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(57)【要約】
【課題】
側鎖に長鎖アルカン鎖を有し、ポリプロピレン樹脂成
形体と良好な相互作用力を持ち、表面特性を改質できる
機能を有する側鎖結晶性ブロック共重合体によって、ポ
リプロピレン樹脂成形体を改質する方法を提供する。ま
た、改質ポリプロピレン樹脂成形体を提供する。
【解決手段】
側鎖結晶性ブロック共重合体を含む共重合体溶液と、
ポリプロピレン樹脂成形体とを、前記共重体溶液の温度
を４０〜１２０℃で接触させる工程を有するポリプロピ
レン樹脂成形体の改質方法。ポリプロピレン樹脂成形体
の基材と、前記基材の少なくとも一部に側鎖結晶性ブロ
ック共重合体を含む部位を持つ改質ポリプロピレン樹脂
成形体。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
側鎖結晶性ブロック共重合体を含む共重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成形体とを、
前記共重体溶液の温度を４０〜１２０℃で接触させる工程を有するポリプロピレン樹脂
成形体の改質方法。
【請求項２】
前記側鎖結晶性ブロック共重合体が、第１のモノマー（Ａ）と、第２のモノマー（Ｂ）
との共重合体であり、
前記モノマー（Ａ）が、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
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ン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマーであり
、
前記モノマー（Ｂ）が、機能性基を有するモノマーであり、
前記モノマー（Ａ）が重合した部分であるモノマー（Ａ）由来重合ブロックと、前記モ
ノマー（Ｂ）が重合した部分であるモノマー（Ｂ）由来重合ブロックとを有するブロック
共重合体である請求項１記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項３】
前記共重合体溶液の溶媒が、芳香族炭化水素系溶媒、ハロゲン化芳香族炭化水素系溶媒
、アルコール系溶媒、エーテル系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒、
脂肪族炭化水素系溶媒、ハロゲン化脂肪族炭化水素系溶媒、ジメチルスルホキシド、およ
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びイオン性液体からなる群から選択される少なくとも１以上の溶媒である請求項１または
２に記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項４】
前記共重合体溶液の前記共重合体濃度が、０．０１〜２．０質量％である請求項１〜３
のいずれかに記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項５】
前記ポリプロピレン樹脂成形体と前記共重合体溶液とを、前記共重合体溶液の温度で接
触させる時間が、１秒〜６０分である請求項１〜４のいずれかに記載のポリプロピレン樹
脂成形体の改質方法。
【請求項６】
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前記モノマー（Ｂ）の機能性基が、極性基および／または金属吸着能を有する機能性基
である請求項２記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項７】
前記モノマー（Ｂ）が、極性基を有する機能性基として、オキシアルキレン基、アミノ
基、アミド基、及びスルホ基からなる群から選択されるいずれかの基を有するモノマーで
ある請求項６記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項８】
前記モノマー（Ｂ）が、金属吸着能を有する機能性基として、その側鎖にアミンを有す
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から選択されるいずれかのモノ
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マーである請求項６記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項９】
前記モノマー（Ｂ）が、その側鎖に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
及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマーである請求項６記載のポ
リプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項１０】
前記側鎖結晶性ブロック共重合体の前記モノマー（Ｂ）由来のオキシラニル基に、３級
アミンを有する化合物を反応させることで、オキシラニル基の一部を、金属吸着能を有す
る機能性基となる３級アミンの側鎖とする請求項９記載のポリプロピレン樹脂成形体の改
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質方法。
【請求項１１】
前記モノマー（Ｂ）が、金属吸着能を有する機能性基として、その側鎖にオキシアルキ
レン基を有する、（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オレフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるい
ずれかのモノマーである請求項６記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
【請求項１２】
請求項８〜１１のいずれかに記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法により改質さ
れたポリプロピレン樹脂成形体を、ナノ金属分散液に接触させて前記ポリプロピレン樹脂
成形体にナノ金属層を設ける表層触媒化工程と、
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前記ナノ金属層が設けられたポリプロピレン樹脂成形体を、無電解メッキ処理すること
で、前記ナノ金属層を介してポリプロピレン樹脂成形体にメッキ処理層を設けるメッキ処
理工程とを有するポリプロピレン樹脂成形体のメッキ処理方法。
【請求項１３】
請求項１〜１１のいずれかに記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法により改質さ
れたポリプロピレン樹脂成形体を、染料と接触させることで、前記ポリプロピレン樹脂成
形体に染料接着部位を設ける染色工程を有するポリプロピレン樹脂成形体の染色方法。
【請求項１４】
側鎖結晶性ブロック共重合体を含む共重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成形体とを、
前記共重体溶液の温度を４０〜１２０℃で接触させる工程を有する改質ポリプロピレン樹
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脂成形体の製造方法。
【請求項１５】
ポリプロピレン樹脂成形体の基材と、前記基材の少なくとも一部に側鎖結晶性ブロック
共重合体を含む部位を持つ改質ポリプロピレン樹脂成形体。
【請求項１６】
前記側鎖結晶性ブロック共重合体の良溶媒接触後に、前記基材の少なくとも一部に前記
側鎖結晶性ブロック共重合体を含む部位が残存する請求項１５記載の改質ポリプロピレン
樹脂成形体。
【請求項１７】
前記側鎖結晶性ブロック共重合体を含む部位が、前記側鎖結晶性ブロック共重合体の良
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溶媒を含有する請求項１５または１６記載の改質ポリプロピレン樹脂成形体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポリプロピレン樹脂成形体の改質方法および、改質ポリプロピレン樹脂成形
体ならびにその製造方法に関する。また、改質されたポリプロピレン樹脂成形体を用いる
、ポリプロピレン樹脂成形体のメッキ処理方法や、染色方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィンは廉価で疎水性や耐薬品性、機械特
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性に優れていることなどから容器や包装材等に広く利用されている樹脂である。一方で、
これらの樹脂は表面特性の改質が難しく、疎水性等の樹脂自体が本来備えている性質の範
囲にその用途が制限されていた。
【０００３】
本発明者らは、ポリエチレンの表面特性を改質し、例えば親水性や接着性を付与するこ
とができる側鎖結晶性ブロック共重合体（Side Chain Crystalline Block Copolymer：Ｓ
ＣＣＢＣ）を利用する技術を提供してきた。例えば、本発明者らは、長鎖アルカン基を保
有し側鎖結晶性を示すモノマーと溶媒親和性を示すモノマーを用いたブロック共重合体で
ある側鎖結晶性ブロック共重合体を用いた表面修飾剤等を開示している（特許文献１、２
）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５−２２９７２５号公報
【特許文献２】特開２０１６−２０９８７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
側鎖に長鎖アルカン鎖を有する側鎖結晶性ブロック共重合体は、ポリエチレンと良好な
相互作用力を持ち、表面特性を改質できる機能を有する。この機能により、特許文献１等
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にポリエチレンを化学的に親水化したり、接着剤との吸着性を持つように改質できること
が開示されている。これらのポリエチレンの改質は、側鎖結晶性ブロック共重合体の希薄
溶液中にポリエチレン基材を浸漬したり、ポリエチレン基材に溶液を塗布することで達成
されている。
【０００６】
しかしながら、ポリプロピレンに対しては、側鎖結晶性ブロック共重合体を用いた改質
は不可能であった。ポリエチレンとポリプロピレンとはいずれもポリオレフィンであるが
、側鎖結晶性ブロック共重合体を接触させることで接着させるにあたっては、そのポリオ
レフィンとしての構造の違いの影響が大きいと考えられる。一方、ポリプロピレン樹脂成
形体も工業上有用な樹脂であり、その表面特性等を改質することも求められている。
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【０００７】
係る状況下、本発明は、側鎖結晶性ブロック共重合体によるポリプロピレン樹脂成形体
の改質方法および改質ポリプロピレン樹脂成形体ならびにその製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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。
【０００９】
すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
＜１＞
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側鎖結晶性ブロック共重合体を含む共重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成形

体とを、前記共重体溶液の温度を４０〜１２０℃で接触させる工程を有するポリプロピレ
ン樹脂成形体の改質方法。
＜２＞

前記側鎖結晶性ブロック共重合体が、第１のモノマー（Ａ）と、第２のモノマ

ー（Ｂ）との共重合体であり、
前記モノマー（Ａ）が、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オレフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマーであり
、
前記モノマー（Ｂ）が、機能性基を有するモノマーであり、
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前記モノマー（Ａ）が重合した部分であるモノマー（Ａ）由来重合ブロックと、前記モ
ノマー（Ｂ）が重合した部分であるモノマー（Ｂ）由来重合ブロックとを有するブロック
共重合体である前記＜１＞記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
＜３＞

前記共重合体溶液の溶媒が、芳香族炭化水素系溶媒、ハロゲン化芳香族炭化水

素系溶媒、アルコール系溶媒、エーテル系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル
系溶媒、脂肪族炭化水素系溶媒、ハロゲン化脂肪族炭化水素系溶媒、ジメチルスルホキシ
ド、およびイオン性液体からなる群から選択される少なくとも１以上の溶媒である前記＜
１＞または＜２＞に記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
＜４＞

前記共重合体溶液の前記共重合体濃度が、０．０１〜２．０質量％である前記

＜１＞〜＜３＞のいずれかに記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
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前記ポリプロピレン樹脂成形体と前記共重合体溶液とを、前記共重合体溶液の

