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(57)【要約】
【課題】加圧二酸化炭素を用いて触媒成分を分散させた
ポリマー部材を常圧下で無電解めっき処理することによ
り、密着性に優れためっき膜を有するポリマー部材を製
造する方法を提供する。
【解決手段】めっき触媒となる金属を含む触媒成分を加
圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体を用いて、触媒成分
が分散されたポリマー部材を形成し、触媒成分が分散さ
れたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液に浸
漬し、アルコール処理液で前処理されたポリマー部材を
、常圧下で、アルコールを含有する無電解めっき液に浸
漬して、めっき膜を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　めっき触媒となる金属を含む触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体を用いて
、前記触媒成分が分散されたポリマー部材を形成する分散工程と、
　前記触媒成分が分散されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液に浸漬する前
処理工程と、
　前記アルコール処理液で前処理されたポリマー部材を、常圧下で、アルコールを含有す
る無電解めっき液に浸漬して、めっき膜を形成する無電解めっき工程とを含む、めっき膜
を有するポリマー部材の製造方法。
【請求項２】
　前記分散工程は、
　前記加圧流体と、樹脂成形体とを接触させることにより、前記触媒成分が分散されたポ
リマー部材を形成することを含む、請求項１に記載のめっき膜を有するポリマー部材の製
造方法。
【請求項３】
　前記樹脂成形体は、シート状の樹脂成形体である請求項２に記載のめっき膜を有するポ
リマー部材の製造方法。
【請求項４】
　前記分散工程後、前記前処理工程前に、
　前記触媒成分が分散されたシート状のポリマー部材を金型内に配置し、前記金型内に溶
融樹脂を射出して、前記シート状のポリマー部材と前記溶融樹脂とを一体成形するインサ
ート成形工程をさらに有する請求項３に記載のめっき膜を有するポリマー部材の製造方法
。
【請求項５】
　前記分散工程は、
　前記加圧流体と、溶融樹脂とを接触させ、前記触媒成分が分散された溶融樹脂を射出成
形または押出成形することにより、前記触媒成分が分散されたポリマー部材を形成するこ
とを含む、請求項１に記載のめっき膜を有するポリマー部材の製造方法。
【請求項６】
　前記分散工程は、
　前記加圧流体と、第１の溶融樹脂とを接触させ、前記触媒成分を分散させた第１の溶融
樹脂を金型内に射出し、さらに前記触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂が射出された金
型内に、触媒成分を含有しない第２の溶融樹脂を射出することにより、前記触媒成分が分
散されたポリマー部材を形成することを含む、請求項１に記載のめっき膜を有するポリマ
ー部材の製造方法。
【請求項７】
　前記加圧流体は、さらにフッ素系有機溶媒を含有する請求項５または６に記載のめっき
膜を有するポリマー部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無電解めっきにより形成されためっき膜を有するポリマー部材の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポリマー部材の表面に金属膜を形成する方法として、無電解めっき法が知られて
いる。この無電解めっき法は、触媒的な化学反応を利用して金属イオンを還元することに
より、被めっき物上に金属膜を形成する方法であるため、被めっき物それ自体が還元剤の
還元作用に対して触媒活性を示す場合を除いて、触媒活性がある金属物質を被めっき物の
表面内部に安定、且つ均一に付着させておくことが、最終的に得られるめっき膜の密着性
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を確保するために必要となる。そのため、被めっき物が樹脂成形体などのポリマー部材で
ある場合、無電解めっき処理の前に六価クロム酸や過マンガン酸などの環境負荷の大きな
酸化剤を含有するエッチング液を用いてポリマー部材の表面を粗化するエッチング処理を
行って、樹脂成形体の表面に凹凸を形成し、該凹凸に触媒核となる金属物質を付与してい
る。また、このようなエッチング液で浸漬されるポリマー部材、すなわち、無電解めっき
が適用可能なポリマー部材としては、ＡＢＳ系樹脂を含有するポリマー部材に限定されて
いる。これは、ＡＢＳ系樹脂がエッチング液に選択的に浸食されるブタジエンゴム成分を
含んでいるのに対して、他の樹脂ではこのようなエッチング液に選択的に浸食される成分
が少なく、表面に凹凸が形成され難いためである。それゆえ、ＡＢＳ系樹脂以外のポリカ
ーボネート樹脂などを樹脂成分として含むポリマー部材を無電解めっき処理するにあたっ
ては、無電解めっきを可能にするためにＡＢＳ系樹脂やエラストマーを含むめっきグレー
ド品が使用されている。しかしながら、そのようなめっきグレード品では、主材料の耐熱
性などの物性の劣化を避けることができない。
【０００３】
　上記のような問題を解決すべく、無電解めっき処理の前に、超臨界状態の二酸化炭素な
どの加圧流体を用いて、めっき触媒となる金属を含有する金属錯体などの触媒成分を分散
させたポリマー部材を形成する方法が提案されている。例えば、成形された樹脂成形体と
、触媒成分を超臨界二酸化炭素に溶解させた加圧流体とを接触させることにより、触媒成
分が分散されたポリマー部材を得る方法や、溶融樹脂と、触媒成分を超臨界二酸化炭素に
溶解させた加圧流体とをシリンダ内で接触させ、この溶融樹脂を射出成形することにより
、触媒成分を分散させたポリマー部材を得る方法が提案されている（特許文献１）。超臨
界流体は気体としての浸透性と液体としての溶媒特性を併せもつ流体であり、上記のよう
な触媒成分を溶解させた加圧流体を使用することにより、加圧流体の浸透に伴って、これ
に溶解している触媒成分が樹脂成形体や溶融樹脂に浸透するため、エッチング処理を行う
ことなく触媒成分が分散されたポリマー部材を形成することができる。従って、上記方法
によれば、環境負荷の大きな六価クロム酸などの酸化剤を使用する必要がなく、またエッ
チング液に浸食される成分の少ないポリマー部材に対しても、無電解めっき処理によりめ
っき膜を形成できる。
【０００４】
　しかしながら、これらの加圧流体を用いる方法で得られるポリマー部材を常圧下で無電
解めっき処理した場合、形成されるめっき膜の密着力が低いという問題がある。すなわち
、従来のエッチング処理後に無電解めっき処理を行う方法では、エッチング処理によって
表面に凹凸が形成されたポリマー部材にめっき触媒を付与し、この凹凸内部に存在するめ
っき触媒を触媒核として金属粒子が成長する。従って、ポリマー部材の内部においては、
めっき膜とポリマー部材との界面でめっき膜が凹凸に埋め込まれた状態となり、それによ
ってめっき膜の密着力を得ている。これに対し、加圧流体はポリマー部材に浸透するが、
エッチング処理のようにポリマー部材を浸食するものでなく、また加圧流体はポリマー部
材の表面だけなく、内部深くにも浸透するため、高いアンカー効果が得られる表面近傍で
のめっき触媒の濃度が低くなる。特に、特許文献１のように射出成形法を用いて触媒成分
を溶融樹脂に分散させる場合、樹脂成分の比重よりも金属を含有する触媒成分の比重が大
きいため、ポリマー部材の表面近傍に存在するめっき触媒の濃度が低下する。従って、加
圧流体を用いて触媒成分をポリマー部材に分散させるにあたって、ポリマー部材の表面近
傍のめっき触媒の量を増加させるためには、めっき触媒となる金属錯体などの触媒成分を
可能な限り高濃度で溶解させた加圧流体を用いる必要があるが、常圧下の無電解めっき処
理では、無電解めっき液がポリマー部材の内部に浸透し難いため、高濃度で触媒成分を溶
解させた加圧流体を用いた場合でも、ポリマー部材の最表面に存在するめっき触媒からめ
っき膜が成長する。そのため、ポリマー部材の最表面のめっき膜の密度を向上させても、
ポリマー部材の内部で樹脂に食い込んだ状態のめっき膜が形成されず、高いアンカー効果
が得られない。
【０００５】
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　そこで、本出願人は、触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体を用いて触媒成
分を分散させたポリマー部材を形成した後、さらに、このポリマー部材を加圧二酸化炭素
及びアルコールを含む無電解めっき液を用いて無電解めっき処理することにより、ポリマ
ー部材の内部からめっき膜を成長させる方法を先に提案した（特許文献２）。水が主成分
である無電解めっき液は加圧二酸化炭素と相溶し難いが、アルコールを無電解めっき液に
混合させることにより、撹拌しなくても、高圧状態の二酸化炭素を無電解めっき液に溶解
させることができる。そのため、このような無電解めっき液に触媒成分が高濃度で分散さ
れたポリマー部材を浸漬することにより、めっき成分が加圧二酸化炭素及びアルコールと
ともにポリマー部材の内部に浸透し、それによってポリマー部材の内部に分散させためっ
