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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオレフィン基材を含む物品であって、
　前記ポリオレフィン基材の１つ以上の表面上に配置されているのは、約１μｍ～約２０
μｍの乾燥厚さを有し、１より大きな平均官能価を有する１種以上のエポキシ樹脂から形
成される別個の層であり；前記エポキシ樹脂の層上に配置されているのは、約１０μｍ～
約２５μｍの乾燥厚さを有し、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリ
ゴマーまたはプレポリマーおよび１種以上の充填剤から形成される別個の層である
物品。
【請求項２】
　前記ポリオレフィン基材は、１種以上の強化用繊維、１種以上の充填剤、１種以上のエ
ラストマーまたはそれらの混合物をさらに含む、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマ
ーの層上に配置された、極性官能基を有する接着剤を有する、請求項１または２に記載の
物品。
【請求項４】
　第２の基材が、極性官能基を有する接着剤と接触している請求項３に記載の物品。
【請求項５】
　前記１種以上のエポキシ樹脂は、１分子当り１．５個より多いエポキシ基を含有し、１
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５０～１０，０００の数平均分子量を有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の物品
。
【請求項６】
　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマ
ーは、各々平均して２個以上のイソシアネート基を含む、請求項１～５のいずれか一項に
記載の物品。
【請求項７】
　その上に前記１種以上のエポキシ樹脂から形成される別個の層および前記反応性イソシ
アネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーから形成される別
個の層が被着された前記ポリオレフィン基材の１つ以上の表面上に、ＳＡＥ　Ｊ１５２９
に基づいて試験し、２３℃で１６８時間硬化させた後の重ね剪断強度が２．０ＭＰａ以上
である極性官能基を有する接着剤との間の結合を形成する、請求項３または４に記載の物
品。
【請求項８】
　ポリオレフィン基材の表面を修飾する方法であって、
　ポリオレフィン基材を準備することと、
　前記ポリオレフィン基材の１つ以上の表面を、１より大きな平均官能価を有する１種以
上のエポキシ樹脂および１種以上の揮発性溶媒または分散剤を含む組成物と接触させ、前
記エポキシ樹脂を被着させたポリオレフィン基材の表面から揮発性溶媒または分散剤を揮
発させ、それによって、約１μｍ～約２０μｍの乾燥厚さを有する、１種以上のエポキシ
樹脂から形成される別個の層を前記ポリオレフィン基材の表面上に被着させることと、
　前記エポキシ樹脂から形成される層に、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマー、１種以上のフィルム形成樹脂および１種以上の揮
発性溶媒または分散剤を含む組成物を塗布し、前記揮発性溶媒または分散剤を揮発させ、
それによって、約１０μｍ～約２５μｍの乾燥厚さを有する、反応性イソシアネート基を
有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーから形成される別個の層を前記
エポキシ樹脂の層上に被着させることと
を含む、方法。
【請求項９】
　極性官能基を有する接着剤を、前記ポリオレフィン基材または第２の基材の一方または
両方の表面に塗布することと、前記接着剤を硬化させることとをさらに含む請求項８に記
載の方法であって、
　前記接着剤は、その上に前記エポキシ樹脂の別個の層および前記反応性イソシアネート
基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの別個の層を被着させた前
記ポリオレフィン基材の表面と接触している方法。
【請求項１０】
　前記エポキシ樹脂を含有する組成物は、約１０μｍ～約９０μｍの湿潤厚さで塗布され
る、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマ
ーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成物は、約２０μｍ～約１５０μｍの湿潤厚さで
塗布される、請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接着剤を、その上に前記エポキシ樹脂の別個の層および前記反応性イソシアネート
基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの別個の層を被着させた前
記ポリオレフィン基材の表面または第２の基材と接触させ、前記２つの基材を、前記接着
剤を硬化させる前に、前記接着剤が前記２つの表面の間に配置されるように接触させる、
請求項８～１１のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は一般に、ポリイソシアネート官能性接着剤への表面の接着性を改善するために
修飾された１つ以上の表面を有するポリオレフィン基材、かかる修飾ポリオレフィン基材
を作製する方法およびイソシアネート官能性接着剤を利用してポリオレフィン基材を他の
基材と結合させる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエチレンおよびポリプロピレンなどのポリオレフィンは、その特性のバランス、そ
れらの熱可塑性による組み立ての容易さ、比較的低価格であることおよび所定の用途のた
めにそれらの特性の調整を可能にするポリオレフィン配合技術のために、種々の組立製品
に使用する成形部品に好ましい材料になっている。ポリオレフィンは、自動車、家具、電
子機器、玩具、器具などの多種多様な産業で使用されている。異なる材料の組立てにポリ
オレフィンを使用した場合の欠点は、ポリオレフィンはそれらの表面上の極性が低いこと
であり、それはポリイソシアネート官能性樹脂（ポリウレタン）に基づく産業で使用する
