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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を含む相が海相を形成し、ゴム成分であるエ
チレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及び
前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）とは異なる結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ
－４）を含む混合物が、島相、または、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と
異なる海相を形成している熱可塑性エラストマー組成物であって、
　前記水添ブロック共重合体（ａ－３）が、ビニル結合含量が２５ｍｏｌ％以下の共役ジ
エン重合体ブロックを両末端に有し、ビニル結合含量が２５ｍｏｌ％を超える共役ジエン
重合体ブロックを中間に有するブロック共重合体を水素添加してなるものであり、
　前記島相、または、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と異なる海相におい
て、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）からなるマトリックス中で、前
記水添ブロック共重合体（ａ－３）及び前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）が三次
元網目構造を形成していることを特徴とする熱可塑性エラストマー組成物。
【請求項２】
　前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、前記水添ブロック共重合体（ａ
－３）、及び前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合
に、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）の割合が２０～９４質量％であ
り、
　前記水添ブロック共重合体（ａ－３）と前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合
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計を１００質量％とした場合に、前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の割合が２０
～８０質量％であり、
　前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）、前記エチレン・α－オレフィン系共重
合体（ａ－２）、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）、及び前記結晶性ポリエチレン系
樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合に、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂
（ａ－１）の割合が１０～９０質量％である、請求項１に記載の熱可塑性エラストマー組
成物。
【請求項３】
　導電性フィラー（Ｂ）を含む、請求項１又は２に記載の熱可塑性エラストマー組成物。
【請求項４】
　前記導電性フィラー（Ｂ）の量が、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）１０
０体積部に対して、５～１００体積部である、請求項３に記載の熱可塑性エラストマー組
成物。
【請求項５】
　前記導電性フィラー（Ｂ）が、カーボンブラック、カーボンファイバー、グラファイト
、グラフェン、フラーレン、カーボンマイクロコイル、カーボンナノチューブ、金属粉、
及びセラミック粉からなる群より選択される少なくとも１種である、請求項３又は４に記
載の熱可塑性エラストマー組成物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の熱可塑性エラストマー組成物を発泡させて、発泡
成形体を製造することを特徴とする発泡成形体の製造方法。
【請求項７】
　前記発泡成形体は、少なくとも前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を含む相
が発泡セルを含み、かつ、前記発泡セルの数平均セル径が１０～２００μｍであり、前記
数平均セル径の変動係数（Ｃｖ）が０．１～１．０のものである、請求項６に記載の発泡
成形体の製造方法。
【請求項８】
　前記発泡成形体は、圧縮永久歪みが８０％以下であり、圧縮荷重応力が１～１，０００
ｋＰａのものである、請求項６又は７に記載の発泡成形体の製造方法。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載の発泡成形体の製造方法によって、前記発泡成形体
を製造する工程と、前記発泡成形体を圧縮率５～９０％に圧縮して、導電性成形体を得る
工程を含む、導電性成形体の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の導電性成形体の製造方法によって、前記導電性成形体を製造した後、
前記導電性成形体からなるシートと、前記シートの一方の面上に形成された粘着層と、前
記シートの他方の面上に形成された基材層と、を備えた導電性シート積層体を製造するこ
とを特徴とする導電性シート積層体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器等の構成部材として用い得る発泡成形体、並びに、該発泡成形体の
材料として用いうる熱可塑性エラストマー組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車等の内装部品、外装部品、家電製品、又は情報機器等の振動及び騒音に対
する緩衝材や柔らかな触感を有する部品等として、発泡成形体が多くの製品分野において
使用されている。特に、成形し易くかつ発泡も容易である原料として、熱可塑性エラスト
マー組成物が注目されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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　一方、発泡成形体を作製しうる材料として、海島構造を有する熱可塑性エラストマー組
成物が知られている。
　例えば、（イ）第一のポリマー（例えば、エチレン・α－オレフィン系共重合体）及び
第二のポリマー（例えば、結晶性エチレン系樹脂）を含有し、前記第一のポリマーからな
るマトリックス中に前記第二のポリマーが存在する海相と、（ロ）粒子状の第三のポリマ
ー（例えば、架橋ゴム）からなる島相と、を含んでなる海島構造を有する熱可塑性エラス
トマー組成物が提案されている（特許文献２）。この熱可塑性エラストマー組成物は、発
泡剤を更に含有することができる。
　また、特定のオレフィン系共重合体（ｂ）からなるマトリックス相中に、ブロック共重
合体（ａ）の粒子が分散した海島型の相構造を有する重合体組成物が提案されている（特
許文献３）。この重合体組成物は、さらに、発泡剤を含有することができる。
【０００４】
　また、独立気泡性が高いなどの特長を有する発泡成形体を作製しうる材料として、（Ａ
）エチレン・α－オレフィン系共重合体と、（Ｂ）結晶性ポリエチレン系樹脂と、（Ｃ）
両末端にビニル結合含量が２５％以下の共役ジエン重合体ブロックを有するとともに、中
間にビニル結合含量が２５％超の共役ジエン重合体ブロックを有するブロック共重合体を
水素添加してなる水添ブロック共重合体と、を含有し、溶融張力等が特定の数値範囲内で
ある熱可塑性エラストマー組成物が提案されている（特許文献４）。この熱可塑性エラス
トマー組成物は、化学発泡剤を配合することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－７３２２２号公報
【特許文献２】ＷＯ　２００７／０２４０２５　Ａ１
【特許文献３】ＷＯ　０２／１４４２３　Ａ１
【特許文献４】特開２００７－１６９５２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　電子機器等の構成部材として、高い導電性を有する部材が用いられることがある。
　高い導電性を有する成形体を製造するためには、高分子材料に対して導電性フィラーを
多量に配合する必要がある。しかし、導電性フィラーを多量に配合すると、成形性が悪化
する。このため、少量の導電性フィラーを用いるだけで、高い導電性を有する部材を作製
しうる高分子材料が求められている。
　本発明は、少量の導電性フィラーを用いるだけで、高い導電性を有する部材を作製しう
る高分子材料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】
【０００７】
　本発明者は、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、α－オレフィン系熱可塑性
樹脂（ａ－１）、エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合
体（ａ－３）、及び前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）とは異なる結晶性ポリ
エチレン系樹脂（ａ－４）を含み、かつ、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）
を含む相が海相を形成し、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブ
ロック共重合体（ａ－３）、及び結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）を含む混合物が、
島相、または、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と異なる海相を形成してい
る熱可塑性エラストマー組成物であって、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）が、ビニ
ル結合含量が２５ｍｏｌ％以下の共役ジエン重合体ブロックを両末端に有し、ビニル結合
含量が２５ｍｏｌ％を超える共役ジエン重合体ブロックを中間に有するブロック共重合体
を水素添加してなるものであり、前記島相、または、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂
（ａ－１）と異なる海相において、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）
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からなるマトリックス中で、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）及び前記結晶性ポリエ
チレン系樹脂（ａ－４）が三次元網目構造を形成している熱可塑性エラストマー組成物を
用いれば、該組成物が導電性フィラーを含む状態で発泡させて発泡成形体を作製した場合
に、形成された泡（発泡セル）の周縁に導電性フィラーが偏在し、特に発泡成形体の圧縮
時に、導電パスが形成されて、高い導電性を得ることができること、及び、発泡成形体の
発泡セルが、適度な大きさ及び優れた均一性を有し、前記の高い導電性が安定して得られ
ることを見出し、本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［１０］を提供するものである。
［１］　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を含む相が海相を形成し、エチレン・
α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及び前記α－
オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）とは異なる結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）を
含む混合物が、島相、または、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と異なる海
相を形成している熱可塑性エラストマー組成物であって、前記水添ブロック共重合体（ａ
－３）が、ビニル結合含量が２５ｍｏｌ％以下の共役ジエン重合体ブロックを両末端に有
し、ビニル結合含量が２５ｍｏｌ％を超える共役ジエン重合体ブロックを中間に有するブ
ロック共重合体を水素添加してなるものであり、前記島相、または、前記α－オレフィン
系熱可塑性樹脂（ａ－１）と異なる海相において、前記エチレン・α－オレフィン系共重
合体（ａ－２）からなるマトリックス中で、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）及び前
記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）が三次元網目構造を形成していることを特徴とす
る熱可塑性エラストマー組成物。
［２］　前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、前記水添ブロック共重合
体（ａ－３）、及び前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とし
た場合に、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）の割合が２０～９４質量
％であり、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）と前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－
