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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも７５０Ｎ／ｍｍ２のＥ－モジュラス、２２～４４Ｎ／ｍｍ２の引張破断強さ
及び３０～１４０％の破断伸び率を有する架橋ポリウレタン層を第１主面上に有するポリ
マーフィルムを備える多層シートであって、前記架橋ポリウレタン層の少なくとも６０重
量％はポリカーボネートベースのポリウレタンを含み、前記ポリカーボネートベースのポ
リウレタンは、酸基を有し、架橋剤によって架橋されており、かつ、ポリカーボネートポ
リオールまたはポリカーボネートポリアミンと、脂肪族ポリイソシアネートとの反応生成
物を含み、未架橋の前記ポリカーボネートベースのポリウレタンの乾燥フィルムのケーニ
ッヒ硬度が少なくとも１５０秒である、多層シート。
【請求項２】
　架橋した脂肪族のポリウレタン層を第１主面上に有するポリマーフィルムを備える多層
シートであって、前記架橋ポリウレタン層の少なくとも６０重量％はポリカーボネートベ
ースのポリウレタンを含み、前記ポリカーボネートベースのポリウレタンは、酸基を有し
、架橋剤によって架橋されており、かつ、ポリカーボネートポリオールまたはポリカーボ
ネートポリアミンと、脂肪族ポリイソシアネートとの反応生成物を含み、未架橋の前記ポ
リカーボネートベースのポリウレタンの乾燥フィルムのケーニッヒ硬度が少なくとも１５
０秒である、多層シート。
【請求項３】
　前記シートが自動車の表面に貼られた、請求項１又は２に記載の多層シート。
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【請求項４】
　（ｉ）酸基を有する脂肪族ポリカーボネートベースのポリウレタンと、架橋剤とを含む
コーティング組成物を、ポリマーフィルムの主面上にコーティングすることと、
　（ｉｉ）このようにして得られたコーティングを架橋して、架橋を実施することと、を
含む多層シートの製造方法であって、
　前記ポリカーボネートベースのポリウレタンは、ポリカーボネートポリオールまたはポ
リカーボネートポリアミンと、脂肪族ポリイソシアネートとの反応生成物を含み、未架橋
の前記ポリカーボネートベースのポリウレタンの乾燥フィルムのケーニッヒ硬度が少なく
とも１５０秒である、多層シートの製造方法。
【請求項５】
　前記ポリカーボネートベースのポリウレタンおよび架橋剤の総重量が、前記コーティン
グ組成物の固形分総重量の９０～１００重量％を構成する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ポリマーフィルムが、オレフィン－ビニルカルボン酸共重合体のアイオノマーから
形成されている、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ポリカーボネートベースのポリウレタンを含む前記コーティング組成物を適用した
前記主面と反対側の前記ポリマーフィルムの主面に、更に接着剤層が適用される、請求項
４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の属する分野
本発明は、架橋ポリウレタン組成物、ならびにポリマーフィルムおよび架橋ポリウレタン
層を備える多層シートに関する。この多層シートは表面の保護に用いることができ、特に
車体の保護に用いることができる。従って、本発明は更に、車体の少なくとも一部が該多
層シートで保護された自動車に関する。本発明は更に、該多層シートの製造方法に関する
。
【０００２】
発明の背景
ポリウレタン被膜は、各種基盤に耐候性、耐薬品性、耐熱性および耐磨耗性を付与する保
護被膜として用いられることが周知である。一般にポリウレタンは光学的に透明であり、
内装および外装用途を含む、各種用途の物品の保護に用いられてきた。更に、ポリウレタ
ン被膜は、表面に識別印やその他の装飾目的の模様を有するベース基盤を被覆し、保護す
る目的で用いられてきた。このような装飾物品は、内装および外装用に用いられる場合が
ある。
【０００３】
例えば、ＷＯ９４／１３４６５には、エンボス加工を施された多層フィルムを保護する、
ポリウレタンを主成分とする保護層が記載されている。その表面層は、脂肪族ジイソシア