のに好ましい塗料および接着剤がポリオレフィンに容易に結合しないことを意味する。か
かる材料をポリオレフィンと結合させるためには、結合を促進するためにポリオレフィン
表面を修飾する必要がある。極性基を有する接着剤への接着性を向上させるためにポリオ
レフィン部品の表面を修飾することがよく知られている。これは、火炎処理、コロナ放電
処理、物理的なまたは薬品を用いたまたはプライマーの使用によるエッチングによって達
成される。ポリオレフィンに使用する一般的なプライマーは、塩素化したポリマーまたは
化合物、例えば非極性溶媒中に溶解させた塩素化ポリオレフィンなどを利用する（Ryntz 
"Coating Adhesion to Low Surface Energy Substrates" Progress in Organic Coatings
 25(1994)pp73-83）。これらの方法は、高い設備投資、かなり大きい生産床面積または現
在の環境への関心を必要とする。
【０００３】
　最近、ポリオレフィンなどの低表面エネルギーポリマーと十分に結合するアクリル系接
着剤系が開発されており、例えばＳｋｏｕｌｔｃｈｉ、ＵＳ　５，１０６，９２８；ＵＳ
　５，１４３，８８４；ＵＳ　５，２８６，８２１；ＵＳ　５，３１０，８３５およびＵ
Ｓ　５，３７６，７４６；Ｚｈａｒｏｖら、ＵＳ　５，５３９，０７０；ＵＳ　５，６９
０，７８０およびＵＳ　５，６９１，０６５；Ｐｏｃｉｕｓ　ＵＳ　５，６１６，７９６
；ＵＳ　５，６２１，１４３；ＵＳＰ　５，６８１，９１０；ＵＳ　５，６８６，５４４
；ＵＳ　５，７１８，９７７およびＵＳ　５，７９５，６５７；およびＳｏｎｎｅｎｓｃ
ｈｅｉｎら　ＵＳ　６，８０６，３３０；ＵＳ　６，７３０，７５９；ＵＳＰ　６，７０
６，８３１；ＵＳＰ　６，７１３，５７８；ＵＳＰ　６，７１３，５７９およびＵＳＰ　
６，７１０，１４５（全て参照により本明細書に組み込む）を参照されたい。これらの系
は、ポリオレフィンと十分に結合し、商業的に利用されている。商用環境では、紫外光源
を使用してこれらの系を硬化させるのが最も効率的である。これらの系の使用は、商用の
エポキシ樹脂およびポリイソシアネート官能基含有（ポリウレタン）系ほど安価ではない
。したがって、ポリオレフィン系部品の多くの使用者は、商用のポリイソシアネート官能
性接着剤系を使用することを好むだろう。
【０００４】
　ポリオレフィン基材に関して他のプライマー系を開発する試みがなされており、Ｎａｋ
ａｔａら　ＵＳＰ　６，３４８，１２３およびＩｉｄａ　ＪＰ，２００３２１３０５５Ａ
を参照のこと。これらの系が商業的成功を達成したようではない。
【０００５】
　ポリオレフィンから製造された構成要素または部品は、構成要素を部分組立品および最
終組立品に組立てる相手先商標製品製造業者に構成要素および部品を販売および輸送する
構成要素供給業者によってしばしば製造される。しばしば相手先商標製品製造業者は、受
け取ったときに部品が組立準備完了であることを求める。これは、ポリオレフィン部品の
表面が、構成要素製造業者によってその工場内で修飾され、その後相手先商標製品製造業
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者に輸送される必要があることを意味する。したがって、表面修飾プロセスは、最終組立
工場から時間および場所が遠い工場内での修飾が可能であることが重要である。これは、
部品が組立てのために異なる場所に輸送された場合に、一度修飾した表面が、極性官能基
を有する一般的な塗料または接着剤に結合するその能力を保持することが必要である。
【発明の概要】
【０００６】
　必要なのは、ポリオレフィン基材表面への極性接着剤系の結合を促進する系である。さ
らに必要なのは、ある場所で表面の修飾を促進し、その表面が、塗布した時間から離れた
時間に別の場所で極性基を含有する接着剤に接着するその能力を保持する系である。
【０００７】
　本発明は、ポリオレフィン基材を含む物品であって；ポリオレフィン基材の１つ以上の
表面上に配置されているのは、反応性エポキシ基を含有する樹脂を含む層であり；エポキ
シ樹脂層上に配置されているのは、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、
オリゴマーまたはプレポリマーを含有する組成物の層である物品である。好ましくは、ポ
リオレフィン基材は、１種以上の強化用繊維、１種以上の充填剤、１種以上のエラストマ
ーまたはその混合物をさらに含む。好ましくは、ポリオレフィンは、ポリプロピレン、ポ
リエチレンまたはその混合物であり、ポリプロピレンがより好ましい。
【０００８】
　別の実施形態では、本発明は：ポリオレフィン基材を準備することと；ポリオレフィン
基材の１つ以上の表面を、１種以上のエポキシ樹脂および１種以上の揮発性溶媒または分
散剤を含む組成物と接触させ、エポキシ樹脂組成物を被着させたポリオレフィン基材の表
面から揮発性溶媒または分散剤を揮発させ、それによって１種以上のエポキシ樹脂を含む
層をポリオレフィン基材の表面上に被着することと；１種以上のエポキシ樹脂の層に、反
応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび
１種以上の揮発性溶媒または分散剤を含む組成物を塗布し、揮発性溶媒または分散剤を揮
発させ、それによって反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーま
たはプレポリマーを含む層をエポキシ樹脂層上に被着させることとを含む、ポリオレフィ
ン基材の表面を修飾する方法である。
【０００９】
　別の実施形態では、本発明は：極性官能基を有する塗料または接着剤を、エポキシ樹脂
層上に被着させた反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたは
プレポリマーを含む層を有するポリオレフィン基材または第２の基材の一方または両方の
表面に塗布することと；塗料または接着剤を硬化させることとをさらに含み；塗料または
接着剤を、その上にエポキシ樹脂の層および反応性イソシアネート基を有する１種以上の
化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層を被着させたポリオレフィン基材の表面と接
触させる方法である。
【００１０】
　さらに別の実施形態では、本発明は：エポキシ樹脂層上に被着させた反応性イソシアネ