４）の合計を１００質量％とした場合に、前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の割
合が２０～８０質量％であり、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）、前記エチ
レン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）、及
び前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合に、前記α
－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）の割合が１０～９０質量％である、前記［１］に
記載の熱可塑性エラストマー組成物。
［３］　導電性フィラー（Ｂ）を含む、前記［１］又は［２］に記載の熱可塑性エラスト
マー組成物。
［４］　前記導電性フィラー（Ｂ）の量が、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１
）１００体積部に対して、５～１００体積部である、前記［３］に記載の熱可塑性エラス
トマー組成物。
［５］　前記導電性フィラー（Ｂ）が、カーボンブラック、カーボンファイバー、グラフ
ァイト、グラフェン、フラーレン、カーボンマイクロコイル、カーボンナノチューブ、金
属粉、及びセラミック粉からなる群より選択される少なくとも１種である、前記［３］又
は［４］に記載の熱可塑性エラストマー組成物。
［６］　前記［１］～［５］のいずれかに記載の熱可塑性エラストマー組成物を発泡させ
て、発泡成形体を製造することを特徴とする発泡成形体の製造方法。
［７］　前記発泡成形体は、少なくとも前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を
含む相が発泡セルを含み、かつ、前記発泡セルの数平均セル径が１０～２００μｍであり
、前記数平均セル径の変動係数（Ｃｖ）が０．１～１．０のものである、前記［６］に記
載の発泡成形体の製造方法。
［８］　前記発泡成形体は、圧縮永久歪みが８０％以下であり、圧縮荷重応力が１～１，
０００ｋＰａのものである、前記［６］又は［７］に記載の発泡成形体の製造方法。
［９］　前記［６］～［８］のいずれかに記載の発泡成形体の製造方法によって、前記発
泡成形体を製造する工程と、前記発泡成形体を圧縮率５～９０％に圧縮して、導電性成形
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体を得る工程を含む、導電性成形体の製造方法。
［１０］　前記［９］に記載の導電性成形体の製造方法によって、前記導電性成形体を製
造した後、前記導電性成形体からなるシートと、前記シートの一方の面上に形成された粘
着層と、前記シートの他方の面上に形成された基材層と、を備えた導電性シート積層体を
製造することを特徴とする導電性シート積層体の製造方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の熱可塑性エラストマー組成物に導電性フィラーを配合しかつ発泡させてなる発
泡成形体は、海相の中の均一なかつ適度な径を有する発泡セルの周縁に導電性フィラーが
偏在しているので、導電性フィラーの配合量が少量であっても、特に圧縮時に導電パスを
形成して、高い導電性を安定して示すことができる。
　また、前記発泡成形体は、例えば超臨界流体等を用いて発泡させることによって、容易
にかつ安定的に作製することができる。
　また、前記発泡成形体は、圧縮永久歪みが小さく、圧縮時の荷重（応力）も小さいので
、電子機器等における非圧縮／圧縮の変換動作を繰り返す部材等として好適に用いること
ができる。
　さらに、前記発泡成形体は、溶融させてペレット化した後、再度成形して用いることが
できるので、リサイクル性にも優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、導電性シート積層体を概念的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の熱可塑性エラストマー組成物は、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）、
エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及
び前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）とは異なる結晶性ポリエチレン系樹脂（
ａ－４）を含み、かつ、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を含む相が海相を
形成し、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（
ａ－３）、及び結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）を含む混合物が、島相、または、前
記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と異なる海相を形成している熱可塑性エラス
トマー組成物であって、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）が、ビニル結合含量が２５
ｍｏｌ％以下の共役ジエン重合体ブロックを両末端に有し、ビニル結合含量が２５ｍｏｌ
％を超える共役ジエン重合体ブロックを中間に有するブロック共重合体を水素添加してな
るものであり、前記島相、または、前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と異な
る海相において、前記エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）からなるマトリッ
クス中で、前記水添ブロック共重合体（ａ－３）及び前記結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ
－４）が三次元網目構造を形成している熱可塑性エラストマー組成物である。なお、前記
の（ａ－１）～（ａ－４）成分を以下、ポリマー成分（Ａ）という。
　また、本発明の熱可塑性エラストマー組成物は、海相に、導電性フィラー（Ｂ）、発泡
用成分（例えば、発泡核剤等）等を含むことができる。
　以下、ポリマー成分（Ａ）、導電性フィラー（Ｂ）、発泡用成分の順に説明する。
　なお、本発明の熱可塑性エラストマー組成物中において、連続した相をなしているもの
を海相、当該海相中で孤立した相をなしているものを島相、これら海相および島相がなす
構造を海島構造と称する。
【００１２】
［ポリマー成分（Ａ）］
（１）α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）は、本発明の熱可塑性エラストマー組成物の
海島構造の海相を形成するものであり、熱可塑性エラストマー組成物の流動性、機械的強
度、及び耐熱性に影響を与える成分である。
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　本発明におけるα－オレフィン系熱可塑性樹脂とは、以下のものを指す。
　α－オレフィンの単独重合体、二種以上のα－オレフィンの共重合体、α－オレフィン
とα－オレフィン以外の単量体の共重合体。
　なお、α－オレフィン系熱可塑性樹脂が共重合体を含む場合、この共重合体は、ランダ
ム共重合体とブロック共重合体のいずれであってもよい。また二種以上のα－オレフィン
系熱可塑性樹脂を併用してもよい。
　また、α－オレフィン系熱可塑性樹脂は、結晶性の樹脂（以下、「結晶性樹脂」ともい
う。）と、非晶性の樹脂（以下、「非晶性樹脂」ともいう。）のいずれであってもよい。
　結晶性樹脂と非晶性樹脂のいずれであるかは、Ｘ線回折によって測定されるα－オレフ
ィン系熱可塑性樹脂の結晶化度で判別する。具体的には、Ｘ線回折によって測定されるα
－オレフィン系熱可塑性樹脂の結晶化度が５０％以上であれば、結晶性樹脂と判別し、５
０％未満であれば、非晶性樹脂と判別する。なお、結晶化度は、密度に関係する値である
ため、密度で判別することもできる。α－オレフィン系熱可塑性樹脂の結晶化度が５０％
以上の場合、密度は０．８９ｇ／ｃｍ3以上となる。
　結晶性樹脂は、α－オレフィンに由来する構成単位を主成分とする樹脂である。この結
晶性樹脂を用いることで、熱可塑性エラストマー組成物の機械的強度が向上する。ここで
、結晶性樹脂における「α－オレフィンに由来する構成単位を主成分とする」とは、結晶
性樹脂の全体を１００質量％とした場合に、α－オレフィンに由来する構成単位を８０質
量％以上含有することをいい、９０質量％以上含有することが好ましい。
【００１３】
　結晶性樹脂の、示差走査熱量測定法（本明細書では、ＪＩＳ　Ｋ７１２１に準ずる）に
より測定される最大ピーク温度、即ち、融点（Ｔｍ）は、１００℃以上であることが好ま
しく、１２０℃以上であることが更に好ましい。結晶性樹脂の融点（Ｔｍ）が１００℃以
上であると、得られる熱可塑性エラストマー組成物の耐熱性や機械的強度がより向上する
。
　結晶性樹脂の、温度２３０℃、荷重２１．２Ｎにおけるメルトフローレート（ＭＦＲ）
は、０．１～１００ｇ／１０分であることが好ましく、０．５～８０ｇ／１０分であるこ
とが更に好ましい。ＭＦＲが０．１ｇ／１０分以上であると、熱可塑性エラストマー組成
物の混練加工性、押出加工性等がより向上する。ＭＦＲが１００ｇ／１０分以下であると
、発泡成形体の強度がより向上する。
　結晶性樹脂の好適な例としては、エチレン単位の含有割合が２０質量％以下であり、融
点（Ｔｍ）が１００℃以上であり、メルトフローレート（ＭＦＲ）が０．１～１００ｇ／
１０分である樹脂が挙げられる。また、好適な結晶性樹脂の種類としては、（１）ポリプ
ロピレン、（２）プロピレンとエチレンの共重合体、（３）プロピレンとエチレンと１－
ブテンの共重合体、等のアイソタクチック体、シンジオタクチック体を挙げることができ
る。
　なお、本明細書において、数値範囲を表すために用いられる記号「～」は、特に記載の
無い限り、当該数値範囲がその両端の数値を含むことを意図して用いられる。
【００１４】
　結晶性樹脂は公知の原料、及び技術により製造されたものを使用することができる。原
料としては石油由来、さとうきび等植物由来の原料のどちらを使用してもよい。また、製
造方法としては特に限定されずチーグラー・ナッタ系触媒、メタロセン系触媒用いた方法
のいずれの方法により得られるものであってもよい。
【００１５】
　非晶性樹脂は、前述の結晶性樹脂と同様、α－オレフィンに由来する構成単位を主成分
とする樹脂である。この非晶性樹脂を用いることで、得られる熱可塑性エラストマー組成
物を加硫ゴムまたは他の熱可塑性エラストマーとともに射出融着する場合に、被着体との
接着強度が向上するという利点がある。ここで、非晶性樹脂における「α－オレフィンに
由来する構成単位を主成分とする」とは、非晶性樹脂の全体を１００質量％とした場合、
α－オレフィンに由来する構成単位を５０質量％以上含有することをいい、６０質量％以
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上含有することが好ましい。
【００１６】
　非晶性樹脂の具体例としては、アタクチックポリプロピレン、アタクチックポリ－１－
ブテン等の単独重合体；プロピレンと他のα－オレフィンとの共重合体；１－ブテンと他
のα－オレフィンとの共重合体等を挙げることができる。なお、プロピレンと他のα－オ
レフィンとの共重合体としては、プロピレンに由来する構成単位の含有割合が、共重合体
の構成単位の全体に対して５０質量％以上であるものが好ましく、また、他のα－オレフ
ィンが、例えば、エチレン、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキセン、４－メチル－１
－ペンテン、１－オクテン、１－デセン等であるものが好ましい。また、１－ブテンと他
のα－オレフィンとの共重合体としては、１－ブテンに由来する構成単位の含有割合が、
共重合体の構成単位の全体に対して５０質量％以上であるものが好ましく、また、他のα
－オレフィンが、例えば、エチレン、プロピレン、１－ペンテン、１－ヘキセン、４－メ
チル－１－ペンテン、１－オクテン、１－デセン等であるものが好ましい。
　非晶性樹脂の１９０℃における溶融粘度は、５０，０００ｍＰａ・ｓ以下であることが
好ましく、１，０００～４０，０００ｍＰａ・ｓであることが更に好ましく、２，０００
～３０，０００ｍＰａ・ｓであることが特に好ましい。溶融粘度が５０，０００ｍＰａ・
ｓ以下であると、熱可塑性エラストマー組成物の成形加工性がより向上する。
【００１７】
　非晶性樹脂も結晶性樹脂の場合と同様に公知の原料、及び技術により製造されたものを
使用することができる。原料としては石油由来、さとうきび等植物由来の原料のどちらを
用いて製造してもよい。また、製造方法としては特に制限は無いが、チーグラー・ナッタ
系触媒、メタロセン系触媒を用いた方法のいずれの方法により得られるものであってもよ
い。
【００１８】
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂として、その歪み硬化度ＳＨが０．１～０．５であるα
－オレフィン系熱可塑性樹脂（以下、「樹脂（ａ’－１）」ともいう）を少なくとも１種
用いることが好ましい。樹脂（ａ’－１）を用いることで、発泡性を向上させることがで
きる。樹脂（ａ’－１）の歪み硬化度ＳＨは、好ましくは０．１５～０．４５であり、更
に好ましくは０．２～０．４である。歪み硬化度ＳＨが０．１以上であると、発泡性がよ
り向上する。一方、０．５以下であると、流動性がより向上する。
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂として樹脂（ａ’－１）を用いた場合、歪み硬化度ＳＨ
が前記範囲外のα－オレフィン系熱可塑性樹脂を併用してもよい。歪み硬化度ＳＨが前記