ネートと、ポリエステルポリオール、ポリカーボネートポリオール、またはポリアクリル
ポリオールとの反応生成物を含み、内装および外装用途として良好な保護性を呈すること
が教示されている。更に、このポリウレタンを主成分とする保護表面層は、架橋させても
非架橋でもよく、溶媒系としても水系としてもよいことが開示されている。
【０００４】
ＷＯ９４／１３４９６には、基材と、その上に配設された少なくとも１つの有色層と、保
護表面層とを備えた多層グラフィック物品が開示されている。この保護表面層は、芳香族
ジイソシアネートとポリエーテルポリオールとの反応により得られるポリウレタン、また
は脂肪族ジイソシアネートと、ポリエステルポリオール、ポリカーボネートポリオール、
もしくはポリアクリルポリオールとの反応により得られるポリウレタンを含んでもよい。
【０００５】
ＷＯ９３／２４５５１には、水性ポリウレタン分散液を用いて各種基材用被膜を製造でき
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ることが開示されている。ポリウレタンは、その組成にもよるが、良好な耐薬品性、耐水
性、耐溶媒性、強靭さ、耐磨耗性、耐久性等の多くの所望の特性を備えることが可能であ
るため、水性ポリウレタン分散液を、例えば保護被膜や装飾被膜の材料に用いてもよいこ
とが更に述べられている。更に、ＷＯ９３／２４５５１は、ポリカーボネートポリオール
をベースとするポリウレタンから高機能水性ポリウレタン分散液を得ることができ、この
分散液から得られる被膜は、耐薬品性、耐水性、耐溶媒性および耐汚染性を備えることを
開示している。しかし、このようなポリカーボネートポリオールは一般に高価であり、そ
の供給は必ずしも保証されるものではない。
【０００６】
ポリウレタン保護被膜は、自動車の車体部品を保護する形状適合性フィルムに用いられて
きた。例えば、乗用車の車体のトランク付近は荷物の積み下ろしによる損傷を受けやすい
ため、保護を必要とする場合もある。従来技術により多くの保護被膜が周知であるにも拘
らず、この用途に十分に適格な保護被膜は見出されていない。このような保護被膜は、良
好な光学的透明性、高耐候性、高耐熱性、高耐薬品性、高耐溶媒性、高耐水性、および高
耐磨耗性を有することが所望される。更に、上記保護被膜が良好な可撓性を有することと
、好ましくは、染料を用いて着色することにより、他の所望の特性が実質的に損なわれて
いない着色保護層が得られることが望ましい。
【０００７】
発明の要約
　本発明は、架橋ポリウレタン層を第１主面上に有するポリマーフィルムを備える多層シ
ートであって、該架橋ポリウレタン層の過半部分はポリカーボネートベースのポリウレタ
ンを含み、該ポリカーボネートベースのポリウレタンは、酸基を有し、架橋剤によって架
橋されており、かつ、ポリカーボネートポリオールまたはポリカーボネートポリアミンと
、脂肪族ポリイソシアネートとの反応生成物を含み、未架橋の該ポリカーボネートベース
のポリウレタンのコーエニグ（Ｋｏｅｎｉｇ；ケーニッヒ）硬度が少なくとも１５０秒で
ある、多層シートを提供する。
【０００８】
本発明の多層シートは、良好な耐磨耗性および耐スクラッチ性、ならびに高い耐熱性、耐
溶媒性および耐候性を有する。更に、明澄性、透明性等の光学特性に非常に優れた多層シ
ートを提供することも可能である。また、有色の多層シートを提供するべく、多層シート
の他の所望特性を実質的に損なうことなくポリウレタン被膜を着色することも可能である
。これらの多層シートは、屋内および屋外用途を含めた多様な用途に用いることが可能で
、転用も容易である。
【０００９】
本発明は更に、
（ｉ）ポリカーボネートベースの、酸基を有するポリウレタンと、架橋剤とを含むコーテ
ィング組成物を、ポリマーフィルムの主面上にコーティングすることと、
（ｉｉ）得られた被膜を架橋させることと、
を含む多層シートの製造方法であって、該ポリカーボネートベースのポリウレタンは、ポ
リカーボネートポリオールまたはポリカーボネートポリアミンと、脂肪族ポリイソシアネ
ートとの反応生成物を含み、未架橋の該ポリカーボネートベースのポリウレタンのコーエ
ニグ（Ｋｏｅｎｉｇ）硬度が少なくとも１５０秒である、多層シートの製造方法を提供す
る。
【００１０】