ート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含む層を有するポリ
オレフィン基材を作製することと；極性官能基を有する接着剤を、ポリオレフィン基材ま
たは第２の基材の一方または両方の表面に塗布することと；ポリオレフィン基材および第
２の基材を、基材の間に配置した接着剤と接触させることと；接着剤を硬化させることと
を含み；接着剤を、エポキシ樹脂の層および反応性イソシアネート基を有する１種以上の
化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層を被着させたポリオレフィン基材の表面と接
触させる、ポリオレフィン基材を第２の基材に結合させる方法である。
【００１１】
　本発明の基材ならびにそれらを作製および使用する方法は、イソシアネートなどの極性
基をもつ反応性部分および活性水素含有基を含有する一般に使用される組成物の利用を可
能にする。基材および方法は、１つの場所で定着剤を塗布することならびに別の場所で接
着剤および塗料と接触させることを可能にする。処理されたポリオレフィン表面と極性反
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応性部分を有する塗料または接着剤との間の結合は、試験手順ＳＡＥ　Ｊ１５２９に基づ
いて、かつ２３℃および相対湿度５０％で１６８時間硬化させた後の重ね剪断試験で優れ
た強度、好ましくは約２．０ＭＰａ以上、より好ましくは約３．０ＭＰａ以上および最も
好ましくは約４．０ＭＰａを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、極性接着剤の、ポリオレフィン構造物の１つ以上の表面への結合を向上させ
るための、組立品で使用するポリオレフィン構造物、部品または構成要素の修飾に関する
。本明細書に開示しているのは、本発明に基づいて修飾された１つ以上の表面を有するポ
リオレフィン構造物を含む新規な物品である。ポリオレフィン構造物は、１つ以上の表面
を有しており、表面上に直接配置された１種以上のエポキシ樹脂を含む層を含み、次いで
エポキシ樹脂層上に配置したのが、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、
オリゴマーまたはプレポリマーの層である。本発明はまた、表面に１種以上のエポキシ樹
脂を含む層および反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたは
プレポリマーの層を連続して被着させることによって、ポリオレフィン構造物の１つ以上
の表面を修飾するための方法である。また開示しているのは、修飾されたポリオレフィン
構造物と、１種以上の極性反応性基を有する接着剤または塗料とのキットである。さらに
開示しているのは、極性反応性基を有する接着剤をその間に配置して、接着剤を１つ以上
の修飾された表面および／または他の基材と接触させることによって、修飾されたポリオ
レフィン構造物を互いにおよび／または他の基材に結合する方法である。また開示してい
るのは、極性反応性基を含む１種以上の塗料をポリオレフィン構造物の修飾表面に接触さ
せることを含む塗装法である。
【００１３】
　上に記載されている本発明の物品は、任意の組合せで１つ以上の以下の特徴をさらに含
んでいてもよい：ポリオレフィン基材は、１種以上の強化用繊維、１種以上の充填剤また
は１種以上のエラストマーまたはその混合物をさらに含み；エポキシ樹脂層は、乾燥厚さ
が約１μｍ～約２０μｍであり；反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オ
リゴマーまたはプレポリマーの層は、乾燥厚さが約１０μｍ～約２５μｍであり；反応性
イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層は、フ
ィルム形成樹脂をさらに含み；エポキシ樹脂は、ビスフェノール系エポキシ樹脂を含み；
エポキシ樹脂は、ビスフェノールＡ系エポキシ樹脂を含み；反応性イソシアネート基を有
する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーは、ジイソシアネートジフェニル
メタンを含む。上に記載されている本発明のキットは、イソシアネート官能性接着剤のた
めのプライマーをさらに含んでいてもよい。本発明の方法は、任意の組合せで多くの以下
の特徴の１つをさらに含んでいてもよい：その上にエポキシ樹脂の層および反応性イソシ
アネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層を被着させた
ポリオレフィン基材の表面を、接着剤と接触させ；接着剤を、その上にエポキシ樹脂の層
および反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーもしくはプレポリ
マーの層を被着させたポリオレフィン基材の表面または第２の基材と接触させ；２つの基
材を、接着剤を硬化させる前に、接着剤が２つの表面の間に配置されるように接触させ；
エポキシ樹脂含有組成物の塗布と、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、
オリゴマーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成物の塗布との間の
時間は、約１５分および８２０分であり；反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成物を塗布す
ることと、塗料または接着剤をポリオレフィン基材の表面と接触させることとの間の時間
は、約３０分～約１１０時間であり；エポキシ樹脂組成物は、約１０μｍ～約９０μｍの
湿潤厚さで塗布され；反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーま
たはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成物は、約２０μｍ～約１５０μ
ｍの湿潤厚さで塗布され；ポリオレフィン基材は、１種以上の強化用繊維、１種以上の充
填剤または１種以上のエラストマーまたはその混合物をさらに含み；反応性イソシアネー
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ト基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層は、フィルム形成樹