温度で接触させる時間が、１秒〜６０分である前記＜１＞〜＜４＞のいずれかに記載のポ
リプロピレン樹脂成形体の改質方法。
＜６＞

前記モノマー（Ｂ）の機能性基が、極性基および／または金属吸着能を有する

機能性基である前記＜２＞記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
＜７＞

前記モノマー（Ｂ）が、極性基を有する機能性基として、オキシアルキレン基

、アミノ基、アミド基、及びスルホ基からなる群から選択されるいずれかの基を有するモ
ノマーである前記＜６＞記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
＜８＞

前記モノマー（Ｂ）が、金属吸着能を有する機能性基として、その側鎖にアミ

ンを有する、（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
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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から選択されるいずれ
かのモノマーである前記＜６＞記載の共重合体の製造方法。
＜９＞

前記モノマー（Ｂ）が、その側鎖に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
レフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマーである前記＜６
＞記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法。
＜１０＞

前記側鎖結晶性ブロック共重合の体前記モノマー（Ｂ）由来のオキシラニル

基に、３級アミンを有する化合物を反応させることで、オキシラニル基の一部を、金属吸
着能を有する機能性基となる３級アミンの側鎖とする前記＜９＞記載のポリプロピレン樹
脂成形体の改質方法。
＜１１＞

20

前記モノマー（Ｂ）が、金属吸着能を有する機能性基として、その側鎖にオ

キシアルキレン基を有する、（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オレフィン及び置換スチレンからなる群から選
択されるいずれかのモノマーである前記＜６＞記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質方
法。
【００１０】
＜１２＞

前記＜８＞〜＜１１＞のいずれかに記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質

方法により改質されたポリプロピレン樹脂成形体を、ナノ金属分散液に接触させて前記ポ
リプロピレン樹脂成形体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ポリプロピレン樹脂成形体を、無電解メッキ処理すること
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で、前記ナノ金属層を介してポリプロピレン樹脂成形体にメッキ処理層を設けるメッキ処
理工程とを有するポリプロピレン樹脂成形体のメッキ処理方法。
＜１３＞

前記＜１＞〜＜１１＞のいずれかに記載のポリプロピレン樹脂成形体の改質

方法により改質されたポリプロピレン樹脂成形体を、染料と接触させることで、前記ポリ
プロピレン樹脂成形体に染料接着部位を設ける染色工程を有するポリプロピレン樹脂成形
体の染色方法。
【００１１】
＜１４＞

側鎖結晶性ブロック共重合体を含む共重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成

形体とを、前記共重体溶液の温度を４０〜１２０℃で接触させる工程を有する改質ポリプ
ロピレン樹脂成形体の製造方法。
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【００１２】
＜１５＞

ポリプロピレン樹脂成形体の基材と、前記基材の少なくとも一部に側鎖結晶

性ブロック共重合体を含む部位を持つ改質ポリプロピレン樹脂成形体。
＜１６＞

前記側鎖結晶性ブロック共重合体の良溶媒接触後に、前記基材の少なくとも

一部に前記側鎖結晶性ブロック共重合体を含む部位が残存する前記＜１５＞記載の改質ポ
リプロピレン樹脂成形体。
＜１７＞

前記側鎖結晶性ブロック共重合体を含む部位が、前記側鎖結晶性ブロック共

重合体の良溶媒を含有する前記＜１５＞または＜１６＞記載の改質ポリプロピレン樹脂成
形体。
【発明の効果】
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【００１３】
本発明によれば、ポリプロピレン樹脂成形体を側鎖結晶性ブロック共重合体により改質
することができる。これにより、例えば、親水性や、接着剤への吸着性などの種々の表面
特性を付与することができる。また、さらに、ポリプロピレン樹脂成形体をメッキ処理し
たり、染色したりすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係る改質ＰＰフィルムのＴＥＭ観察像である。
【図２】本発明の実施例に係る改質ＰＰフィルムのＩＲ分析結果を示すグラフである。
【図３】本発明の実施例に係る改質ＰＰ繊維を用いた染色結果の像である。
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【図４】本発明の実施例に係る改質ＰＰフィルムのメッキ結果の像である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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。なお、本明細書において「〜」という表現を用いる場合、その前後の
数値を含む表現として用いる。
【００１６】
本発明のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法は、側鎖結晶性ブロック共重合体を含む
共重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成形体とを、前記共重体溶液の温度を４０〜１２０
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℃で接触させる工程を有する。本発明のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法によれば、
ポリプロピレン樹脂成形体を、側鎖結晶性ブロック共重合体により改質することができる
。本願において、「本発明のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法」を、単に「本発明の
改質方法」と記載する場合がある。
【００１７】
本発明は、側鎖結晶性ブロック共重合体を含む共重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成
形体とを、前記共重体溶液の温度を４０〜１２０℃で接触させる工程を有する改質ポリプ
ロピレン樹脂成形体の製造方法とすることもできる。この本発明の改質ポリプロピレン樹
脂成形体の製造方法により改質されたポリプロピレン樹脂成形体が得られる。本願におい
て、「本発明の改質ポリプロピレン樹脂成形体の製造方法」を、単に「本発明の製造方法
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」と記載する場合がある。
【００１８】
本発明の改質ポリプロピレン樹脂成形体は、ポリプロピレン樹脂成形体の基材と、前記
基材の少なくとも一部に側鎖結晶性ブロック共重合体を含む部位を有する。この側鎖結晶
性ブロック共重合体を含む部位は、溶媒に接触時に前記基材に形成される。本発明の改質
ポリプロピレン樹脂成形体は側鎖結晶性ブロック共重合体により改質され、その側鎖結晶
性ブロック共重合体により機能性が付与されている。本願において、本発明の改質ポリプ
ロピレン樹脂成形体を、単に「本発明の成形体」と記載する場合がある。
なお、本願において本発明の改質方法により本発明の製造方法を行うこともでき、これ
らにより改質されることで本発明の成形体を得ることもでき、本願においてそれぞれに対
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応する構成は相互に利用することができる。
【００１９】
従来、ポリプロピレンは側鎖結晶性ブロック共重合体により改質することが不可能であ
った。一方で、ポリエチレンとポリプロピレンとが混練や積層された混合樹脂は広く利用
されている。本発明者らは、ポリエチレンとポリプロピレンの物性を詳細に調べた結果、
これらの混合樹脂はその成形工程等の溶融状態で相溶し、界面接着性を持つ分散混合され
た混合樹脂となっていることを見出した。本発明者らは、ポリプロピレンの改質にあたっ
てこの溶融状態での相溶現象に着目した。
そして、ポリプロピレン樹脂成形体を側鎖結晶性ブロック共重合体の溶液に浸漬し、さ
らにその溶液を４０〜１２０℃程度に昇温させた状態で接触させた。これによりポリプロ
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ピレン樹脂成形体の表層に側鎖結晶性ブロック共重合体を含む部位がある改質成形体を得
ることができた。昇温された溶媒中で表層のポリプロピレン結晶はわずかに融解する可能
性がある。この融解が顕著になる温度よりも低い温度の溶媒中で側鎖結晶性ブロック共重
合体と接触させることで、ポリエチレンとポリプロピレンとの溶融状態での相溶現象に相
似する現象が起き、接着性に優れた部位が形成されたものと考えられる。本発明は、この
ような知見に基づくものである。
【００２０】
［側鎖結晶性ブロック共重合体］
本発明は、側鎖結晶性ブロック共重合体を用いる。本発明における側鎖結晶性ブロック
共重合体は、側鎖に結晶性を示す重合体と改質効果を示す重合体とのブロック共重合体で
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あり、ポリプロピレン樹脂成形体の基材の表層に、このブロック共重合体の一部が相溶し
た部位を形成することができる共重合体である。本願において、「本発明における側鎖結
晶性ブロック共重合体」を、単に「本発明の共重合体」と記載する場合がある。
【００２１】
本発明の共重合体は、第１のモノマー（Ａ）と、第２のモノマー（Ｂ）との共重合体で
あり、前記モノマー（Ａ）が、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オレフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマーで
あり、前記モノマー（Ｂ）が、その側鎖に改質目的に対応する機能性基を有するモノマー
とすることができる。
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【００２２】
［第１のモノマー（Ａ）］
本発明の共重合体は、ポリプロピレンとの接着性を発揮する側鎖結晶性ブロック共重合
体を得るために第１のモノマー（Ａ）を選択して用いる。そして本発明の共重合体は、こ
のモノマー（Ａ）由来の構造単位を有する。このモノマー（Ａ）は、共重合体としたとき
にその側鎖がポリプロピレンに相溶して接着性を示すユニットを形成する結晶性を示すモ
ノマーである。
【００２３】
この第１のモノマー（Ａ）として、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
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、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノ
マーを用いることが好ましい。この側鎖の炭素数や構造に応じて、ポリプロピレン樹脂成
形体との接着性を調整することができる。なお、ここで、本願において、「(メタ)アクリ
レート」とは、アクリレート及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、アクリルアミド及びメタアクリルアミドの両者を意味する。
【００２４】
その側鎖として、アルカン鎖を有するものを用いるとき、その炭素数は８以上であるこ
とが好ましい。炭素数は、１０以上や１２以上、１４以上としてもよい。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、共重合体として
重合することができ、ポリプロピレンとの接着性を維持することができる範囲で適宜設定
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することができる。具体的な上限としては、現実的には５０以下や、４０以下、３０以下
としてもよい。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なかった
り、重合条件の設定が難しくなったりする場合がある。
【００２５】
このような側鎖を有する具体的なモノマーとしては、側鎖が、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、ステアリル基、ドコシル基及びベヘニ
ル基からなる群から選択されるいずれかのアルキル基を有する（メタ）アクリレートがあ
げられる。これらのモノマーは、本発明の共重合体の重合反応条件の設定が行いやすく、
また、これらのモノマーを用いた共重合体はポリプロピレン樹脂に相溶して接着性を示す
ユニットを形成しやすい。
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【００２６】
本発明の共重合体に用いられるモノマー（Ａ）は、前述したアルカン鎖の側鎖を有する
、（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、置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマー
である。これらの（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、置換スチレンといった構造が、共重合体とし
てのモノマー（Ａ）由来の構造の主鎖を形成する。
【００２７】
［第２のモノマー（Ｂ）］
本発明の共重合体に用いられる前記モノマー（Ｂ）は、機能性基を有するモノマー（Ｂ
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）であることを特徴とする。ここで、機能性基とは、モノマー（Ｂ）由来の基として重合
後も共重合体内に多数存在することで、本発明の共重合体として用いたときポリプロピレ
ン樹脂を改質する機能を有するものである。ポリプロピレン樹脂が改質されるときに付与
される機能としては、主に、親水性や、イオン伝導性、接着性、染色性、金属吸着能、重
金属担持性、有機溶媒親和性などが挙げられる。モノマー（Ｂ）が有する機能性基とは、
これらに対応する構造をいう。
【００２８】
（極性基を有する機能性基）
この機能性基は、極性基を有する機能性基であることが好ましい。極性基を有する機能
性基を有するモノマー（Ｂ）を用いることで得られる共重合体をポリプロピレン樹脂の改
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質剤として使用するとき、その改質剤により改質されたポリプロピレン樹脂の特性が通常
のポリプロピレン樹脂と著しく異なるものとなる点から優れている。
【００２９】
ここで、極性基とは、極性のある原子団であり、その基を有するモノマーを用いた共重
合体に存在することで、共重合体のポリマー内に極性を示す構造を形成するものを指す。
代表的な極性基としては、アミノ基、カルボキシ基（−ＣＯＯＨ）、ヒロドキシ基（−Ｏ
Ｈ）、カルボニル基（−ＣＯ−）、エーテル基（−Ｏ−）、スルホ基（−ＳＯ3Ｈ）、エ
ステル基（−ＣＯＯ−）、アミド基（−ＣＯＮ−）などが挙げられる。
【００３０】
モノマー（Ｂ）において、機能性基、特に極性を有する機能性基は、モノマーの主鎖構
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造として存在しても良いし、側鎖として存在してもよく、付与したい機能や、共重合体の
重合しやすさを鑑み適宜選択される。このモノマー（Ｂ）はモノマー（Ａ）と共重合され
ることで、所定の機能を発揮するものである。モノマー（Ｂ）が重合されたユニットは、
通常、ポリプロピレン樹脂が有さない機能を発揮するためのものである。例えば、親水性
を付与するために、高い親水性を示すポリビニルアルコールのような主鎖にエーテル基を
有する構造を設けることができる。
【００３１】
また、主鎖自体に機能性基をほとんど有さないものであっても、共重合体としたときに
、その側鎖にあたる部分に機能性基を有するモノマーを用いても良い。側鎖に機能性基を
有する構造とする場合、主鎖となる構造は共重合体を形成することができるものであれば

