
JP 4812308 B2 2011.11.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テトラメトキシシラン、テトラエトキシシランおよびテトラプロポキシシランから選ば
れる少なくとも１種のアルコキシシランと、－(ＳｉＨ2ＮＨ)－ユニットから構成されて
いる無機のポリマーであるパーヒドロポリシラザンとを、両者の合計として１～３０質量
％の濃度で、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテルおよびジブチル
エーテルから選ばれる少なくとも１種の不活性有機溶剤中に溶解してなるコーティング液
を物品の表面に塗布し、塗布後に空気中に放置するか、或いは、塗布した塗布層を１２０
℃以下の温度で加熱して、上記アルコキシシランと上記パーヒドロポリシラザンとを加水
分解して、上記物品の表層部に、透明なＳｉＯｘ（ｘ≦２）を含む上記物品の形成材料と
ＳｉＯｘとの混合複合層膜を形成することを特徴とする物品のコーティング方法。
【請求項２】
　前記アルコキシシラン（Ａ）と前記パーヒドロポリシラザン（Ｂ）との合計量を１００
質量部とした場合、Ａ：Ｂ＝１０～９０：９０～１０の質量比である請求項１に記載の物
品のコーティング方法。
【請求項３】
　前記不活性有機溶剤が、ジブチルエーテルである請求項１又は２に記載の物品のコーテ
ィング方法。
【請求項４】
　その塗布量が、固形分換算にて０．１～１０ｇ／ｍ2である請求項１～３のいずれか１
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項に記載の物品のコーティング方法。
【請求項５】
　物品が、プラスチック成形品、ガラス成形品又は金属成形品である請求項１～４のいず
れか１項に記載の物品のコーティング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種物品の表面改質に有用であるコーティング液およびコーティング方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種プラスチック（なお、本発明における「プラスチック」とは「熱可塑性樹脂
」および「熱硬化性樹脂」の双方を意味する）成形品が多種多量に使用されている。これ
らのプラスチック成形品としてはフィルム、シート、各種立体形状の物品がある。また、
ガラス成形品や金属成形品も同様に各種の形状の物品が多量に使用されている。
【０００３】
　プラスチック成形品は、成形容易性、着色容易性、電気絶縁性、耐候性などの各種耐久
性などの各種物性に優れているという利点があるが、他方では、ガラスや金属などに比較
して表面が本質的に柔らかい材料であることから、表面耐擦傷性が劣る、電気的絶縁性で
あることから帯電しやすい、表面が疎水性であることから結露が生じ易いなどの欠点も多
い。これらの欠点のうちで耐擦傷性の向上に関してはプラスチック成形品の表面に硬質樹
脂塗料（ハードコート塗料）からなる硬質膜を形成する技術が知られている。また、帯電
防止に関しては、プラスチック成形品の表面に導電性層を形成する方法、プラスチック成
形品中に導電剤を含有させる方法が知られている。また、結露防止に関しては、プラスチ
ック成形品の表面に親水性の層（例えば、第４級アンモニウム塩基を有する樹脂層）を形
成する方法などが知られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記表面耐擦傷性の改良、帯電防止、結露防止などに関する大部分の方法は、プラスチ
ック成形品の表面に当該プラスチック成形品とは異なる材質からなる機能性層を形成する
ことを内容としている。それ故にプラスチック成形品とその表面に形成する機能性層との
密着性に問題が残っている。例えば、紫外線・電子線硬化性ハードコート塗料やポリシラ
ザンを含む塗料によりプラスチック成形品表面に高硬度のハードコート層を形成すること
によって、プラスチック成形品の表面耐擦傷性を向上させることができるが、プラスチッ
ク成形品表面とハードコート層との密着性に問題があり、成形品の折り曲げなどによって
ハードコート層の白化や剥離が生じる。また、ポリシラザン塗料を用いる方法では、皮膜
形成に高温を要し、耐熱性の低いプラスチック成形品には適用が困難である。また、帯電
防止や結露防止層についても類似の問題が残っている。また、ガラスや金属成形品の表面
改質においても様々な課題が残っている。
【０００５】
　従って本発明の目的は、プラスチック、ガラス、金属などの成形品表面に優れた特性を
与えるコーティング液およびコーティング方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は以下の本発明によって達成される。