脂をさらに含み；エポキシ樹脂は、ビスフェノール系エポキシ樹脂を含み；エポキシ樹脂
は、ビスフェノールＡ系エポキシ樹脂を含み；反応性イソシアネート基を有する１種以上
の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーは、ジイソシアネートジフェニルメタンを含み
；基材は、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポ
リマーおよび１種以上の揮発性溶媒または分散剤を含む組成物の塗布と、ポリオレフィン
基材と接着剤の接触との間に、１つの場所から別の場所へ輸送され；接着剤は、イソシア
ネート基、エポキシ基またはその組合せを含む極性基を含有し；ここで接着剤は、イソシ
アネート基を含む極性基を含有する。
【００１４】
　本明細書では「１種（１つ）以上」は、列挙した構成要素のうちの少なくとも１種（１
つ）、または２種（２つ）以上を開示したように使用できることを表す。官能価に関して
使用した「名目上（nominal）」は、理論的な官能価を表し、一般にこれは、使用した成
分の化学量論から計算することができる。一般に、実際の官能価は、原料の不備、反応体
の不完全な転化、および副生成物の形成によって異なる。「連結（link up）」は、特定
の材料に隣接する表面に結合することを表す。本明細書では「オープンタイム」は、イソ
シアネート官能性接着剤と連結できるプライマー系の塗布からの時間を意味する。好まし
い実施形態では、オープンタイムは、プライマー系の溶媒が基材に塗布した後に揮発して
消えていく時に始まり、基材の表面に残っている組成物の一部が接着剤系にもはや連結で
きない時に終わる。接着剤とプライマー系の連結の失敗の証明は、以下に記載した性能試
験における下塗りした表面の接着破壊である。本明細書では、連結は、接着剤または塗料
系と化学的に反応して化学結合を形成するプライマー系の能力を意味する。連結の証明は
、以下に記載した性能試験における凝集破壊によって実証される。低表面エネルギープラ
スチックに対して使用した表面処理は、プラスチックの表面に追加の極性基を作るために
表面を酸化するための表面の処理を表す。これは、化学エッチング、火炎処理、コロナ放
電などによる表面の処理によって達成することができる。低表面エネルギー基材（プラス
チック）とは、表面エネルギーが約４５ｍＪ／ｍ２以下、より好ましくは約４０ｍＪ／ｍ
２以下および最も好ましくは約３５ｍＪ／ｍ２以下の材料を表す。かかる材料の中に含ま
れるのは、表面エネルギーが約２０ｍＪ／ｍ２未満のブロックコポリマーを含有するポリ
エチレン、ポリプロピレン、およびオレフィンである。（「表面エネルギー」という表現
は、しばしば他の人によって「臨界湿潤張力」と同義的に使用される。）高いまたはより
高いエネルギー表面は、その表面が、接着剤系を表面に結合（表面に連結）させるために
、表面に相当数の極性基を有することを表す。
【００１５】
　ポリオレフィンは、α－オレフィンのホモポリマーまたはα－オレフィンと１種以上の
不飽和基を含有する別の化合物とのコポリマー（例えば２つのα－オレフィンのコポリマ
ー）である。α－オレフィンは、鎖の一端に不飽和基を有する直鎖または分枝鎖化合物で
ある。好ましいα－オレフィンの中には、Ｃ１～１２アルキレンがあり、より好ましいα
－オレフィンには、エチレン、プロピレンおよびブチレンが含まれ、エチレンおよびプロ
ピレンが最も好ましい。例えばポリオレフィンは、ポリマーまたはコポリマーを含有する
エチレンまたはプロピレンであってよい。コポリマーは、どんなタイプのコポリマーであ
ってよく、例えばそれだけには限らないが、ランダムコポリマー、ブロックコポリマー、
または代わりのコポリマーであってもよい。有用なポリオレフィンの中には、１種以上の
ポリオレフィン、例えばポリプロピレンとポリエチレンのブレンド、１種以上のポリオレ
フィンと１種以上の他の既知の熱可塑性ポリマー、例えばポリアミド、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、ポリスチレン、スチレンブロックコポリマー
、スチレンとアクリルニトリルのコポリマー、スチレン、アクリルニトリルおよびブタジ
エンのターポリマー、ポリフェニレンオキシド、ポリアセタール、ポリエーテルイミド、
ポリカーボネート、またはその混合物などのブレンドがある。１種以上のポリオレフィン
と他の既知の熱可塑性ポリマーとのブレンドは、好ましくは約５０重量パーセント以上、
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より好ましくは７５重量パーセント以上および最も好ましくは約９０重量パーセント以上
のポリオレフィンを含有する。好ましいエチレンコポリマーの例には、エチレンモノマー
および約３～約１２個の炭素原子を有する第２のα－オレフィンを含有するコポリマーが
含まれる。好ましいプロピレンコポリマーの例には、プロピレンモノマーおよび約２～約
１２個の炭素原子を有する第２の異なるα－オレフィンを含有するコポリマーが含まれる
。本発明の一態様では、ポリオレフィンは、ポリオレフィンの全重量に対して、約２～約
３０重量パーセントのエチレン、より好ましくは約１０～２５重量パーセントのエチレン
を含有するプロピレンコポリマー（例えばランダムコポリマー）で占められる、または本
質的に構成される。ポリオレフィンは、重量平均分子量によって特徴づけることができる
。ポリオレフィンの重量平均分子量は、約５，０００超、好ましくは約２０，０００超お
よびより好ましくは約１００，０００超であってよい。ポリオレフィンの重量平均分子量
は、約５，０００，０００未満、好ましくは約１，０００，０００未満およびより好まし
くは約５００，０００未満であってよい。最も好ましいポリオレフィンは、ポリプロピレ
ンである。
【００１６】
　本発明の構造に有用なポリオレフィンは、多くの強化材、例えば強化用繊維、充填剤ま
たは耐衝撃性改良剤の１つをさらに含んでいてもよい。これらの材料は、ポリオレフィン
の基本特性が特定の顧客の特性要求または構造の使用を満たすように調整するために通常
利用する。構造の所望の特性をもたらすために、選択した特定の材料およびかかる材料の
量を選択する。強化材は、ポリオレフィン構造物の強度を改善するために通常利用する。