40

その構造は特に限定されないが、例えば、（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、置換スチレンなどを
採用してもよい。
【００３２】
本発明の共重合体に用いられる前記モノマー（Ｂ）は、オキシアルキレン基、アミノ基
、アミド基、及びスルホ基からなる群から選択されるいずれかの基を有するモノマーであ
ることが好ましい。これらの置換基が、適宜、炭素数１〜５程度や、炭素数１〜３のアル
キレンを介して、または直接、主鎖となる構造と結合しているモノマー等を用いることが
できる。これらの構造は、特に、ポリプロピレン樹脂に付与したい機能に対応した構造を
有するものであり、ポリマーの共重合体の基として存在することでそれぞれの機能を発揮
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しやすいものである。
【００３３】
（金属吸着能を有する機能性基）
本発明の共重合体は、メッキを行ったとき側鎖結晶性ブロック共重合体を介してメッキ
層が形成されやすいように第２のモノマー（Ｂ）を選択して用いることができる。本発明
に用いる共重合体をメッキに適したものにする場合、前記モノマー（Ｂ）は、その側鎖に
金属吸着能を付与するための機能性基を有するモノマーとする。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（ポリプロピレン樹脂の成形体等）の表層に配置されることで金属や金属イオ
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ンが担持され吸着・保持される性質を有することをいう。
【００３４】
具体的な金属吸着能を示す分子構造としては、アミンや、キレート等があげられ、これ
らの構造が側鎖になるような共重合体の主鎖構造を有する化合物が、モノマー（Ｂ）とし
て使用することができる。または、モノマー（Ａ）と、モノマー（Ｂ）との共重合体を形
成させた後、そのモノマー（Ｂ）の側鎖を金属吸着構造（前述したアミンやキレート等）
に改質することができるものを用いることもできる。
【００３５】
この改質は、重合直後のモノマー（Ｂ）由来の側鎖としては反応性基となり、その反応
性基と反応して金属吸着能を有する側鎖となる化合物を反応させて、金属吸着能を有する
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こともできる。また、キレートを側鎖とするとき、いわゆるキレート樹脂の側鎖構造を利
用できる。キレート樹脂は官能基の構造により金属元素との錯形成能が調整でき、この錯
形成により金属吸着することができる。たとえば、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）基、低分子ポ
リアミン基、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
等の種々の官能基をもつキレート樹脂の構造となるように、モノマー（Ｂ）を選択して利
用することができる。
【００３６】
（オキシアルキレン基）
モノマー（Ｂ）はオキシアルキレン基を有するものであっても良い。ここで、オキシア
ルキレン基とは、一般式（ＣnＨ2nＯ）で表される基である。この一般式において、ｎは
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１〜１０までの整数であることが好ましい。例えば、ｎが１のとき、オキシメチレン（Ｃ
Ｈ2Ｏ）、ｎが２のジオキシエチレン（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）と呼ばれる。これらのオキシアル
キレン基が複数つながることで、ポリオキシアルキレン基（一般式、（ＣnＨ2nＯ）m）と
呼ばれる。代表的な直鎖状のポリオキシアルキレン基（（（ＣＨ2）nＯ）m）としては、
ポリオキシエチレン（（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）m）等があげられる。これらのオキシアルキレン
基やポリオキシアルキレン基を主鎖や、側鎖として有するモノマーを第２のモノマー（Ｂ
）として用いて共重合体を作成しポリプロピレン樹脂改質剤として利用することで、ポリ
プロピレン樹脂に親水性や、Ｌｉ等のイオン伝導性、接着性、染色性、金属吸着能、重金
属担持性、有機溶媒親和性等を付与することができる。
【００３７】
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オキシアルキレン基を有するモノマー（Ｂ）として、その側鎖にオキシアルキレン基を
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オレフィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモ
ノマーである共重合体の製造方法とすることができる。このモノマーを用いた共重合体に
より、ポリプロピレン樹脂に親水性や、イオン伝導性、接着性、染色性、金属吸着能、重
金属担持性、有機溶媒親和性等を付与することができる。また、このような共重合体を用
いることで、樹脂成形体に対する優れたメッキ接着性を奏することができる。
【００３８】
ポリオキシアルキレン基を側鎖に有するモノマーとしては、例えば、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―）2
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Ｃ2Ｈ5）、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）（好ましくは、ｎは２〜１０）、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（ＣＨ2―ＣＨ2―Ｏ―）nＣＨ3）（好ましく
は、ｎは２〜９）などが挙げられる。
【００３９】
（アミノ基）
また、モノマー（Ｂ）はアミノ基を有するものであってもよい。このアミノ基は、アミ
ンとして重合後の本発明の共重合体の構造内に存在する。ここで、アミンとは、アンモニ
アの水素原子を炭化水素基で置換した化合物の総称である。置換した数が１つのものを第
一級アミン、２つのものを第二級アミン、３つのものを第三級アミン、アルキル基が第三
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級アミンに結合したものを第四級アンモニウムイオンと呼ぶ。これらの各種アミンが、モ
ノマー（Ｂ）由来の構造として本発明の共重合体に存在することで、親水性や、イオン伝
導性、接着性、染色性、金属吸着能、重金属担持性、有機溶媒親和性などの機能を発揮す
ることができる。また、このような各種アミンを有する共重合体を用いることで、樹脂成
形体に対する優れたメッキ接着性を奏することができる。メッキ用等に用いるとき、特に
３級アミンを有するモノマーを用いることが好ましい。
【００４０】
この前記モノマー（Ｂ）を具体的に例示すると、第２級または第３級アミンを有する、
（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から選択されるいずれかのモノマー
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が好ましいモノマーとしてあげられる。このモノマーは、アミンが共重合体の側鎖となり
親水性や、イオン伝導性、接着性、染色性、金属吸着能、重金属担持性、有機溶媒親和性
等を発揮する。さらに、（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から選択さ
れるいずれかは、共重合体の主鎖を形成する。
【００４１】
特に、これらの機能を発揮させるためには、モノマー（Ｂ）の側鎖に、第２級、第３級
あるいは、第４級のアミンを有するモノマーを用いることが好ましい。より具体的には、
「−Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）」で表される構造を持つ置換基であって、Ｒ１及びＲ２は、それ
ぞれ独立に、Ｈ又は炭化水素である。この炭化水素における炭素数は、例えば、１〜４と
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することができる。また、これらの置換基が、適宜、炭素数１〜５程度や、炭素数１〜３
程度のアルキレンを介して、（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のいずれかに結合
したものを用いることができる。例えば、２−（ジメチルアミノ）エチルメタクリレート
（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、ＤＥＡＥＭＡ
）、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‑ Butyl
amino) ethyl Methacrylate、ＴＢＡＥＭＡ）があげられる。
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【００４２】
（アミド基）
また、モノマー（Ｂ）はアミド基を有するものであってもよい。また、アミド基が、適
宜、炭素数１〜５程度や、炭素数１〜３のアルキレンを介して、または直接、主鎖となる
構造と結合しているモノマー等を用いることができる。このモノマーを用いた共重合体に
より、ポリプロピレン樹脂に親水性や、イオン伝導性、接着性、染色性、金属吸着能、重
金属担持性、有機溶媒親和性等を付与することができる。具体的な、アミド基を側鎖に有
するモノマーとしては、Ｎ，Ｎ−ジメチルアクリルアミド（N、N‑Dimethylacrylamide、
ＤＭＡＡ）、Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノプロピルアクリルアミド（N、N‑Dimethylaminoprop
yl Acrylamide、ＤＭＡＰＡＡ）、及びＮ，Ｎ−ジエチルアクリルアミド（N、N‑Diethyla
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crylamide、ＤＥＡＡ）などが挙げられる。
【００４３】
（スルホ基）
また、モノマー（Ｂ）は、スルホ基を有するものであってもよい。また、スルホ基が、
適宜、炭素数１〜５程度や、炭素数１〜３のアルキレンを介して、または直接、主鎖とな
る構造と結合しているモノマー等を用いることができる。このモノマーを用いた共重合体
により、ポリプロピレン樹脂に親水性や、プロトン伝導性、イオン伝導性、接着性、染色
性、金属吸着能、重金属担持性、有機溶媒親和性等を付与することができる。スルホ基を
有するモノマーとしては、例えば、ビニルスルホン酸、２―（メタクリロイルオキシ）エ
タンスルホン酸、ＡＴＢＳ（Acrylamide Tertiary Butyl Sulfonic Acid）や、そのナト