範囲外のα－オレフィン系熱可塑性樹脂と、導電性フィラー（Ｂ）の相容性が高い場合に
は、熱可塑性エラストマー組成物の溶融延展性を高めることができる。
　樹脂（ａ’－１）の割合は、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）１００質量％に
対して、好ましくは１０～９５質量％であり、更に好ましくは４０～９５質量％である。
該割合が９５質量％以下であると、発泡成形体のゴム弾性がより向上する。
　樹脂（ａ’－１）の好ましい例としては、ポリプロピレン、プロピレンとエチレンの共
重合体、ブテンとエチレンの共重合体等が挙げられる。なお、二種以上の樹脂（ａ’－１
）を併用することもできる。
【００１９】
（２）エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）は、本発明の熱可塑性エラストマー組
成物の変形復元性及び柔軟性に影響を与えるゴム成分である。
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）としては、エチレンに由来する構成単
位（ａ１）と、α－オレフィンに由来する構成単位（ａ２）とを含む共重合体であれば特
に限定されることがなく、構成単位（ａ１）と構成単位（ａ２）とを含む二元共重合体で
あってもよいし、他の単量体に由来する構成単位（ａ３）を更に含む三元共重合体であっ
てもよいし、４種以上の異なる構成単位を含む多元共重合体であってもよい。エチレン・
α－オレフィン系共重合体（ａ－２）は、一種単独で又は二種以上を組み合わせて用いる
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ことができる。
　構成単位（ａ１）の割合は、全構成単位を１００ｍｏｌ％とした場合に、３５ｍｏｌ％
以上であることが好ましい。エチレン・α－オレフィン系共重合体に含まれる構成単位（
ａ１）の割合は、全構成単位を１００ｍｏｌ％とした場合に、３５～９０ｍｏｌ％である
ことが更に好ましく、４５～８５ｍｏｌ％であることが特に好ましい。構成単位（ａ１）
の割合が３５ｍｏｌ％以上であると、機械的強度がより向上する。構成単位（ａ１）の割
合は９０ｍｏｌ%以下であると、柔軟性がより保たれる。
【００２０】
　構成単位（ａ２）を構成するα－オレフィンの例としては、プロピレン、１－ブテン、
２－ブテン、イソブテン、１－ペンテン、２－メチル－１－ブテン、２－メチル－２－ブ
テン、３－メチルブテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテン、３－メチル－１－
ペンテン、１－ヘプテン、１－オクテン、１－デセン、１－ウンデセン等を挙げることが
できる。なかでも、プロピレン、１－ブテンが好ましい。これらのα－オレフィンを一種
単独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２１】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体に含まれる構成単位（ａ２）の割合は、全構成単
位を１００ｍｏｌ％とした場合に、５～６５ｍｏｌ％であることが好ましく、１０～４５
ｍｏｌ％であることが更に好ましく、１５～４０ｍｏｌ％であることが特に好ましい。構
成単位（ａ２）の割合が５ｍｏｌ％以上であると、所望とするゴム弾性を発揮することが
容易となる傾向にある。構成単位（ａ２）の割合が６５ｍｏｌ％以下であると、耐久性が
向上する傾向にある。
【００２２】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）が、構成単位（ａ３）を含むものであ
る場合に、この構成単位（ａ３）を構成する単量体としては、非共役ジエン化合物を挙げ
ることができる。非共役ジエン化合物の例としては、１，４－ヘキサジエン、１，５－ヘ
キサジエン、１，６－ヘキサジエン等の直鎖の非環状ジエン化合物；５－メチル－１，４
－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，６－オクタジエン、５，７－ジメチルオクタ－
１，６－ジエン、３，７－ジメチル－１，７－オクタジエン、７－メチルオクタ－１，６
－ジエン、ジヒドロミルセン等の分岐連鎖の非環状ジエン化合物；テトラヒドロインデン
、メチルテトラヒドロインデン、ジシクロペンタジエン、ビシクロ［２．２．１］－ヘプ
タ－２，５－ジエン、５－メチレン－２－ノルボルネン、５－エチリデン－２－ノルボル
ネン、５－プロペニル－２－ノルボルネン、５－イソプロピリデン－２－ノルボルネン、
５－シクロヘキシリデン－２－ノルボルネン、５－ビニル－２－ノルボルネン等の脂環式
ジエン化合物等を挙げることができる。なかでも、１，４－ヘキサジエン、ジシクロペン
タジエン、５－エチリデン－２－ノルボルネンが好ましい。これらの非共役ジエン化合物
は、一種単独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２３】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）が、構成単位（ａ３）を含むものであ
る場合に、構成単位（ａ３）の割合は、共重合体（ａ－２）の全構成単位を１００ｍｏｌ
％とした場合に、１０ｍｏｌ％以下であることが好ましく、１～８ｍｏｌ％であることが
更に好ましい。該割合が１０ｍｏｌ％以下であると、耐久性が向上する傾向にある。
　共重合体（ａ－２）として、上述の共重合体（ａ－２）の分子中の水素原子の一部が塩
素原子、臭素原子等のハロゲン原子で置換されたハロゲン化共重合体を用いることもでき
る。
【００２４】
　更に、共重合体（ａ－２）として、上述の共重合体（ａ－２）に不飽和モノマーを重合
して得られるグラフト重合体を用いることもできる。不飽和モノマーとしては、塩化ビニ
ル；酢酸ビニル；（メタ）アクリル酸；（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸
グリシジル、（メタ）アクリルアミド等の（メタ）アクリル酸誘導体；マレイン酸；無水
マレイン酸、マレイミド、マレイン酸ジメチル等のマレイン酸誘導体；ブタジエン、イソ
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プレン、クロロプレン等の共役ジエン化合物等を挙げることができる。
【００２５】
　共重合体（ａ－２）の、Ｘ線回折測定による結晶化度は、２０％以下であることが好ま
しく、１５％以下であることが更に好ましい。結晶化度が２０％以下であると、柔軟性が
向上する傾向にある。
　また、共重合体（ａ－２）として、上述の共重合体（ａ－２）に鉱物油系軟化剤が添加
された油展ゴムを用いることもできる。このような油展ゴムは、取り扱いが容易なもので
ある。共重合体（ａ－２）として油展ゴムを用いると、熱可塑性エラストマー組成物の製
造が容易になる。なお、油展ゴムに含有される共重合体（ａ－２）と鉱物油系軟化剤の割
合は、油展ゴム全体を１００質量％とした場合に、それぞれ２０～８０質量％であること
が好ましく、２５～７５質量％であることが更に好ましく、３０～７０質量％であること
が特に好ましい。なお、鉱物油系軟化剤としては、ナフテン系、パラフィン系の鉱物油等
を挙げることができる。
【００２６】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）への鉱物油系軟化剤の添加方法は、特
に制限はないが、例えば、エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）と鉱物油系軟
化剤と溶媒とを含む混合液を得、得られた混合液から脱溶媒して製造することができる。
具体的には、重合して得られた、溶媒を含むエチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－
２）溶液に、所定量の鉱物油系軟化剤を添加し、混練機によって混練して混練物を得た後
、得られた混練物を、スチームストリッピング法、フラッシュ法等の方法で脱溶媒する方
法や、重合後、乾燥させて得られたエチレンエチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－
２）を、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン等の炭化
水素溶媒、またはクロルベンゼン等のハロゲン化炭化水素溶媒等の良溶媒に均一に溶解さ
せて溶解液を得、得られた溶解液に所定量の第一の鉱物油系軟化材を添加し、混練機によ
って混練して混練物を得た後、得られた混練物を、スチームストリッピング法、フラッシ
ュ法等の方法で脱溶媒する方法などを挙げることができる。混練機としては、バンバリー
ミキサー、加圧ニーダー、またはロール等の、通常、ゴムの油展に用いられる装置を使用
することができる。
【００２７】
　共重合体（ａ－２）の極限粘度（デカリン溶媒中、１３５℃で測定）は、２．０ｄｌ／
ｇ以上であることが好ましい。極限粘度が２．０ｄｌ／ｇ以上であると、例えば、共重合
体（ａ－２）として前述の油展ゴムを用いた場合に、熱可塑性エラストマー組成物から鉱
物油系軟化剤がブリードアウトし、ゴム弾性が低下する傾向を回避することができる。な
お、成形加工性を良好に保つためには、極限粘度が７．０ｄｌ／ｇ以下であることが好ま
しい。従って、共重合体（ａ－２）の極限粘度は、２．５～７．０ｄｌ／ｇであることが
更に好ましく、３．０～６．０ｄｌ／ｇであることが特に好ましい。
【００２８】
　共重合体（ａ－２）の原料、及び製造方法は、公知の技術により製造されたものを使用
することができる。原料としては、石油由来、さとうきび等植物由来の原料のどちらを用
いて製造してもよい。また、製造方法としては特に限定されないが、例えばバナジウム化
合物と有機アルミニウム化合物とからなるチーグラー・ナッタ系触媒、メタロセン化合物
と有機アルミニウム化合物、またはこのメタロセン化合物と反応してイオン性錯体を形成
するイオン性化合物からなるメタロセン系触媒を用いた方法のいずれの方法により得られ
るものであってもよい。
【００２９】
（３）水添ブロック共重合体（ａ－３）
　水添ブロック共重合体（ａ－３）は、（ｃ１）ビニル結合含量が２５ｍｏｌ％以下の共
役ジエン重合体ブロック（以下、「（ｃ１）ブロック」ともいう。）を両末端に有し、か
つ、（ｃ２）ビニル結合含量が２５ｍｏｌ％を超える共役ジエン重合体ブロック（以下、
「（ｃ２）ブロック」ともいう。）を中間に有するブロック共重合体を水素添加（以下、



(10) JP 5953787 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

「水添」ともいう。）してなる水添ブロック共重合体である。なお、（ｃ１）ブロック及
び（ｃ２）ブロックは、水素添加前のブロックである。
　なお、本明細書における「ビニル結合含量」とは、赤外吸収スペクトル法を用い、モレ
ロ法により算出した、１，２－ビニル結合及び３，４－ビニル結合の総含量を意味する。
また、水素添加物のビニル結合含量は、これに対応する水素添加前の重合体のビニル結合
含量を意味する。
【００３０】
　（ｃ１）ブロックは、１，３－ブタジエンを主成分とする重合体ブロックであることが
好ましい。なお、「１，３－ブタジエンを主成分とする」とは、（ｃ１）ブロックの構成
単位全体の９０質量％以上、好ましくは９５質量％以上が１，３－ブタジエンに由来する
構成単位であることをいう。また、水素添加後の結晶の融点の降下を抑制し、機械的強度
を保つ観点からは、（ｃ１）ブロックのビニル結合含量は、２５ｍｏｌ％以下が好ましく
、更に好ましくは２０ｍｏｌ％以下、特に好ましくは１５ｍｏｌ％以下である。
　（ｃ１）ブロックの数平均分子量（Ｍｎ）は、２５，０００～６３０，０００であるこ
とが好ましく、１００，０００～４８０，０００であることが更に好ましい。数平均分子
量（Ｍｎ）が２５，０００以上であると、機械的物性が向上する傾向にある。数平均分子
量（Ｍｎ）が６３０，０００以下であると、加工性が向上する傾向にある。
【００３１】
　（ｃ２）ブロックは、共役ジエン化合物に由来する構成単位を有する共役ジエン重合体
ブロックである。共役ジエン化合物としては、１，３－ブタジエン、イソプレン、２，３
－ジメチル－１，３－ブタジエン、１，３－ペンタジエン、２－メチル－１，３－ペンタ
ジエン、１，３－ヘキサジエン、４，５－ジエチル－１，３－オクタジエン、３－ブチル
－１，３－オクタジエン、クロロプレン等を挙げることができる。なかでも、１，３－ブ
タジエン、イソプレン、１，３－ペンタジエンが好ましく、１，３－ブタジエンが更に好
ましい。なお、（ｃ２）ブロックは、二種以上の単量体単位から構成されていてもよい。
　（ｃ２）ブロックのビニル結合含量は、２５ｍｏｌ％を超えるものであり、好ましくは
２５ｍｏｌ％を超え、９５ｍｏｌ％以下、更に好ましくは２５ｍｏｌ％を超え、８５ｍｏ
ｌ％以下である。水添ブロック共重合体（ａ－３）の柔軟性を保つ観点からは、（ｃ２）
ブロックのビニル結合含量が２５ｍｏｌ％を超えることが好ましい。
　（ｃ２）ブロックの数平均分子量（Ｍｎ）は、５，０００～６６５，０００であること
が好ましく、２０，０００～５４０，０００であることが更に好ましい。数平均分子量（
Ｍｎ）が５，０００以上であると、機械的物性が向上する傾向にある。数平均分子量（Ｍ
ｎ）が６６５，０００以下であると、加工性が向上する傾向にある。
【００３２】
　水添ブロック共重合体の分子構造中の（ｃ２）ブロックには、ビニル芳香族重合体ブロ
ックが含有されていてもよい。（ｃ２）ブロックにビニル芳香族重合体ブロックが含有さ
れている場合、ビニル芳香族重合体ブロックの含有量は、（ｃ２）ブロックの構成単位全
体を１００質量％とした場合に、低温特性及び柔軟性を維持する観点から３５質量％以下
であることが好ましく、３０質量％以下であることが更に好ましく、２５質量％以下であ
ることが特に好ましい。
　水添ブロック共重合体の（ｃ２）ブロックの構成単位となるビニル芳香族化合物として
は、スチレン、ｔｅｒｔ－ブチルスチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、