本発明は更に、架橋剤によって架橋された、ポリカーボネートベースの、酸基を有するポ
リウレタンを含み、該ポリカーボネートベースのポリウレタンは、ポリカーボネートポリ
オールまたはポリカーボネートポリアミンと、脂肪族ポリイソシアネートとの反応生成物
を含み、未架橋の該ポリカーボネートベースのポリウレタンのコーエニグ（Ｋｏｅｎｉｇ
）硬度が少なくとも１５０秒である、架橋ポリウレタン組成物を提供する。
【００１１】
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発明の詳細な説明
本発明の多層シートの架橋ポリウレタン層は、その量の過半が、ポリカーボネートポリオ
ールまたはポリカーボネートポリアミンと、脂肪族ポリイソシアネート、好ましくは脂肪
族ジイソシアネートとの反応により得られる、架橋されたポリカーボネートベースのポリ
ウレタンを含む。該ポリカーボネートベースのポリウレタンは、架橋に必要な部位をポリ
ウレタンに付与する酸基、好ましくはカルボン酸基を更に含む。好ましくは、該ポリカー
ボネートベースのポリウレタンの酸価は少なくとも１５ｍｇ　ＫＯＨ／ｇ、より好ましく
は少なくとも１８ｍｇ　ＫＯＨ／ｇである。
【００１２】
ポリウレタン層のポリカーボネートベースのポリウレタンのコーエニグ（Ｋｏｅｎｉｇ）
硬度は少なくとも１５０秒であることが必要であり、好ましくは少なくとも１７５秒、よ
り好ましくは少なくとも２００秒である。ポリカーボネートベースのポリウレタンが上記
コーエニグ硬度を有しない場合、所望の耐薬品性、耐熱性および耐磨耗性が得られない可
能性があることが判明した。更に、他のポリウレタン、例えばポリエステルベースのポリ
ウレタンのコーエニグ硬度が上記要件を満たし、少なくとも１５０秒以上であったとして
も、所望の耐薬品性、耐熱性および耐磨耗性を有する保護層が得られないことも判明した
。
【００１３】
該ポリカーボネートベースのポリウレタンを、他のポリウレタン、例えばポリエーテルも
しくはポリエステルポリオールベースのポリウレタン、またはコーエニグ硬度が１５０未
満であるポリカーボネートベースのポリウレタンとブレンドすることも可能であるが、そ
の際は、ポリウレタン層の過半部分が、架橋した該ポリカーボネートベースのポリウレタ
ンから構成されることが必要である。本発明によれば、「過半部分」とは少なくとも６０
重量％を意味する。好ましくは、ポリウレタン層の総重量に対し少なくとも８０重量％、
より好ましくは少なくとも９０重量％が、架橋した該ポリカーボネートポリウレタンから
構成される。ポリウレタン層の約１００重量％が、架橋した該ポリカーボネートベースの
ポリウレタンから構成された場合、最良の結果が得られる。
【００１４】
ポリカーボネートベースのポリウレタンは、好ましくは水性分散液である。ポリカーボネ
ートベースのポリウレタンの水性分散液およびその調製方法は従来技術より周知であり、
例えば、英国特許第１５４９４５８号および英国特許第１５４９４５９号に記載されてい
る。本発明に用いるポリカーボネートベースポリウレタンは市販されており、例えば、ド
イツ国フランクフルト所在のＺｅｎｅｃａ　Ｒｅｓｉｎｓより入手可能なＮＥＯＲＥＺTM

　Ｒ－９８６およびＮＥＯＲＥＺTM　Ｒ－９８５、ならびにドイツ国Ｋｒｅｆｅｌｄ所在
のＡｂｅｒｄｉｎｇｋ－Ｂｏｌｅｙ　ＧｍｂＨより入手可能なＡＬＢＥＲＤＩＮＧＫTM　
Ｕ　９１１が挙げられる。
【００１５】
ポリカーボネートベースポリウレタンは、該ポリカーボネートベースポリウレタンの酸性
基と容易に反応する好適な架橋剤と架橋する。１００℃未満で硬化を進行させる架橋剤が
好ましい。上記多層－層シートのポリマーフィルムの軟化点が低い場合は、低温での架橋
が特に望ましい。ポリカーボネートベースポリウレタンの架橋に使用できる架橋剤の例と
して、Ｃｙａｎａｍｉｄｅ社より入手可能なＣｙｍｅｌTM　３０３、ＣｙｍｅｌTM　３７
３等のメラミン類；尿素類；ＣｙｍｅｌTM　１１２３等のベンゾグアナミン類；Ｃｙｍｅ
ｌTM　１１７２等のグリコルリル類；およびＥｕｒｏｃｈｅｍより入手可能なＵＣＡＲＬ
ＩＮＫTM　ＸＬ　２９　ＳＥ等の多官能性カルボジイミド類が挙げられる。本発明に用い
る特に好ましい架橋剤の種類は、多官能性アジリジン類である。好適な多官能性アジリジ