10

リウム塩であるＡＴＢＳＮａなどが挙げられる。
【００４４】
（オキシラニル基）
または、この前記モノマー（Ｂ）として、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
フィン及び置換スチレンからなる群から選択されるいずれかのモノマーが好ましいモノマ
ーとしてあげられる。
これらのモノマーを用いて得られる共重合体は、側鎖にオキシラニル基を有するものと
なる。この側鎖のオキシラニル基を反応性基として、イミノ二酢酸等の３級アミンを有す
る化合物を反応させると、側鎖に、イミノ二酢酸由来の３級アミンの構造を有するものと
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なり、金属吸着能を有するものとなる。より具体的なメッキ方法については後述する。
【００４５】
［ブロック共重合体］
本発明の共重合体は、前述したモノマー（Ａ）と、モノマー（Ｂ）との共重合体である
。本発明の共重合体は、ブロック共重合体であり、このブロック共重合体は、ジブロック
共重合体やトリブロック共重合体等のいずれであってもよい。また、本発明の共重合体を
製造する方法においても、前記共重合体が、前記モノマー（Ａ）が重合した部分であるモ
ノマー（Ａ）由来重合ブロックと、前記モノマー（Ｂ）が重合した部分であるモノマー（
Ｂ）由来重合ブロックとが、それぞれのブロックを形成しながら結合しているブロック共
重合体となるように製造することが好ましい。ブロック共重合体とすることで、モノマー
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（Ａ）の構造ユニットと、モノマー（Ｂ）の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。モノマー（Ａ）とモノマー（Ｂ）との共重合体は、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。
【００４６】
例えば、ポリプロピレン樹脂製成形体に親水性を付与する場合、改質対象となるポリプ
ロピレン樹脂製成形体と接着性を示す側鎖を有するモノマー（Ａ）を選択する工程でモノ
マー（Ａ）を選択する。また、親水性を付与するために第２のモノマー（Ｂ）を選択する
工程でモノマー（Ｂ）を選択する。そして、ここで選択されたモノマー（Ａ）を重合溶媒

40

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、別途選択されているモノマー（Ｂ）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（Ｂ）を重合させるモノマー（Ｂ）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（Ｂ）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（Ｂ）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してもよ
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い。
【００４７】
本発明の共重合体において、第１のモノマー（Ａ）由来の構造に対応する分子量（ｇ／
ｍｏｌ）と、第２のモノマー（Ｂ）由来の構造に対応する分子量（ｇ／ｍｏｌ）とは、そ
れぞれ５００以上であることが好ましい。第１のモノマー（Ａ）由来の構造に対応する分
子量が５００以上であることで、基材となるポリプロピレン樹脂成形体に、より強固に接
着性を示すことができる。第１のモノマー（Ａ）由来の構造に対応する分子量は、１，０
００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。
【００４８】
また、第２のモノマー（Ｂ）由来の構造に対応する分子量が５００以上であることで、

10

より機能性を付与するための構造を十分に有する共重合体とすることができる。第２のモ
ノマー（Ｂ）由来の構造に対応する分子量は、１，０００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。共重合体は、第１のモノマー（Ａ）及び第２の
モノマー（Ｂ）からなるものであってもよいし、本発明の目的を損なわない範囲でさらに
その他のモノマーを含んでいてもよい。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、モノマー（Ａ）由来の構造は溶媒に溶けにくいことから分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。
【００４９】
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本発明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、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、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 methacryl
ate: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Ａ
Ｂ型のブロック共重合体である。この共重合体は、モノマー（Ａ）であるＢＨＡ由来の構
造によりポリプロピレン樹脂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
、モノマー（Ｂ）であるＴＢＡＥＭＡ由来のアミノ基構造により、ポリプロピレン樹脂成
形体等の基材（被処理物）に金属吸着能等を付与することができる。なお、化学式（Ｉ）
において、ｎは２〜１，０００であることが好ましく、ｍは２〜１，０００程度であるこ
とが好ましい。このｎは、より安定してポリプロピレン樹脂成形体と結合させるためには
５以上や、１０以上とすることがより好ましい。一方、このｍは金属吸着能の程度に応じ
て選択され、より安定した改質効果を得るためには５以上や、１０以上とすることがより
好ましい。これらのｎ及びｍは、それぞれの効果が十分に得られる範囲で、それぞれ８０
０以下や、５００以下としてもよい。
【００５０】
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【化１】

10

【００５１】
［ポリプロピレン樹脂成形体］
本発明は、ポリプロピレン樹脂成形体（成形品）全般に適用できる。ここで、ポリプロ
ピレン樹脂成形体とは、プロピレンを重合することで得られる樹脂（ポリマー）を含有す
る成形体を指す。ポリプロピレン樹脂成形体としては、ポリプロピレン樹脂の濃度が高い
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成形体から、ポリプロピレンに他の構造を共重合させたポリプロピレン系樹脂を用いた成
形体を用いることができる。このポリプロピレンは、ポリプロピレンのホモポリマーや、
エチレンが共重合されたブロックコポリマーやランダムコポリマーも用いることができる
。また、これらの樹脂に、適宜、ポリプロピレン以外のポリオレフィン等の樹脂や成形助
剤、顔料、紫外線吸収剤等の機能性付与剤を含有させ、一部不純物等が含まれた状態の混
合物を用いた成形体等を用いることができる。
【００５２】
本発明においては、本発明により改質することができる範囲で、これらのポリプロピレ
ン樹脂製成形体を改質対象となる基材として選択することができる。また、適宜その状態
や構造等に応じて、モノマー（Ａ）やモノマー（Ｂ）、本発明に係る共重合体を塗工する
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ための溶剤等を選択して、様々なポリプロピレン樹脂成形体に適した改質を行うことがで
きる。
【００５３】
また、成形体の成形形態としては、特に限定されず、例えば、シート、板、繊維、多孔
質材料などの成形体が挙げられる。成形体の表層にあたる表面のみではなく、さらに孔内
など、その内部にも浸透させて多孔質材料の全体を改質することができる。このポリプロ
ピレン樹脂成形体としては、特にポリプロピレンを主とする（例えば、５０質量％以上含
有）ものを用いることで、非常にメッキの安定性に優れたものを製造することができる。
【００５４】
本発明により得られる改質ポリプロピレン樹脂成形体は、側鎖結晶性ブロック共重合体
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の特性を有するものとなる。これは、樹脂成形体の従来の用途にも利用できるし、その改
質された特性を利用した用途の拡大も期待される。また、このとき、そのポリプロピレン
樹脂成形体の形状等は、各種構造物から、シート、フィルム、繊維状と、ポリプロピレン
樹脂成形体であることからも、その成形体としての多様性を利用した種々の形状とするこ
とができる。
【００５５】
［改質］
本発明の改質方法および製造方法は、溶媒に側鎖結晶性ブロック共重合体を含有する共
重合体溶液と、ポリプロピレン樹脂成形体とを、共重体溶液の温度を４０〜１２０℃で接
触させる工程を有する。この所定の温度に加熱した接触によってポリプロピレン表面と本
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発明の共重合体のモノマー（Ａ）由来の結晶性を示す側鎖が相溶して接着性を示す部位を
形成することでポリプロピレンの改質ができる。
【００５６】
［溶液調製］
本発明においては、側鎖結晶性ブロック共重合体を溶媒に溶解させた共重合体溶液を用
いる。なお、本願において共重合体溶液は、共重合体のブロックによっては完全な溶解が
難しい場合があるため、溶解に加えて分散・懸濁も含む概念として溶解させた溶液として
説明し、溶液には懸濁液・分散液も含む。
【００５７】
共重合体溶液の溶媒は、共重合体を溶解・分散可能な共重合体の良溶媒を利用すること
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ができる。前述のように、本発明においては、所定の温度の共重合体溶液とポリプロピレ
ン樹脂成形体とを接触させる。この接触によって、本発明の共重合体とポリプロピレン樹
脂成形体とが相溶するために、共重合体が十分に溶解・分散状態にあって、ポリプロピレ
ンが一部浸食し得るような溶媒を用いると相溶が十分に起こる。また、接触させる温度で
揮発しすぎないことが好ましい。
【００５８】
このような溶媒としては、芳香族炭化水素系溶媒、ハロゲン化芳香族炭化水素系溶媒、
アルコール系溶媒、エーテル系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒、脂
肪族炭化水素系溶媒、ハロゲン化脂肪族炭化水素系溶媒、ジメチルスルホキシド、および
イオン性液体からなる群から選択される１以上の溶媒などが挙げられる。これらの溶媒は
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１種のみ、あるいは適宜混合して用いることができる。より具体的には、以下の溶媒があ
げられる。
【００５９】
芳香族炭化水素系溶媒は、その炭素原子数は、好ましくは６〜２０であり、より好まし
くは、６〜１０である。例えば、トルエン、キシレン（ｏ−キシレン、ｍ−キシレン、ｐ
−キシレン、及び、これらの混合物）、メシチレン、エチルベンゼン及びシクロへキシル
ベンゼン等があげられる。
【００６０】
ハロゲン化芳香族炭化水素系溶媒は、その炭素原子数は、好ましくは６〜２０であり、
より好ましくは、６〜１０である。例えば、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリク
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ロロベンゼン、ブロモベンゼン及びフルオロベンゼン等があげられる。
【００６１】
アルコール系溶媒は、例えば、エチレングリコール、グリセリン、２−メトキシエタノ
ール、２−エトキシエタノール等があげられる。
【００６２】
エーテル系溶媒は、例えば、テトラヒドロフラン、１，４−ジオキサン、ジメトキシエ
タン、シクロペンチルメチルエーテル、ジグリム、アニソール、メチルアニソール及びジ
メトキシベンゼン等があげられる。
【００６３】
ケトン系溶媒は、例えば、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン及びアセトフェ

