リサ
イクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に電気伝導性を付与する方法に関
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するものとすることができる。
【０１１３】
また、メッキ処理により形成するメッキ層の金属の作用により殺菌作用および／または
除菌作用を発揮するものとすることができる。そのため、本発明は、リサイクルポリオレ
フィンを含有するポリオレフィン成形体に抗菌性を付与する方法とすることもできる。す
なわち、本発明は、共重合体を分散させたメッキ助剤液に、リサイクルポリオレフィンを
含有するポリオレフィン成形体を接触させて、前記ポリオレフィン成形体の表面に前記共
重合体を含む共重合体層を設ける表面修飾工程と、前記共重合体層にナノ金属層を設ける
表面触媒化工程と、前記ナノ金属層が設けられたポリオレフィン成形体を、無電解メッキ
処理することで、前記ナノ金属層を介して前記ポリオレフィン成形体にメッキ層を設ける
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メッキ処理工程とを有し、前記共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有
する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステ
ル、シロキサン、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモ
ノマーに由来する構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（
Ｂ）とを含む共重合体である、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形
体に抗菌性を付与する方法に関するものとすることができる。
【０１１４】
このリサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体をメッキする方法、リ
サイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に電気伝導性を付与する方法、
および、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体に抗菌性を付与する
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方法における、リサイクルポリオレフィンや共重合体、各工程等は、それぞれ、本発明の
製造方法の対応するものと同様にすることができる。
【０１１５】
＜ポリオレフィンのメッキ成形体＞
本発明のポリオレフィンのメッキ成形体は、ポリオレフィン成形体と、前記ポリオレフ
ィン成形体の表面に設けられた共重合体層と、前記共重合体層の上に設けられたナノ金属
層と、前記ナノ金属層の上に設けられたメッキ層とを有するポリオレフィン成形体である
。上記の通り、本発明のポリオレフィンのメッキ成形体の基材となるポリオレフィン成形
体は、リサイクルポリオレフィンを含有するポリオレフィン成形体である。また、共重合
体層に含まれる共重合体が、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）
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アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン
、αオレフィンおよび置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーに由来す
る構成単位（Ａ）と、金属吸着能を有する構造を側鎖に有する構成単位（Ｂ）とを含む共
重合体である。
この本発明のポリオレフィンのメッキ成形体は、上記した製造方法により好適に製造で
きる。
【０１１６】
本発明のポリオレフィンのメッキ成形体において、基材となるリサイクルポリオレフィ
ンを含有するポリオレフィン成形体やポリオレフィン成形体の表面に設けられる共重合体
層に含まれる表面修飾用の共重合体は、上記の通りであり、好ましい態様も同様である。
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【０１１７】
共重合体層は、表面修飾用の共重合体を含む層であり、ポリオレフィン成形体の表面に
設けられた層である。共重合体層において、表面修飾用の共重合体は、層全体に対して５