き触媒を触媒核としてめっき膜を成長させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３６９６８７８号公報
【０００７】
【特許文献２】特許第４０９２３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記のような加圧二酸化炭素及びアルコールを含有する無電解めっき液
を用いた場合でも、触媒成分を高濃度で含有する加圧流体を用いて処理されたポリマー部
材では、ポリマー部材の最表面にめっき触媒が多量に存在するため、最表面からめっき膜
が成長しやすい。そのため、めっき膜に密着力の弱い部分が生じたり、無電解めっき処理
ごとに密着力のばらつきが発生しやすいという問題がある。また、ポリマー部材の内部深
くに存在する触媒成分まで加圧二酸化炭素を含有する無電解めっき液を浸透させるために
は高圧が必要とされることから、シール精度の高い製造装置が必要となるなど製造上の負
担が大きい。このため、工業的生産を考慮すれば、ポリマー部材に分散させためっき触媒
の利用率は依然として低い。その結果、加圧流体を用いて触媒成分を分散させる分散処理
と特許文献２の無電解めっき処理とを組み合わせた場合、高コストになるという問題があ
る。しかも、特許文献１のような射出成形法により溶融樹脂に触媒成分を分散させる場合
、触媒成分が飽和濃度で溶解している加圧流体を用いると、シリンダ内での圧力変化によ
り触媒成分がポリマー部材に浸透する前に容易に加圧流体から析出してしまう。この析出
した触媒成分は加圧流体に溶解していないため、ポリマー部材の内部に浸透することがで
きず、不要な触媒成分となってしまう。また、触媒成分の析出によりポリマー部材に分散
されるめっき触媒の濃度が低下するとともに、ポリマー部材の内部における触媒成分の分
散が不均一となり、めっき膜の密着力が低下するとともに、密着力のばらつきが大きくな
る。加圧流体に溶解させる触媒成分の濃度を低下させることにより、上記のような触媒成
分の析出を低減することはできるが、この場合、ポリマー部材に導入される触媒成分の量
が減少するため、さらにめっき膜の密着性が低下するという問題がある。
【０００９】
　また、特許文献２の加圧二酸化炭素を用いた無電解めっき処理では、加圧二酸化炭素及
びアルコールを含有する無電解めっき液が使用されるため、無電解めっき液、及び被めっ
き物であるポリマー部材を、高温高圧環境下の使用に耐えられる密閉容器に収容させる必
要がある。そのため、密閉容器の容量により一度に処理できるポリマー部材の数が制限さ
れてしまうことから、無電解めっき処理は必然的にバッチ処理となる。その結果、特許文
献２のような加圧二酸化炭素を用いて無電解めっき処理する方法は連続生産プロセスに適
しておらず、高い量産性を見込むことが難しい。従って、加圧流体を用いて触媒成分を分
散させたポリマー部材を形成した後は、常圧下で無電解めっき処理を行うことが望まれる
が、既述したように常圧下で無電解めっき処理する場合、無電解めっき液がポリマー部材
の内部に十分に浸透できないため、ポリマー部材の最表面のめっき触媒を触媒核としてめ
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っき膜が成長し、高い密着力を有するめっき膜を形成することができないという問題があ
る。
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するものであり、本発明の目的は、加圧二酸化炭素を用いて触
媒成分を分散させたポリマー部材を常圧下で無電解めっき処理することにより、密着性に
優れためっき膜を有するポリマー部材を製造することができる製造方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、めっき触媒となる金属を含む触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流
体を用いて、前記触媒成分が分散されたポリマー部材を形成する分散工程と、
　前記触媒成分が分散されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液に浸漬する前
処理工程と、
　前記アルコール処理液で前処理されたポリマー部材を、常圧下で、アルコールを含有す
る無電解めっき液に浸漬して、めっき膜を形成する無電解めっき工程とを含む、めっき膜
を有するポリマー部材の製造方法である。
【００１２】
　上記製造方法において、触媒成分を樹脂成形体に分散させる態様では、前記分散工程は
、前記加圧流体と、樹脂成形体とを接触させることにより、前記触媒成分が分散されたポ
リマー部材を形成することを含んでもよい。また、この態様においては、前記樹脂成形体
は、シート状の樹脂成形体を使用してもよい。さらに、この態様においては、上記製造方
法は、前記分散工程後、前記前処理工程前に、前記触媒成分が分散されたシート状のポリ
マー部材を金型内に配置し、前記金型内に溶融樹脂を射出して、前記シート状のポリマー
部材と前記溶融樹脂とを一体成形するインサート成形工程をさらに有してもよい。
【００１３】
　上記製造方法において、触媒成分を溶融樹脂に分散させる態様では、前記分散工程は、
前記加圧流体と、溶融樹脂とを接触させ、前記触媒成分が分散された溶融樹脂を射出成形
または押出成形することにより、前記触媒成分が分散されたポリマー部材を形成すること
を含んでもよい。また、この態様において、前記分散工程は、前記加圧流体と、第１の溶
融樹脂とを接触させ、前記触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂を金型内に射出し、さら
に前記触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂が射出された金型内に、触媒成分を含有しな
い第２の溶融樹脂を射出することにより、前記触媒成分が分散されたポリマー部材を形成
することを含んでもよい。そして、上記態様においては、前記加圧流体は、さらにフッ素
系有機溶媒を含有してもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の製造方法によれば、加圧流体を用いて触媒成分を分散させたポリマー部材を、
常圧下でアルコール処理液を用いて前処理し、前記前処理されたポリマー部材に、常圧下
でアルコールを含有する無電解めっき液を用いて無電解めっき処理することにより、密着
性に優れためっき膜を有するポリマー部材を製造することができる。また、上記製造方法
によれば、触媒成分の少ないポリマー部材に対しても、高い密着力を有するめっき膜を形
成できる。そして、上記製造方法によれば、アルコール処理液による前処理及び無電解め
っき処理のいずれも常圧下で行うことができるため、加圧二酸化炭素を用いた無電解めっ
き処理を行う必要がない。従って、無電解めっき処理において製造上の負担の大きな高耐
圧な製造装置を使用する必要がなく、工業的生産において連続して密着性に優れためっき
膜を有するポリマー部材を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施例１に係る分散工程で用いられる製造装置を示す概略断面
図である。
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【図２】図２は、本発明の実施例２に係る分散工程で用いられる製造装置を示す概略模式
図である。
【図３】図３は、本発明の実施例２に係る分散工程で用いられる巻回体を示す概略模式図
である。
【図４】図４は、本発明の実施例２に係るインサート成形工程の状態を示す要部概略断面
図であり、図４（Ａ）は、シート状のポリマー部材を金型内に配置させた状態を示す要部
概略断面図、図４（Ｂ）は、金型内に溶融樹脂が射出充填された状態を示す要部概略断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本実施の形態のめっき膜を有するポリマー部材の製造方法について具体的に説明
する。
【００１７】
　本実施の形態のめっき膜を有するポリマー部材の製造方法は、めっき触媒となる金属を
含む触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体を用いて、触媒成分を分散させたポ
リマー部材を形成する分散工程を有する。めっき触媒となる金属を含む触媒成分を加圧二
酸化炭素に溶解させた加圧流体を用いることにより、環境負荷の大きな六価クロム酸など
を含有するエッチング液を用いたエッチング処理を行うことなく、触媒成分をポリマー部
材に分散させることができる。また、加圧二酸化炭素を用いることにより、触媒成分をポ
リマー部材の内部に浸透させることができるため、エッチング成分がない樹脂からなるポ
リマー部材にも後述する無電解めっき処理によりめっき膜を形成することができる。
【００１８】
　触媒成分としては、分散工程において加圧二酸化炭素に溶解性を有し、無電解めっき工
程においてめっき触媒となる金属を含むものであれば特に制限されない。具体的には、パ
ラジウム、白金、ニッケル、銅、銀などの金属を含む微粒子、これらの金属を含む錯体、
及び金属錯体の酸化物などの変性物が挙げられる。これらの中でも加圧二酸化炭素に対し
て溶解性に優れる金属錯体が好ましい。このような触媒成分としては、例えば、ビス（シ
クロペンタジエニル）ニッケル、ビス（アセチルアセトナト）パラジウム（II）、ジメチ
ル（シクロオクタジエニル）プラチナ（II）、ヘキサフルオロアセチルアセトナトパラジ