ポリオレフィン構造物の強度を改善する任意の強化材および強化材の任意の量は、本発明
のポリオレフィン構造物に利用してもよい。強化材料には、粒子、細断された材料、スト
ランド、その組合せなどが含まれていてよい。好ましくは、強化材料には、繊維が含まれ
、より好ましくはガラス、炭素、ナイロン、グラファイト、ポリエステル、ポリアミド（
例えばアラミド）およびその混合物の繊維が含まれる。ポリオレフィン構造物の所望の特
性を与えるために繊維の量を選択する。繊維の量は、一般にポリオレフィンの構造の１０
０重量部毎に約５０重量部以下、望ましくは約１０～約３０重量部である。
【００１７】
　ポリオレフィン構造物は、充填剤をさらに含有してもよい。充填剤は、特性を調整する
ため、および／またはポリオレフィン構造物のコストを下げるために利用する。所望の特
性およびコストをもたらし、ポリオレフィン基材中に分散可能な当技術分野で既知の任意
の充填剤を使用することができる。充填剤は、ポリオレフィン基材の全体にわたって均一
に分散していることが好ましい。充填剤材料は、複数の異なる充填剤または１つだけの充
填剤材料を含むことができる。好ましい充填剤には、粉体、板状体の形態または他の形態
を取ることができる１種以上の粘土、炭酸カルシウム、タルク、カオリン、雲母、珪灰石
、中空ガラスビーズ、酸化チタン、シリカ、カーボンブラック、チタン酸カリウム、ケイ
酸塩材料、ナノコンポジット、その組合せなどが含まれる。好ましい一実施形態では、充
填剤が実質的に完全にミネラル充填剤、特にタルクからなることが企図される。１つの好
ましいタルクは、Ｍｉｓｔｒｏｎ（登録商標）の商標で販売されている粉末状タルクであ
り、Ｌｕｚｅｎａｃから市販されている。１つの好ましいクラスのタルク充填ポリプロピ
レン化合物は、ＩＮＳＰＩＲＥ（ＤＴＦ３８００、ＴＦ１５００ＳＣ、ＤＴＦ１６００Ｓ
、またはＤＴＦ２５０２．０２ＥＳＵ）の商標で販売されており、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ミシガン州Ｍｉｄｌａｎｄから市販されている。耐着火性充填剤
を使用してもよく、酸化アンチモン、デカブロモビフェニルオキシド、酸化アルミニウム
三水和物、水酸化マグネシウム、ホウ酸塩、およびハロゲン化化合物が含まれる。これら
の耐着火性充填剤のうち、酸化アルミニウム三水和物および水酸化マグネシウムが好まし
い。ポリオレフィン構造物は、約０．１０重量パーセント以上、より好ましくは約０．５
０重量パーセント以上および約１．０重量パーセント以上の量の充填剤を充填することが
好ましい。ポリオレフィン構造物は、約３５．０重量パーセント以下；より好ましくは約
３０．０重量パーセント以下まで；最も好ましくは約２５．０重量パーセント以下までの
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量のタルクを充填することが好ましい。
【００１８】
　ポリオレフィン構造物は、耐衝撃性改良剤をさらに含んでいてもよい。所望の特性をも
たらし、ポリオレフィン構造物中に分散可能な任意の耐衝撃性改良剤を、本明細書で利用
することができる。耐衝撃性改良剤は、天然ゴム、イソプレンゴム、スチレン－ブタジエ
ンゴム、ポリブタジエンゴム、亜硝酸塩ゴム、ブチルゴム、エチレン－プロピレン－ジエ
ンゴム（ＥＰＤＭ）、エチレン－プロピレン、エチレン－ヘキセン、およびエチレン－オ
クテンコポリマー、および当技術分野で既知の他のエラストマーなどの通常エラストマー
である。少量の耐衝撃性改良剤は、ポリオレフィン構造物の衝撃強度を変化させることが
できる。かかるエラストマーの非限定的な例は、Ｂａｙｅｒ、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
、Ｕｎｉｒｏｙａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌなどの多国籍企業から市
販されているものである。ＥＮＧＡＧＥ（商標）８１８０、ＥＮＧＡＧＥ（商標）８８４
２、および他のＥＮＧＡＧＥ（商標）ポリオレフィンエラストマーは、ミシガン州Ｍｉｄ
ｌａｎｄのＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能な特に好ましいエチ
レン－オクテンコポリマーである。耐衝撃性改良剤は、所望の特性をもたらすための量で
利用することができる。耐衝撃性改良剤は、ポリオレフィン構造物の重量に対して約６０
重量パーセント以下、より詳細には約５０重量パーセント以下、より具体的には約２５重
量パーセント以下の量で存在することが好ましい。耐衝撃性改良剤は、ポリオレフィン構
造物の重量に対してポリマー材料の約１重量パーセント以上、より一般的には約７重量パ
ーセント以上、さらにより一般的には約１０重量パーセント以上で存在することが好まし
い。
【００１９】
　ポリオレフィン構造物は、界面活性剤、柔軟剤、耐着火性添加剤、安定剤、着色剤、酸
化防止剤、帯電防止剤、スリップ助剤（すなわち、耐スリップ助剤）、流動促進剤、清澄
剤を含めた核剤など種々の他の添加剤を含んでいてもよい。利用することもあるかかる添
加剤の量は、当業者によく知られている。例えば、部品または構成要素は「材料着色（mo
lded-in-color）」なので、１種以上の顔料または着色剤をポリマー組成物に加えてもよ
いことを理解されよう。添加剤の好ましい例は、それだけには限らないが、ハロゲン化炭
化水素、ハロゲン化炭酸塩オリゴマー、ハロゲン化ジグリシジルエーテル、有機リン化合
物、フッ素化オレフィン、酸化アンチモン、および芳香族硫黄の金属塩などの耐着火性添
加剤であり、またはその混合物を使用してもよい。さらに、それだけには限らないが、熱
、光、および酸素が原因の劣化に対して熱可塑性組成物を安定化する化合物、またはその
混合物を用いてもよい。１つのクラスの添加剤は、酸化防止剤であり、これはポリマー組
成物の比較的少ない重量パーセントで含められる（例えば、約１または２重量パーセント
未満）。好ましい１つの酸化防止剤は、１部のＩｒｇａｎｏｘ　１０１０酸化防止剤（テ
トラキス（メチレン（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート））
メタン）と１部のＩｒｇａｆｏｓ　１６８　トリス（２，４－ｔ－ブチルフェニル）ホス
フィットのブレンドである、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎから市販されているＩＲＧＡＮＯＸ　Ｂ２２５酸化防止剤である。別の