０体積％以上を占める主成分であり、表面修飾用の共重合体が９０体積％以上や９５体積
％以上の層とすることもできる。
【０１１８】
ナノ金属層は、ナノ金属触媒を含む層であり、共重合体層の上に設けられた層である。
また、ナノ金属層はナノ金属触媒以外を含んでもよい。ナノ金属触媒の付与量は、ナノ金
属触媒やメッキ層を構成する金属の種類等に応じてメッキされる金属の析出性や接着性を
考慮して決定されるため、ナノ金属触媒は低密度でも十分な場合もある。このような場合
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、ナノ金属層は、ナノ金属触媒と、ナノ金属層の上のメッキ層を形成する金属と同一の金
属を含む層となりえる。上記の通り、ナノ金属触媒は、金、銀、白金、パラジウム等の金
属ナノ粒子やコロイド粒子とすることができる。例えば、ナノ金属層は、Ｐｄのナノ粒子
を含む層やＰｄとＳｎのナノ粒子を含む層とすることができる。
【０１１９】
メッキ層は、メッキされた金属により形成される層で、銅からなる層やニッケルからな
る層とすることができる。
【０１２０】
本発明のポリオレフィンのメッキ成形体において、共重合体層は、リサイクルポリオレ
フィンを含有するポリオレフィン成形体の少なくとも一部に形成されていればよく、ポリ
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オレフィン成形体に全体的に設けられていても、任意の面のみに設けられたものであって
も、任意の面に部分的に設けられた構造であってもよい。
ナノ金属層は、共重合体層の少なくとも一部に設けられていればよく、共重合体層に全
体的に設けられていても、任意の位置に部分的に設けられた構造であってもよい。
また、メッキ層は、ナノ金属層のナノ金属触媒を触媒としてメッキされ形成することで
簡単に製造できるため、ナノ金属層に全体的に設けられた構造であることが好ましい。
【０１２１】
また、本発明のポリオレフィンのメッキ成形体の形状は特に限定されず、ポリオレフィ
ンをベースとしていることからも、基材であるポリオレフィン成形体の多様性を利用した
種々の形状とすることができ、用途に応じて適宜選択できる。例えば、本発明のポリオレ
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フィンのメッキ成形体の形状としては、シート、フィルム、繊維状、各種部材（例えば、
装飾品、自動車部材、電子機器部材、食器、建材）等とすることができる。
【０１２２】
本発明のポリオレフィンのメッキ成形体において、ポリオレフィン成形体、共重合体層
、ナノ金属層、メッキ層の順に配置された構成であるかは、各層を剥離しながら分析した
り、切断面の成分分析を行うなどの手法で確認することができる。
【０１２３】
本発明のポリオレフィンのメッキ成形体は、表面が金属光沢を有するものとすることが
でき、グレイな色調により利用用途が限定されていたリサイクルプラスチックの用途の拡
大が可能である。また、電気伝導性、抗菌作用などを付与することができ、リサイクルプ
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ラスチックの高付加価値化が可能である。
【０１２４】
例えば、本発明のポリオレフィンのメッキ成形体はメッキ層を有するため、金属光沢を
有するポリオレフィンのメッキ成形体とすることができる。このようなポリオレフィンの
メッキ成形体は、意匠性に優れる。そのため、意匠性が求められる用途に用いることがで
き、本発明のポリオレフィンのメッキ成形体は、装飾品や自動車部材、筐体等の電子機器
部材とすることができる。
【０１２５】
また、メッキ層は電気伝導性を有するため、電気伝導性を有するポリオレフィンのメッ
キ成形体とすることができる。また、本発明のポリオレフィンのメッキ成形体のメッキ層
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の設計により、導電部位と非導電部位とを設計することができる。そのため、例えば、電
子回路や半導体基板として用いることができる。
【０１２６】
また、メッキ層を有するため、金属の作用により、殺菌作用および／または除菌作用を
発揮することができる。そのため、本発明のポリオレフィンのメッキ成形体は、抗菌性を
有するポリオレフィンのメッキ成形体とすることができる。そのため、フィルター等の抗
菌装置の部材として用いることができる。また、抗菌性を求められる、食器や建材に用い
ることもできる。
【実施例】
30