ンとして、例えば、米国特許第３，２２５，０１３号に記載されているものが挙げられる
。多官能性アジリジンは、好ましくは三官能性アジリジンである。具体的な例として、ト
リメチロールプロパントリス［３－アジリジニルプロピオネート］；トリメチロールプロ
パントリス［３（２－メチル－アジリジニル）プロピオネート］；トリメチロールプロパ
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ントリス［２－アジリジニルブチレート］；トリス（１－アジリジニル）ホスフィンオキ
シド；トリス（２－メチル－１－アジリジニル）ホスフィンオキシド；ペンタエリトリト
ールトリス－３－（１－アジリジニルプロピオネート）；およびペンタエリトリトールテ
トラキス－３－（１－アジリジニルプロピオネート）が挙げられる。市販の多官能性アジ
リジンとして、例えば、オハイオ州クリーブランド所在のＢ．Ｆ．グッドリッチ・ケミカ
ル社（Ｂ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，）より入手可能な、商品
名「ＸＡＭＡ－２」（トリメチロールプロパン－トリス－（ベータ－（Ｎ－アジリジニル
）プロピオネート）および「ＸＡＭＡ－７」（ペンタエリトリトール－トリス－（ベータ
－（Ｎ－アジリジニル）プロピオネート）、ならびにマサチューセッツ州ウイルミントン
所在のＺｅｎｅｃａ　Ｒｅｓｉｎｓより入手可能な「ＮｅｏＣｒｙｌ　ＣＸ－１００」が
挙げられる。
【００１６】
上記架橋剤は、通常、ポリカーボネートベースのポリウレタン１００重量部に対し５重量
部～１５重量部を用いる。
【００１７】
該ポリウレタン層は、例えば酸化防止剤、紫外線安定剤等の、保護被膜に従来用いられる
成分を更に含有してもよい。更に、特定の色合いの多層シートが所望される場合、本発明
のポリウレタン層を着色することができる。無機または有機顔料の添加により該ポリウレ
タン層の優れた特性が幾分低下するものの、上記顔料を添加しても、良好で有用な耐候性
、耐薬品性、および耐熱性、ならびに良好な耐磨耗性および耐スクラッチ性を達成するこ
とが可能である。特に好ましい着色顔料は染顔料であり、最も好ましくは水性染顔料であ
る。ポリウレタン層に添加するのに好適な染顔料は、水溶性または水分散性バインダーを
混合した染顔料を含むペースト形態であってもよい。本発明のポリウレタン層に使用可能
な市販の染顔料として、例えば、ＩＳＬ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＧｍｂＨより入手可能な顔料Ｉ
ｓｏｖｅｒｓａｌTM　ＷＬ、および商品名ＬｕｃｏｎｙｌTMとしてＢＡＳＦより入手可能
な染顔料が挙げられる。典型的には、染顔料は、ポリウレタン層の有益な特性を許容レベ
ル以下に低下させることなく、ポリウレタン層に０．５ｐｈｒ（１００部を基準とした部
）～１０ｐｈｒの量を添加することができる。
【００１８】
本発明の架橋ポリウレタン層は、典型的には、Ｅ－モジュラス（ヤング率としても周知）
が少なくとも７５０Ｎ／ｍｍ2、引張破断強さが２２～４４Ｎ／ｍｍ2、かつ破断伸び率が
３０～１４０％である。
【００１９】
本発明のポリウレタン層をポリマーフィルム上に配設することによって本発明の多層シー
トが得られる。該ポリウレタン層を配設することのできるポリマーフィルムとして、例え
ば、ポリウレタンフィルム；ポリエステルフィルム；ポリプロピレンフィルム、ポリエチ
レンフィルム、ポリエチレンとポリプロピレンとのブレンドから形成されるフィルム等の
ポリオレフィンフィルム；およびエチレン－酢酸ビニル、エチレン－（メタ）アクリル酸
、エチレン－メタクリレート、これらの材料のブレンド等のエチレン変性共重合体から形
成されるフィルムが挙げられる。自動車の車体を保護する多層シートとして用いるのに特
に望ましい特性を有するポリマーフィルムとして、エチレン－アクリル酸共重合体、エチ
レン－メタクリル酸共重合体等のオレフィン／カルボン酸ビニルエステル共重合体と、リ
チウム、ナトリウム、カリウム、亜鉛、アルミニウム、およびカルシウムを含む様々な金
属陽イオンとを結合させたアイオノマーが挙げられる。好適な市販のアイオノマー樹脂と
して、Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　＆　Ｃｏ．より入手可能な、Ｓｕ