40

ノン等があげられる。
【００６４】
アミド系溶媒は、例えば、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムア
ミド及びＮ−メチル−２−ピロリドン等があげられる。
【００６５】
エステル系溶媒は、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル及び安息香酸メチル等があげられ
る。
【００６６】
脂肪族炭化水素系溶媒は、その炭素原子数は、好ましくは５〜３０であり、より好まし
くは、６〜１５である。例えば、ペンタン、ヘキサン、オクタン、デカン、シクロヘキサ
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ン及びデカリン等があげられる。
【００６７】
ハロゲン化脂肪族炭化水素系溶媒は、その炭素原子数は、好ましくは１〜１０であり、
より好ましくは、１〜５である。例えば、トリクロロメタン、テトラクロロメタン、ジク
ロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロブタン及びブロモホル
ム等があげられる。
【００６８】
イオン性液体は、アンモニウム塩系やイミダゾリウム塩系等があげられる。アンモニウ
ム塩系のイオン性液体は、例えば、テトラブチルアンモニウムアセテート、ドデシルトリ
メチルアンモニウムクロリド、テトラヘキシルアンモニウムブロミド等があげられる。イ
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ミダゾリウム塩系のイオン性液体は、例えば、１−ブチル−３−メチル−イミダゾリウム
クロリド、１−ブチル−３−メチル−イミダゾリウムメチルスルファート、１−ブチル−
３−メチル−イミダゾリウムヨージド等があげられる。
【００６９】
溶媒は、より好ましくは、トルエンや、キシレン、酢酸ブチル、オクタン、デカリンを
用いることができる。
【００７０】
溶媒は、１ａｔｍ及び２５℃において、液体であることが好ましい。溶媒としては、１
ａｔｍにおける沸点が４０℃以上の溶媒が好ましく、８５℃以上の溶媒がより好ましい。
接触させる工程で加熱するため溶媒が揮発する場合がある。この揮発により共重合体溶液

20

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る場合がある。このため沸点は、上述した
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。
【００７１】
共重合体溶液の溶媒は、いずれか単独の溶媒でもよいし、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体積
％を占めるものとしてもよい。
【００７２】
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共重合体溶液の共重合体濃度は、共重合体の種類やポリプロピレン樹脂成形体と接触さ
せるときの温度、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。共重合体溶液の共重合体濃度は、０．０１〜２．０質量％であることが好ましい
。共重合体溶液濃度の下限は、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、基材に共重合体を含む部位が十分に形成されずに改質
効果が不足する場合がある。共重合体溶液濃度の上限は、１．５％質量以下が好ましく、
１．０％質量以下がより好ましい。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、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。ポリエチレン
を改質する場合、ＳＣＣＢＣがポリエチレンに吸着しやすく相当量吸着するため濃度が高

40

くても改質しやすいが、ポリプロピレンを改質対象とする場合、ポリプロピレンの吸着量
は乏しいため、より上限を低く設定することが好ましい。
【００７３】
共重合体溶液とポリプロピレン樹脂成形体との接触は、改質しようとする部分を共重合
体溶液に浸漬したり、液を循環させながら接触（かけ流し等）したり、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。
【００７４】
ポリプロピレン樹脂成形体を、所定の加熱温度の共重合体溶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、３
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０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、共重合体の層が十分
に得られず改質効果が不足する場合がある。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る場合、ポリプロピレン樹脂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プロピレン樹脂成形体が溶解し
たり変形する恐れがある。
【００７５】
本発明は、共重合体溶液とポリプロピレン樹脂成形体とを、共重体溶液の温度４０〜１
２０℃の加熱温度で接触させる工程を有する。加熱温度は５０〜１００℃とすることが好
ましい。このような温度で接触させることで、本発明の共重合体によりポリプロピレン樹

10

脂成形体を改質することができる。
この接触させる工程の加熱温度の下限は、４０℃を超える温度とすることが好ましい。
また、４５℃以上や、５０℃以上、６０℃以上、６５℃以上としてもよい。共重合体溶液
の温度が低い場合、ポリプロピレン樹脂成形体に共重合体溶液の層を設けることができな
かったり、層が形成されても接着性が低く剥離する。
また、接触させる工程の加熱温度の上限は１１５℃以下や、１１０℃以下、１００℃以
下、９５℃以下、９０℃以下としてもよい。共重合体溶液の温度が高い場合、溶液中でポ
リプロピレン樹脂製成形体の耐熱性が不足して変形したり、その溶媒に溶解するおそれが
ある。一方、接触時間を短時間化することで、それらの影響を限定的にし、十分改質する
こともできる。
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本発明はこのような所定の温度の共重合体溶液にポリプロピレン樹脂成形体を接触させ
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。
【００７６】
前述したような所定の温度により接触させる工程を行うにあたっては、予め共重合体溶
液を所定の温度としておいてもよい。または、常温程度等の共重合体溶液にポリプロピレ
ン樹脂成形体を接触させてから加熱し、所定の温度に昇温してもよい。また、所定の温度
による接触させる工程に後に速やかに共重合体溶液から取り出してもよいし、接触させた
まま冷却や徐冷してもよい。
この接触は、共重合体溶液中にポリプロピレン樹脂成形体を浸漬させたり、任意の位置

30

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接触させる。共重
合体溶液を所定の温度で管理しやすいように、共重合体溶液への浸漬によることが好まし
い。
【００７７】
また、接触させる工程を終えたのち、そのまま改質ポリプロピレン樹脂成形体として利
用してもよいし、さらに処理（例えばメッキ処理など）して利用してもよい。接触させる
工程の後は、その改質ポリプロピレン樹脂成形体に応じて、ポリプロピレン樹脂成形体に
設けられた共重合体溶液の塗膜の溶媒を除去してもよいし、そのまま更なる処理を施して
もよい。溶媒を除去する場合、通気性のよい環境で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。

40

【００７８】
［改質ポリプロピレン樹脂成形体］
本発明の成形体は、その表面の少なくとも一部に側鎖結晶性ブロック共重合体の部位を
有し、溶媒に接触時に前記側鎖結晶性ブロック共重合体の層が残存する改質ポリプロピレ
ン樹脂成形体に関する。本発明の成形体は、前述した本発明の製造方法により得られるこ
とからも、ポリプロピレン樹脂成形体に、共重合体の部位が設けられた構成となる。この
成形体に設けられる共重合体の部位は、成形体の表層に層状や斑状、縞状、多孔膜等の孔
内などの適宜調整される範囲とすることができる。ポリプロピレン樹脂成形体の表層全体
を改質する部位としてもよい。
【００７９】
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本発明の成形体であることは、各層をＦＴ−ＩＲなどで成分分析したり、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。そして、本発明の共重合体とポリプロピ
レン樹脂成形体とが接着していることから、溶媒を接触させて処理しても、側鎖結晶性ブ
ロック共重合体が残存する。
【００８０】
このような接着した側鎖結晶性ブロック共重合体が少なくとも一部に存在することから
、その側鎖結晶性ブロック共重合体により、ポリプロピレン樹脂成形体を改質することが
できる。その改質は、側鎖結晶性ブロック共重合体の機能性基によって制御することがで
きる。
本発明の共重合体が接着していることを確認するにあたり、接触させる溶媒は、例えば