【０１２７】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を変更しない
限り以下の実施例に限定されるものではない。
【０１２８】
＜参考例１＞：表面修飾用の共重合体の製造
［原料］
・モノマー（Ａ）：ＢＨＡ
ベヘニルアクリレートを用いた。このモノマーは、炭素数２２のアルカン鎖を側鎖に有
し、メタクリレート構造が、主鎖となるモノマーである。
【０１２９】
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・モノマー（Ｂ）：ＴＢＡＥＭＡ
メタクリル酸２−（tert‑ブチルアミノ）エチル（2‑(tert‑Butylamino）ethyl methacr
ylate:ＴＢＡＥＭＡ)を用いた。このモノマーは、側鎖に２級アミノ基を有し、メタクリ
レート構造が、主鎖となるモノマーである。
【０１３０】
・重合開始剤：Ｂｌｏｃ

Ｂｕｉｌｄｅｒ

ＭＡ

Ｎｏ．３３（アルケマ社製）

・ラジカル発生剤：アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）
・溶媒：酢酸ブチル
【０１３１】
［共重合体（１）の製造］
ＢＨＡ６．７ｇ、酢酸ブチル６．７ｇ、開始剤０．３８５ｇを混合した溶液を、重合温
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度約１０５℃、リアクターの撹拌速度７５ｒｐｍ、窒素雰囲気下でリビングラジカル重合
することにより、第１のモノマー（Ａ）であるＢＨＡのブロック重合体を製造した。さら
に、これにより得られたＢＨＡのブロック重合体の溶液に、第２のモノマー（Ｂ）である
ＴＢＡＥＭＡを３．６１ｇ、酢酸ブチルを３．７６ｇ投入してＢＨＡとＴＢＡＥＭＡのブ
ロック共重合体である共重合体（１）を得た。この共重合体（１）の構造式を式（Ｉ）と
して示す。
なお、得られた共重合体（１）の分子量（Ｍｗ：重量平均分子量）を、ＧＰＣにより測
定し、ポリスチレン換算にて求めた。モノマー（Ａ−１−１）由来の構造は推算値として
約５，０００（ｇ／ｍｏｌ）、モノマー（Ｂ−１−１）由来の構造が約６，０００（ｇ／
ｍｏｌ）、Ｍｗ／Ｍｎが１．１の共重合体であった。
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【０１３２】
＜実施例１＞：ポリオレフィンのメッキ成形体の製造
・ポリオレフィン成形体（基材）：
広島リサイクルセンター製のＰＥ選別容リプラを１８０℃、２５ｍＰａ、２分で熱プレ
ス成型し、シート状（縦４ｃｍ×横３ｃｍ×厚さ０．１ｃｍ）に成形加工したリサイクル
ポリオレフィンフィルムを用いた。なお、広島リサイクルセンター製のＰＥ選別容リプラ
は、ＩＳＯ１８２６３の規格では、ポリエチレンの準リッチ品となるものである。
【０１３３】
・キャタリスト（Ｓｎ−Ｐｄのコロイド液）：エンプレートアクチベーター４４４（メル
テックス株式会社製）
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・アクセレーター：メルプレートＰＡ−３６０（メルテックス株式会社製）
・無電解銅メッキ浴：メルプレートＣＵ−３９０（メルテックス株式会社製）
【０１３４】
［共重合体溶液（メッキ助剤溶液）の調製］
参考例１で製造した共重合体（１）を、キシレンを溶媒として、７０℃にて混合撹拌す
ることで溶解させて、共重合体（１）の濃度が０．１質量％の共重合体溶液を調製した。
【０１３５】
［表面修飾工程（浸漬処理）］
リサイクルポリエチレンフィルムをアセトンで洗浄して表面を清浄化させた後、上記の
共重合体溶液に、室温（２５℃）で１０分間浸漬させ、その後、常温で静置し２４時間自

30

然乾燥させることで、表面修飾したリサイクルポリエチレンフィルムを得た。この表面修
飾したリサイクルポリエチレンフィルムには、共重合体（１）の層が表面に設けられてい
る。
【０１３６】
［表面触媒化工程］
上記の表面修飾工程を行って得た表面修飾したリサイクルポリエチレンフィルムを、２
５℃に調整したキャタリストに浸漬した。浸漬は、浸漬温度を２５℃とし、撹拌しながら
１０分間行った。その後、表面を水洗した。次いで、２５℃に調整したアクセレーターに
浸漬した。浸漬は、浸漬温度を２５℃とし、撹拌しながら１分間行った。その後、表面を
水洗した。これにより、リサイクルポリエチレンフィルムの表面に設けられた共重合体（
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１）の層に触媒を付与し、共重合体（１）の層にナノ金属層を設けた。
【０１３７】
［メッキ処理工程］
上記の表面触媒化工程を行い、ナノ金属層を設けたリサイクルポリエチレンフィルムを
、２５℃に調整した無電解銅メッキ浴に浸漬した。浸漬は、浸漬温度を２５℃とし、撹拌
しながら２０分間浸漬させた。これにより、リサイクルポリエチレンフィルムの表面にメ
ッキ層を設けた。
さらに、メッキ処理後のリサイクルポリエチレンフィルムの表面を水洗し、表面の水分
をふき取り乾燥させ、メッキ層を有するポリエチレンフィルム（１）を得た。
【０１３８】
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＜実施例２＞：ポリオレフィンのメッキ成形体の製造
表面修飾工程において、アセトンで洗浄して表面を清浄化させた後のリサイクルポリエ
チレンフィルムの共重合体溶液への浸漬を、室温で１０分間に変えて、８０℃で１０分間
とした以外は、実施例１と同様にして、メッキ層を有するポリエチレンフィルム（２）を
得た。
このポリエチレンフィルム（２）は、ポリエチレンフィルム（１）と比較して、メッキ
層がしっかり接着していた。
【０１３９】
＜比較例１＞
リサイクルポリエチレンフィルムの代わりに、市販のポリエチレンフィルム（京葉ポリ
エチレン株式会社製ＨＤＰＥ
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ＦＸ２０１）を用いた以外は、実施例２と同様にし、メッ