ｐ－エチルスチレン、ジビニルベンゼン、１，１－ジフェニルスチレン、ビニルナフタレ
ン、ビニルアントラセン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｐ－アミノエチルスチレン、ビニルピリジ
ン等を挙げることができる。なかでも、スチレンが好ましい。
【００３３】
　水添前共重合体であるブロック共重合体に含まれる（ｃ１）ブロックと（ｃ２）ブロッ
クの合計を１００質量部とした場合に、（ｃ１）ブロックの含有割合は５～９０質量部で
あることが好ましく、１０～８０質量部であることが更に好ましい。（ｃ１）ブロックの
含有割合が５質量部以上であると、エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）に対
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して、共重合体（ａ－３）が相対的に十分な結晶性を呈することが容易となり、共重合体
（ａ－２）、共重合体（ａ－３）及び樹脂（ａ－４）が、化学架橋によらない三次元網目
構造を形成し易くなる傾向にある。一方、（ｃ１）ブロックの含有割合が９０質量部以下
であると、過度に硬度が上昇するのを回避することができる。
　なお、本発明における三次元網目構造とは、共重合体（ａ－２）、共重合体（ａ－３）
及び樹脂（ａ－４）が化学架橋によらず結合して三次元方向に網目状の構造を形成したも
のを指す。
【００３４】
　水添前ブロック共重合体は、例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂
肪族炭化水素溶媒；シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシ
クロヘキサン等の脂環族炭化水素溶媒；又はベンゼン、キシレン、トルエン、エチルベン
ゼン等の芳香族炭化水素溶媒等の不活性有機溶媒中において、ビニル芳香族化合物と共役
ジエン化合物、または、ビニル芳香族化合物と共役ジエン化合物とこれらと共重合可能な
他の単量体を、有機アルカリ金属化合物を重合開始剤としてリビングアニオン重合するこ
とによって、得ることができる。なお、得られた水添前ブロック共重合体を水素添加する
ことによって、水添ブロック共重合体（ａ－３）を容易に得ることができる。
【００３５】
　重合開始剤として用いられる有機アルカリ金属化合物としては、有機リチウム化合物、
有機ナトリウム化合物等を挙げることができる。なかでも、ｎ－ブチルリチウム、ｓｅｃ
－ブチルリチウム、ｔｅｒｔ－ブチルリチウム等の有機リチウム化合物が好ましい。有機
アルカリ金属化合物の使用量については特に限定はない。通常は、モノマー１００質量部
に対して、０．０２～１５質量部、好ましくは０．０３～５質量部が用いられる。
【００３６】
　重合温度は、通常、－１０～１５０℃、好ましくは０～１２０℃である。重合系の雰囲
気は、窒素ガス等の不活性ガスにより置換することが好ましい。重合圧力は、モノマー及
び溶媒を液相に維持するのに十分な圧力の範囲内で行えばよく、特に限定されるものでは
ない。
　単量体を重合系に投入する方法としては特に限定されないが、例えば、一括、連続的、
間欠的、又はこれらを組み合わせた方法を挙げることができる。
【００３７】
　水添前共重合体は、複数の共重合体の分子鎖がカップリング残基を介して結合した共重
合体であってもよい。このような共重合体は、上述の方法で得られたブロック共重合体に
対してカップリング剤を使用することにより調製可能である。
　使用することのできるカップリング剤としては、例えば、ジビニルベンゼン、１，２，
４－トリビニルベンゼン、エポキシ化１，２－ポリブタジエン、エポキシ化大豆油、エポ
キシ化アマニ油、ベンゼン－１，２，４－トリイソシアナート、シュウ酸ジエチル、マロ
ン酸ジエチル、アジピン酸ジエチル、アジピン酸ジオクチル、フタル酸ジメチル、フタル
酸ジエチル、テレフタル酸ジエチル、炭酸ジエチル、１，１，２，２－テトラクロロエタ
ン、１，４－ビス（トリクロロメチル）ベンゼン、トリクロロシラン、メチルトリクロロ
シラン、メチルジクロロシラン、ブチルトリクロロシラン、テトラクロロシラン、ジメチ
ルジクロロシラン、（ジクロロメチル）トリクロロシラン、ヘキサクロロジシラン、テト
ラエトキシシラン、テトラクロロスズ、１，３－ジクロロ－２－プロパノン等を挙げるこ
とができる。なかでも、ジビニルベンゼン、エポキシ化１，２－ポリブタジエン、トリク
ロロシラン、メチルトリクロロシラン、テトラクロロシランが好ましい。
【００３８】
　水添ブロック共重合体（ａ－３）は、上述のようにして得られた水添前ブロック共重合
体を部分的又は選択的に水素添加することにより、得ることができる。水素添加の方法、
反応条件については特に限定はなく、通常、２０～１５０℃、０．１～１０ＭＰａの水素
加圧下、水添触媒の存在下で行われる。
【００３９】
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　水素添加率は、水添触媒の量、水添反応時の水素圧力、又は反応時間等を変えることに
より任意に選定することができる。水添触媒として、通常は、元素周期表Ｉｂ、ＩＶｂ、
Ｖｂ、ＶＩｂ、ＶＩＩｂ、ＶＩＩＩ族金属のいずれかを含む化合物、例えば、Ｔｉ、Ｖ、
Ｃｏ、Ｎｉ、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｈｆ、Ｒｅ、Ｐｔ原子を含む化合物を用いること
ができる。具体的には、例えば、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｕ、Ｒ
ｈ、Ｒｅ等のメタロセン系化合物；Ｐｄ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｒｕ等の金属をカーボン、
シリカ、アルミナ、ケイソウ土等の担体に担持させた担持型不均一系触媒；Ｎｉ、Ｃｏ等
の金属元素の有機塩又はアセチルアセトン塩と有機アルミニウム等の還元剤とを組み合わ
せた均一系チーグラー型触媒；Ｒｕ、Ｒｈ等の有機金属化合物又は錯体；及び水素を吸蔵
させたフラーレンやカーボンナノチューブ等を挙げることができる。なかでも、Ｔｉ、Ｚ
ｒ、Ｈｆ、Ｃｏ、Ｎｉのいずれかを含むメタロセン化合物は、不活性有機溶媒中、均一系
で水添反応できる点で好ましい。更に、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆのいずれかを含むメタロセン化
合物が好ましい。特に、チタノセン化合物とアルキルリチウムとを反応させた水添触媒は
安価で工業的に特に有用な触媒であるので好ましい。なお、前記水添触媒は、一種単独で
又は二種以上を組み合わせて用いることができる。水添後は、必要に応じて触媒の残渣を
除去し、又はフェノール系又はアミン系の老化防止剤を添加した後、水添ブロック共重合
体（ａ－３）を単離する。水添ブロック共重合体（ａ－３）は、例えば、水添ジエン系共
重合体溶液にアセトン又はアルコール等を加えて沈殿させる方法、水添ジエン系共重合体
溶液を熱湯中に撹拌下で投入し、溶媒を蒸留除去する方法等により単離することができる
。
【００４０】
　水添ブロック共重合体（ａ－３）の水素添加率は、８０％以上であることが好ましく、
９０％以上であることが更に好ましく、９５～１００％であることが特に好ましい。水素
添加率が８０％以上であると、熱安定性及び耐久性が向上する傾向にある。
　水添ブロック共重合体（ａ－３）の数平均分子量（Ｍｎ）は、５万～７０万であること
が好ましく、１０万～６０万であることが更に好ましい。数平均分子量（Ｍｎ）が５万以
上であると、耐熱性、強度、流動性、及び加工性が向上する傾向にある。数平均分子量（
Ｍｎ）が７０万以下であると、流動性、加工性、及び柔軟性が向上する傾向にある。なお
、水添ブロック共重合体（ａ－３）は、例えば、特開平３－１２８９５７号公報に開示さ
れる方法によって得ることができる。
【００４１】
　上述のようにして得られた複数の水添ブロック共重合体が、カップリング剤残基を介し
て連結されたものを、水添ブロック共重合体（ａ－３）として用いることもできる。即ち
、水添ブロック共重合体（ａ－３）成分は、［（ｃ１）－（ｃ２）－（ｃ１）］n－Ｘ（
但し、ｎは３以上の整数、Ｘはカップリング剤残基を示す。）であってもよい。更に、カ
ップリング剤残基が、（ｃ１）ブロック及び（ｃ２）ブロックに対して分子量が十分に小
さく、共重合体（ａ－３）の結晶性に影響しない範囲であれば、水添ブロック共重合体（
ａ－３）は、［（ｃ１）－（ｃ２）］n－Ｘ（但し、ｎは３以上の整数、Ｘはカップリン
グ剤残基を示す。）であってもよい。
【００４２】
　また、水添ブロック共重合体（ａ－３）は、官能基で変性された変性水添ブロック共重
合体であってもよい。この官能基としては、カルボキシル基、酸無水物基、ヒドロキシル
基、エポキシ基、ハロゲン原子、アミノ基、イソシアネート基、スルホニル基、スルホネ
ート基、水酸基、及びオキサゾリン基からなる群より選択される少なくとも一種を使用す
ることができる。変性方法は、公知の方法を使用することができる。この変性水添ブロッ
ク共重合体中の官能基の含有量は、水添ブロック共重合体を構成する構成単位全体を１０
０ｍｏｌ％とした場合に、０．０１～１０ｍｏｌ％であることが好ましく、０．１～８ｍ
ｏｌ％であることが更に好ましく、０．１５～５ｍｏｌ％であることが特に好ましい。官
能基を導入するために使用できる好ましい単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、
イタコン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシ
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ジル、アリルグリシジルエーテル、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピ
ルメタクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、
メタクリル酸ジメチルアミノエチル等を挙げることができる。
【００４３】
（４）結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）
　結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）は、エチレンを主な構成単位とする樹脂であり、
前記α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）とは異なるものである。結晶性ポリエチレ
ン系樹脂（ａ－４）の構成単位全体を１００ｍｏｌ％とする場合、エチレン含有量は、好
ましくは９０～１００ｍｏｌ％である。結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）を、沸騰ｎ
－ヘキサンに溶解させた場合における不溶分の割合は、１０質量％以上であることが好ま
しく、２０質量％以上であることが更に好ましい。なお、不溶分の割合は、通常、９５質
量％以下である。不溶分の割合が１０質量％以上であると、得られる熱可塑性エラストマ
ー組成物の機械的強度、成形加工性が向上する傾向がある。更に、示差走査熱量測定法に
よる結晶の融解ピークが１００℃以上であることが好ましい。
　なお、結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）における結晶性とは、［ポリマー成分（Ａ
）］（１）α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）に記載された結晶性樹脂の判別法に
準じて定められる。
【００４４】
　本発明における結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）としては、エチレン含有量が９０
ｍｏｌ％以上であるものを指し、ポリエチレン、エチレンとプロピレン、１－ブテン、４
－メチル－１－ペンテン、１－ヘキセン、１－オクテン等の炭素数３～８のα－オレフィ
ンモノマーとの共重合体等を挙げることができる。なお、結晶性ポリエチレン樹脂（ａ－
４）は、公知の原料、及び技術により製造されたものを使用することができる。原料とし
ては石油由来、さとうきび等植物由来の原料どちらを使用してもよい。また、製造方法に
ついては特に制限されないが、チーグラー・ナッタ系触媒を用いた低圧法、中圧法、高圧
法、メタロセン系触媒を用いる方法のいずれの方法により得られるものであってもよい。
結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）は、一種単独で又は二種以上を組み合わせて用いる
ことができる。
【００４５】
　熱可塑性エラストマー組成物に含まれるエチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２
）の含有量は、エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体
（ａ－３）、及び結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合
に、１０～９４質量％であることが好ましく、１５～８０質量％であることが更に好まし
く、２０～８０質量％であることが特に好ましい。該含有量が１０質量％以上であると、
十分なゴム弾性を有する熱可塑性エラストマー組成物を得る観点からは、該含有量が１０
質量％以上であることが好ましく、十分な成形加工性を有する熱可塑性エラストマー組成
物を得る観点からは、該含有量が９４質量％以下であることが好ましい。
【００４６】
　熱可塑性エラストマー組成物に含まれる水添ブロック共重合体（ａ－３）の含有量は、
エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及
び結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合に、１～８０質