10

、酢酸ブチルを用いることができる。この溶媒に、本発明の成形体を浸漬したり、被検査
部分に溶媒を塗布して、５分程度経過した後、側鎖結晶性ブロック共重合体の残存の有無
をＦＴ−ＩＲ分析するといった評価を行うことができる。
【００８１】
または、ポリプロピレン樹脂成形体の表面付近の断面をＴＥＭ観察することで、基材と
なるポリプロピレンとそのポリプロピレンに密着し部分的に入り込み、他方に襞を伸ばし
た形状となる側鎖結晶性ブロック共重合体の層を確認することもできる。
【００８２】
本発明の成形体は、側鎖結晶性ブロック共重合体が、前記側鎖結晶性ブロック共重合体
の良溶媒を含有するものとすることができる。本発明の成形体を製造するにあたって、本
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発明の成形体の製造方法とすれば、好適に使用される溶媒が良溶媒のため製造後の完全に
除去されず残存する場合がある。この良溶媒は密着性に寄与する場合がありこの良溶媒を
含有していることを確認することで優れた密着性を示す本発明の成形体であることの評価
を行ってもよい。
【００８３】
［メッキ工程］
本発明により改質されたポリプロピレン樹脂成形体にメッキ処理を行うことができる。
ここで本発明により改質されたポリプロピレン樹脂成形体のメッキは、本発明に用いる共
重合体のモノマー（Ａ）由来の構造が安定して接着することと、モノマー（Ｂ）由来の構
造がメッキのための金属が接着することを利用する。一般的にポリプロピレン樹脂成形体
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はメッキが難しいとされており、ポリプロピレン樹脂成形体は非導電性素材である。
【００８４】
非導電性素材に対してメッキすることから、自己触媒型の無電解メッキが代表的な手法
であり、場合によってはさらに電気メッキを行ってもよい。本発明のメッキに利用できる
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。
【００８５】
本発明により改質されたポリプロピレン樹脂成形体にメッキ処理を行うことができる。
この具体的な工程としては、本発明のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法により改質さ
れたポリプロピレン樹脂成形体に次のような工程を行うものがあげられる。
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（メッキ工程１）ナノ金属分散液や金属触媒液に接触させて本発明により改質されたポ
リプロピレン樹脂成形体にナノ金属層を設ける表層触媒化工程
（メッキ工程２）前記ナノ金属層が設けられたポリプロピレン樹脂成形体を、無電解メ
ッキ処理することで、前記ナノ金属層を介してポリプロピレン樹脂成形体にメッキ処理層
を設けるメッキ処理工程
【００８６】
本発明に用いる側鎖結晶性ブロック共重合体をメッキ助剤として設計して用いることが
できる。このメッキ助剤とは、ポリプロピレン系樹脂成形体のメッキ場所となる任意の場
所に、本発明の共重合体の層を設けやすいように調製されたものである。例えば、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、メッキ助剤液とする。この溶媒と
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しては、共重合体の具体的な構造にもよるが、本発明の改質方法により処理することから
、その溶媒として用いるものが好適に使用される。また、そのときの濃度も、同様に調製
される。
【００８７】
本発明により改質され共重合体の部位が設けられた樹脂成形体の共重合体の層を利用し
て、無電解メッキ等の技術を適用してメッキ層を得ることができる。代表的な工程として
は、まず、前述した（メッキ工程１）を行い、そのあと、さらに、（メッキ工程２）を行
う。これにより、ポリプロピレン樹脂成形体の表層に安定したメッキ層を設けることがで
きる。
【００８８】

10

このような本発明の共重合体やメッキ助剤等を用いて、本発明は、共重合体の部位と、
メッキ層とを有するポリプロピレン樹脂成形体とすることもできる。このメッキ層を有す
る成形体は、前述した製造方法により得られることからも、ポリプロピレン樹脂成形体、
共重合体の部位、メッキ層の順に配置された構成となる。また、この成形体であることは
、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。
【００８９】
［染色工程］
本発明により改質されたポリプロピレン樹脂成形体に染色を行うことができる。より具
体的には、本発明のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法により改質されたポリプロピレ

20

ン樹脂成形体を、染料と接触させることで、前記ポリプロピレン樹脂成形体に染料層を設
ける染色工程を有するポリプロピレン樹脂成形体の染色方法とすることができる。
【００９０】
ポリプロピレンは、一般に染料による染色ができないと考えられている。しかし、本発
明により改質されたポリプロピレン樹脂成形体は、本発明に用いる共重合体のモノマー（
Ａ）由来の構造が安定して接着することと、モノマー（Ｂ）由来の構造が染料結合に寄与
することを利用して染色することができる。
【００９１】
染料とは、水に溶解または分散する有機色素である。水溶性や親水性であることから、
染料の分子はスルホ基やカチオン基を導入した塩構造のものなどが染料として用いられて
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いる。
【００９２】
染料は、染色手法により、直接染料や建染染料、硫化染料、反応染料、酸性染料、金属
錯塩酸性染料、分散染料、塩基性染料、蛍光増白剤などに分類され、本発明はこれらの染
料を適宜用いることができる。
【００９３】
染料は、化学構造により、アゾ系染料、キノリン系染料、スチルベン系染料、ポリメチ
ン系染料、トリアリールメタン系染料、アントラキノン系染料、アクリジン系染料、イン
ディゴ系染料などに分類され、本発明はこれらの染料を適宜用いることができる。
【００９４】
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染色手法や化学構造により分類される各染料に応じて、結合様式が異なる場合があるが
、本発明の改質方法によれば、モノマー（Ｂ）の設計により各染料に適した結合様式に寄
与する構造をポリプロピレン樹脂成形体に設けることができる。
【００９５】
これらの染料を用いて、本発明のポリプロピレン樹脂成形体の改質方法により改質され
たポリプロピレン樹脂成形体を、染料と接触させることで、前記ポリプロピレン樹脂成形
体に染料層を設ける染色工程を行う。この染料との接触は、直接染料の場合、染料に直接
接触させ、適宜堅牢度を向上させるために硫酸銅などで後処理したり、各染料に適した溶
液調製を行ったり、前処理や後処理を行うなど、各染料の染色手法に応じた染色を行うこ
とができる。
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【００９６】
本発明によれば、例えば、表層が親水性を示すポリプロピレン樹脂成形体や、メッキ処
理されたポリプロピレン樹脂成形体、接着性に優れたポリプロピレン樹脂成形体、染色さ
れたポリプロピレン樹脂成形体などの種々の特性を有する成形体が提供される。これらの
特性により従来よりも広範な用途に利用できる成形体となる。
【実施例】
【００９７】
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。
10

【００９８】
１．接着試験
基材のポリプロピレン樹脂成形体として以下のフィルムを成形して、接着剤による接着
試験を行った。
［基材］
基材は以下の樹脂を用いて成形した。なお、いずれのフィルムも、それぞれの樹脂を厚
み０．５ｍｍのスペーサー内にＰＰ樹脂を適量配置し、２１０℃、２５ＭＰａでプレス成
形することで、スペーサー厚みのフィルムを得た。ＨＤＰＥのみ１８０℃、２５ＭＰａで
２分でプレス成形した。
［ホモＰＰフィルム］
ＰＰ樹脂：プライムポリマー（株）製、プライムポリプロＪ１３７Ｇ（ＭＩ＝３０ｇ／
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１０分）
［ランダムＰＰフィルム］
ＰＰ樹脂：プライムポリマー（株）製、プライムポリプロＢ２４１、(ＭＩ＝０．５ｇ
／１０分)
［ブロックＰＰフィルム］
ＰＰ樹脂：プライムポリマー（株）製、プライムポリプロＢ−１５０、(ＭＩ＝０．５
ｇ／１０分)
［ＨＤＰＥフィルム］
高密度ＰＥ樹脂：京葉ポリエチレン（株）製、ＦＸ２０１、ＭＩ＝１３ｇ／１０分
30

【００９９】
＜評価項目＞
［ＩＲスペクトル］
Ｐｅｒｋｉｎ

Ｅｌｍｅｒ社製フーリエ変換赤外分光分析装置「Ｓｐｅｃｔｒｕｍ

ｔ

ｗｏ（登録商標）」を用いて、測定した。
【０１００】
［剥離試験］
ＪＩＳ

Ｋ６８５４−３（１９９９）に準じて、Ｔ型剥離試験を行い、接着性を評価し

た。接着剤は、シアノアクリレート系接着剤（製品名：アロンアルファ

２０１、東亞合

成社製）を用いた。試験装置は、ＳＨＩＭＡＤＺＵ製の小型卓上試験機ＥＺ−ＬＸを用い
た。試験片幅は１２．５ｍｍ、接着長さを７５ｍｍ、非接着部を２５ｍｍとした。

40

（剥離試験）
試験片の非接着部をＴ字方向に配置し、それぞれを測定装置の把持具に把持させて１０
ｍｍ／ｍｉｎで離隔する方向に引っ張り、接着力を測定した。
（評価）
剥離試験の結果、接着面が剥離した場合、引張開始からの移動距離５０〜１１０ｍｍに
おける平均剥離力、最大剥離力、最小剥離力と、全測定範囲の最大荷重を求めた。
剥離試験の結果、強固な接着によりＰＰフィルムが破壊する場合、最大荷重を求めた。
【０１０１】
［引張せん断試験］
ＪＩＳ