ｒｌｙｎTM系列の材料が挙げられる。
【００２０】
オレフィン／カルボン酸ビニルエステル共重合体のアイオノマーから形成されるポリマー
フィルムは、非常に優れた光学特性、高い可撓性、良好な耐熱性、および所望の収縮挙動
を有する。本発明のポリウレタン層と組み合わせることにより、外装用途として非常に優
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れた保護特性を有する多層シートが得られる。
【００２１】
本発明に係る好ましい実施態様において、多層シートは、ポリマーフィルムの、ポリウレ
タン層を保持する主面と対向する主面上に、更に接着剤層を備える。この接着剤層は、通
常、従来の剥離ライナーで保護されている。本実施態様に好適に用いられる接着剤層は、
好ましくは、常時粘着性を有する感圧接着剤を含有する。本発明には後者が好ましい。特
に好適な感圧接着剤は、例えば、ポリアクリレート、合成ゴム、天然ゴム、ポリブタジエ
ン、ポリブタジエン共重合体、ポリイソプレン、またはポリイソプレン共重合体をベース
とした感圧接着剤である。ポリジメチルシロキサン、ポリメチルフェニルシロキサン等の
シリコーンベースの接着剤を用いてもよい。ポリアクリレートベースの接着剤は、高い明
澄性、紫外線安定性、耐劣化性等の特性が得られるため、本発明に使用する感圧接着剤と
して特に好ましい。本発明に用いることのできるポリアクリレート接着剤として、例えば
、米国特許第４　４１８　１２０号；米国再発行特許第２４，９０６号（Ｕｌｒｉｃｈ）
、米国特許第４　６１９　８６７号；米国特許第４　８３５　２１７号；およびＷＯ８７
／００１８９に記載されているものが挙げられる。好ましくは、ポリアクリレート感圧接
着剤は、Ｃ４～Ｃ１２アルキルアクリレートとアクリル酸との架橋共重合体を含む。ポリ
アクリレート感圧接着剤は、好ましくは、ロジンエステル等の粘着性付与剤を更に含む。
本発明に有用な接着剤に、粉砕ガラス、二酸化チタン、シリカ、ガラスビーズ、ワックス
、粘着性付与剤、低分子量熱可塑性物質、オリゴマー種、可塑剤、顔料、金属フレーク、
金属粉末等の添加剤を、表面への接着結合効果を著しく低下させない量で添加してもよい
。通常、接着剤層の厚さは２５～５６０μｍである。特定の用途、例えば車体に適用する
ための多層シートに用いるべく、シートの位置を調整して所望の位置に合わせてから永続
的な結合を形成することができるように、初期に再配置性を有する接着剤が所望されるこ
とも多い。典型的には、このような再配置性は、米国特許第３　３３１　７２９号に開示
されているように、接着表面に微細なガラスバブルの層を配設することにより達成しても
よい。
【００２２】
本発明の多層シートは、ポリカーボネートベースのポリウレタンを含むコーティング組成
物を、ポリマーフィルムの主面上にコーティングすることにより得ることができる。ポリ
ウレタン層がポリマーフィルムに対し確実に良好にコーティングおよび接着されるために
、コーティングを行う前に、ポリマーフィルムを好ましくはコロナ処理するか、あるいは
ポリマーフィルム上に１層以上のプライマー層を配設してもよい。
【００２３】
ポリカーボネートベースのポリウレタンを、水性分散液からコーティングすることが更に
望ましい。「水性」という用語は、分散液の流体相の過半部分が水から構成されることを
意味する。この流体相は、更に有機溶媒、特に水と混和な溶媒を含有してもよい。分散液
の流体相は、好ましくは少なくとも６０重量％、より好ましくは少なくとも８０重量％の
水を含む。このコーティング組成物は、架橋剤と、染顔料等の他の任意の化合物とを更に
含有する。このコーティング組成物の総固形分量は、典型的には、２５重量％～５０重量
％の範囲内で変わる。本発明の好ましい実施態様において、固形分の少なくとも８０重量
％、より好ましくは９０重量％～１００重量％がポリカーボネートベースのポリウレタン
および架橋剤で構成される。コーティング組成物は、通常、乾燥後の厚さとして５～１５
μｍを得るのに十分な量を適用する。
【００２４】
ポリウレタンコーティング組成物をポリマーフィルム上にコーティングするために、従来
の任意のコーティング技術を用いてもよい。有用なコーティング技術として、例えば、メ