添加剤は、脱型剤（例えば、蝋、離型剤またはスリップ助剤）である。例示的な脱型剤は
、Ｃｈｅｍｔｕｒａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、コネチカット州Ｍｉｄｄｌｅｂｕｒｙか
ら市販されている、ＫＥＮＡＭＩＤＥ　ＵＬＴＲＡ　Ｅの商標名で販売されているエチレ
ンビス－ステアラミド（ＥＢＳ）およびエルカミド（蝋）など、アミンまたはアミドなど
の窒素またはアンモニア基含有化合物である。例示的な離型剤には、Ａｔｍｅｒという商
標名でＤａｎｉｓｃｏまたはＣｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから市販
されている、グリセロールモノステアレートなどの「ステアレート」が含まれる。
【００２０】
　ポリオレフィンは、熱可塑性材料から構造を形成するための任意の既知の手段によって
所望の構造に形成することができる。本発明のポリオレフィン構造物を形成する好ましい
方法の中で、射出成型、シート成形、押出成型、真空成型、異形成型、発泡成型、射出加
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圧成形、ブロー成型、熱成形、圧縮成型、回転成型、押出成形などとして含まれる。本発
明のポリオレフィン構造物は、ポリオレフィン構造物が組立品の構成要素である用途を含
めた、ポリオレフィン構成要素が使用されている任意の用途に使用することができる。そ
れらは、他のポリオレフィン部品または異なる材料の部品と一緒に使用することができる
。ポリオレフィン構造物は、特に反応性極性基材を有する塗料と一緒にそれらを塗装する
用途に使用することができる。ポリオレフィン構造物は、玩具、器具、家具、電子機器、
運搬用車両などに使用することができる。好ましい用途は、陸上車、船または航空機など
の輸送分野にあり、自動車両（例えば車、トラック、バスなど）が最も好ましい適用分野
である。自動車両の範囲内では、本発明の材料は、車両トリム構成要素、バンパーフェイ
シア、車体パネル、脚室、車両床下パネル、インテリアトリム構成要素、デッキリッド、
シート構成要素、ハンドル、カーゴライナー、計器パネル、エンジン室構成要素などとし
て使用することが可能である。本発明の材料を異なる材料と層状に組み合わせることよっ
て、可能なハイブリッド物品を作ることができる可能性もある。他の材料には、金属、プ
ラスチック、セラミックス、ガラス、木材、その組合せなどが含まれていてもよい。かか
る他の材料は、塗装してもよく、または塗装しなくてもよい。
【００２１】
　ポリオレフィン構造物の１つ以上の表面に被着しているのは、２つの層である。ポリオ
レフィン構造物の１つ以上の表面に直接被着しているのは、１種以上のエポキシ樹脂を含
む層である。エポキシ樹脂層に被着しているのは、反応性イソシアネート基を有する１種
以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層である。２つの層は、極性反応性基を
含有する多くの組成物の１つが接着していてもよいポリオレフィン構造物の任意の表面に
被着している。
【００２２】
　エポキシ樹脂層は、以下に記載されている１種以上のエポキシ樹脂を含んでいてもよい
。エポキシ樹脂は、定着剤または改質剤、フィルム形成樹脂、充填剤、安定剤、酸化防止
剤および触媒など当業者に既知の１種以上の成分をエポキシ組成物中にさらに含有してい
てもよい。
【００２３】
　反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの
層は、膜を形成でき、極性反応性基と反応できる１種以上の化合物、オリゴマー、プレポ
リマーまたはその混合物を含む。かかる化合物、オリゴマー、プレポリマーまたはその混
合物は、以下に記載されたポリイソシアネート、それから調製されたオリゴマーまたはそ
れから調製されたプレポリマーを一般に含む。反応性イソシアネート基を有する１種以上
の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層は、１種以上のフィルム形成樹脂、１種以
上の充填剤、安定剤、酸化防止剤、安定剤、触媒などをさらに含んでいてもよい。反応性
イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層は、エ
ポキシ樹脂層に被着している。層は、エポキシ樹脂層および反応性極性基を含有する材料
と結合するのに十分な厚さを有している。反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層はまた、反応性極性基を有する材料に所望の強
度のポリオレフィン基材表面の接着性をもたらすのに十分な厚さを有している。
【００２４】
　本明細書で開示されているのは、ポリオレフィン構造物の表面の反応性極性基を有する
材料に結合する能力を向上させるために、ポリオレフィン構造物の１つ以上の表面を修飾
する方法である。一般にこの方法は、１種以上のエポキシ樹脂を含む層をポリオレフィン
構造物の表面上に被着させ、その後反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、
オリゴマーまたはプレポリマーを含む層を、ポリオレフィン構造物の表面上に被着させた
１種以上のエポキシ樹脂を含む組成物の層上に被着させることを含む。好ましくは、この
プロセスは、１種以上の揮発性溶媒中に１種以上のエポキシ樹脂を含む組成物をポリオレ
フィン構造物の表面上に塗布すること；１種以上のエポキシ樹脂を含む層を形成するため
に、揮発性溶媒をポリオレフィン基材の表面から揮発させること；ポリオレフィン基材に
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被着させた１種以上のエポキシ樹脂を含む層に、反応性イソシアネート基を有する１種以
上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒または分散剤を
含む組成物を塗布すること；反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴ
マーまたはプレポリマーを含む層を形成するために、１種以上の揮発性溶媒をポリオレフ