１．テトラメトキシシラン、テトラエトキシシランおよびテトラプロポキシシランから選
ばれる少なくとも１種のアルコキシシランと、－(ＳｉＨ2ＮＨ)－ユニットから構成され
ている無機のポリマーであるパーヒドロポリシラザンとを、両者の合計として１～３０質
量％の濃度で、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテルおよびジブチ
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ルエーテルから選ばれる少なくとも１種の不活性有機溶剤中に溶解してなるコーティング
液を物品の表面に塗布し、塗布後に空気中に放置するか、或いは、塗布した塗布層を１２
０℃以下の温度で加熱して、上記アルコキシシランと上記パーヒドロポリシラザンとを加
水分解して、上記物品の表層部に、透明なＳｉＯｘ（ｘ≦２）を含む上記物品の形成材料
とＳｉＯｘとの混合複合層膜を形成することを特徴とする物品のコーティング方法。
２．アルコキシシラン（Ａ）とパーヒドロポリシラザン（Ｂ）との合計量を１００質量部
とした場合、Ａ：Ｂ＝１０～９０：９０～１０の質量比である前記１に記載の物品のコー
ティング方法。
３．不活性有機溶剤が、ジブチルエーテルである前記１又は２に記載の物品のコーティン
グ方法。
【０００７】
４．その塗布量が、固形分換算にて０．１～１０ｇ／ｍ2である前記１～３のいずれかに
記載の物品のコーティング方法。
５．物品が、プラスチック成形品、ガラス成形品又は金属成形品である前記１～４のいず
れかに記載の物品のコーティング方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、特にプラスチック成形品表面に、耐擦傷性、帯電防止性、結露防止性
などに優れた表面層を形成することができる。本発明のコーティング液をプラスチック成
形品表面に塗布すると、コーティング液中の有機溶剤がプラスチック成形品の表面を膨潤
させるとともに、コーティング液中の珪素化合物がプラスチック成形品の表層部中に浸透
する。
【０００９】
　その後、特に高温で処理することなく、放置または加水処理することによって、プラス
チック成形品の表層部中にＳｉＯｘ（ｘ≦２）が生成し、該表層部は成形品の構成材料で
ある高分子化合物とＳｉＯｘとの混合複合層となる。該複合層中のＳｉＯｘの濃度は表面
が最も高く、内部に向かって濃度が低下している。従って上記複合層は成形品表面と一体
化しており、成形品を屈曲させても上記複合層が表面剥離することがない。しかも最表面
はＳｉＯｘの含有量が最も高く、ＳｉＯｘの特性である高硬度、導電性、親水性などが現
れ、プラスチック成形品表面に、優れた耐擦傷性、帯電防止性および結露防止性などを付
与することができる。また、成形品がガラスや金属性である場合も同様な効果が得られる
が、その機構は不明である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に発明を実施するための最良の形態を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。
　本発明のコーティング液の主たる成分は、アルコキシシランとパーヒドロポリシラザン
と不活性有機溶剤である。アルコキシシランとしては、モノアルキルトリアルコキシシラ
ンなどのアルキルアルコキシシラン（アルキル基およびアルコキシ基の炭素数は１～４個
程度）も使用できるが、好ましいものはテトラアルコキシシラン、例えば、テトラメトキ
シシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシランおよびそれらの縮合物から選
ばれる少なくとも１種が挙げられる。これらのアルコキシシランは市場から入手して使用
することができる。
【００１１】
　本発明で使用するパーヒドロポリシラザンとは、珪素、窒素および水素のみから構成さ
れる化合物であり、炭素などの有機成分を含まない無機のポリマーであり、－（ＳｉＨ2

ＮＨ）－ユニットから構成されている。これらのパーヒドロポリシラザンは登録商標「ア
クアミガ」として、商品番号ＮＮ１１０、ＮＮ３１０、ＮＬ１１０Ａ、ＮＬ１２０Ａ、Ｎ
Ｌ１５０Ａ、ＮＬ１６０Ａ、ＮＰ１１０、ＮＰ１４０、ＳＰ１４０、ＵＰ１４０で市販さ
れており、これらの商品は各種の固形分濃度の有機溶剤溶液として入手して使用すること
ができる。特に好ましいものはジブチルエーテルの溶液となっている商品番号ＮＬ１２０
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Ａである。
【００１２】
　本発明のコーティング液は前記アルコキシシランと前記パーヒドロポリシラザンとを有
機溶剤に溶解してなる。使用する有機溶剤としては、上記化合物に対して不活性な有機溶