ウム(II)、ヘキサフルオロアセチルアセトナトヒドレート銅（II）、ヘキサフルオロアセ
チルアセトナトプラチナ(II)、ヘキサフルオロアセチルアセトナト（トリメチルホスフィ
ン）銀（I）、ジメチル（ヘプタフルオロオクタネジオネート）銀（ＡｇＦＯＤ）、及び
これらの酸化物などの変性物が挙げられる。これらは単独でも複数混合して用いてもよい
。これらの中でも、フッ素を配位子として有する金属錯体は加圧二酸化炭素に優れた溶解
性を有するため、好ましい。なお、金属錯体はポリマー部材に分散された後、製造装置内
の熱などにより還元され、金属単体としてポリマー部材に分散される場合があるが、この
ような還元によりポリマー部材の内部に無電解めっき処理時にめっき触媒となる金属物質
を固定化することができる。従って、無電解めっき工程前にはこのような金属単体に変性
した状態で触媒成分がポリマー部材に分散されていてもよい。
【００１９】
　加圧二酸化炭素としては、液体状態、ガス状態、または超臨界状態の加圧二酸化炭素を
用いることができる。触媒成分の加圧二酸化炭素への溶解度は高圧となるほど高くなる。
従って、ポリマー部材に多量の触媒成分を分散させる必要がある従来の無電解めっき処理
では、超臨界状態の二酸化炭素が用いられている。しかしながら、本実施の形態の製造方
法によれば、触媒成分が低濃度で分散されたポリマー部材を被めっき物として用いても、
密着性に優れためっき膜を形成できるため、超臨界状態にない加圧二酸化炭素を用いるこ
とができる。従って、加圧二酸化炭素は、臨界点（温度が３１℃以上、圧力が７．３８Ｍ
Ｐａ以上の超臨界状態）以上に加圧された二酸化炭素を用いてもよいし、臨界点より低圧
力で加圧された二酸化炭素を用いてもよい。より具体的には、加圧二酸化炭素の圧力は５
～３０ＭＰａが好ましく、温度は１０～１５０℃が好ましい。圧力が５ＭＰａ未満の場合
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、加圧二酸化炭素の密度が低下する傾向がある。一方、圧力が３０ＭＰａより高い場合、
製造装置に高耐圧の設備が必要となり、コスト高となる。また、温度が１０℃未満の場合
、触媒成分の分散性が低下する傾向がある。一方、温度が１５０℃より高い場合、製造装
置のシールが困難となる傾向がある。また、加圧二酸化炭素の密度は、０．１０～０．９
９ｇ／ｃｍ３が好ましい。
【００２０】
　触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体の調製にあたっては、従来公知の方法
を使用することができる。例えば、ポンプなどの加圧手段により液体二酸化炭素を加圧し
、加圧二酸化炭素を触媒成分が投入されている溶解槽に供給し、該触媒成分と加圧二酸化
炭素とを混合することによって加圧流体を調製することができる。加圧流体中の触媒成分
の濃度は飽和濃度であってもよいが、本実施の形態の製造方法においては、触媒成分の濃
度が飽和濃度未満の低濃度である場合に、その効果が大きい。このため、めっき反応に寄
与しない触媒成分の導入量を低減させることができる。また、加圧流体中の触媒成分の濃
度が低いため、射出成形法や押出成形法で触媒成分を溶融樹脂に分散させる際に圧力変化
が生じても、触媒成分の析出を低減することができる。従って、本実施の形態の製造方法
によれば、経済性を向上することができるとともに、均一に触媒成分が分散されたポリマ
ー部材を得ることができる。さらに、加圧流体中の触媒成分の濃度が低濃度であれば、ポ
リマー部材の最表面に付着した触媒成分の量も少なくなる。このため、最表面でのアンカ
ー効果の低いめっき膜の形成も抑えられる。
【００２１】
　本実施の形態において、射出成形法や押出成形法を利用して成形前の溶融樹脂と加圧流
体とを接触させる場合、該加圧流体はさらにフッ素系有機溶媒を含有してもよい。フッ素
系有機溶媒を使用することにより、分散工程においてポリマー部材の表面近傍に触媒成分
を効率よく分散させることができる。また、フッ素系有機溶媒は優れた耐熱性を有するた
め、該フッ素系有機溶媒を含有する加圧流体を用いることにより、高温の接触混練時にお
ける触媒成分の分解を抑制することができる。このため、加圧流体が溶融樹脂と接触する
前に、金属錯体などの触媒成分が製造装置内の熱に晒された場合に、金属単体への熱還元
を抑えることができ、さらに効率的に触媒成分をポリマー部材に分散させることができる
。さらに、加圧流体を調製する場合、上記のように加圧二酸化炭素を触媒成分が投入され
た溶解槽に供給して、高圧下でこれらが混合撹拌されるため、新たに加圧流体を調製する
場合、供給経路を一旦減圧して触媒成分を溶解槽に供給する必要がある。これに対し、フ
ッ素系有機溶媒を使用すれば、触媒成分をフッ素系有機溶媒に溶解した混合液を常圧下で
調製することができ、該混合液を加圧し、これと加圧二酸化炭素とを配管内で混合するこ
とにより加圧流体を調製できる。そのため、触媒成分と加圧二酸化炭素とを混合するため
に高圧の溶解槽を用いる必要がなく、また新たな触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解するた
めに溶解槽を減圧する必要もない。なお、上記のようにフッ素系有機溶媒を使用する場合
、触媒成分とフッ素系有機溶媒とを混合して混合液を調製し、得られた混合液を加圧し、
加圧した混合液と加圧二酸化炭素とを混合して加圧流体を調製することが好ましい。
【００２２】
　フッ素系有機溶媒としては、特に限定されるものではないが、パーフルオロアルキルア
ミン、パーフルオロアルキルポリエーテルカルボン酸、パーフルオロアルカン、フッ素系
界面活性剤などが挙げられる。これらは、単独でも複数混合して用いてもよい。これらの
中でも、安価で、加圧二酸化炭素への溶解性に優れ、高耐熱性（望ましくは、沸点が１５
０℃以上）を有するパーフルオロトリプロピルアミン、パーフルオロトリブチルアミン、
パーフルオロトリペンチルアミンなどのパーフルオロアルキルアミンがより好ましい。フ
ッ素系有機溶媒を使用する場合の混合液中の触媒成分の濃度は、使用する触媒成分やフッ
素系有機溶媒の種類にもよるため、特に限定されるものではないが、０．０１～１０質量
％が好ましい。
【００２３】
　触媒成分が分散されるポリマー部材を構成する樹脂材料は任意であり、熱可塑性樹脂、



(8) JP 2011-1577 A 2011.1.6

10

20

30

40

50

熱硬化性樹脂、及び紫外線硬化性樹脂を用いることができる。これらの中でも、熱可塑性
樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂の種類は任意であり、非晶性、結晶性いずれでも適用でき
る。例えば、ポリエステル系等の合成繊維、ポリプロピレン、ポリアミド系樹脂、ポリメ
チルメタクリレート、ポリカーボネート、アモルファスポリオレフィン、ポリエーテルイ
ミド、ポリエチレンテレフタレート、液晶ポリマー、ＡＢＳ系樹脂、ポリアミドイミド、
ポリフタルアミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリ乳酸等の生分解性プラスチック、
ナイロン系樹脂等及びそれら複合材料を用いることができる。また、ガラス繊維、カーボ
ン繊維、ナノカーボン、ミネラル等、各種無機フィラー等を混練させた樹脂材料を用いる
こともできる。
【００２４】
　触媒成分が分散されたポリマー部材は、成形された樹脂成形体と上記加圧流体とを接触
させることにより形成されてもよいし、成形前の溶融樹脂と上記加圧流体とを接触させる
ことに形成されてもよい。すなわち、触媒成分を分散させる際の被めっき物の形態は、そ
れ自体が最終的な形状の成形品であってもよいし、所定の形状に成形される前の溶融樹脂
であってもよい。さらに、後に加工されるシートなどの中間製品であってもよい。樹脂成
形体を使用する場合、その形状は、特に限定されず、肉厚の板状、ペレット状、チューブ
状以外に、薄肉のシート状などの任意の形状を有していてもよい。例えば、従来蒸着めっ
き法が利用されていた自動車用ヘッドランプユニットのリフレクタ等の光反射体や、レー
ザビームプリンターや複写機等での光走査に用いるｆθミラー、プロジェクションテレビ
の光路折曲に用いる大型ミラーなどの製造に本実施の形態の製造方法を利用することがで
きる。シート状の樹脂成形体が用いられる場合、その厚さは、特に限定されるものではな
いが、１０～２００μｍが好ましい。厚さが１０μｍ以上であれば、機械的強度を確保す
ることができる。一方、厚さが２００μｍ以下であれば、フィルムインサート成形法を利
用する場合に、金型からのシート状の樹脂成形体の浮きを防止できる。
【００２５】
　分散工程において触媒成分が分散されたポリマー部材を形成する方法は、ポリマー部材
に触媒成分を分散させることができれば特に限定されない。樹脂成形体に触媒成分を分散
させる場合、例えば、樹脂成形体を高耐圧の密閉容器に収容し、触媒成分を加圧二酸化炭
素に溶解させた加圧流体を密閉容器へ供給し、樹脂成形体と加圧流体とを接触させること
により、触媒成分が分散されたポリマー部材を得ることができる。シート状の樹脂成形体
に触媒成分を分散させる場合、シート状の樹脂成形体が無機物から形成されているセパレ
ータを介して巻回された巻回体を高圧容器に収容してもよい。このような無機物から形成
されているセパレータとしては、具体的には、例えば、アルミ製のメッシュシート、ＳＵ
Ｓ製のメッシュシート、ガラスクロスなどが挙げられる。加圧流体はこれらのセパレータ
を通過できるので、拡散性の高い加圧流体がセパレータを介してシート状の樹脂成形体の