ィン構造物の表面から揮発させることを含む。１種以上の溶媒または分散剤の除去は、ポ
リオレフィン構造物の周辺からの溶媒または分散剤の揮発および／または溶媒または分散
剤の除去を向上させる任意の既知の操作または条件によって向上させることができる。か
かる操作は、１つ以上の以下の操作：真空を適用すること；ポリオレフィン基材の上また
はそばに流体（好ましくは気体）を流すこと；ポリオレフィン基材を加熱すること；換気
した場所で操作を行なうこと；などを含んでいてもよい。層は、噴霧、ブラッシング、塗
装、流し込みなどを含む所望の厚さの層をポリオレフィン構造物の表面に被着させること
が可能な任意の手段によって塗布することができる。表面に被着させた後、所望の厚さの
層を形成するために任意の過剰な被着組成物を除去してもよい。過剰塗料を除去する方法
は、当技術分野でよく知られている。エポキシ樹脂層は、ポリオレフィン基材および反応
性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層への
接着性を向上させるのに十分な厚さを有している。エポキシ樹脂層はまた、反応性極性基
を有する材料に所望の強度のポリオレフィン基材表面の接着性をもたらすのに十分な厚さ
を有している。好ましくはエポキシ樹脂層の湿潤厚さは、約１０μｍ以上であり、より好
ましくは約４０μｍ以上であり、最も好ましくは約６０μｍ以上である。好ましくはエポ
キシ樹脂層の湿潤厚さが約１５０μｍ以下であり、より好ましくは約９０μｍ以下であり
、最も好ましくは約７０μｍ以下である。好ましくは塗布された１種以上のエポキシ樹脂
および１種以上の溶媒および分散剤を含む組成物の乾燥厚さは、約１μｍ以上であり、よ
り好ましくは約４μｍ以上であり、最も好ましくは約８μｍ以上である。好ましくは塗布
された１種以上のエポキシ樹脂および１種以上の溶媒および分散剤を含む組成物の乾燥厚
さは、約２０μｍ以下であり、より好ましくは約１５μｍ以下であり、最も好ましくは約
１０μｍ以下である。ポリオレフィン構造物の表面に塗布したエポキシ樹脂組成物は、１
種以上のエポキシ樹脂および１種以上の揮発性溶媒または分散剤を含む。組成物に有用な
エポキシ樹脂には、ポリオレフィン基材の表面に別々の層を形成でき、かつポリオレフィ
ン構造物表面に接着でき、イソシアネート基を含有する層に結合できる任意のエポキシ樹
脂が含まれる。本発明の接着剤組成物に有用なエポキシ樹脂は、開環によって重合可能な
エポキシ環を少なくとも１個有する任意の有機化合物であってよい。好ましいエポキシ樹
脂は、平均エポキシ官能価が１より大きく、好ましくは少なくとも２である有機化合物で
ある。エポキシ樹脂は、低分子量または高分子量、および脂肪族、脂環式、複素環、芳香
族、またはその混合物であってよい。より好ましいエポキシ樹脂は、芳香族であり、１分
子当り１．５個より多いエポキシ基を含有し、最も好ましくは１分子当り２個より多いエ
ポキシ基を含有する。好ましいエポキシ樹脂は、分子量が約１５０～１０，０００、好ま
しくは約３００～１，０００である。好ましいエポキシ樹脂には、末端エポキシ基を有す
る直鎖状高分子量エポキシ樹脂（例えば、ポリオキシアルキレングリコールのジグリシジ
ルエーテル）、骨格エポキシ基を有する高分子量エポキシ樹脂（例えば、ポリブタジエン
ポリエポキシ）、ペンダントエポキシ基を有する高分子量エポキシ樹脂（例えば、グリシ
ジルメタクリレートポリマーまたはコポリマー）、およびその混合物が含まれる。多価フ
ェノールと過剰なエピクロロヒドリンを反応させることによって調製したものなどの芳香
族グリシジルエーテルが好ましい。有用なフェノールの例には、レソルシノール、カテコ
ール、ヒドロキノン、ならびにｐ，ｐ’－ジヒドロキシジベンジル、ｐ，ｐ’－ジヒドロ
キシジフェニル、ｐ，ｐ’－ジヒドロキシジフェニルスルホン、ｐ，ｐ’－ジヒドロキシ
－ベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－１，１－ジナフチルメタンとジヒドロキシ
ジフェニルメタン、ジヒドロキシジフェニルジメチルメタン、ジヒドロキシジフェニル－
エチルメチルメタン、ジヒドロキシジフェニルメチルプロピルメタン、ジヒドロキシジフ
ェニル－エチルフェニル－メタン、ジヒドロキシジフェニルプロピルフェニルメタン、ジ
ヒドロキシジフェニルブチル－フェニルメタン、ジヒドロキシジフェニルトリルメタン、
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ジヒドロキシジフェニルトリルメチルメタン、ジヒドロキシジフェニル－ジシクロヘキシ
ルメタン、およびジヒドロキシジフェニルシクロヘキサンの２，２’、２，３’、２，４
’、３，３’、３，４’および４，４’異性体を含む多環フェノールが含まれる。多価フ
ェノールホルムアルデヒド縮合生成物ならびに反応性基としてエポキシ基またはヒドロキ
シ基だけを含有するポリグリシジルエーテルも好ましい。有用な材料には、参照により本
明細書に組み込む"Handbook of Epoxy Resins" by Lee and Neville, McGraw-Hill Book 
Co., New York(1967)に記載されているようにビスフェノールＡおよびノボラック樹脂の
ジグリシジルエーテルが含まれる。柔軟化した主鎖をもつエポキシ樹脂も有用である。好
ましいエポキシ樹脂は、ビスフェノール系エポキシ樹脂である。好ましい材料には、ビス
フェノールＡのジグリシジルエーテルおよびビスフェノールＦのジグリシジルエーテルな
どのビスフェノールのジグリシジルエーテルが含まれ、これらの材料が硬化後に得る望ま
しい特性のために、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテルが最も好ましい。本発明に
有用な市販されているエポキシ樹脂の例には、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテル
（例えば、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＣｏｍｐａｎｙからＥＰＯＮ　８２８、ＥＰ
ＯＮ　１００１、およびＥＰＯＮＥＸ　１５１０の商標に基づいて入手可能なもの、なら
びにＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なＤＥＲ－３３１、ＤＥＲ
－３３２、およびＤＥＲ－３３４）；ビスフェノールＦのジグリシジルエーテル（例えば