イヤーバーコーティング、スプレーコーティング、スクリーン印刷、ロータリースクリー
ンコーティング、およびダイレクト（フォワード）グラビアコーティング、リバースグラ
ビアコーティング、オフセットグラビアコーティング等のグラビアコーティングが挙げら
れる。
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【００２５】
コーティングされたポリウレタンコーティング組成物の架橋は、通常、加熱によって実施
される。加熱は、熱を直接的に供給するか、または、例えば赤外放射線等により間接的に
熱を供給することによって実施してもよい。典型的には、被膜を５０℃～１４０℃、好ま
しくは９０℃～１２５℃で、２０秒間～５分間、好ましくは２０秒間～６０秒間加熱する
ことにより、十分な架橋度を有するポリウレタン層を得る。
【００２６】
本発明に係る好ましい実施態様によれば、ポリマーフィルムに接着剤層を配設するために
、ポリマーフィルムの反対側の面に接着コーティング組成物をコーティングすることがで
きる。接着コーティング組成物は無溶媒系、溶媒系、または水系であってもよい。コーテ
ィングする替わりに、接着剤層をポリマーフィルムに貼り合わせてもよい。ポリウレタン
コーティング組成物をポリマーフィルムにコーティングした後またはポリウレタンコーテ
ィング組成物をコーティングする前に接着剤層を配設してもよい。
【００２７】
以下の実施例を用いて本発明を更に説明するが、これらは本発明を制限することを意図す
るものではない。
【００２８】
実施例
本実施例に以下の試験方法を用いた。
【００２９】
耐ホフマン（Ｈｏｆｆｍａｎｎ）スクラッチ性試験
ＡＳＴＭ（米国材料試験協会）－２１９７－８６－に記載のＢａｌａｎｃｅｄ－Ｂｅａｍ
　Ｓｃｒａｐｅ試験機を用いて耐スクラッチ性および耐傷つき性（ｍａｒ　ｒｅｓｉｓｔ
ａｎｃｅ）を測定した。ホフマン尖筆（Ｈｏｆｆｍａｎｎ　ｓｔｙｌｕｓ）を、鉛直線お
よび試験用試料が移動する方向の最上面から４５°の角度に保持し、２２°の高さの支点
によって所定の位置に保持した。７５ｇ、１００ｇ、２５０ｇの錘をそれぞれ錘支持体上
に載置し、湾曲部が試験用試料の上部に載るまでビームを下げ、次いで、摺動台を、試料
を横切るようにゆっくりと押した。スクラッチ試験は２５°で実施した。
【００３０】
フィルムを目視で評価した。評価基準を以下に示す。
●＝合格（トップコートの永続的な損傷／傷／痕跡なし）
●*＝合格（トップコート上に傷が生じたが回復）
＋＝不合格（トップコートの永続的な損傷／傷／痕跡あり）
【００３１】
引張、伸び、およびｅ－モジュラス
架橋剤を含むポリウレタンフィルムを調製した。離型剤をコーティングした紙上に、湿潤
時の厚さが約１４０μｍとなるように混合物をナイフコートし、２３℃で５分間乾燥し、
次いで９５℃の強制換気型オーブン内で３分間硬化させ、厚さ２５～５０μｍの硬化フィ
ルムを得た。
【００３２】
次いで、ＤＩＮ５３４５５に準じ、市販の引張試験機（ドイツ国ウルム所在のＺｗｉｃｋ
　ＧＭｂＨよりＭｏｄｅｌ　１４４６として入手可能）を用いて引張および伸び測定を行
った。引張試験機の試料把持部を、離隔する方向に３００ｍｍ／分で移動した。引張およ
び伸び測定には、長さ１００ｍｍ×幅２５．４ｍｍのサンプルを用いた。フィルムの厚さ
をスプリングマイクロメータにて計測し、計算に用いた。
【００３３】
Ｅ－モジュラス測定は、ＤＩＮ（ドイツ工業規格）５３４５７に準じ、上述の引張試験機
を用いて測定した。引張試験機の試料把持部を、離隔する方向に速度１ｍｍ／分で移動し
た。Ｅ－モジュラス測定範囲は０．０５～０．２５％とした。Ｅ－モジュラス測定には、
長さ１００ｍｍ、幅２５．４ｍｍの試験用試料を用いた。
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【００３４】
耐熱性
試料として接着剤（底面）およびポリウレタン（上面）をコーティングしたフィルムをア
ルミニウム板に接着させ、まず２３℃で２４時間保管した。次いで、１２０℃の強制換気
型オーブン内に２日間放置した。フィルムを接着させた試験用板をオーブンから取り出し
、放熱させ、黄色変化の徴候を目視で評価した。
【００３５】
目視による評価基準を以下に示す。
●＝合格（黄色変化なし）