全面に均一に拡散して浸透する。これにより、得られるポリマー部材へのダメージを低減
できるとともに、ポリマー部材に触媒成分を凝集の少ない状態で分散させることができる
。
【００２６】
　また、溶融樹脂に触媒成分を分散させて触媒成分が分散されポリマー部材を形成する場
合、例えば、製造装置内で、触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体と溶融樹脂
とを接触させ、触媒成分を溶融樹脂に分散させ、この溶融樹脂を所望の形状に射出成形ま
たは押出成形することにより、触媒成分が分散されたポリマー部材を得ることができる。
このような射出成形法あるいは押出成形法を利用すれば、溶融樹脂に直接触媒成分を分散
させることができるため、成形と同時に触媒成分が分散されたポリマー部材を形成するこ
とができる。特に、上記のような射出成形法あるいは押出成形法を利用して、溶融樹脂に
触媒成分を分散させる場合、触媒成分が自重によりポリマー部材の内部深くまで浸透し、
ポリマー部材の表面近傍での触媒成分が低濃度となる。そのため、低濃度で触媒成分を含
有する加圧流体を用いた場合、表面近傍の触媒成分の濃度がさらに低下する。このため、
従来の無電解めっき処理では密着性に優れためっき膜を形成することができなかったが、
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本実施の形態の製造方法によれば、このような溶融樹脂に触媒成分を低濃度で分散させて
も、後述する前処理工程と無電解めっき工程とを組み合わせることにより、密着性に優れ
ためっき膜を形成することができる。
【００２７】
　上記のような射出成形法または押出成形法を利用して触媒成分を溶融樹脂に分散させる
場合、加圧流体と溶融樹脂との接触は、可塑化シリンダ内であってもよいし、金型あるい
は押出ダイの内部であってもよい。さらに、射出成形法を利用する場合、スキン層とコア
部とを有する成形体を形成するためにいわゆるサンドイッチ成形法を使用してもよい。具
体的には、上記のようにして触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂を金型に射出し、この
第１の溶融樹脂を有する金型内に触媒成分を含有しない第２の溶融樹脂を射出して、スキ
ン層とコア部とを有するポリマー部材を形成してもよい。この成形法によれば、内部のコ
ア部よりも表面のスキン層に触媒成分がより高濃度で分散されたポリマー部材を製造する
ことができる。第１及び第２の樹脂は同種のものを使用してもよいが、第１の樹脂と異な
る第２の樹脂を使用することにより、ポリマー部材の高強度化や軽量化などを図ることが
できる。なお、第１及び第２の樹脂としては、既述した熱可塑性樹脂を使用することがで
きる。
【００２８】
　以上の分散工程により触媒成分が分散されたポリマー部材を形成することができるが、
本実施の形態において、金属反射膜を有するポリマー部材などを形成する場合、金型内に
触媒成分が分散されたシート状のポリマー部材を配設し、該金型内に溶融樹脂を射出して
、シート状のポリマー部材と溶融樹脂とを一体化させるインサート成形をさらに行っても
よい。これにより、シート状のポリマー部材と溶融樹脂とを一体化させることができ、部
分的に高機能化されたポリマー部材を形成することができる。また、シート状のポリマー
部材を金型に配設する場合、予め金型の内部形状に合うようにシート状のポリマー部材を
プリフォームしておいてもよいし、インサート成形する溶融樹脂の射出前に、シート状の
ポリマー部材を金型に密着させておいてもよい。
【００２９】
　次に、上記のようにして触媒成分が分散されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール
処理液に浸漬する前処理工程が行われる。この前処理工程と、後のアルコールを含有する
無電解めっき液を用いた無電解めっき工程とにより、低濃度で触媒成分を分散させたポリ
マー部材に常圧下で無電解めっき処理を行っても、密着性に優れためっき膜を形成するこ
とができる。この理由は現在のところ必ずしも明らかではない。しかしながら、本発明者
等の検討によれば、触媒成分を分散させたポリマー部材をアルコール処理液で前処理する
ことにより、アルコールがポリマー部材の内部に浸透し、ポリマー部材の表面近傍が膨潤
して、樹脂成分の自由体積が増大し、後の無電解めっき工程において常圧下でも無電解め
っき液がポリマー部材の内部に浸透しやすくなる効果と、浸透したアルコールによってポ
リマー部材の内部に分散された触媒成分が表面近傍にブリードアウトして、表面近傍の触
媒成分の濃度が高くなる効果が得られるためと考えられる。すなわち、アルコール処理液
を用いた前処理を行わずに、低濃度で触媒成分を分散させたポリマー部材をアルコールを
含有する無電解めっき液に常圧下で浸漬する無電解めっき処理を行った場合、ポリマー部
材表面にめっき膜が形成されなかったり、めっき膜が形成できても密着力の低いめっき膜
しか形成できないことが確認されている。これは、ポリマー部材の表面近傍におけるめっ
き触媒の量が少ないため、めっき膜が形成されるに到らなかったり、例えめっき膜が形成
できたとしても、表面近傍の触媒成分のみを触媒核としてめっき膜が成長し、めっき膜の
物理的なアンカー効果が十分に得られないためと考えられる。また、触媒成分としてパラ
ジウム錯体を含有する加圧流体を使用し、該触媒成分が分散されたポリアミド系樹脂から
なるポリマー部材を１，３－ブタンジールを含有するアルコール処理液に浸漬した場合、
ポリマー部材の重量が増加し、ポリマー部材が膨潤することが確認されている。さらに、
このアルコール処理液による処理直後のポリマー部材、処理後に常温で一定時間放置した
ポリマー部材、及び触媒成分の変性による影響を排除するため処理後に常温で真空乾燥し
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て内部のアルコールの含浸量を低減させたポリマー部材にそれぞれアルコールを含有する
無電解めっき液を用いて常温下で無電解めっき処理を行った場合、めっき膜の成長時間は
、常温で一定時間放置したポリマー部材、処理直後のポリマー部材、及び真空乾燥により
アルコールの含浸量を低減させたポリマー部材の順であることが確認されている。真空乾
燥によりアルコールの含浸量を低減させたポリマー部材が、処理直後及び常温で一定時間
放置したポリマー部材よりもめっき膜の成長時間が遅いのは、ポリマー部材の内部に浸透
したアルコールの減量により、膨潤効果が低下したためと考えられる。一方、ポリアミド
系樹脂からなる樹脂成形体にアルコールを含浸させた場合、内部に浸透するアルコールの
含浸量は一定時間あれば飽和する。また、１，３－ブタンジオールは常温下で殆ど揮発し
ない。従って、処理直後のポリマー部材、常温で一定時間放置したポリマー部材はいずれ
も内部にアルコールが含浸された状態にあり、アルコール処理液による膨潤の程度も略同
一と考えられる。それにも拘らず、この２つの試料でめっき膜の成長時間に差が生じたの
は膨潤効果以外に、放置によって触媒成分がポリマー部材の表面近傍により多くブリード
アウトしたことが理由と推測される。従って、この膨潤効果により、後のアルコールを含
有する無電解めっき液による無電解めっき処理において、無電解めっき液がアルコールを
含浸状態で有するポリマー部材に浸透しやすくなるとともに、ブリードアウト効果により
表面近傍の触媒成分の濃度が高くなると考えられる。この結果、少量の触媒成分を分散さ
せたポリマー部材を常圧下で無電解めっき処理を行っても、密着性に優れためっき膜が形
成されるものと推測される。
【００３０】
　アルコール処理液に使用されるアルコールとして、具体的には、例えば、エタノール、
１－プロパノール、２－プロパノール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオー
ル、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、２－（２－ブトキシエトキシ）エタノール
、２－（２－エトキシエトキシ）エタノール、２－（２－メトキシエトキシ）エタノール
、エチレングリコール、ジエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレ
ングリコール、及びポリプロピレングリコールからなる群から選択される少なくとも１種
が好ましい。これらの中でも、ポリマー部材への浸透性を考慮すると、２０℃において、
水の表面張力（７３ｄｙｎ／ｃｍ）よりも低い表面張力を有するアルコールが好ましく、
５０ｄｙｎ／ｃｍ以下の表面張力を有するアルコールがより好ましい。さらに製造上の安
全性を考慮すると、４０℃以上の引火点を有するアルコールが好ましい。上記のような低
表面張力、及び高引火点を有するアルコールとしては、例えば、１，３－ブタンジオール
（表面張力：３７．８ｄｙｎ／ｃｍ，引火点：１２１℃）、２－メトキシエタノール（表
面張力：３１．８ｄｙｎ／ｃｍ，引火点：４３℃）、２－（２－メトキシプロポキシ）プ
ロパノール（表面張力：２８．８ｄｙｎ／ｃｍ，引火点：７４℃）などが挙げられる。こ
れらの中でも、浸透性に優れる１，３－ブタンジオールがより好ましい。
【００３１】
　アルコール処理液は、少なくともアルコールを含有していれば、使用するアルコールと
相溶する他の溶媒、例えば水を含有してもよい。ただし、他の溶媒の含有量が多くなりす
ぎると、無電解めっき処理におけるめっき膜の成長に長時間が必要となる場合がある。こ