Ｋ６８５０（１９９９）に準じて、引張せん断試験を行い、接着性を評価した
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。接着剤は、シアノアクリレート系接着剤（製品名：アロンアルファ

２０１、東亞合成

社製）を用いた。試験装置は、ＳＨＩＭＡＤＺＵ製の小型卓上試験機ＥＺ−ＬＸを用いた
。試験片は２５ｍｍ幅、長さ１００ｍｍとし、接着長さを１２．５ｍｍとした。
（剥離試験）
試験片の両端を測定装置の把持具に把持させて１０ｍｍ／ｍｉｎで離隔する方向に引っ
張り、接着力を測定した。
（評価）
剥離試験を５回行い、全測定範囲の最大荷重の平均値を求めた。
【０１０２】
10

＜重合体の製造＞
［原料］
［モノマー（Ａ）］
・モノマー（Ａ−１−１）：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
するモノマーである。
【０１０３】
［モノマー（Ｂ）］
・モノマー（Ｂ−１−１）：ＴＢＡＥＭＡ
メタクリル酸２−（ｔｅｒｔ−ブチルアミノ）エチル（2‑(tert‑Butylamino）ethyl me
thacrylate:ＴＢＡＥＭＡ)を用いた。このモノマーは、側鎖にアミンを有し、メタクリレ

20

ート構造が主鎖となるモノマーである。
【０１０４】
［重合開始剤］
［溶媒］

ＢｌｏｃＢｕｉｌｄｅｒ（登録商標）

ＭＡ（アルケマ社製）

酢酸ブチル

【０１０５】
［ＰＰ樹脂の接着性改質用の共重合体の設計］
ポリプロピレン樹脂製成形体に、機能性として接着性を付与するために用いる共重合体
（１）の設計を試みた。まず、ポリプロピレン樹脂成形体との接着性を得るために、炭素
数２２のアルカン鎖を側鎖として有するアクリレートである、ＢＨＡ（モノマー（Ａ−１
−１））を選択した。次に、シアノアクリレート系の接着剤との接着性を発揮し得るモノ

30

マーとしてアミンの側鎖を有するアクリレートである前記モノマー（Ｂ−１−１）を選択
した。そして、ここで選択されたモノマーを用いて、ポリプロピレン樹脂成形体に、接着
性を付与するための共重合体（１）の製造を行った。
【０１０６】
［共重合体（１）の調製］
ＢＨＡ５．０ｇ、酢酸ブチル５．０ｇ、開始剤０．３８ｇを混合した溶液を、重合温度
約１１０℃、リアクターの撹拌速度８０ｒｐｍ、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（モノマー（Ａ−１−１））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（モノマー（Ｂ−１−１））を５．０ｇ、酢酸ブ

40

チルを５．０ｇ投入してモノマー（Ａ−１−１）とモノマー（Ｂ−１−１）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８，０００（ｇ／ｍｏｌ）、モノマー（Ｂ−１−１）由来の構造が約８，０００（ｇ／
ｍｏｌ）の共重合体であった。共重合体（１）（ＳＣＣＢＣ）は、ＩＲスペクトル分析し
たとき、原料となるモノマーの双方由来のピークを有しており、共重合体となっているこ
とを確認することができた。
【０１０７】
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【化２】

10

【０１０８】
[基本処理条件]
ポリプロピレン樹脂成形体の改質は、以下の溶液調製および浸漬処理を経て行った。こ
の溶液調製や浸漬処理の基本処理条件として、以下の溶媒、共重合体濃度、浸漬温度、浸
漬時間を基本条件として、溶媒、共重合体濃度、浸漬温度、浸漬時間の検討を行った。

20

溶媒：キシレン
共重合体：共重合体（１）

（ＢＨＡ・ＴＢＡＥＭＡのＳＣＣＢＣ）

共重合体濃度：０．１質量％
浸漬温度：８０℃
浸漬時間：１０分
【０１０９】
［共重合体溶液の調製（溶液調製）］
前述の方法で入手された共重合体を、溶媒のキシレンに混合し撹拌することで溶解・分
散させて、共重合体溶液を調製した。共重合体溶液における共重合体濃度は、溶液全体に
占める共重合体の質量％である。

30

【０１１０】
［改質工程（浸漬処理）］
ＰＰフィルムをアセトンで洗浄して表面を清浄化させた。次に、ＰＰフィルムを浸漬温
度８０℃に加熱した共重合体溶液に、浸漬時間１０分間浸漬させた。浸漬時間が経過した
後、直ちに溶液中からＰＰフィルムを取り出した。その後、ＰＰフィルムは１日風乾した
。
【０１１１】
［試験例１−１（基本処理条件での実験）］
前述の基本処理条件で、ホモＰＰフィルムを共重合体（１）により改質した改質ＰＰフ
ィルム（１）を得た。

40

この改質ＰＰフィルム（１）のＴ型剥離試験、引張せん断試験を行った。結果を表１に
示す。
【０１１２】
また、改質ＰＰフィルム（１）の製造に準じて、浸漬時間を５分として製造した改質Ｐ
ＰフィルムをＴＥＭで観察した結果を図１に示す。
図１に示すように、ポリプロピレン樹脂成形体の表面付近の断面をＴＥＭ観察すること
で、基材となるポリプロピレンとそのポリプロピレンに密着し部分的に入り込むような側
鎖結晶性ブロック共重合体の層を確認することができた。
【０１１３】
試験例１−１に係る改質ＰＰフィルムをＩＲスペクトル分析した結果、共重合体（１）
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のピークが観察された。このことからＰＰフィルムに共重合体（１）の層が設けられてい
ることが確認された。
さらに、この試験例１−１に係る改質ＰＰフィルムを、キシレンに５分間浸漬させ、乾
燥後ＩＲスペクトル分析を行った結果、共重合体（１）のピークが観察された（図２）。
このことからも密着性が高い共重合体（１）の層がＰＰフィルム上に形成された改質ＰＰ
フィルムを得たことを確認できた。
【０１１４】
［試験例ア（ＰＰフィルムの接着性）］
改質処理を行う前のホモＰＰフィルムを用いて、Ｔ型剥離試験、引張せん断試験を行っ
た。結果を表１に示す。

10

【０１１５】
【表１】

【０１１６】

20

本発明により改質された試験例１−１に係るＰＰフィルムは、シアノアクリレート系接
着剤で強固な接着が可能となった。これは、Ｔ型剥離試験、引張せん断試験の双方の結果
からも明らかであり、試験例アに示すＰＰフィルムと比較すると顕著な差であった。試験
例アに係る試験片は張力の上昇が少なく、剥離して試験が終了する。
【０１１７】
［試験例１−２〜試験例１−６］
前述の基本処理条件を基に、溶媒、共重合体濃度、浸漬温度、浸漬時間といった改質処
理条件の検討を行った。また、基材を変更したときの接着性の確認試験を行った。
【０１１８】
［試験例１−２］浸漬温度

30

前述の基本処理条件を基に、浸漬温度の検討を行った。浸漬温度と、その浸漬温度で処
理したＰＰフィルムのＴ型剥離試験、引張せん断試験の結果を下表に示す。
【０１１９】
【表２】

40
【０１２０】
［試験例１−３］浸漬時間
前述の基本処理条件を基に、浸漬時間の検討を行った。浸漬時間と、その浸漬時間で処
理したＰＰフィルムのＴ型剥離試験、引張せん断試験の結果を下表に示す。
【０１２１】
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【表３】

【０１２２】

10

［試験例１−４］共重合体溶液濃度
前述の基本処理条件を基に、共重合体溶液濃度の検討を行った。なお、浸漬時間は５分
に変更して試験した。共重合体溶液濃度と、その濃度で処理したＰＰフィルムのＴ型剥離
試験、引張せん断試験の結果を下表に示す。
【０１２３】
【表４】

20

【０１２４】
［試験例１−５］共重合体溶液の溶媒
前述の基本処理条件を基に、共重合体溶液の溶媒の検討を行った。なお、浸漬時間は５
分に変更して試験した。用いた溶媒と、その溶媒で処理したＰＰフィルムのＴ型剥離試験
、引張せん断試験の結果を下表に示す。
【０１２５】
【表５】
30

【０１２６】
［試験例１−６］基材の変更
前述の基本処理条件を基に、ランダムＰＰフィルムを基材として、改質ランダムＰＰフ
ィルムを得た。同様に、ブロックＰＰフィルムを基材として、改質ブロックＰＰフィルム
を得た。同様に、ＨＤＰＥフィルムを基材として、改質ＨＤＰＥフィルムを得た。なお、
基本処理条件に準じて、改質温度を以下のようにした。ホモＰＰフィルム：８０℃、ブロ
ックＰＰフィルム：６５℃、ランダムＰＰフィルム：６５℃、ＨＤＰＥフィルム：１００
℃。
また、試験例１−１と同様に、以下の組合わせで各基材間での接着性を試験した。Ｔ型
剥離試験、引張せん断試験の結果を下表に示す。
【０１２７】
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【表６】

10
【０１２８】
２．染色試験
ポリプロピレン樹脂成形体として、以下のＰＰ繊維を用いて、染色試験を行った。
【０１２９】
［基材］
・ＰＰ繊維（１）
ポリプロピレンからなる繊維（製品名：農業用不織布、ＭｏｎｏｔａＲＯ社製）
【０１３０】
［染色試験］
・染色用試験剤：カヤステインＱ