＋＝不合格（黄色変化あり）
【００３６】
耐溶媒性試験
適用試料として、接着剤をコーティングしたフィルムを、アトラス・エレクトリック・デ
バイシーズ社（Ａｔｌａｓ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏ：米国イリノイ州
シカゴ所在）よりＭｏｄｅｌ　ＣＭ５として市販されている、米国繊維化学者・色彩技術
者協会（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｓ　ａｎｄ　Ｃｏｌｏｒｉｓｔｓ：Ａ．Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｃ）クロックメータに装着し
た。Ａ．Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｃ試験法８－１９７２に準じ、擦り試験を実施した。
【００３７】
試験用流体としてメチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）および試験方法ＤＩＮ（ドイツ工
業規格）５１６０４　Ｂに記載の「ＦＡＭ（タイプＢ）」試験用燃料を用いた。
【００３８】
試料として、硬化ポリウレタントップコートを有する、接着剤をコーティングしたフィル
ム（２×５インチ）をアルミニウム板に接着させ、その板をＡ．Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｃクロック
メータに装着した。擦り布として、試験用流体に浸した原綿を使用した。溶媒が染み込ん
だ綿パッドを用いて試料表面を計５０サイクル擦った。
【００３９】
目視にて評価した耐溶媒性の評価基準を以下に示す。
●＝合格（擦られた痕跡なし）
＋＝不合格（擦られた痕跡あり／擦り取られている）
【００４０】
コーエニグ（Ｋｏｅｎｉｇ）硬度
未架橋の乾燥ポリウレタンフィルムのコーエニグ硬度値［ＤＩＮ（ドイツ工業規格）５３
１５７に準じて測定］をポリウレタン製造業者の製品パンフレットより転載した。
【００４１】
酸価
コーティング組成物に用いたポリウレタンの酸価をＤＩＮ（ドイツ工業規格）５３４０２
に準じて測定し、固体ポリマー１ｇ当たりのＫＯＨ（ｍｇ）を記録した。
【００４２】
実施例１
Ｚｎ陽イオンを含むエチレン－メタクリル酸共重合体アイオノマー（アイオノマー）［デ
ュポンよりＳＵＲＬＹＮ（ＴＭ）－１７０５－１として入手可能］を、従来法を用いて厚
さ２５０μｍのフィルムに押出成形した。このアイオノマーフィルムの押出成形には、紫
外線安定化用混合物を含む組成物を用いた。この紫外線安定化用混合物は、ポリマー樹脂
製造業者が推奨する紫外線安定化用混合物の類似物であり、２種類の紫外線吸収剤と、１
種類のヒンダードアミン光安定剤と、１種類の酸化防止剤とを含む。
【００４３】
次いで、得られたアイオノマーフィルムの片面を、正味エネルギー量５００ジュール／秒
、線速度１８ｃｍ／秒でコロナ放電処理した。
【００４４】
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ポリエチレン被膜上にシリコーン剥離層を有するポリエチレン塗装紙ライナーに支持され
た、厚さ３３μｍのアクリレート感圧接着剤層に、上記フィルムのコロナ処理された面を
貼り合わせた。
【００４５】
次いで、Ｓｕｒｌｙｎ（ＴＭ）フィルムの第２面を上記と同様の条件下でコロナ放電処理
した。
【００４６】
次いで、ポリカーボネートジオールと脂肪族ジイソシアネートとから製造された水性ポリ
ウレタン樹脂［固形分３５％、ドイツ国フランクフルト所在のＺｅｎｅｃａ　Ｒｅｓｉｎ
ｓよりＮｅｏＲｅｚ（ＴＭ）Ｒ－９８６として入手可能］を１００重量部と、多官能性ア
ジリジン架橋剤［ドイツ国フランクフルト所在のＺｅｎｅｃａ　ＲｅｓｉｎｓよりＮｅｏ
Ｃｒｙｌ（ＴＭ）ＣＸ－１００として入手可能］を３．５重量部とを、開放容器内でモー
ター式プロペラスターラーを用いて２３℃で５分間混合することにより、コーティング組
成物を調製した。
【００４７】
実施例１のＰＵコーティング組成物に使用したポリウレタンの種類を以下の表１に示す。
ポリウレタンと架橋剤とを含むコーティング組成物の内容物を表２にまとめた。
【００４８】
次いで、得られた組成物を、フィルムの、接着剤層を有しないコロナ処理された面に被膜