のため、アルコール処理液中のアルコールの含有量は、５０ｖｏｌ％以上が好ましく、９
０ｖｏｌ％以上がより好ましい。特に、工業製品の場合に混入してくる不可避不純物を除
いて実質的にアルコールのみを含有するアルコール処理液が好ましい。なお、アルコール
処理液はポリマー部材への浸透性を向上するために添加剤を含有してもよい。このような
添加剤としては、具体的には、例えば、界面活性剤が挙げられる。
【００３２】
　アルコール処理液による前処理は、上記したように常圧下で行うことができる。このた
め、高耐圧容器などの高価な製造装置を使用する必要もなく、連続して処理を行うことが
できる。なお、本明細書において、常圧下とは、加圧していない雰囲気下を意味する。処
理時間は、ポリマー部材の種類やアルコールの種類によるため、特に限定されるものでは
ないが、１分～２時間が好ましい。処理時間が余りに短すぎると、アルコールがポリマー
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部材に十分に浸透しないため、アルコール処理液による効果が十分に得られない。一方、
処理時間が余りに長すぎると、製造効率が低下するとともに、アルコールによりポリマー
部材の樹脂構造が脆弱化する場合がある。また、アルコール処理液による前処理は、常温
で行ってもよいし、アルコール処理液のポリマー部材への含浸を促進するために、加温し
て行ってもよい。加温する場合、使用するアルコールの沸点等の物性にもよるが、処理温
度はポリマー部材を構成する樹脂のガラス転移温度以上が好ましい。処理温度がポリマー
部材を構成する樹脂のガラス転移温度以上であれば、ポリマー部材が塑性変形して、アル
コール処理液がポリマー部材に浸透しやすくなる。
【００３３】
　本実施の形態においては、上記の前処理工程後、無電解めっき工程前に、還元剤を含有
する還元水溶液でポリマー部材を処理する還元剤付与工程をさらに設けてもよい。これに
より、ポリマー部材の内部に還元剤を浸透させることができ、後の無電解めっき工程にお
ける無電解めっき液中の金属イオンの還元をさらに円滑に行うことができる。還元水溶液
はポリマー部材への浸透性を向上するために、アルコールを含有してもよい。ただし、ア
ルコールの含有量が多くなりすぎると、還元剤の溶解度が低下する。このため、アルコー
ルの含有量は５０ｖｏｌ％未満が好ましい。還元剤としては、無電解めっき液に用いられ
る還元剤と同様のものを用いることができる。具体的には、例えば、次亜燐酸、次亜燐酸
ナトリウム、ジメチルアミンボラン、ヒドラジン、ホルムアルデヒド、水素化ホウ素ナト
リウム、及びフェノール類からなる群から選択される少なくとも１種が挙げられる。特に
、ニッケル－リンめっき膜を形成する場合には、還元剤は、次亜燐酸、及び次亜燐酸ナト
リウムからなる群から選ばれる少なくとも１種が望ましい。
【００３４】
　次に、上記のようにアルコール処理液で前処理したポリマー部材を、常圧下で、アルコ
ールを含有する無電解めっき液に浸漬して、ポリマー部材にめっき膜を形成する無電解め
っき工程が行われる。本実施の形態の製造方法では、上記した前処理工程において、触媒
成分が分散されたポリマー部材がアルコール処理液で予め処理されているため、高いアン
カー効果が得られるめっき膜を形成することができる。また、無電解めっき液にアルコー
ルを含有させることで無電解めっき液の表面張力を低下させているので、常圧下の無電解
めっき処理であっても、無電解めっき液がポリマー部材に円滑に浸透できる。さらに、ア
ルコールは、めっき膜の成長を遅らせる還元剤として作用するので、ポリマー部材の表面
部分に無電解めっき液が浸透し始めた時点で、最表面におけるめっき反応を遅らせること
ができる。その結果、この製造方法により形成された無電解めっき膜は、ポリマー部材の
表面内部で成長し、高い密着強度を有する。
【００３５】
　無電解めっき工程は上記したように常圧下で行うことができる。従来の加圧二酸化炭素
と無電解めっき液とを機械的に撹拌してこれらを強制的に相溶させた浴を用いた場合、圧
力や温度変化により安定に均一なめっき浴を調製することが困難である。そのため、複数
のポリマー部材を無電解めっき処理する場合、各ポリマー部材の表面部分においてめっき
反応にばらつきが発生しやすい。その結果、めっき膜の密着強度に大きなばらつきが生じ
やすい。このことから、例えば、ヒートサイクル試験において、めっき膜の密着性が低下
しやすく、めっき膜の一部に剥離や膨れなどの欠陥が発生しやすいという問題がある。こ
れに対して、本実施の形態の製造方法によれば、常圧下で無電解めっき液を調製できるた
め、めっき反応のばらつきを抑えることができ、密着力のばらつきの少ないめっき膜を形
成することができる。
【００３６】
　しかも、常圧下でポリマー部材を無電解めっき液に浸漬するので、例えば、アルコール
を含有した無電解めっき液を開放容器に収容して、その開放容器にポリマー部材を浸漬す
ることにより、無電解めっき処理を実施できる。従って、従来の加圧二酸化炭素を用いる
場合のように、高耐圧の密閉容器を使用する必要がなく、それゆえ連続して無電解めっき
処理を行うことができる。このため、本実施の形態の製造方法は、連続生産プロセスに適
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している。
【００３７】
　無電解めっき液に混合されるアルコールとしては、上記の前処理で使用されるアルコー
ルと同様のものを使用することができる。これらの中でも低表面張力及び高引火点を有す
る１，３－ブタンジールが好ましい。無電解めっき液中のアルコールの含有量は任意であ
り、使用するアルコールの種類によっても最適な含有量も変わってくるため特に限定され
るものではないが、２０～６０ｖｏｌ％が望ましい。
【００３８】
　無電解めっき液に用いられるめっき液としては、従来公知のめっき液を使用することが
できる。具体的には、例えば、ニッケル－リンめっき液、ニッケル－ホウ素めっき液、パ
ラジウムめっき液、銅めっき液、銀めっき液、コバルトめっき液などが挙げられる。なお
、上記アルコールを含有する無電解めっき液を用いた無電解めっき処理を行った後、さら
にその無電解めっき膜の上に、従来の水系の無電解めっき液を用いた無電解めっき膜また
は電解めっき膜を積層してもよい。無電解めっき工程における処理温度は、めっき反応が
生ずる温度以上であれば特に限定されないが、無電解めっき液の浸透が促進されるため、
ポリマー部材を構成する樹脂のガラス転移温度以上が好ましい。
【００３９】
　以下、本発明について実施例を挙げてさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例
に限定されるものではない。
【実施例】
【００４０】
　［実施例１］
　本実施例では、触媒成分及びフッ素系有機溶媒を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体
を用い、サンドイッチ成形法により形成した触媒成分を分散させたポリマー部材にめっき
膜を形成する方法を説明する。なお、本実施例では、スキン層及びコア部を形成する樹脂
として、いずれも結晶性の熱可塑性樹脂であるポリアミド６６（三菱エンジニアリングプ
ラスチック社製，３０１０Ｒ）を用いた。また、触媒成分として、ヘキサフルオロアセチ
ルアセトナトパラジウム（II）錯体を、フッ素系有機溶媒として、パーフルオロトリペン
チルアミン（シンクレスト・ラボラトリー社製，分子式：Ｃ１５Ｆ３３Ｎ，分子量：８２
１．１，沸点：２２０℃）を用いた。
【００４１】
　（分散工程）
　図１は本実施例で触媒成分を分散させたポリマー部材を形成するために用いられた製造
装置を示す概略断面図である。図１に示すように、この製造装置は、触媒成分及びフッ素
系有機溶媒を加圧二酸化炭素に溶解した加圧流体を第１の可塑化シリンダ２１０に供給す
る加圧流体供給部１００と、スキン層を形成するための第１の可塑化シリンダ２１０、コ
ア部を形成するための第２の可塑化シリンダ２４０及び金型部２５０を有する射出成形部
２００とを備えている。これら加圧流体供給部１００及び射出成形部２００は図示しない
制御装置で動作制御される。
【００４２】
　加圧流体供給部１００は、液体二酸化炭素ボンベ１０１と、液体二酸化炭素を所定の圧
力に加圧した加圧二酸化炭素を供給するための二酸化炭素用シリンジポンプ１０２と、触
媒成分がフッ素系有機溶媒に溶解させた混合液Ｃを調製し、供給するための溶液調製部１
１０とを有している。液体二酸化炭素ボンベ１０１と二酸化炭素用シリンジポンプ１０２
とを接続する配管及び二酸化炭素用シリンジポンプ１０２と溶液調製部１１０とを接続す
る配管にはそれぞれ、吸引用エアオペレートバルブ１０４と供給用エアオペレートバルブ
１０５とが配設されている。また、二酸化炭素用シリンジポンプ１０２は図示しないチラ
ーを備えており、これにより所定の温度となるように加圧二酸化炭素が温調される。溶液
調製部１１０は、触媒成分をフッ素系有機溶媒に溶解して混合液Ｃを調製するための混合
槽１１１と、混合液Ｃを所定の圧力に加圧し、送液するための溶液用シリンジポンプ１１
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２とを備えており、混合槽１１１と溶液用シリンジポンプ１１２とを接続する配管及び溶
液用シリンジポンプ１１２と第１の可塑化シリンダ２１０とを接続する配管にはそれぞれ
、吸引用エアオペレートバルブ１１４及び供給用エアオペレートバルブ１１５が配設され