剤であれば特に限定されないが、プラスチック成形品などの表面に対する適度の膨潤性、
揮発性、環境衛生上からは、エーテル系有機溶剤、例えば、ジメチルエーテル、ジエチル
エーテル、ジプロピルエーテルおよびジブチルエーテルから選ばれる少なくとも１種であ
ることが好ましい。
【００１３】
　これらの有機溶剤に溶解する前記アルコキシシラン（Ａ）と前記パーヒドロポリシラザ
ン（Ｂ）は、両者の合計量を１００質量部とした場合、Ａ：Ｂ＝１０～９０：９０～１０
の質量比であることが好ましい。アルコキシシランの使用量が少なすぎるとＳｉＯｘの生
成に高い温度（例えば、１２０～２００℃）を必要とし、耐熱性の低いプラスチック製品
への応用が困難である。一方、アルコキシシランの使用量が多すぎると、形成される複合
膜の靭性が不十分であり、プラスチック成形品などを屈曲させた場合、複合膜にクラック
（白化）が生じたり、密着性の良好な複合層の形成が困難である。
【００１４】
　本発明のコーティング液中における前記アルコキシシランと前記パーヒドロポリシラザ
ンとの合計の濃度は１～３０質量％であることが好ましい。上記濃度が低すぎると所望の
膜厚の複合層の形成に多量のコーティング液を使用しなければならず、一方、上記濃度が
高すぎるとコーティング液のプラスチック成形品などの表層部への均一浸透性が妨げられ
、高性能の複合層の形成が困難になる場合がある。なお、本発明のコーティング液は加水
分解触媒などの各種添加剤を含んでもよい。
【００１５】
　本発明のコーティング方法は、上記本発明のコーティング液を物品の表面に塗布し、ア
ルコキシシランとパーヒドロポリシラザンを加水分解して上記物品の表層部に透明なＳｉ
Ｏｘを含む複合膜を形成することを特徴としている。本発明のコーティング方法でコーテ
ィングされる物品としては、プラスチック成形品、ガラス成形品および金属成形品などが
挙げられるが、これらに限定されない。特に有効である物品はプラスチック成形品である
ので以下プラスチック成形品を代表例として説明する。
【００１６】
　プラスチック成形品の材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリス
チレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート
、ポリアミド（ナイロン）、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹
脂、ポリイミド樹脂、ポリスルホン樹脂などの公知の熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂、メラ
ミン樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などの熱硬化性樹脂などが挙げられ
、特に限定されるものではない。これらの材料からなるプラスチック成形品の形状は、フ
ィルム、シート、板状体、その他の各種の立体的成形品が挙げられる。
【００１７】
　上記プラスチック物品の表面に対する前記本発明のコーティング液の塗布方法は特に限
定されず、被塗布物品の形状に適した塗布方法、例えば、スプレー法、ディッピング法、
刷毛塗り法、ロールコート法、グラビアコート法、フレキソ法、インクジェット法などが
挙げられる。塗布量についても特に限定されないが、被塗布物品に要求される表面性能に
対応して塗布量を決定すればよい。一般的には、固形分換算にて０．１～１０ｇ／ｍ2で
あり、好ましくは０．５～５ｇ／ｍ2である。塗布量が０．１ｇ／ｍ2未満であると充分な
特性を有する表面複合層が形成されず、一方、塗布量が１０ｇ／ｍ2を超えると複合層が
過剰品質になる他に複合層の透明性が失われる場合がある。
【００１８】
　本発明のコーティング方法の顕著な特徴は、上記で塗布した塗布層の硬化に特別の加熱
を必須としないことである。塗布層を加熱することによって複合層の形成が促進されるが
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、加熱温度は１２０℃以下で充分であり、従って耐熱性が低い汎用の熱可塑性樹脂からな
るプラスチック成形品の表面処理が問題なく実施できる。上記塗布層の硬化は、塗布後に
空気中に放置しておいても進行する。放置による硬化は、コーティング液の溶剤の蒸発と
ともに、空気中の水分の吸収による加水分解であり、数日から数十日で硬化が完了する。
また、硬化には、塗布物に水を噴霧して放置してもよく、さらにスチームなどによる加熱
を組み合わせてもよい。
【００１９】
　以上の如くして本発明のコーティング方法が完了してプラスチック成形品の表層部に、
ＳｉＯｘと当該成形品の樹脂成分との複合層が形成される。当該複合層と成形品表面との