厚（湿潤時）が１８．３μｍ（０．７２ｍｉｌ）となるようコーティングロッドを用いて
コーティングした。ポリウレタン被膜を２３℃で１５秒間乾燥し、次いで、９０℃の強制
換気型オーブン内で３０秒間硬化させた。
【００４９】
試験を実施する前に、得られた保護フィルムを、２３℃、相対湿度５０％で７２時間保管
した。
【００５０】
上に略述した試験方法に従って試験を実施した結果を表３と４に示す。表３には、基材を
有しない自己保持型ポリウレタンフィルムに関する引張特性、伸び特性およびＥ－モジュ
ラスを示す。表４に、本実施例のポリウレタンをコーティングしたフィルムに関する耐ホ
フマンスクラッチ性および耐熱性／耐溶媒性を示す。
【００５１】
得られた、接着剤被膜を有するシートは透明で、実質的に無色であり、表面は無傷であっ
た。
【００５２】
保護剥離ライナーを感圧接着剤層から取り除き、自動車の塗装されたバンパーにシートを
貼着した。シート貼着の際には、接着剤がコーティングされたフィルムを平滑な基盤に接
着させるために用いる、手持ち用プラスチックアプリケーター（通常、スクイージーと称
されるもの：米国ミネソタ所在のＲＨＥＯ　ＰＬＡＳＴＩＣＳより市販されている）を用
いた。シートはバンパーに十分に馴染み、気泡が混入しないように貼着することが可能で
、貼着時に引っ掻き傷が形成されることもなかった。
【００５３】
塗装されたバンパーの色は、保護フィルムを通してはっきりと視認することが可能で、シ
ートそのものは容易に目視で確認することはできなかった。
【００５４】
実施例２～３
実施例２～３では、それぞれのコーティング組成物に、実施例１とは異なる２種類のポリ
カーボネートベースの水性ポリウレタンを用いた以外は実施例１と同様の方法で調製した
。
【００５５】
実施例２では、コーティング組成物のポリウレタン成分としてＺｅｎｅｃａ　Ｒｅｓｉｎ
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ｓより入手したＮｅｏＲｅｚ（ＴＭ）Ｒ－９８５を用い、実施例３では第３のポリカーボ
ネートベースポリウレタン（ドイツ国Ｋｒｅｆｅｌｄ所在のＡｌｂｅｒｄｉｎｇｋ－Ｂｏ
ｌｅｙ　ＧｍｂＨ、４７８２９よりＡｌｂｅｒｄｉｎｇｋ　Ｕ　９１１として入手可能）
を用いた。
【００５６】
ポリウレタン被膜の組成と得られたフィルムの特性を表１～４にまとめた。
【００５７】
比較実施例１～７
比較実施例１～７では、実施例１と同様の方法により調製した。各比較実施例に用いた異
なる水性ポリウレタンポリマーを表１にまとめた。
【００５８】
比較実施例１～６の、ポリエーテルおよびポリエステルジオールセグメントをベースとし
たポリウレタンは耐スクラッチ試験に合格しなかった。
【００５９】
比較実施例７のポリカーボネートベースのポリウレタン（コーエニグ硬度がわずか８０と
低い）は耐スクラッチ試験に合格しなかった。
【００６０】
ポリウレタン被膜の組成と得られたフィルムの特性とを表１～４にまとめた。
【００６１】
実施例８
ポリカーボネートベースのポリウレタン（Ｚｅｎｅｃａ　ＲｅｓｉｎｓよりＮｅｏｒｅｚ
　９８６として入手可能）を３０．００重量部と、ポリアジリジン架橋剤（Ｚｅｎｅｃａ
　ＲｅｓｉｎｓよりＮｅｏｃｒｙｌ　ＣＸ　１００として入手可能）を１．０５重量部と
、更に、赤色顔料ペースト（ドイツ国Ｋｕｅｒｔｅｎ所在のＩＳＬ　Ｃｈｅｍｉｅ　Ｇｍ
ｂＨ、５１５１５よりＷＬ　００８９４／３１７４として入手可能）１．１７重量部とを
含むポリウレタンコーティング組成物を用いた以外は実施例１と同様に実施した。
【００６２】
このコーティング組成物をフィルム上に塗布し、実施例１と同様に硬化させた。人目を惹
くような美しさの赤色のフィルムが得られた。このフィルムの物理特性は実施例１とほぼ
同一であった。
【００６３】
この赤色フィルムを、同じ赤色で塗装した自動車のバンパーに貼着した。基盤に貼着した
後は、この保護シートは容易に視認できなかった。
【００６４】
【表１】
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【００６５】
【表２】

【００６６】
【表３】
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