ている。本実施例では、触媒成分の濃度が１．０質量％の混合液を調製した。
【００４３】
　加圧流体を調製する場合、まず混合槽１１１で触媒成分とフッ素系有機溶媒とを常温、
常圧下で混合撹拌して、混合液Ｃを調製する。次に、溶液用シリンジポンプ１１２側の吸
引用エアオペレートバルブ１１４を開放して、混合槽１１１から混合液Ｃをフィルタ１１
３を介して常温で吸引し、溶液用シリンジポンプ１１２の圧力制御により所定圧力まで混
合液Ｃを加圧する。本実施例では、混合液Ｃを１０ＭＰａに加圧した。一方、手動バルブ
１０６を開放した状態で、液体二酸化炭素ボンベ１０１から液体二酸化炭素をフィルタ１
０７を介して吸引し、二酸化炭素用シリンジポンプ１０２の圧力制御により所定圧力まで
液体二酸化炭素を加圧する。本実施例では、液体二酸化炭素ボンベ１０１から４～６ＭＰ
ａの液体二酸化炭素を吸引し、これを二酸化炭素用シリンジポンプ１０２により加圧して
、圧力が１０ＭＰａ、温度が１０℃の加圧二酸化炭素を供給した。なお、高密度の液体二
酸化炭素を低温で計量することにより、加圧二酸化炭素を安定して供給することができる
。
【００４４】
　加圧流体を第１の可塑化シリンダ２１０に供給する際には、吸引用エアオペレートバル
ブ１０４，１１４を閉鎖し、供給用エアオペレートバルブ１０５，１１５を開放した後、
二酸化炭素用シリンジポンプ１０２及び溶液用シリンジポンプ１１２を圧力制御から流動
制御に切替え、二酸化炭素用シリンジポンプ１０２及び溶液用シリンジポンプ１１２のシ
リンダの駆動スピード（流量）及び駆動時間を制御することにより、加圧した混合液Ｃと
加圧二酸化炭素とを所定の流量比となるように流動させる。これにより、配管内で混合液
Ｃと加圧二酸化炭素とが混合される。本実施例では、混合液Ｃと加圧二酸化炭素との流量
比を１：１０に設定した。上記のようにして所定流量比で混合された加圧流体を流動させ
た状態で、金型部２５０からのトリガー信号に応じて後述する導入バルブ２１２の流体供
給口２１８を開放することにより、一定量の加圧流体が第１の可塑化シリンダ２１０に供
給される。流動制御により加圧流体が供給された後、二酸化炭素用シリンジポンプ１０２
及び溶液用シリンジポンプ１１２が一旦停止され、供給用エアオペレートバルブ１０５，
１１５が閉じられる。次に、二酸化炭素用シリンジポンプ１０２及び溶液用シリンジポン
プ１１２を流動制御から圧力制御に再度切替え、上記と同様にして液体二酸化炭素ボンベ
１０１から液体二酸化炭素を、混合槽１１１から混合液Ｃを吸引し、それぞれを加圧して
、待機する。さらに、金型部２５０からのトリガー信号に応じて、上記した流動制御によ
り加圧流体を供給する。これらの動作を繰り返すことにより、間欠的に加圧流体が第１の
可塑化シリンダ２１０に供給される。本実施例では、導入バルブ２１２の流体供給口２１
８の開放から供給完了までの間、圧力計２６０で検出される圧力が８～１０ＭＰａとなる
範囲で、加圧流体を第１の可塑化シリンダ２１０に間欠供給した。また、本実施例では、
射出成形されるポリマー部材中に分散される触媒成分の量が１００ｐｐｍとなるように加
圧流体の供給量を制御した。このように本実施例の加圧流体は低濃度で触媒成分を含有す
るため、可塑化シリンダ２１０内の圧力が変化しても、加圧流体からの触媒成分の析出を
防止することができるとともに、触媒成分が均一に分散されたポリマー部材を形成するこ
とができる。なお、触媒成分の量は、金属錯体を溶解した加圧流体の１ショットあたりの
消費量を溶液用シリンジポンプ１１２内の高圧の混合液の消費量から算出し、それを１シ
ョットあたりの金属錯体の消費量に換算して求めた。
【００４５】
　第１の可塑化シリンダ２１０の上部側面には上流側から順に、第１の樹脂を第１の可塑
化シリンダ２１０に供給するための第１の樹脂供給用ホッパ２１１と、加圧流体を供給す
るための導入バルブ２１２と、第１の可塑化シリンダ２１０内から加圧二酸化炭素を排出
するためのベントポート２１３とが設けられている。また、第１の可塑化シリンダ２１０
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の下部側面の導入バルブ２１２と対向する位置及びベントポート２１３に対向する位置に
はそれぞれ、内圧を検出するための圧力計２１５，２１６及び図示しない温度センサが設
けられている。この導入バルブ２１２は、第１の可塑化シリンダ２１０と連結された基端
部に流体供給口２１８を有するとともに、内部に導入ピストン２１７を有しており、導入
ピストン２１７で流体供給口２１８を開放することによって、加圧流体供給部１００から
第１の可塑化シリンダ２１０に加圧流体が供給される。また、ベントポート２１３はバッ
ファ容器２１９を介して真空ポンプ２２０と排気管で接続されており、ベントポート２１
３を開放し、真空ポンプ２２０を作動させることより、第１の可塑化シリンダ２１０の内
部が減圧される。従って、この第１の可塑化シリンダ２１０内では、導入バルブ２１２近
傍からベントポート２１３近傍までの間で高圧の加圧流体により加圧状態で加圧流体と第
１の溶融樹脂とが接触混練される。なお、第２の可塑化シリンダ２４０の上部側面には、
第２の樹脂を第２の可塑化シリンダ２４０に供給するための第２の樹脂供給用ホッパ２４
１が設けられている。
【００４６】
　第１及び第２のスクリュＳ１，Ｓ２の駆動側端部はそれぞれ、図示しないモータと連結
されている。各樹脂供給用ホッパ２１１，２４１から供給された樹脂は、可塑化シリンダ
２１０，２４０の外壁面に設けられたバンドヒータ（図示せず）で可塑化シリンダ２１０
，２４０が加熱されることにより、スクリュＳ１，Ｓ２で混練され、溶融される。また、
第１及び第２の可塑化シリンダ２１０，２４０の射出側端部は金型部２５０内のキャビテ
ィ２５３と連通するノズル部２３０と接続されている。そして、混練の間はノズル部２３
０の先端は閉じられているので、第１及び第２の溶融樹脂が第１及び第２のスクリュＳ１
，Ｓ２の前方にそれぞれ押し出されることにより、第１及び第２のスクリュＳ１，Ｓ２が
後退する。これにより計量が開始される。そして、可塑化計量後に、各可塑化シリンダ２
１０，２４０内のスクリュＳ１，Ｓ２を背圧力で前進させることにより、ノズル部２３０
からキャビティ２５３内に触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂及び触媒成分を含有しな
い第２の溶融樹脂がそれぞれ射出充填される。本実施例では、各可塑化シリンダ２１０，
２４０の温度センサで検出される温度が２２０～２４０℃となる範囲で分散が行われた。
なお、溶融樹脂に触媒成分を分散させる場合には、上記のような高温環境下で分散工程を
行うことが好ましい。
【００４７】
　図１に示すように、金型部２５０は、固定金型２５１及び可動金型２５２を備えており
、固定金型２５１と可動金型２５２とが当接することにより、金型部２５０内に所定形状
のキャビティ２５３が形成される。上記したようにキャビティ２５３はノズル部２３０と
連通しており、該ノズル部２３０からキャビティ２５３に触媒成分を分散させた第１の溶
融樹脂及び触媒成分を含有しない第２の溶融樹脂が射出充填される。固定金型２５１及び
可動金型２５２はそれぞれ、固定プラテン２５４及び可動プラテン２５５に固定されてお
り、型締め機構により可動プラテン２５５を駆動することにより、金型部２５０が開閉さ
れる。本実施例では、円盤状の成形体が２個同時に成形される金型部２５０を使用した。
スキン層を形成する場合、第１の可塑化シリンダ２１０から可塑化計量された第１の溶融
樹脂がキャビティ２５３に射出充填される。このとき、射出充填量は、キャビティ２５３
内全体が第１の溶融樹脂で充填されない程度に調整される。
【００４８】
　一方、上記の第１の可塑化シリンダ２１０による射出充填中に、第２の樹脂供給用ホッ
パ２４１から第２の樹脂を第２の可塑化シリンダ２４０に供給して、第２のスクリュＳ２
により可塑化計量が行われる。この際、第２の可塑化シリンダ２４０では、触媒成分が分
散されていない第２の樹脂が溶融される。そして、触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂
の射出充填が完了する直前に、第２の溶融樹脂の可塑化計量を完了させる。
【００４９】
　次に、触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂の射出充填が完了した後、第２のスクリュ
Ｓ２を前進させて、触媒成分を含有しない第２の溶融樹脂がキャビティ２５３に射出充填
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される。この際、先にキャビティ２５３に充填されていた触媒成分を分散させた第１の溶
融樹脂は第２の溶融樹脂の充填圧力により、キャビティ２５３を画成する金型表面に押し
やられる。その結果、第２の溶融樹脂の射出完了後には、ポリマー部材のスキン層には触
媒成分が分散された第１の樹脂を有する層が形成され、成形体のコア部には触媒成分を含
有しない第２の溶融樹脂を有する層が形成される。射出充填が完了した後、金型部２５０
を冷却して、内部の樹脂を冷却固化し、金型部２５０を開くことにより、触媒成分が分散
したポリマー部材を得ることができる。
【００５０】
　（前処理工程）
　次に、上記のようにして形成した触媒成分が分散されたポリマー部材を、アルコール処
理液に浸漬させる前処理が行われる。本実施例では、以下の表１に示す処理液（ａ）～（
ｈ）を使用した。なお、比較として、処理液（ｈ）には水のみを用いた。各処理液を開放