量％であることが好ましく、２～５０質量％であることが更に好ましく、３～４０質量％
であることが特に好ましい。十分なゴム弾性を有する熱可塑性エラストマー組成物を得る
観点からは該含有量が１質量％以上であることが好ましく、十分な成形加工性を有する熱
可塑性エラストマー組成物を得る観点からは、該含有量が８０質量％以下であることが好
ましい。
【００４７】
　熱可塑性エラストマー組成物に含まれる結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の含有量
は、十分なゴム弾性を有する熱可塑性エラストマー組成物を得る観点から、エチレン・α
－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及び結晶性ポリ
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エチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合に、５～８０質量％であるこ
とが好ましく、１０～７５質量％であることが更に好ましく、１５～７０質量％であるこ
とが特に好ましい。
【００４８】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、
及びα－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）とは異なる結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ
－４）が形成する島相、または海相である樹脂（ａ－１）と区別しうる他の海相は、エチ
レン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）が形成する相であるエチレン・α－オレフィ
ン系共重合体（ａ－２）のマトリックス中で、水添ブロック共重合体（ａ－３）及び結晶
性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）が三次元網目構造を形成していることが、発泡倍率、独
立気泡性、気泡の形状の均一性、ゴム弾性、柔軟性、発泡成形体の表面外観等の観点から
、好ましい。
【００４９】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、
及び結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量％とした場合に、エチレン
・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）の含有量が２０～９４質量％であり、かつ、水添
ブロック共重合体（ａ－３）と結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の合計を１００質量
％とした場合に、結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）の含有量が２０～８０質量％であ
る場合に、特に安定して三次元網目構造を形成することができる。
　（ａ－１）成分、（ａ－２）成分、（ａ－３）成分及び（ａ－４）成分の合計量を１０
０質量％とした場合、（ａ－１）成分の割合は、好ましくは１０～９０質量％、より好ま
しくは２０～８５質量％、特に好ましくは３０～７５質量％である。（ａ－１）成分の割
合が１０質量％以上であると、熱可塑性エラストマー組成物の発泡成形性がより良好にな
る。
【００５０】
［導電性フィラー（Ｂ）］
　導電性フィラー（Ｂ）としては、例えば、カーボン系材料、金属系材料、セラミック系
材料、表面を導電性材料でコーティングした複合材料等を挙げることができる。
　カーボン系材料の例としては、ケッチェンブラック等のファーネスブラック、アセチレ
ンブラック、チャンネルブラック、ガスブラック等のカーボンブラック；ＰＡＮ系炭素繊
維、ピッチ系炭素繊維、レーヨン系炭素繊維等のカーボンファイバー；球状黒鉛、鱗片状
黒鉛、塊状黒鉛、土状黒鉛等のグラファイト；フラーレン、カーボンマイクロコイル、カ
ーボンナノチューブ、グラフェン等を挙げることができる。
　金属系材料の例としては、銀粉、金粉、銅粉、鉄粉、ステンレス粉、ニッケル粉、アル
ミニウム粉、白金粉等の金属粉末；酸化亜鉛、酸化アンチモン、酸化インジウム等の金属
酸化物粉；銅繊維、ステンレス繊維、アルミ繊維、ニッケル繊維等の金属繊維を挙げるこ
とができる。
　セラミック系材料の例としては、アルミナ－チタンカーバイド系セラミック、ジルコニ
ア系セラミック、炭化珪素系セラミック等の導電性セラミックを挙げることができる。
　表面を導電性材料でコーティングした複合材料の例としては、前記カーボン系材料、金
属系材料、又はセラミック系材料でコーティングしたガラス、シリカ、ポリマー粒子等を
挙げることができる。
【００５１】
　これらの中でも、カーボンブラック、カーボンファイバー、グラファイト、グラフェン
、フラーレン、カーボンマイクロコイル、カーボンナノチューブ、金属粉、及びセラミッ
ク粉からなる群より選択される少なくとも１種であることが好ましく、カーボンブラック
及び金属粉の少なくともいずれかであることが更に好ましく、ケッチェンブラック及び銀
粉の少なくともいずれかであることが特に好ましい。
　ケッチェンブラックは、アセチレンブラック等のカーボンブラックとは異なり、中空シ
ェル状の構造を有し、高表面積であるため、他のカーボンブラックに比べて少ない量で優
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れた導電性を示すことができる。従って、導電性フィラー（Ｂ）の添加量を少なくするこ
とができるので、成形加工性を損なうことなく、導電性の向上を図ることができる。また
、銀粉は、微粉形状の製品を工業的に入手可能で、導電性が高いため好ましい。
【００５２】
　導電性フィラー（Ｂ）の含有量は、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）１００体
積部に対して、好ましくは５～１００体積部であり、より好ましくは７～９０体積部であ
り、特に好ましくは１０～４５体積部である。該含有量が５体積部以上であると、発泡成
形体の導電性をより高めることができる。該含有量が１００体積部以下であると、流動性
がより良好になり、成形加工がより容易となる。
　なお、体積部とは、導電性フィラー（Ｂ）の配合質量を真比重で除した値に基いて計算
した値である。また、導電性フィラー（Ｂ）の真比重や空隙率が不明の場合は、成形体の
断面写真の画像解析により算出することができる。導電性フィラー（Ｂ）が中空である場
合における「導電性フィラー（Ｂ）の体積」とは、導電性フィラー（Ｂ）が中実（密実）
であると仮定したときの体積を意味する。
　体積部は、具体的には、画像解析ソフト（商品名「Ｉｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ」、
日本ローバー社製）を用いて得られる断面写真におけるフィラーの面積比率を体積分率と
見なして算出することができる。なお、成形体の断面写真は、後述の透過型電子顕微鏡観
察等から得ることができる。
【００５３】
［発泡用成分］
　発泡用成分としては、発泡核剤（造核剤）、発泡剤等が挙げられる。なお、本発明の熱
可塑性エラストマー組成物を発泡させるために、気体又は超臨界流体を使用して熱可塑性
エラストマー組成物を発泡させる方法もあるが、これについては後述する。
　発泡核剤としては、例えば、炭酸カルシウム、タルク、マイカ、シリカ、チタニア等の
無機化合物の粉末を挙げることができる。これらの発泡核剤を含有させることにより、発
泡セル径を容易に調整することができ、適度な柔軟性等を有する発泡成形体を得ることが
できる。発泡核剤の粒径は、特に限定されないが、発泡セルの径と数を適切な範囲にし、
発泡成形体のクッション性を維持する観点から２～５０μｍであることが好ましく、５～
２０μｍであることが更に好ましい。
　発泡核剤の含有割合は、ポリマー成分（Ａ）の全量（換言すると、（ａ－１）成分～（
ａ－４）成分の合計量）を１００質量部とした場合に、０～２０質量部であることが好ま
しく、０．０１～１５質量部であることが更に好ましく、０．１～１０質量部であること
が特に好ましい。なお、発泡核剤は、例えば、ポリプロピレン系樹脂等を用いてマスター
バッチとしてポリマー成分（Ａ）に添加することも好ましい。
【００５４】
［他の成分］
　他の成分としては、用途に応じて、酸化防止剤、帯電防止剤、耐候安定剤、紫外線吸収
剤、滑剤、ブロッキング防止剤、シール性改良剤、結晶核剤、難燃化剤、防菌剤、防かび
剤、粘着付与剤、軟化剤、可塑剤、着色剤、充填材等の添加剤を適宜配合して熱処理して
得ることができる。
　着色剤としては、例えば、酸化チタン、カーボンブラック等を挙げることができる。ま
た、充填材としては、例えば、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、アラミド繊維、ガラス
ビーズ、マイカ、炭酸カルシウム、チタン酸カリウムウイスカー、タルク、硫酸バリウム
、ガラスフレーク、フッ素樹脂等を挙げることができる。
【００５５】
　軟化剤としては、アロマティック系、ナフテン系、パラフィン系等の鉱物油系軟化剤を
挙げることができる。これらの中でも、エチレン系共重合体（油展エチレン系共重合体（
Ｂ））との相容性が高いため軟化剤保持性が優れ、耐候性に優れる、パラフィン系または
ナフテン系が好ましい。鉱物油系軟化剤を含有させることにより、加工性及び柔軟性を向
上させることができる。ポリマー成分（Ａ）の合計１００質量部に対して、２００質量部
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以下であることが好ましく、１００質量部以下であることが更に好ましく、５０質量部以
下であることが特に好ましい。なお、鉱物油系軟化剤の添加方法及び添加する工程は、特
に限定されない。
【００５６】
　本発明の熱可塑性エラストマー組成物のメルトフローレート（ＭＦＲ）は、２３０℃、
９８Ｎ荷重の条件下において、好ましくは０．１～１００ｇ／１０分であり、更に好まし
くは０．５～８０ｇ／１０分であり、特に好ましくは１～６０ｇ／１０分である。発泡成
形体の十分な加工性等を維持する観点からはＭＦＲが０．１ｇ／１０分以上であることが
好ましく、発泡倍率を保ち、独立した気泡を形成し、また、形成される気泡の形状を均一
にする観点からはＭＦＲが１００ｇ／１０分以下であることが好ましい。
【００５７】
　本発明の熱可塑性エラストマー組成物の体積固有抵抗値は、好ましくは１０-5～１０6

Ω・ｍであり、更に好ましくは１０-5～１０5Ω・ｍであり、特に好ましくは１０-5～１
０4Ω・ｍである。導電性フィラー（Ｂ）の配合量を適切に保ち発泡成形体の十分な加工
性等を維持する観点からは体積固有抵抗値が１０-5Ω・ｍ以上であることが好ましく、発
泡成形体の導電性を得る観点からは体積固有抵抗値が１０6Ω・ｍ以下であることが好ま
しい。
　本発明の熱可塑性エラストマー組成物の歪み硬化度ＳＨは、発泡成形時に発泡セルの形
状を保ち、発泡性を得る観点からは０．１～０．５であることが好ましく、更に好ましく
は０．１５～０．４５、特に好ましくは０．２～０．４である。
　熱可塑性エラストマー組成物の溶融延展性は、発泡性を維持する観点からは１０～２０
０ｍ／分であることが好ましく、更に好ましくは１０～１５０ｍ／分であり、特に好まし
くは１１～１００ｍ／分である。
【００５８】
　発泡成形体は、本発明の熱可塑性エラストマー組成物を発泡させることによって製造す
ることができる。発泡成形体は、形成された泡（発泡セル）の周縁に導電性フィラー（Ｂ
）が偏在するため、圧縮することで導電フィラー同士が近接もしくは接することにより導
電パスが形成され、導電性が向上する。即ち、発泡成形体を適度に圧縮した圧縮体（導電
性成形体）は、発泡前の状態のものや、非圧縮状態のものに比して、導電性が向上する。
また、導電性フィラー（Ｂ）の配合量が少なくても、十分に高い導電性を有する導電性成
形体を製造することができる。更に、導電性フィラー（Ｂ）の配合量を少なくすることが
できるため、発泡成形体は任意の形状に容易に成形することができる。
　なお、圧縮の前後でその導電性が顕著に変化するという特性を生かし、発泡成形体は、
例えば、圧縮時に「ＯＮ」、非圧縮時に「ＯＦＦ」として機能するスイッチ機構を構成す
る材料等として用いることができる。
【００５９】
　次に、熱可塑性エラストマー組成物の製造方法について説明する。
　熱可塑性エラストマー組成物は、ポリマー成分（Ａ）と導電性フィラー（Ｂ）を含むも
のであり、発泡させることによって発泡成形体を製造することができるものである。
　熱可塑性エラストマー組成物の製造方法は、ポリマー成分（Ａ）、導電性フィラー（Ｂ
）及びその他の成分を良好に分散できる方法であれば、特に限定されない。例えば、密閉
型混練機（ロールミル、バンバリーミキサー、加圧ニーダー等）、一軸押出機、二軸押出
機、または連続式混練機等を用いて加熱し、その後、適宜のせん断応力を与えながら混練
する方法が挙げられる。また、混練するにあたり、各成分を一括練りしてもよく、また任
意の一部の成分を混練した後、残りの成分を添加して混練りする多段分割混練り法を採用
することもできる。特に本発明の樹脂組成物の製造には二軸押出機が好ましく、押出機メ
ーカーとしては日本製鋼所、神戸製鋼所、ウェルナー、池貝、東芝機械があり、形式は同
方向回転、異方向回転のどちらでもよく、Ｌ／Ｄは３０～８０、混練用セグメントとして
は、汎用のニーディングディスク、ローター、ＶＣＭＴ、ツイストニーディング、ＢＭＳ
スクリュー等が使用でき、代表的な混練条件として混練温度は１５０～２９０℃、せん断
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速度は１００／ｓ ～ １００００／ｓ、比エネルギーは０．１５～０．２５ｋＷ・Ｈ／ｋ
ｇである。また、二軸と二軸の連結、二軸と単軸を連結、連続混練機と二軸の連結をして
もよい。以下に熱可塑性エラストマー組成物の製造方法を例示する。