20

染色試験用品の鑑別用染料であるカヤステインＱ（（株）色染社）を用いた。
・染色試験工程
カヤステインＱ５ｇを、７０℃の水５００ｇに溶解させて染色液を調製した。基材を７
０℃の水で十分に湿潤させた後、前述の染色液に浸漬し５分間煮沸することで染色した。
煮沸後、染色液から取り出し、水ですすぎ、常温で乾燥させた。
【０１３１】
・改質ＰＰ繊維（１）の調製
ＰＰ繊維（１）を、前述のポリプロピレン樹脂成形体の基本処理条件で処理して、共重
合体（１）による改質をおこなって、改質ＰＰ繊維（１）を得た。
30

【０１３２】
［試験例２−１］

ＰＰ繊維の染色

改質を行う前のＰＰ繊維（１）と、改質ＰＰ繊維（１）を用いて、カヤステインＱによ
る染色試験を行った。各繊維について２回ずつ試験を行って、得られた試験片を図３に示
す。
いずれにおいても、改質を行う前のＰＰ繊維（１）は、染色されずＰＰ繊維の黄白色で
あり染色性に劣ることが明らかであった。一方、改質ＰＰ繊維（１）はカヤステインＱに
より染色され、青緑色に着色した。
【０１３３】
カヤステインＱにより、この色に染色されるものは、カヤステインＱの色相に基づくと
、麻や羊毛に相当する。麻や羊毛は、直接染料や酸性染料による染色に適応しているとさ

40

れ、中性塩や酸が結合を促進する結合様式と考えられる。よって、共重合体（１）を用い
た処理によって、ＴＢＡＥＭＡ（モノマー（Ｂ−１−１））由来のｔｅｒｔ−ブチルアミ
ノ基がＰＰ繊維（１）の周囲に配置されることで改質され、麻や羊毛に相当するような染
色が可能になったと考えられる。
【０１３４】
３．メッキ試験
ポリプロピレン樹脂成形体として、ホモＰＰフィルムを用いて、メッキ試験を行った。
【０１３５】
［モノマー（Ａ）］
・モノマー（Ａ−１−１）：ＢＨＡ
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ベヘニルアクリレート
【０１３６】
［モノマー（Ｂ）］
・モノマー（Ｂ−１−１）：ＴＢＡＥＭＡ
メタクリル酸２−（ｔｅｒｔ−ブチルアミノ）エチル（2‑(tert‑Butylamino）ethyl me
thacrylate)
・モノマー（Ｂ−３−１）：ＤＥＡＥＡ
2‑(Diethylamino) ethyl Acrylate
・モノマー（Ｂ−３−２）：ＤＭＡＥＡ
10

2‑(Dimethylamino) ethyl Acrylate
・モノマー（Ｂ−３−３）：ＰＧＭＡ
ポリ（エチレングリコール）モノアクリレート（Poly(ethylene glycol) monoacrylate
）
【０１３７】
［パラジウム触媒］
［無電解銅メッキ浴］

エンプレートアクチベータ４４４
メルプレートＣＵ−３９０

（メルテックス株式会社）

（メルテックス株式会社）

【０１３８】
［メッキ助剤用の共重合体の設計］
ポリプロピレン樹脂成形体に、メッキするための助剤に用いる共重合体（３−１）の設
計を試みた。まず、ポリプロピレン樹脂成形体との接着性を得るために、炭素数２２のア

20

ルカン鎖を側鎖として有するアクリレートである、ＢＨＡ（モノマー（Ａ−１−１））を
選択した。次に、金属吸着能を有するモノマーとしてアミンの側鎖を有するアクリレート
である前記モノマー（Ｂ−１−１）を選択した。そして、ここで選択されたモノマーを用
いて、ポリプロピレン樹脂成形体に、メッキするための助剤に用いる共重合体（３−１）
の製造を行った。
【０１３９】
［共重合体（３−１）の調製］
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
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（モノマー（Ａ−１−１））のブロ

30

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（モノマー（Ｂ−１−１））を３．６１ｇ、酢
酸ブチルを３．７６ｇ投入してモノマー（Ａ−１−１）とモノマー（Ｂ−１−１）のブロ
ック共重合体である共重合体（３−１）を得た。この共重合体（３−１）の構造式は、前
述の式（Ｉ）である。なお、得られた共重合体（３−１）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６，０００（ｇ／ｍｏｌ）、モノマー（Ｂ−１−１）由来の構
造が約２，０００（ｇ／ｍｏｌ）、Ｍｗ／Ｍｎが１．１の共重合体であった。共重合体（
３−１）（ＳＣＣＢＣ）は、ＩＲスペクトル分析したとき、原料となるモノマーの双方由
来のピークを有しており、共重合体となっていることを確認することができた。
【０１４０】
［共重合体（３−２）の調製］
前記共重合体（３−１）の調製においてＴＢＡＥＭＡ（モノマー（Ｂ−１−１））に代
え、ＤＥＡＥＡ（モノマー（Ｂ−３−１））を用いて、前記共重合体（３−１）の調製に
準じて、共重合体（３−２）の製造を行った。モノマー（Ａ−１−１）由来の構造は推算
値として約８，０００（ｇ／ｍｏｌ）、モノマー（Ｂ−３−１）由来の構造が約２，００
０（ｇ／ｍｏｌ）の共重合体であった。
【０１４１】
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【化３】

10

【０１４２】
［共重合体（３−３）の調製］
前記共重合体（１）の調製においてＴＢＡＥＭＡ（モノマー（Ｂ−１−１））に代え、
ＤＭＡＥＡ（モノマー（Ｂ−３−２））を用いて、前記共重合体（３−１）の調製に準じ

20

て、モノマー仕込み量を変更し、共重合体（３−３）の製造を行った。モノマー（Ａ−１
−１）由来の構造は推算値として約７，０００（ｇ／ｍｏｌ）、モノマー（Ｂ−３−２）
由来の構造が約１，５００（ｇ／ｍｏｌ）の共重合体であった。共重合体（３−３）の一
般式を以下に示す。
【０１４３】
【化４】

30

40

【０１４４】
［共重合体（３−４）の調製］
前記共重合体（１）の調製においてＴＢＡＥＭＡ（モノマー（Ｂ−１−１））に代え、
ＰＧＭＡ（モノマー（Ｂ−３−３））を用いて、前記共重合体（１）の調製に準じて、モ
ノマー仕込み量を変更し、共重合体（３−４）の製造を行った。モノマー（Ａ−１−１）
由来の構造は推算値として約３，０００（ｇ／ｍｏｌ）、モノマー（Ｂ−３−３）由来の
構造が約６２，０００（ｇ／ｍｏｌ）の共重合体であった。また、共重合体（３−４）（
ＳＣＣＢＣ）も、ＩＲ分析の結果原料となるモノマーの双方由来のピークを有しており、
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共重合体となっていることを確認することができた。共重合体（３−４）の一般式を以下
に示す。特に共重合体（３−４）はモノマー（Ｂ）由来の構造のブロックを、１０，００
０以上や３０，０００以上のように分子量を大きいものとしやすく約６万を達成している
。このモノマー（Ｂ）由来の構造がメッキ接着性に寄与しやすいと考えられ、この構造の
分子量を大きいものとして製造しやすい点でもメッキ助剤用の共重合体として優れている
。
【０１４５】
【化５】
10

20

【０１４６】
［共重合体溶液（メッキ助剤溶液）の調製］
共重合体を、キシレンを溶媒として、共重合体濃度０．１質量％となるように、７０℃
にて混合撹拌することで溶解させて、共重合体溶液を調製した。
【０１４７】
［表面修飾工程（改質処理）］

30

基材（ＰＰフィルム）をアセトンで洗浄して表面を清浄化させた後、８０℃の共重合体
溶液に５分間浸漬させ、その後、常温で静置し自然乾燥させることで、表面修飾した基材
を得た。この表面修飾した基材には、共重合体の層が表面に設けられている。
【０１４８】
［表層触媒化工程］
前述の表面修飾工程を行って得た表面修飾した基材を、３５℃に調整したエンプレート
アクチベータ４４４に１０分間浸漬させた。その後、水洗し、３５℃に調整した０．１Ｎ
塩酸水溶液に１分間浸漬させた。これにより、表層を触媒化させた基材を得た。
【０１４９】
［メッキ処理工程］
前述の表層触媒化工程を行い、表層を触媒化させた基材を、３５℃に調整した無電解銅
メッキ浴に２０分間浸漬させた。これにより、基材の表面にメッキ層を得た。
【０１５０】
［試験例３−１〜試験例３−４］
共重合体（３−１）−（３−４）を用いて、共重合体溶液（メッキ助剤溶液）の調製、
表面修飾工程（浸漬処理）、表層触媒化工程、メッキ処理工程を行い、基材のメッキ処理
品を製造した。組み合わせの一覧を、表７に示す。
【０１５１】
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【表７】

10

【０１５２】
［メッキ試験結果］
試験例３−１〜試験例３−４の各工程における外観を、図４に示す。いずれの試験例に
おいても、メッキ処理を行うことができた。
【産業上の利用可能性】
20

【０１５３】
本発明によればポリプロピレン樹脂成形体を改質することができ、ポリプロピレン樹脂
成形体を従来以上に広範な用途に用いることができるようになり産業上有用である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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