容器内に投入し、これにポリマー部材を常圧下、表１に示す温度で３０分間浸漬する前処
理を行った。処理液によって処理温度を変更したのは、各処理液で沸点及び引火点が異な
るためである。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　（無電解めっき工程）
　次に、上記のようにして前処理を行ったポリマー部材を、常圧下でアルコールを含有す
る無電解めっき液に浸漬する無電解めっき処理が行われる。本実施例では、１，３－ブタ
ンジオールと、硫酸ニッケルの金属塩、還元剤、及び錯化剤を含有するニッケル－リンめ
っき液（奥野製薬工業社製，ニコロンＤＫ）とを混合して調製した無電解めっき液を用い
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開放容器内に投入し、これにポリマー部材を浸漬して、常圧下、７０～９０℃の温度で無
電解めっき処理を行った（試料１～８）。また、比較のため、前処理を行わなかったポリ
マー部材に同様にアルコールを含有する無電解めっき液を用いて無電解めっき処理し（試
料９）、処理液（ａ）［１，３－ブタンジオール］を用いて前処理を行ったポリマー部材
に、アルコールを含有しない水系の無電解めっき液（上記のアルコールを含有する無電解
めっき液中のアルコールを水に代替した無電解めっき液）を用いて無電解めっき処理した
（試料１０）。上記のようにして無電解めっき処理を行ったときの、各試料におけるめっ
き膜の成長時間（析出開始までの時間及び全面が被覆されるまでの時間）、及びめっき膜
の表面性を評価した。表面性は、目視により、めっき膜が欠陥なく全面に形成されており
、外観上問題がない場合を、○、めっき膜は全面に形成されているが、一部に剥離や膨れ
がある場合を、△、めっき膜が形成されていない箇所がある場合あるいはめっき膜が全く
形成されていない場合を、×として評価した。
【００５３】
　次に、めっき膜が形成された試料について、めっき膜上に、アルコールを含有しない水
系の無電解めっき液を用いてめっき膜を積層し、下記の密着力、及びヒートサイクル試験
におけるめっき膜の密着性の変化を評価した。表２にこれらの結果を示す。
【００５４】
　〔密着力〕
　ＪＩＳ　Ｈ　８６３０に準拠して引っ張り試験機（島津製作所社製，ＡＧＳ－１００Ｎ
）を用いて角度９０°、速度２５ｍｍ／分の条件で４５ｍｍの距離の間について、めっき
膜をポリマー部材から引き剥がすときの力を測定した。
【００５５】
　〔ヒートサイクル試験〕
　－４０℃と１００℃との間で温度を切り替える試験を５０サイクル行った。試験後、め
っき膜を目視により観察し、外観上問題がない場合を、○、めっき膜に一部剥離や膜膨れ
が発生している場合を、△、めっき膜の全てが剥離あるいは膜膨れが発生している場合は
、×として評価した。
【００５６】
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【表２】

【００５７】
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　上記表に示すように、アルコール処理液による前処理とアルコールを含有する無電解め
っき液による無電解めっき処理とを組み合わせることにより、触媒成分が低濃度で分散さ
れたポリマー部材に対しても常圧下、短時間で全面に無電解めっき膜を形成できることが
分かる。また、この製造方法により製造されるめっき膜は高い密着力を有するとともに、
ヒートサイクル試験においてめっき膜の剥れや膨れが少なく、密着性に優れためっき膜が
形成できることが分かる。さらに、水の含有量の少ないアルコール処理液で前処理するこ
とにより、より高い密着力を有するめっき膜を形成できることが分かる。
【００５８】
　これに対して、アルコール処理液を用いた前処理を行わなかった試料や、水のみからな
る処理液を用いて前処理を行った試料では、めっき膜の析出に長時間を有し、また全面に
めっき膜が形成できなかった。また、アルコール処理液を用いた前処理を行っても、アル
コールを含有する無電解めっき液を用いた無電解めっき処理を行わなかった試料では、め
っき膜が形成されないことが分かる。このため、この試料については、密着力やヒートサ
イクル試験を測定することができなかった。
【００５９】
　［実施例２］
　本実施例では、触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体と、シート状の樹脂成
形体とをバッチ処理により接触させて、触媒成分を分散させたシート状のポリマー部材を
形成し、これをプリフォーム法により所定形状に成形し、成形したシート状のポリマー部
材を金型内に配置してフィルムインサート成形法によりシート状のポリマー部材と溶融樹
脂とを一体化させ、この一体化させたポリマー部材に無電解めっき処理よりめっき膜を形
成する方法を説明する。なお、本実施例では、シート状の樹脂成形体としてナイロン６製
のシート（三菱エンジニアリングプラスチックス社製，ノバミッド１０２０，厚さ：２０
０μｍ）を用い、触媒成分として実施例１と同様にヘキサフルオロアセチルアセトナトパ
ラジウム（II）錯体を用いた。また、フィルムインサート成形により一体化させる樹脂と
して、ポリフタルアミド樹脂（ソルベイアドバンストポリマーズ（株）社製，アモデルＡ
Ｓ－１５６６）を用いた。
【００６０】
　（分散工程）
　図２は本実施例で触媒成分を分散させたシート状のポリマー部材を形成するために用い
られた製造装置を示す概略模式図である。図２に示すように、この製造装置は、加圧二酸
化炭素を供給するための流体供給部３００と、加圧流体とシート状の樹脂成形体とを接触
させ、触媒成分をシート状の樹脂成形体に分散させるための高圧処理部４００とを備えて
いる。
【００６１】
　流体供給部３００は、２本の液体二酸化炭素ボンベ３０１，３０２と、液体二酸化炭素
を所定の圧力に加圧して、加圧二酸化炭素を供給するためのポンプ３０３と、バッファ容
器３０４とを備えている。また、液体二酸化炭素ボンベ３０１，３０２とポンプ３０３と
を接続する配管には、圧力計３１０が配設されており、バッファ容器３０４と高圧処理部
４００とを接続する配管には、上流側から順に、減圧弁３１１、圧力計３１２、及び自動
弁３１３が配設されている。
【００６２】
　加圧二酸化炭素を高圧処理部４００に供給する際には、液体二酸化炭素ボンベ３０１，
３０２の手動バルブ３０５，３０６を開放し、温調された配管を通過させて液体二酸化炭
素をガス化させた後、圧力計３１０で検知される圧力が所定の圧力となるようにポンプ３
０３によって二酸化炭素を昇圧する。これにより、バッファ容器３０４内に所定圧力の加
圧二酸化炭素が供給される。また、バッファ容器３０４内に供給された加圧二酸化炭素は
、所定温度になるように温調された後、減圧弁３１１で所定圧力になるように減圧され、
自動弁３１３を開放することにより、高圧処理部４００に加圧二酸化炭素が供給される。
本実施例では、液体二酸化炭素ボンベ３０１，３０２から４～６ＭＰａの液体二酸化炭素
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を吸引し、１０℃に温調された配管によりガス化した後、これをポンプ３０３によって圧
力１５ＭＰａに昇圧して、５０℃に温調されたバッファ容器３０４に供給した。そして、
圧力計３１２で検出される圧力が１０ＭＰａになるように減圧弁３１１で加圧二酸化炭素
を減圧した後、高圧処理部４００に加圧二酸化炭素を供給した。
【００６３】
　高圧処理部４００は、シート状の樹脂成形体と加圧流体を接触させるための高圧容器４
０１を備えており、図２及び３に示すように、高圧容器４０１内には、多数の貫通孔を有
する円筒体４２２に、シート状の樹脂成形体Ｌがメッシュのセパレータ４２１を介して巻
回された巻回体４２０が収容されている。この巻回体４２０は、高圧容器４０１内の中心
部に配設された多数の貫通孔を有する円筒状の支持部材４０２に挿入されている。図２に
示すように、高圧容器４０１の下部には流体供給口４０３が、高圧容器４０１の上部には
流体排出口４０４が設けられており、これら流体供給口４０３と流体排出口４０４とは、
加圧流体が高圧容器４０１内を循環するよう循環管路４０５によって接続されている。循
環管路４０５の流体供給部３００と接続されている接続部と流体供給口４０３との間には
、循環管路４０５内で加圧流体を循環させるための循環ポンプ４０６と、触媒成分が収容
された溶解槽４０７とが配設されている。また、循環ポンプ４０６と溶解槽４０７とを接
続する循環管路４０５は、排出管路４０８と接続されており、該排出管路４０８には、圧
力計４０９、自動弁４１０、及び背圧弁４１１が配設されている。これにより、流体供給
部３００から加圧二酸化炭素が供給されると、循環ポンプ４０６により加圧二酸化炭素が
溶解槽４０７に供給され、溶解槽４０７内で触媒成分が溶解されて、触媒成分を含有する
加圧流体が高圧容器４０１内に供給される。このとき、背圧弁４１１は所定圧力に設定さ
れ、循環管路４０５内の加圧流体の圧力が低下すると、自動弁３１３から加圧二酸化炭素
が補充される。一方、循環管路４０５内の加圧流体の圧力が所定圧力より高い場合、加圧
流体が排出管路４０８から排出される。これにより、高圧容器４０１内及び循環管路４０
５内の圧力が一定に維持される。本実施例では、背圧弁４１１の圧力を加圧二酸化炭素の
圧力と同じ１０ＭＰａに設定し、高圧容器４０１内及び循環管路４０５内の圧力を１０Ｍ