【００６０】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、
及び結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）を混合した後、加熱下に溶融及び混練して、こ
れらの成分を含む混合物を得る工程と、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）、前記
組成物、及び、導電性フィラー（Ｂ）を混合した後、加熱下に溶融及び混練して、熱可塑
性エラストマー組成物を得る工程を含む製造方法。
【００６１】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、
結晶性ポリエチレン樹脂（ａ－４）を混合した後、加熱下に溶融混練して、これらの成分
を含む混合物を得る工程と、得られた混合物と導電性フィラー（Ｂ）を混合した後、加熱
下に溶融混練して、導電性フィラー（Ｂ）を含む混合物を得る工程と、当該導電性フィラ
ー（Ｂ）を含む混合物とα－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）及び発泡用成分を成形
機に供給し、熱可塑性エラストマー組成物を得る工程を含む製造方法。
【００６２】
　エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、
結晶性ポリエチレン樹脂（ａ－４）、及び導電性フィラー（Ｂ）を混合した後、加熱下に
溶融混練して、これらの成分を含む混合物を得る工程と、得られた混合物とα－オレフィ
ン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を混合した後、加熱下に溶融混練して、熱可塑性エラストマ
ー組成物を得る工程を含む製造方法。
【００６３】
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）、エチレン・α-オレフィン系共重合体（ａ
－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及び結晶性ポリエチレン樹脂（ａ－４）を混
合した後、加熱下に溶融混練して、これらの成分を含む混合物を得る工程と、得られた混
合物と導電性フィラー（Ｂ）を混合した後、加熱下に溶融混練して、熱可塑性エラストマ
ー組成物を得る工程を含む製造方法。
【００６４】
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）と導電性フィラー（Ｂ）を混合した後、加熱
下に溶融混練して、これらの成分を含む第一の混合物を得る工程と、エチレン・α－オレ
フィン系共重合体（ａ－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、及び結晶性ポリエチレ
ン樹脂（ａ－４）を混合した後、加熱下に溶融混練して、これらの成分を含む第二の混合
物を得る工程と、前記第一の混合物と前記第二の混合物を混合した後、加熱下に溶融混練
して、熱可塑性エラストマー組成物を得る工程を含む製造方法。
【００６５】
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）、エチレン・α-オレフィン系共重合体（ａ
－２）、水添ブロック共重合体（ａ－３）、結晶性ポリエチレン樹脂（ａ－４）、及び導
電性フィラー（Ｂ）を混合した後、加熱下に溶融混練して、熱可塑性エラストマー組成物
を得る工程を含む製造方法。
【００６６】
　熱可塑性エラストマー組成物を発泡させる方法としては、気体又は超臨界流体を使用し
て熱可塑性エラストマー組成物を発泡させる方法が好ましい。例えば、熱可塑性エラスト
マー組成物を、損失正接ｔａｎδピーク温度Ｔｐ（℃）の１．１５倍以上の温度（℃）に
調温して気体又は超臨界流体を含浸又は混合した後、損失正接ｔａｎδピーク温度Ｔｐ（
℃）の１．００～１．１０倍の温度（℃）に調温し、次いで、損失正接ｔａｎδピーク温
度Ｔｐ（℃）の１．００～１．１０倍の温度（℃）で減圧した状態で、気体又は超臨界流
体を使用して熱可塑性エラストマー組成物を発泡させる方法が挙げられる。
【００６７】
　具体的には、先ず、熱可塑性エラストマー組成物を、その損失正接ｔａｎδピーク温度
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Ｔｐ（℃）の１．１５倍以上の温度、好ましくはＴｐ（℃）の１．１８倍以上の温度、更
に好ましくはＴｐ（℃）の１．２０～１．３０倍の温度に調温する。次に、溶融状態の熱
可塑性エラストマー組成物に、気体又は超臨界流体を含浸又は混合させることによって、
発泡性原料（例えば、発泡用組成物に超臨界流体を含浸させたもの）を得る。熱可塑性エ
ラストマー組成物を前記の温度範囲内となるように調温することにより、含浸又は混合さ
せる気体又は超臨界流体が均一に分散し易くなる。
【００６８】
　超臨界流体としては、二酸化炭素、窒素、空気等の気体を超臨界状態としたものを使用
することが好ましい。例えば、二酸化炭素の場合、温度３１℃以上、圧力７．３ＭＰａ以
上とすることにより、超臨界状態とすることができる。二酸化炭素は、比較的低い温度及
び圧力で超臨界状態となり、また、溶融状態の発泡用組成物中への含浸速度が速い。更に
、高濃度の混入が可能なために、発泡成形に適しており、微細な気泡を得ることができる
。
【００６９】
　次に、発泡性原料を、原料として用いた熱可塑性エラストマー組成物の損失正接ｔａｎ
δピーク温度Ｔｐ（℃）の１．１０倍以下の温度、好ましくはＴｐ（℃）の１．００～１
．０９倍の温度、更に好ましくはＴｐ（℃）の１．０２～１．０８倍の温度に調温する。
発泡性原料を前記の温度範囲となるように調温することによって、発泡倍率を高くするこ
とができる。また、独立した気泡を形成させ、形成される気泡の形状を均一にすることが
できる。
【００７０】
　調温後の発泡性原料を、通常、Ｔｐ（℃）の１．１０倍以下の温度、好ましくはＴｐ（
℃）の１．００～１．０９倍の温度、更に好ましくはＴｐ（℃）の１．０２～１．０８倍
の温度で減圧し、発泡性原料を発泡させれば、発泡成形体を製造することができる。発泡
させる方法は特に限定されず、バッチ法と連続法のいずれの方法であってもよい。具体的
には、押出成形、射出成形、プレス成形等の成形方法によって発泡させることができる。
【００７１】
　押出成形機を用いて発泡体を製造する場合について、更に具体的に説明する。先ず、熱
可塑性エラストマー組成物を押出機に投入し溶融させる。次いで、気体又は超臨界流体を
可塑性エラストマー組成物に含浸又は混合させ、溶融高圧状態の発泡性原料を得る。この
溶融高圧状態の発泡性原料を、押出機の出口に向かって大気圧まで圧力を低下させ、圧力
低下の途中で発泡させた後、押出機の出口から出てきた溶融状態の発泡体を冷却固化させ
ることにより、発泡成形体を製造することができる。
【００７２】
　気体又は超臨界流体を、溶融状態の熱可塑性エラストマー組成物に注入して均一に混合
すると、見掛け粘度が低下するために、流動性が向上する。また、気体や超臨界流体を用
いて熱可塑性エラストマー組成物を発泡させると、発泡倍率を高くすることができる。更
に、発泡成形体の発泡セルの数平均セル径をコントロールし易い。また、発泡成形体のク
ッション感のコントロールもし易い。更に、気体又は超臨界流体を使用すると、発泡成形
体の発泡セルの数平均セル径を小さくすることが可能であるとともに、発泡セルのセル径
を均一にすることができる。
　発泡倍率を増大させるという観点からは、通常の気体より超臨界流体を用いることが好
ましいが、通常の気体を用いると、安価な設備により発泡成形体を製造することが可能で
ある。
　なお、本発明における通常の気体としては特に限定されるものではなく、発泡工程に用
いられる公知の種類の気体、すなわち二酸化炭素、窒素などの不活性の気体が例示される
。
【００７３】
　本発明の発泡成形体の発泡セルの数平均セル径は、好ましくは１０～２００μｍであり
、より好ましくは４５～１８０μｍであり、特に好ましくは６０～１８０μｍである。
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　数平均セル径の変動係数（Ｃｖ）は、好ましくは０．１～１．０％であり、より好まし
くは０．３～０．９％であり、特に好ましくは０．５～０．９％である。即ち、本発明の
発泡成形体は、発泡セルのセル径にバラツキが少ないため、発泡セルの周辺における導電
性フィラー（Ｂ）の分布状態がほぼ均一である。発泡セルの周辺における導電性フィラー
（Ｂ）の分布状態がほぼ均一である場合、本発明の発泡成形体及びその圧縮体は、導電性
の面内均一性が極めて高くなる。
【００７４】
　発泡成形体の圧縮永久歪みは、好ましくは８０％以下であり、更に好ましくは５０％以
下であり、特に好ましくは２５％以下である。
　発泡成形体の２５％圧縮時の圧縮荷重応力は、好ましくは１～１０００ｋＰａであり、
更に好ましくは１０～９８０ｋＰａであり、特に好ましくは２０～９５０ｋＰａである。
　発泡成形体は、適度なゴム弾性を有するものであり、例えば凹凸形状に対する追従性が
良好なものである。従って、発泡成形体は、電子機器等における複雑な形状を有する構成
部材として好適に利用可能である。
【００７５】
　発泡用組成物（熱可塑性エラストマー組成物）を発泡させて発泡成形体を得る際の発泡
倍率は、好ましくは３～３０倍、より好ましくは４～２５倍、特に好ましくは４～２０倍
である。これらの範囲内の発泡倍率で発泡させると、圧縮状態からの回復率が良好である
とともに、クッション感、ゴム弾性、柔軟性、及び表面外観に優れる発泡成形体を製造す
ることができる。
【００７６】
　発泡成形体の体積固有抵抗値は、好ましくは１０6Ω・ｍ以下であり、好ましくは１０-

5～１０4Ω・ｍであり、更に好ましくは１０-5～１０2Ω・ｍである。また、発泡成形体
は、好ましくは下記の条件を満たすものである。
　（発泡成形体の体積固有抵抗値（Ω・ｍ））／（発泡成形体を圧縮率２５％に圧縮した
場合の体積固有抵抗値（Ω・ｍ））≧１０
【００７７】
　（発泡成形体の体積固有抵抗値（Ω・ｍ））／（発泡成形体を圧縮率２５％に圧縮した
場合の体積固有抵抗値（Ω・ｍ））の値は、１０～１０，０００であることがより好まし
く、２０～５，０００であることが更に好ましく、１００～３，０００であることが特に
好ましい。
【００７８】
　導電性成形体は、前記の発泡成形体を、圧縮率が好ましくは５～９０％、より好ましく
は１０～８０％、特に好ましくは１５～７０％となるように圧縮することによって得るこ
とができる。
　非圧縮状態の発泡成形体は、その発泡セルの周縁に導電性フィラー（Ｂ）が配向した状
態で偏在している。非圧縮状態の発泡成形体を所定の圧縮率で圧縮して得られる導電性成
形体は、圧縮されることによって、導電性フィラー（Ｂ）同士が近接もしくは接すること
となり、導電パスが形成される。従って、導電性成形体は、発泡前の状態のものや、非圧
縮状態のものに比して体積固有抵抗値が低く、導電性が向上している。
【００７９】
　図１中、導電性シート積層体１は、前記の導電性成形体からなるシート３と、シート３
の一方の面上に形成された粘着層２と、シート３の他方の面上に形成された基材層４を備
えたものである。導電性シート積層体１は、成形が容易であり、適度なゴム弾性を有し、
リサイクル性、圧縮状態からの回復性、及び導電性等にも優れている。
　導電性シート積層体１を構成するシート３は、前記の発泡成形体からなるものである。
このため、導電性シート積層体１は、優れた導電性を示す。発泡成形体からなるシート３
の厚みは、特に限定されないが、通常、０．０５～０．５ｍｍ、好ましくは０．１～３．
０ｍｍである。
　粘着層２は、例えば、一般的な粘着材組成物をシート３の一方の面上に塗布することな
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リエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン等を挙げることができる。
【実施例】
【００８０】
　以下に、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。なお、実施例及び比較例中の「部」及び「％」は、特に断らない
限り質量基準である。
（１）各種物性値の測定方法及び諸特性の評価方法
［極限粘度［η］］：ウベローデ型粘度計を使用し、エチレン系共重合体の１３５℃デカ
リン溶媒中における極限粘度［η］を測定した。
［Ｍｗ／Ｍｎ］：ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（商品名「ＰＬ－ＧＰＣ２２
０」、ポリマーラボラトリー社製）を使用し、エチレン系共重合体の重量平均分子量（Ｍ
ｗ）及び数平均分子量（Ｍｎ）を測定した。測定したＭｗとＭｎの値から、Ｍｗ／Ｍｎを
算出した。なお、カラムにはポリマーラボラトリー社製の商品名「ＭＩＸＥＤ－Ｂ」を使
用した。また、移動相にはオルトジクロロベンゼンを使用し、検知器には示差屈折計を使
用した。なお、温度は１３５℃、濃度は０．１％とした。
【００８１】
［ポリスチレンに換算した分子量１０万以下の領域の面積割合］：上述の「Ｍｗ／Ｍｎ」
に記載したゲルパーミエーションクロマトグラフィーと同様の条件で測定して得られたク
ロマトグラムから算出した。なお、表１中、「低分子量成分の面積割合（％）」と示した
。
［流動性］：ＪＩＳ　Ｋ７２１０に準拠し、温度：２３０℃、荷重：９８Ｎの条件下、Ｍ
ＦＲ（メルトフローレート）を測定した。測定されたＭＦＲの値を流動性の評価値とし、
ＭＦＲの値が大きいほど流動性に優れると評価することができる。
［損失正接ｔａｎδのピーク温度Ｔｐ（℃）］：熱可塑性エラストマー組成物を２１０℃
で熱プレスして得られた１ｍｍ厚のシートから、ダンベルカッターで打ち抜くことにより
、５ｍｍ×７０ｍｍの試験片を得た。得られた試験片を、固体粘弾性測定装置（商品名「
ＲＳＡ－ＩＩ」、ティー・エー・インスツルメント社製）を用いて、３点曲げモード、周
波数１Ｈｚの条件で室温から２００℃までの損失正接ｔａｎδを測定した。測定した損失