キ層を有するポリエチレンフィルム（３）を得た。
【０１４０】
＜評価＞
１．フィルムの外観
メッキ処理フィルムである実施例１のポリエチレンフィルム（１）および実施例２のポ
リエチレンフィルム（２）を目視で観察したところ、その表面は銅の光沢が確認されるも
のだった。
基材のリサイクルポリエチレンフィルムおよび実施例２により得られたメッキ層を有す
るポリエチレンフィルム（２）の外観写真を図５に示す。図５に示すように、メッキ処理
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フィルムの表面は、銅の光沢が確認される。
【０１４１】
２．テープ剥離試験
テープ剥離試験は、ＪＩＳ

Ｈ

８５０４（１９９９）を参考にして行った。

【０１４２】
２−１．テープ剥離試験（１）
ニチバン社製のセロテープ（登録商標）CT‑12Ｍ（１２ｍｍ×３０ｍｍ）を、実施例２
のポリエチレンフィルム（２）および比較例１のポリエチレンフィルム（３）の上面に貼
り付け、剥がした後の、テープの接着面を目視で評価した。
図６に、テープ剥離試験（１）後の実施例２のポリエチレンフィルム（２）とテープの
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写真を示す。また、図７に、テープ剥離試験（１）後の比較例１のポリエチレンフィルム
（３）とテープの写真を示す。
テープ剥離（１）後のテープの接着面を確認すると、比較例１のポリエチレンフィルム
（３）では、全体的にメッキ層が剥がれているのに対して、実施例２のポリエチレンフィ
ルム（２）では、メッキの剥離が少なく、リサイクルポリエチレンフィルムを基材として
用いるとメッキ層の接着性が大きく向上することがわかる。
また、メッキ層のリサイクルポリエチレンフィルム上における粘着力は、０．１ｋＮ／
ｍ未満であった。
【０１４３】
２−２．テープ剥離試験（２）

40

実施例２のポリエチレンフィルム（２）および比較例１のポリエチレンフィルム（３）
の表面に２ｍｍ幅の正方形ができるように基材に達する切り込みを入れた上で、ニチバン
社製のセロテープ（登録商標）CT‑12Ｍ（１２ｍｍ×３０ｍｍ）を貼り付けた。テープを
剥がした後の、テープの接着面を目視で評価した。
図８に、テープ剥離試験（２）後の実施例２のポリエチレンフィルム（２）とテープの
写真を示す。また、図９に、テープ剥離試験（２）後の比較例１のポリエチレンフィルム
（３）とテープの写真を示す。
図８、９からも、実施例２のポリエチレンフィルム（２）は、比較例１のポリエチレン
フィルム（３）と比較してメッキ層の接着性が大きく向上していることがわかる。
【０１４４】
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３．剥離箇所の評価
テープ剥離試験における剥離部分を評価するために、比較例１のポリエチレンフィルム
（３）のメッキ層をセロテープ（登録商標）で強制的に剥離した後、実施例２のメッキ処
理工程と同様にメッキ処理を行ったところ、メッキ層が形成されることが確認できた。
この結果より、テープ剥離試験によって剥離が生じた部分は、ナノ金属層とメッキ層と
の界面である可能性が高いことがわかった。したがって、メッキ層が剥がれにくいものと
するためには、基材と共重合体層との密着性（接着性）や共重合体層とナノ金属層との密
着性よりも、ナノ金属層とメッキ層との密着性を向上させることが重要であるといえる。
ナノ金属層とメッキ層との密着性を向上させるためには、基材の表面を粗化するなどして
表面形状を制御することが重要であると考えられる。
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【０１４５】
また、実施例２のポリエチレンフィルム（２）のメッキ層をセロテープ（登録商標）で
強制的に剥離した後、実施例２のメッキ処理工程と同様にメッキ処理を行ったところ、メ
ッキ層が形成されることが確認できた。
この結果より、実施例２では、基材の表面形状等を特段制御することなしに、比較例１
に比べて、ナノ金属層とメッキ層との界面の密着性が向上しているといえる。このように
、リサイクルポリオレフィンを用いることで、簡単に、メッキ層が剥がれにくいポリエチ
レンフィルムを製造できた。
【産業上の利用可能性】
20

【０１４６】
本発明によれば、ポリオレフィンのメッキ成形体が提供され、多分野の産業に利用する
ことができる。また、本発明では、被処理物としてリサイクルポリオレフィンを用いるた
め、従来、リサイクルポリオレフィンの利用が困難であった用途にも適用できる。
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