Ｐａに維持した状態で加圧流体を循環させて、シート状の樹脂成形体Ｌに分散される触媒
成分の量が１０ｐｐｍとなるように処理を行った。また、本実施例では、処理後に高圧容
器４０１内の温度を５０℃で３０分間保持し、さらに図示しない温調機により高圧容器４
０１内の温度を１２０℃まで昇温させ、３０分間保持した。これにより、シート状の樹脂
成形体Ｌに分散させた金属錯体を熱還元した。なお、触媒成分の量は、分散工程前の初期
のシート重量を、シート状の樹脂成形体を２４時間真空引きして水分を除去した状態で測
定し、分散工程後の同シートの重量を同様に測定して、その変化量から算出した。
【００６４】
　（フィルムインサート成形工程）
　次に、本実施例では上記のようにして触媒成分が分散されたシート状のポリマー部材を
用いて、フィルムインサート成形法により溶融樹脂をシートと一体化するインサート成形
を行った。具体的には、まず所定のサイズにシート状のポリマー部材を裁断し、これを赤
外線ヒータを用いた間接加熱源によってポリマー部材を軟化させた。その後、図４に示す
射出成形用金型を模したプリフォームダイにポリマー部材を重ねて圧力１ＭＰａの加圧エ
アーを吹き付け、プリフォームダイにポリマー部材を密着させて、ダイ形状をポリマー部
材に転写させた。そして、プリフォームダイからプリフォームされたポリマー部材を取り
外し、箱型形状のポリマー部材を形成した。
【００６５】
　次いで、図４に示すように、射出成形用の金型部５１０内に、上記のようにして触媒成
分が分散され、且つプリフォームされたポリマー部材Ｍを挿入し、インサート成形した。
具体的には、まず、図４（Ａ）に示すように、箱型形状に形成されたポリマー部材Ｍを可
動金型５１１に密着させ、次いで真空引き用の溝５１３より真空吸引してポリマー部材Ｍ
を可動金型５１１に固定化した。その後、図４（Ｂ）に示すように、可動金型５１１と固
定金型５１２とを当接させ、任意の温度に温調された可塑化シリンダ５２０内の溶融樹脂
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をスクリュＳの前進により金型部５１０内に射出充填した。そして、金型部５１０で型締
めをした後、金型部５１０を離型した。これにより、インサート成形したポリマー部材を
得た。
【００６６】
　（前処理工程）
　次に、上記のようにして形成したポリマー部材を、アルコール処理液に浸漬する前処理
が行われる。本実施例では、アルコール処理液として実施例１の処理液（ａ）［１，３－
ブタンジオール］を用い、これにポリマー部材を１００℃で１５分間浸漬する前処理を行
った。
【００６７】
　（無電解めっき工程）
　次に、上記のようにして前処理を行ったポリマー部材を、常圧下でアルコールを含有す
る無電解めっき液に浸漬する無電解めっき処理が行われる。本実施例では、実施例１と同
様に、１，３－ブタンジオールを含有する無電解めっき液を用いて常圧下で無電解めっき
処理を行った。また、比較のため、実施例１と同様に、前処理を行わなかったポリマー部
材に同様にアルコールを含有する無電解めっき液を用いて無電解めっき処理した（試料１
２）。さらに、前処理を行ったポリマー部材に、アルコールを含有しない水系の無電解め
っき液を用いて無電解めっき処理した（試料１３）。上記の各試料について、実施例１と
同様に、めっき膜の成長時間、めっき膜の表面性、密着力、及びヒートサイクル試験によ
る密着性の変化を評価した。これらの結果を表３に示す。
【００６８】
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【表３】

【００６９】
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　上記表に示すように、アルコール処理液による前処理とアルコールを含有する無電解め
っき液による無電解めっき処理を行うことにより、触媒成分を低濃度で分散させたシート
状のポリマー部材に対しても常圧下、短時間で全面に無電解めっき膜を形成できることが
分かる。また、この製造方法により製造されるめっき膜は高い密着力を有することが分か
る。
【００７０】
　これに対して、アルコール処理液を用いた前処理を行わなかった試料や、アルコール処
理液を用いた前処理を行っても、アルコールを含有する無電解めっき液を用いた無電解め
っき処理を行わなかった試料では、めっき膜が全く析出しなかったり、めっき膜が析出し
ても析出するまでに長時間を有し、また全面にめっき膜が形成できなかった。このため、
これらの試料については、密着力を測定することができなかった。また、めっき膜が全く
形成できなかった試料については、ヒートサイクル試験も評価することができなかった。
【００７１】
　以上のように、本発明の製造方法によれば、アルコール処理液を用いた常圧下での前処
理と、アルコールを含有する無電解めっき液を用いた常圧下での無電解めっき処理を組み
合わせることにより、密着性に優れためっき膜を形成できる。
【００７２】
　なお、本発明の好適な態様について説明すれば以下の通りである。
（１）成形した樹脂成形体に触媒成分を分散させる態様では、めっき触媒となる金属を含
有する触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体と樹脂成形体とを接触させること
により、前記触媒成分が分散されたポリマー部材を形成する分散工程と、
　前記触媒成分が分散されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液に浸漬する前
処理工程と、
　前記アルコール処理液で処理したポリマー部材を、常圧下で、アルコールを含有する無
電解めっき液に浸漬して、めっき膜を形成する無電解めっき工程とを含む、めっき膜を有
するポリマー部材の製造方法が好ましい。
【００７３】
（２）上記態様においては、樹脂成形体として、シート状の樹脂成形体を用いてもよい。
【００７４】
（３）また、上記態様において、フィルムインサート成形法を利用する場合、めっき触媒
となる金属を含む触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体と、シート状の樹脂成
形体とを接触させ、前記触媒成分が分散されたシート状のポリマー部材を形成する分散工
程と、
　前記触媒成分が分散されたシート状のポリマー部材を、金型内に配置し、前記金型内に
溶融樹脂を射出して、前記シート状のポリマー部材と前記溶融樹脂とを一体成形するイン
サート成形工程と、
　前記インサート成形されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液で処理する前
処理工程と、
　前記アルコール処理液で処理されたポリマー部材を、常圧下で、アルコールを含有する
無電解めっき液に浸漬して、めっき膜を形成する無電解めっき工程とを含む、めっき膜を
有するポリマー部材の製造方法が好ましい。
【００７５】
（４）溶融樹脂に触媒成分を分散させる他の態様では、めっき触媒となる金属を含有する
触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解させた加圧流体と溶融樹脂とを接触させ、前記触媒成分
が分散された溶融樹脂を射出成形または押出成形することにより、前記触媒成分が分散さ
れたポリマー部材を形成する分散工程と、
　前記触媒成分が分散されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液に浸漬する前
処理工程と、
　前記アルコール処理液で処理したポリマー部材を、常圧下で、アルコールを含有する無
電解めっき液に浸漬して、めっき膜を形成する無電解めっき工程とを含む、めっき膜を有
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【００７６】
（５）また、上記他の態様においては、押出成形によりシート状のポリマー部材を成形し
てもよい。すなわち、上記分散工程は、めっき触媒となる金属を含有する触媒成分を加圧
二酸化炭素に溶解させた加圧流体と溶融樹脂とを接触させ、前記触媒成分が分散された溶
融樹脂を押出成形することにより、前記触媒成分が分散されたシート状のポリマー部材を
形成することを含んでもよい。
【００７７】
（６）さらに、上記他の態様において、ポリマー部材の表面近傍に触媒成分をさらに高濃
度で分散させるため、めっき触媒となる金属を含有する触媒成分を加圧二酸化炭素に溶解
させた加圧流体と、第１の溶融樹脂とを接触させ、前記触媒成分を分散させた第１の溶融
樹脂を金型内に射出し、さらに前記触媒成分を分散させた第１の溶融樹脂が射出された金
型内に、触媒成分を含有しない第２の溶融樹脂を射出して、前記触媒成分を分散させたポ
リマー部材を成形する分散工程と、
　前記触媒成分が分散されたポリマー部材を、常圧下で、アルコール処理液に浸漬する前
処理工程と、
　前記アルコール処理液で前処理されたポリマー部材を、常圧下で、アルコールを含有す
る無電解めっき液に浸漬して、めっき膜を形成する無電解めっき工程とを含む、めっき膜
を有するポリマー部材の製造方法が好ましい。
【００７８】
（７）そして、上記他の態様において、加圧流体はフッ素系有機溶媒を含有することが好
ましい。
【符号の説明】
【００７９】
　１００　加圧流体供給部
　２００　射出成形部
　２５０　金型部
　３００　流体供給部
　４００　高圧処理部
　Ｌ　シート状の樹脂成形体
　Ｍ　シート状のポリマー部材
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