正接ｔａｎδを温度に対してプロットして得られた曲線のピーク温度を「Ｔｐ（℃）」と
した。なお、ピークが複数観測される場合には、その高さが一番高いピークの温度を「Ｔ
ｐ（℃）」とした。
【００８２】
［歪み硬化度ＳＨ］：熱可塑性エラストマー組成物を２１０℃で熱プレスして得られた１
ｍｍ厚のシートから、ダンベルカッターで打ち抜くことにより、１０ｍｍ×１８ｍｍの試
験片を得た。得られた試験片を、粘弾性測定装置（商品名「ＡＲＥＳ－ＲＤＡ」、ティー
・エー・インスツルメント社製）と伸張粘度測定治具（商品名「ＡＲＥＳ－ＥＶＦ」、テ
ィー・エー・インスツルメント社製）を用いて、下記の条件で伸張粘度を測定した。
　測定温度：Ｔｐ×１．０５（℃）
　歪み速度：０．１ｓ－１及び１ｓ－１

【００８３】
　「日本レオロジー学会誌、１３巻、９３－１００頁（１９８５）」の記載内容に従い、
伸張粘度η及びＨｅｎｃｋｙ歪みεから、歪み硬化度ＳＨを以下の式で計算した。なお、
歪み硬化度ＳＨの値が大きいほど、歪み硬化性に優れていると評価することができる。ま
た、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）の歪み硬化性ＳＨは、測定温度をα－オレ
フィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）単体のｔａｎδピーク温度（℃）×１．０５としたこと
以外は、前記と同様の方法で測定した。
【００８４】
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【数１】

　（λ＝η１／η０１（但し、η１は歪み速度１ｓ－１のときの伸張粘度であり、η０１

は歪み速度０．１ｓ－１のときの伸張粘度である）を示す。ε＝Ｈｅｎｃｋｙ歪みを示す
。）
【００８５】
［溶融延展性］：溶融延展性測定装置（商品名「メルトテンションテスターＩＩ型」、東
洋精機製作所社製）を使用して、下記の条件で熱可塑性エラストマー組成物の溶融物をオ
リフィスからストランド状に引き取った。その際、引取速度を０．１ｍ／分から６０ｍ／
分へと増大させ、ストランドが切断したときの引取速度（ｍ／分）を測定した。測定した
引取速度の値を溶融延展性の指標とした。なお、引取速度の値が大きいほど、溶融延展性
が優れていると評価することができる。
　測定温度：Ｔｐ（℃）×１．０５
　オリフィス径：２ｍｍφ
　押出速度：１０．０ｍｍ／分
【００８６】
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）の溶融延展性は、測定温度をα－オレフィン
系熱可塑性樹脂（ａ－１）単体のｔａｎδピーク温度（℃）×１．０５としたこと以外は
、前記と同様の方法で測定した。
【００８７】
［海島構造の確認］：シート状の熱可塑性エラストマー組成物を使用し、凍結ミクロトー
ム法を用いて厚み方向の薄膜片を作製した。作製した薄膜片をＲｕＯ４により染色した後
、透過型電子顕微鏡により２，０００倍の写真を撮影した。ＲｕＯ４による染色では、暗
部がゴム成分、明部がα－オレフィン系熱可塑性樹脂となるため、海相／島相の明暗の差
により、海島構造の構成成分を判定した。このとき、以下の基準に従って海島構造を区分
した。
　○：α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１）を含む海相、及び、海相中に分散された
ゴム成分を含む島相を備えた海島構造が観察される。
　×：ゴム成分を含む海相、及び、海相中に分散されたα－オレフィン系熱可塑性樹脂（
ａ－１）を含む島相を備えた海島構造が観察される。
　－：海島構造を観察できない。
【００８８】
［三次元網目構造の確認］：前記海島構造の観察時に撮影した写真に基づき、三次元網目
構造形成の有無を確認した。表２中、三次元網目構造が有る場合を「○」、無い場合を「
×」と記載した。
［（Ｂ）導電性フィラーの確認］：前記海島構造、三次元網目構造の観察において、導電
性フィラー（Ｂ）が海相と島相のどちらに存在するかを確認した。導電性フィラー（Ｂ）
がポリマー成分（Ａ）の海相に存在する場合を「○」と評価し、導電性フィラー（Ｂ）が
ポリマー成分（Ａ）の海相に存在しない場合を「×」と評価した。なお、表２中、「（Ｂ
）成分が海相に存在する」の項目中で「○」及び「×」を記載した。
【００８９】
［体積固有抵抗値（Ω・ｍ）］：体積固有抵抗測定装置（商品名「ＰＲγ」、コムベック
ス社製）を使用して、印加電圧１００Ｖの条件で体積固有抵抗値を測定した。
［２５％圧縮荷重応力（ｋＰａ）］：シート状の発泡成形品を抵抗値測定用プローブで圧
縮するときに、プローブに加わる荷重とプローブの位置（圧縮率）を測定し、２５％圧縮
荷重応力（ｋＰａ）を算出した。圧縮荷重応力（ｋＰａ）の値が小さいほど、発泡成形体
の柔軟性が優れていることを示す。なお、１～１，０００ｋＰａである場合を「○」と評
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価し、１，０００ｋＰａを超える場合を「×」と評価した。
［発泡性］：ＪＩＳ　Ｋ７１１２に準拠して熱可塑性エラストマー組成物の比重を測定し
、以下の式を用いて発泡倍率を算出した。発泡倍率の値が大きいほど、発泡性に優れてい
ると評価することができる。発泡倍率が３倍以上である場合を「○」と評価し、３倍未満
である場合を「×」と評価した。
　「発泡倍率」＝（発泡前（非発泡時）の比重）／（発泡後（発泡成形体）の比重）
【００９０】
［発泡セル形状・数平均セル径・変動係数Ｃｖ］：発泡成形体（発泡シート）を液体窒素
で凍結し、剃刀で切断したときの切断面を拡大鏡（商品名「ＶＨＸ－２００」、キーエン
ス社製）を用いて、倍率２００倍の切断面写真を撮影した。画像解析ソフト（商品名「Ｉ
ｍａｇｅＰｒｏ－Ｐｌｕｓ６．２」、日本ローパー社製）を用いて、切断面写真における
発泡セルの数平均セル径（μｍ）を測定するとともに、数平均セル径の変動係数Ｃｖを算
出した。変動係数は発泡セルの数平均セル径（μｍ）の標準偏差を、得られた数平均セル
径で除算した値を百分率によって算出した。
　数平均セル径が１０～２００μｍである場合を「○」と評価し、２００μｍを超える場
合を「×」と評価した。また、変動係数（Ｃｖ）が０．１～１．０％の場合を「○」と評
価し、１．０％を超える場合を「×」と評価した。
【００９１】
［圧縮永久歪み（％）］：発泡成形体（発泡シート）を２枚の金属板で挟み、元の厚みの
５０％の厚みまで圧縮して、２３℃、５０％ＲＨ条件下で２４時間保持した後、圧縮から
開放した。以下の式を用いて圧縮永久歪みを計算した。圧縮永久歪みの値が小さいほど、
回復率に優れていると評価することができる。なお、圧縮永久歪みが２５％未満である場
合を「◎」と評価し、２５～８０％である場合を「○」と評価した。
　「圧縮永久歪み（％）」＝２×（１－（圧縮解放３０分後の発泡シートの厚み）／（圧
縮前の発泡シートの厚み））×１００
【００９２】
［リサイクル性］：発泡成形体（発泡シート）を裁断し、単軸押出機（Ｌ／Ｄ＝２８、池
貝社製、商品名「ＦＳ－４０」）にて裁断したシートからリサイクルペレットを得た。得
られたリサイクルペレットを用いて発泡成形体（発泡シート）を製造し、以下の指標でリ
サイクル性を評価した。
　○：リサイクルペレットを溶融できるため、発泡成形体の製造が可能である。
　×：リサイクルペレットを溶融できないため、発泡成形体の製造が不可能である。
【００９３】
（２）油展エチレン・α－オレフィン系共重合体（ａ－２）の合成
（合成例１）
　窒素置換した内容積１０リットルのステンレス鋼製のオートクレーブの下部の供給口か
ら、ヘキサンを６５Ｌ／ｈの速度で連続的に供給するとともに、エチレン、プロピレン、
及び５－エチリデン－２－ノルボルネンを、それぞれ０．８０ｍ３／ｈ、２．０Ｌ／ｈ、
及び０．１１Ｌ／ｈの速度で連続的に供給した。同時に、エチルアルミニウムセスキクロ
ライドと三塩化バナジウムを、それぞれ１３．５８５ｇ／ｈ、及び０．３８４ｇ／ｈの速
度で連続的に供給するとともに、水素を０．４Ｌ／ｈの速度で連続的に供給し、温度：２
２℃、圧力：１ＭＰａの条件下で共重合反応を行ってエチレン系共重合体を得た。
　得られたエチレン系共重合体の極限粘度［η］は６．７ｄｌ／ｇ、Ｍｗ／Ｍｎの値は２
．４、及び低分子量成分の面積割合は０．５％であった。また、エチレン系共重合体に含
まれるエチレン単位、プロピレン単位、及び５－エチリデン－２－ノルボルネン単位のそ
れぞれの割合は、全構造単位１００ｍｏｌ％中、６７ｍｏｌ％、２６．５ｍｏｌ％、６．
５ｍｏｌ％であった。
　得られたエチレン系共重合体１００部に対して、鉱物油系軟化材（商品名「ダイアナプ
ロセスＰＷ９０」、出光興産社製）１２０部を添加し、撹拌した後、スチームストリッピ
ングを行って油展エチレン系共重合体を得た。得られた油展エチレン系共重合体をゴム成
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分（ａ－２－１）とする。
【００９４】
（合成例２～４）
　表１に示す構成単位の割合となるように、エチレン、プロピレン、５－エチリデン－２
－ノルボルネン、エチルアルミニウムセスキクロライド、三塩化バナジウム、及び水素を
使用するとともに、重合温度を制御したこと以外は、前述の合成例１と同様にしてエチレ
ン系共重合体を得た。得られたエチレン系共重合体の評価結果を表１に示す。また、得ら
れたそれぞれのエチレン系共重合体と、鉱物油系軟化材（商品名「ダイアナプロセスＰＷ
９０」、出光興産社製）を表１に示す配合処方で配合して、油展エチレン系共重合体を得
た。得られた各油展エチレン系共重合体をゴム成分（ａ－２－２）～（ａ－２－４）とす
る。
【００９５】
【表１】

【００９６】
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（水添ブロック共重合体の製造）
水添ブロック共重合体（ａ－３－１）の製造
　窒素置換された内容積５０リットルの反応容器に、シクロヘキサン２４ｋｇ、テトラヒ
ドロフラン１ｇ、１，３－ブタジエン１２００ｇ、及びｎ－ブチルリチウム３．３ｇを加
え、７０℃からの断熱重合を行った。反応完結後、温度を５℃としてテトラヒドロフラン
３４０ｇ、及び１，３－ブタジエン２８００ｇを添加して断熱重合を行った。３０分後、
メチルジクロロシラン２．３ｇを添加し、１５分間反応を行った。反応完結後、水素ガス
を０．４ＭＰａ－Ｇの圧力で供給し、２０分間撹拌し、リビングアニオンとして生きてい
るポリマー末端リチウムと反応させ、水素化リチウムとした。反応溶液を９０℃とし、テ
トラクロロシラン７．２ｇを添加し、約２０分間撹拌した後、チタノセン化合物を主体と
した水添触媒を加え、水素圧０．８ＭＰａで２時間水添反応を行った。水素の吸収が終了
した時点で、反応溶液を常温、常圧に戻して反応容器より抜き出し、次いで、反応溶液を
水中に撹拌投入して溶媒を水蒸気蒸留により除去することによって、水添ジエン系重合体
である（ｉ）－（ｉｉ）－（ｉ）構造の水添ブロック共重合体を得た。
【００９７】
　得られた水添ブロック共重合体の水添率は９９％、重量平均分子量（Ｍｗ）は３０万、
水添前共重合体の１段目のポリブタジエンブロック（（ｉ）ブロック）のビニル結合含量
は１５％（片末端当たり）、水添前共重合体の２段目のポリブタジエンブロック（（ｉｉ
）ブロック）のビニル結合含量は７８％であった。また、水添ブロック共重合体の２３０
℃、２１．２Ｎで測定したメルトフローレートは、２．５ｇ／１０分であった。
【００９８】
水添ブロック共重合体（ａ－３－２）の製造
　窒素置換された内容積５０リットルの反応容器に、シクロヘキサン２４ｋｇ、テトラヒ
ドロフラン１．２ｇ、１，３－ブタジエン９００ｇ、及びｎ－ブチルリチウム３．３ｇを
加え、７０℃からの断熱重合を行った。反応完結後、温度を５０℃としてテトラヒドロフ
ラン１３０ｇ、及び１，３－ブタジエン２１００ｇを添加して断熱重合を行った。５０分
後、テトラクロロシラン１．８ｇを添加し、３０分間反応を行った。反応完結後、水素ガ
スを０．４ＭＰａ－Ｇの圧力で供給し、２０分間撹拌し、リビングアニオンとして生きて
いるポリマー末端リチウムと反応させ、水素化リチウムとした。反応溶液を９０℃とし、
テトラクロロシラン７．２ｇを添加し、約２０分間撹拌した後、チタノセン化合物を主体
とした水添触媒を加え、水素圧０．８ＭＰａで２時間水添反応を行った。水素の吸収が終
了した時点で、反応溶液を常温、常圧に戻して反応容器より抜き出し、次いで、反応溶液
を水中に撹拌投入して溶媒を水蒸気蒸留により除去することによって、水添ジエン系重合
体である（（ｉ）－（ｉｉ））４－Ｓｉ構造の水添ブロック共重合体を得た。
【００９９】
　得られた水添ブロック共重合体の水添率は９９％、重量平均分子量（Ｍｗ）は３３万、
水添前共重合体の１段目のポリブタジエンブロック（（ｉ）ブロック）のビニル結合含量
は１５％（片末端当たり）、水添前共重合体の２段目のポリブタジエンブロック（（ｉｉ
）ブロック）のビニル結合含量は５０％、カップリング率は８０％であった。また、水添
ブロック共重合体の２３０℃、９８．１Ｎで測定したメルトフローレートは、０．５ｇ／
１０分であった。
【０１００】
（３）使用した各種成分
　下記の参考例１～１６及び比較参考例１～６で用いる各種成分（表２及び表３参照）の
詳細は、以下のとおりである。
＜（ａ－１）α－オレフィン系熱可塑性樹脂＞
　（ａ－１－１）：プロピレン－エチレンブロック共重合体（商品名「ＢＣ５ＣＷ」、日
本ポリプロ社製、密度：０．９０ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ（温度：２３０℃、荷重：２１．２
Ｎ）：３．０ｇ／１０分）
　（ａ－１－２）：プロピレン／エチレン共重合体（商品名「ＮＥＷＳＴＲＥＮ　ＳＨ９
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０００」、日本ポリプロ社製、ＭＦＲ（２３０℃、２１Ｎ）：０．５ｇ／１０分、歪み硬
化度ＳＨ＝０．３）
【０１０１】
＜（ａ－４）結晶性ポリエチレン系樹脂＞