境界は明確ではなく、表面のＳｉＯｘ濃度が最も高く成形品の内部に向かってＳｉＯｘ濃
度が徐々に低下していることが分析により明かになっている。複合層の厚みはコーティン
グ液の塗布量によって変化するが、断面を電子顕微鏡で観察すると約０．５～５μｍの厚
みが観察される。
【００２０】
　以上の如くして得られたプラスチック成形品の表面は、シリカに類似した無機性を有し
ており、成形品の構成樹脂の種類にかかわらず、その鉛筆硬度は４Ｈ～６Ｈ以上に向上し
ており、耐擦傷性が顕著に向上している。しかも表面処理したシート形状などのプラスチ
ック成形物を多数回繰り返し屈曲テストを行なっても表面複合層に変化がなく、剥離や白
化（クラックによる）が認められない。これらの事実は、本発明のコーティング液によっ
て形成される層がＳｉＯｘと成形品基材である樹脂との複合層となっていることを示唆し
ている。
【００２１】
　また、上記複合層の表面はＳｉＯｘリッチであることから、当該表面は親水性であり、
空気中の水分を吸着しており、表面抵抗が低く、約１０7～１０10Ω／□程度となってお
り、摩擦などによって静電気が帯電せず、埃などの付着も生じない。従ってプラスチック
成形品が電子部品であっても帯電による当該部品の損傷が生じない。また、同様な理由で
本発明のコーティング液によって処理されたプラスチックフィルムやシートは電子部品の
包装材料としても有用である。さらに同様な理由から湿度の変化によってもその表面に微
細水滴が付着することがなく、結露防止性・防曇性にも優れていることから、日光や他の
光の透過を妨げることがなく、農業用ハウスのシートなどとしても有用である。
【００２２】
　以上処理対象物品としてプラスチック成形品を代表例として説明したが、本発明のコー
ティング液はガラス成形品に適用しても、ガラス成形品に対して優れた帯電防止、結露防
止、防汚性などを付与することができる。このような性能の付与の理論的根拠は不明であ
る。また、鉄やアルミニウムなどの金属製品の表面に塗布および被覆することで、優れた
防食性、高硬度、防汚性などを付与することができる。
【実施例】
【００２３】
　以下に実施例および比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。なお、以下の文中
の部および％は全て質量基準である。
実施例１～５
　ポリシラザン（パーヒドロポリシラザン）のジブチルエーテル溶液（商品名アクアミカ
ＮＬ１２０Ａ、クラリアントジャパン株式会社製、２０％溶液）にジブチルエーテルを加
えて濃度１０％に希釈してＡ液を調製した。このＡ液１００部に下記表１に記載のアルコ
キシシランをＸ部加えて溶解し本発明のコーティング液を得た。
【００２４】
比較例１、２
　上記のポリシラザン溶液単独（濃度１０％）を比較例１とし、テトラエトキシシランの
ジブチルエーテル溶液（濃度１０％）を比較例２とした。
【００２５】
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　商品名シリケート４５およびＭシリケート５１はいずれも多摩化学工業製である。
【００２６】
実施例６
　前記表１に記載の本発明のコーティング液および比較例１、２のコーティング液をそれ
ぞれスプレー缶に挿入した。一方、２０ｃｍ×２０ｃｍサイズで厚み１ｍｍの透明アクリ
ル板を用意し、該アクリル板の表面に前記スプレー缶よりコーティング液を固形分として
約２ｇ／ｍ2の割合でスプレー塗布した。温度４５℃に加熱して溶剤の大部分を除去した
後、温度８０℃、相対湿度８０％の雰囲気に４８時間放置した。得られた７種のアクリル
板（Ｎｏ．１～７および無処理のアクリル板（Ｎｏ．８））の透明性（目視観察）、表面
硬度（鉛筆硬度）、表面固有抵抗（Ω／□）、防曇性および耐屈曲性を調べたところ下記
表２の結果が得られた。
【００２７】
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【００２８】
　上記において、透明性は肉眼で観察し、未処理アクリル板と同等の透明性を有するか否
かについて調べた。表面硬度はＪＩＳ規定による鉛筆硬度である。表面固有抵抗はＪＩＳ
の規定により測定した。防曇性は１５℃に冷却したアクリル板を３０℃８０ＲＨの雰囲気
に入れた場合の曇の状況により判定した。耐屈曲性はアクリル板を９５°の角度に５回繰
り返し折り曲げた場合の折り曲げ線の白化状態を調べ、白化が認められないものを良好と
し、白化が認められたものを不良とした。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　以上の本発明によれば、各種物品の表面改質に有用であるコーティング液およびコーテ
ィング方法を提供することができる。
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