　結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）：結晶性線状低密度ポリエチレン（商品名「ノバ
テック　ＵＦ４２３」、日本ポリエチレン社製、密度：０．９２５ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ（
温度：２３０℃、荷重：２１．２Ｎ）：０．８ｇ／１０分）
＜鉱物油系軟化剤＞
　商品名「ダイアナプロセスオイルＰＷ９０」、出光興産社製
＜老化防止剤＞
　商品名「イルガノックス１０１０」、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製
＜（Ｂ）導電性フィラー＞
（Ｂ－１）：ケッチェンブラック(商品名「ケッチェンブラックＥＣ６００ＪＤ」、空隙
率＝８０％、ライオン社製)
（Ｂ－２）：銀粉（粒径：３ミクロン）（商品名「ＡＧ５」、ＤＯＷＡハイテック社製）
（Ｂ－３）：炭素繊維（商品名「Ｒａｈｅａｍａ　Ｒ－Ａ３０１」、帝人社製）
＜発泡核剤＞
炭酸カルシウム（商品名「ＷＳ－Ｋ」、竹原化学工業社製）
【０１０２】
（４）熱可塑性エラストマー組成物の製造
（参考例１）
　油展エチレン・α―オレフィン系共重合体（ａ－２－１）３０部、水添ブロック共重合
体（ａ－３－１）１０部、結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）１０部、及び老化防止剤
０．１部を予め１６０℃に加熱した加圧型ニーダー（容量：１０Ｌ、モリヤマ社製）に投
入した。結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）が溶融して各成分が均一に分散するまで、
４０ｒｐｍ（ずり速度：２００／秒）で１５分間混練することにより、溶融状態の混練物
を得た。得られた溶融状態の混練物を、フィーダールーダー（モリヤマ社製）を使用して
、（Ａ）ポリマー成分のペレットを得た。
【０１０３】
　得られた（Ａ）ポリマー成分のペレット５０．１部、（Ｂ）導電性フィラー（Ｂ－１）
５部、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１－２）５０部、及び発泡核剤１部を、二軸
押出機（同方向完全噛みあい型スクリュー、スクリューフライト長さ（Ｌ）とスクリュー
直径（Ｄ）との比（（Ｌ）／（Ｄ））＝３８．５、商品名「ＰＣＭ－４５」、池貝社製）
を使用し、２３０℃における滞留時間３分、１５０ｒｐｍで押し出してペレット状の熱可
塑性エラストマー組成物（１）を得た。本製造方法を製造方法（１）とした。なお、表２
及び表３中、「製造方法」の項目に「（１）」と記載した。
　得られた熱可塑性エラストマー組成物（１）は、ＭＦＲが１５ｇ／１０分であり、体積
固有抵抗値が１３Ω・ｍであり、ｔａｎδのピーク温度Ｔｐが１６８℃であり、歪み硬化
度ＳＨが０．３であり、溶融延展性が１６ｍ／分であり、三次元網目構造の評価が「○」
であった。
　以下、同様の装置を用いて実施した。
【０１０４】
　（参考例２）
　油展エチレン・α―オレフィン系共重合体（ａ－２－１）３０部、水添ブロック共重合
体（ａ－３－１）１０部、結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）１０部、及び老化防止剤
０．１部を、予め１６０℃に加熱した加圧型ニーダーに投入した。結晶性ポリエチレン系
樹脂（ａ－４）が溶融して各成分が均一に分散するまで、４０ｒｐｍ（ずり速度：２００
／秒）で１５分間混練することにより、溶融状態の混練物を得た。得られた溶融状態の混
練物を、フィーダールーダーを使用して、（Ａ）ポリマー成分のペレットを得た。
　得られた（Ａ）ポリマー成分のペレット５０．１部、（Ｂ）導電性フィラー（Ｂ－１）
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５部を、予め１８０℃に加熱した加圧型ニーダーに投入した。（Ｂ）導電性フィラーが均
一に分散するまで、４０ｒｐｍ（ずり速度：２００／秒）で１５分間混練することにより
、溶融状態の混練物を得た。得られた溶融状態の混練物を、フィーダールーダーを使用し
て、（Ａ）ポリマー成分と（Ｂ）導電性フィラーからなるペレットを得た。
　前述の工程で得られたペレット５５．１部、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１－
２）５０部及び発泡核剤１部を、二軸押出機を使用し、２３０℃における滞留時間３分、
１５０ｒｐｍで押し出して、ペレット状の熱可塑性エラストマー組成物（２）を得た。本
製造方法を製造方法（２）とした。なお、表２及び表３中、「製造方法」の項目に「（２
）」と記載した。
　得られた熱可塑性エラストマー組成物（２）は、ＭＦＲが１６ｇ／１０分であり、体積
固有抵抗値が１３Ω・ｍであり、ｔａｎδのピーク温度Ｔｐが１６８℃であり、歪み硬化
度ＳＨが０．３であり、溶融延展性が１７ｍ／分であり、三次元網目構造の評価が「○」
であった。
【０１０５】
　（参考例３）
　油展エチレン・α―オレフィン系共重合体（ａ－２－１）３０部、水添ブロック共重合
体（ａ－３－１）１０部、結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）１０部、導電性フィラー
（Ｂ－１）５部及び老化防止剤０．１部を、予め１８０℃に加熱した加圧型ニーダーに投
入した。各成分が溶融し、均一に分散するまで、４０ｒｐｍ（ずり速度：２００／秒）で
１５分間混練することにより、溶融状態の混練物を得た。得られた溶融状態の混練物を、
フィーダールーダーを使用して、ペレットを得た。
　得られたペレット５５．１部、α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１－２）５０部及
び発泡核剤１部を、二軸押出機を使用し、２３０℃における滞留時間３分、１５０ｒｐｍ
で押し出して、ペレット状の熱可塑性エラストマー組成物（３）を得た。本製造方法を製
造方法（３）とした。なお、表２及び表３中、「製造方法」の項目に「（３）」と記載し
た。
　得られた熱可塑性エラストマー組成物（３）は、ＭＦＲが１５ｇ／１０分であり、体積
固有抵抗値が１４Ω・ｍであり、ｔａｎδのピーク温度Ｔｐが１６８℃であり、歪み硬化
度ＳＨが０．３であり、溶融延展性が１７ｍ／分であり、三次元網目構造の評価が「○」
であった。
【０１０６】
　（参考例４）
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１－２）５０部、油展エチレン・α―オレフィン
系共重合体（ａ－２－１）３０部、水添ブロック共重合体（ａ－３－１）１０部、結晶性
ポリエチレン系樹脂（ａ－４）１０部及び老化防止剤０．１部を、予め１８０℃に加熱し
た加圧型ニーダーに投入した。各成分が溶融し、均一に分散するまで、４０ｒｐｍ（ずり
速度：２００／秒）で１５分間混練することにより、溶融状態の混練物を得た。得られた
溶融状態の混練物を、フィーダールーダーを使用して、ペレットを得た。
　得られたペレット１００．１部、及び導電性フィラー（Ｂ－１）５部を、二軸押出機を
使用し、２３０℃における滞留時間３分、１５０ｒｐｍで押し出して、ペレット状の熱可
塑性エラストマー組成物（４）を得た。本製造方法を製造方法（４）とした。なお、表２
及び表３中、「製造方法」の項目に「（４）」と記載した。
　得られた熱可塑性エラストマー組成物（４）は、ＭＦＲが１７ｇ／１０分であり、体積
固有抵抗値が１３Ω・ｍであり、ｔａｎδのピーク温度Ｔｐが１６８℃であり、歪み硬化
度ＳＨが０．３であり、溶融延展性が１５ｍ／分であり、三次元網目構造の評価が「○」
であった。
【０１０７】
　（参考例５）
　油展エチレン・α―オレフィン系共重合体（ａ－２－１）３０部、水添ブロック共重合
体（ａ－３－１）１０部、結晶性ポリエチレン系樹脂（ａ－４）１０部及び老化防止剤０
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．１部を、予め１８０℃に加熱した加圧型ニーダー（容量１０Ｌ、モリヤマ社製）に投入
した。各成分が溶融し、均一に分散するまで、４０ｒｐｍ（ずり速度：２００／秒）で１
５分間混練することにより、溶融状態の混練物を得た。得られた溶融状態の混練物を、フ
ィーダールーダー（モリヤマ社製）を使用して、第一のペレットを得た。
　α―オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１－２）５０部、導電性フィラー（Ｂ－１）５部
を、二軸押出機を使用し、２３０℃滞留時間３分、１５０ｒｐｍで押し出して、第二のペ
レットを得た。
　第一のペレット５０．１部、第二のペレット５５部、及び発泡核剤１部を３０秒間混合
した後、二軸押出機を使用して、熱可塑性エラストマー組成物（５）を得た。本製造方法
を製造方法（５）とした。なお、表２及び表３中、「製造方法」の項目に「（５）」と記
載した。
　得られた熱可塑性エラストマー組成物（５）は、ＭＦＲが１４ｇ／１０分であり、体積
固有抵抗値が１４Ω・ｍであり、ｔａｎδのピーク温度Ｔｐが１６８℃であり、歪み硬化
度ＳＨが０．３であり、溶融延展性が１５ｍ／分であり、三次元網目構造の評価が「○」
であった。
【０１０８】
　（参考例６）
　α－オレフィン系熱可塑性樹脂（ａ－１－２）５０部、油展エチレン・α―オレフィン
系共重合体（ａ－２－１）３０部、水添ブロック共重合体（ａ－３－１）１０部、結晶性
ポリエチレン系樹脂（ａ－４）１０部、導電性フィラー（Ｂ－１）５部、発泡核剤１部及
び老化防止剤０．１部を、二軸押出機を使用し、２３０℃における滞留時間３分、１５０
ｒｐｍで押し出して、ペレット状の熱可塑性エラストマー組成物（６）を得た。本製造方
法を製造方法（６）とした。なお、表２及び表３中、「製造方法」の項目に「（６）」と
記載した。
　得られた熱可塑性エラストマー組成物（６）は、ＭＦＲが１５ｇ／１０分であり、体積
固有抵抗値が１４Ω・ｍであり、ｔａｎδのピーク温度Ｔｐが１６８℃であり、歪み硬化
度ＳＨが０．３であり、溶融延展性が１８ｍ／分であり、三次元網目構造の評価が「○」
であった。
【０１０９】
（参考例７～１６、比較参考例１～６）
　表２及び表３に示す配合処方としたこと以外は、前述の参考例１と同様にして、ペレッ
ト状の熱可塑性エラストマー組成物（７）～（２１）を得た。得られた熱可塑性エラスト
マー組成物（７）～（２１）の物性を表２及び表３に示す。なお、比較参考例６では、（
Ｂ）導電性フィラーの配合量が多すぎたため、熱可塑性エラストマー組成物を調製するこ
とができなかった。
【０１１０】
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【表２】

【０１１１】
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【表３】

【０１１２】
（５）発泡成形体（発泡シート）の製造
（実施例１）
　参考例１で得た熱可塑性エラストマー組成物（１）を単軸押出機に投入し、２０２℃で
超臨界二酸化炭素を注入及び混合した。その後、単軸押出機の先端方向へ進むに従って温
度が低下するとともに、ダイ出口の温度を１７６℃となるように温度設定を行い、押出成
形することによって、シート状の発泡成形体（発泡シート、厚み：１．０ｍｍ）を得た。
得られた発泡シートは、体積固有抵抗値（非圧縮）が９，８００Ω・ｍ、発泡倍率が８倍
、平均セル径が８０μｍ、変動係数が０．６、圧縮永久歪みが１２％、２５％圧縮荷重が
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３４ｋＰａ、及びリサイクル性が「○」であった。
【０１１３】
（実施例２～１８、比較例１～６）
　表４及び表５に示す種類の熱可塑性エラストマー組成物を用いるとともに、ダイ出口の
温度を表４及び表５に示す温度となるように設定して押出成形したこと以外は、前述の実
施例１と同様にして、シート状の発泡成形体（発泡シート、厚み：１．０ｍｍ）を得た。
得られた発泡シートの各種評価結果を表４及び表５に示す。
【０１１４】
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【表４】

【０１１５】
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【表５】

【０１１６】
（評価）
　表２に示すように、参考例１～１６で得た熱可塑性エラストマー組成物（１）～（１６
）は、流動性に優れていることが明らかである。また、表４に示すように、参考例１～１
６で得た熱可塑性エラストマー組成物（１）～（１６）を用いれば、発泡性が高く、発泡
セルが小さく均一で、圧縮永久歪みに優れ、圧縮荷重が小さく、リサイクル性に優れた発
泡成形体（発泡シート）を製造可能であることが明らかである。
　また、表２に示すように、参考例１～６で得た熱可塑性エラストマー組成物（１）～（
６）は、製造方法の変更にかかわらず、流動性に優れることが明らかである。同様に、表
４に示すように、参考例１～６で得た熱可塑性エラストマー組成物（１）～（６）を用い
れば、発泡性が高く、発泡セルが小さく均一で、圧縮永久歪みに優れ、圧縮荷重が小さく
、リサイクル性に優れた発泡成形体（発泡シート）を製造可能であることが明らかである
。
　一方、比較参考例１～６で得た熱可塑性エラストマー組成物（１７）～（２１）を用い
た場合（比較例１～５）には、実施例に比べて、発泡セル形状及び圧縮永久歪みが劣る。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明の熱可塑性エラストマー組成物を用いた発泡成形体及び導電性成形体は、例えば
電気・電子機器を構成するための部材として好適である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　　導電性シート積層体
　２　　粘着層
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　３　　導電性成形体からなるシート
　４　　基材層

【図１】
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