、Ｄａｉ　Ｎｉｐｐｏｎ　Ｉｎｋ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．から入手可能
なＥＰＩＣＬＯＮ（商標）８３０）；ジグリシジルエポキシ官能価を含有するシリコーン
樹脂；難燃性エポキシ樹脂（例えば、ＤＥＲ（商標）５８０、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能な臭素化ビスフェノール型エポキシ樹脂；および１，４－
ブタンジオールジグリシジルエーテルが含まれる。塗布した組成物中のエポキシ樹脂の量
は、エポキシ樹脂の層がポリオレフィン構造物の表面に適度に効果的に被着させることが
できるように選択される。好ましくはポリオレフィン構造物の表面に塗布した組成物中の
エポキシ樹脂の量は、約１重量パーセント以上であり、より好ましくは約２重量パーセン
ト以上、最も好ましくは約２．５重量パーセント以上である。好ましくはポリオレフィン
構造物の表面に塗布した組成物中のエポキシ樹脂の量は、約１０重量パーセント以下であ
り、最も好ましくは約４．５重量パーセント以下である。
【００２５】
　１種以上のエポキシ樹脂は、１種以上の揮発性溶媒または分散剤に溶解または分散させ
る。本明細書では、揮発は、エポキシ樹脂を含有する組成物をポリオレフィン構造物の表
面に塗布した後に溶媒または分散剤が適度に速い態様で揮発することを表す。溶媒または
分散剤は、１種以上のエポキシ樹脂を溶解させ、または１種以上のエポキシ樹脂の安定な
分散液を形成し、塗布条件下で適度に速い態様で揮発し、かつポリオレフィン基材の表面
および反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマ
ーを含む層への１種以上のエポキシ樹脂の接着性を妨げない任意の液体であってよい。１
種以上の溶媒または分散剤は、有機物であることが好ましい。好ましい有機溶媒または分
散剤には、芳香族化合物、アルキル置換芳香族化合物、（例えばトルエン、キシレン）、
ケトン、酢酸エステルなどが含まれる。より好ましい有機溶媒には、ベンゼン、トルエン
およびエチルベンゼンが含まれる。溶媒または分散剤は、１種以上のエポキシ樹脂を溶解
または分散させるのに十分な量で存在する。溶媒または分散剤は、塗布後に適度に速い態
様で揮発し、ポリオレフィン構造物の表面に１種以上のエポキシ樹脂の別々の層を残すこ
とが可能な量で存在する。溶液または分散液中に存在する溶媒または分散剤の量は、約９
０重量パーセント以上、最も好ましくは約９５重量パーセント以上である。溶液または分
散液中に存在する溶媒または分散剤の量は、約９９重量パーセント以下、より好ましくは
約９８重量パーセント以下、最も好ましくは約９６重量パーセント以下である。
【００２６】
　１種以上のエポキシ樹脂の層上に被着させた反応性イソシアネート基を有する１種以上
の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含有する組成物は、反応性イソシアネート基
を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒
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または分散剤を含む。この組成物に有用な反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマーは、１種以上のエポキシ樹脂の層のエポキシ基およ
び極性反応性基とよく反応する反応性イソシアネート基を有する化合物、オリゴマー、ま
たはプレポリマーである。単独でまたは１種以上のフィルム形成樹脂と併せてこの組成物
に有用な反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリ
マーは、別々の層を形成する能力がある。反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマーは、イソシアネー官能性プレポリマーの形または平
均して１個より多いイソシアネート基、好ましくは２個以上のイソシアネート基を有する
モノマーまたはオリゴマーの形であってよい。イソシアネート官能性プレポリマーは、調
製したプレポリマーが１分子当り平均して１個より多いイソシアネート部分（基）を有す
るような条件下で、イソシアネート官能性化合物と、平均して１個より多いイソシアネー
ト反応性官能基（活性水素含有基）、例えばヒドロキシル、アミン、チオール、カルボキ
シルなどを有する１種以上の化合物との反応によって調製した任意のプレポリマーを含む
。本発明で使用するのにより好ましいポリイソシアネートには、脂肪族、脂環式、芳香脂
肪族、複素環または芳香族ポリイソシアネート、またはその混合物が含まれる。使用した
ポリイソシアネートは、平均イソシアネート官能価が少なくとも約２．０であり、かつ等
量少なくとも約８０であることが好ましい。好ましくは、ポリイソシアネートのイソシア
ネート官能価は、少なくとも約２．０、より好ましくは少なくとも約２．２であり、最も
好ましくは少なくとも約２．４であり；かつ好ましくは約４．０以下、より好ましくは約
３．５以下であり、最も好ましくは約３．０以下である。より高い官能価を使用してもよ
いが、それは過剰な架橋を引き起こし、容易な取扱いおよび塗布には粘性が高すぎる組成
物をもたらすこともあり、被着層を脆くしてしまう可能性がある。好ましくは、ポリイソ
シアネートの等量は、少なくとも約１００、より好ましくは少なくとも約１１０であり、
最も好ましくは少なくとも約１２０であり；かつ好ましくは約３００以下、より好ましく
は約２５０以下であり、最も好ましくは約２００以下である。より好ましいポリイソシア
ネートの例には、参照により本明細書に組み込む、ＷｕによるＵ．Ｓ．Ｐ．６，５１２，
０３３の３段目、３行目～４９行目に開示されているものが含まれる。より好ましいイソ
シアネートは、芳香族イソシアネート、脂環式イソシアネートおよびその誘導体である。
さらにより好ましいポリイソシアネートには、ジフェニルメタンジイソシアネートおよび
そのポリマー誘導体、イソホロンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネ
ート、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネートおよびそのポリマー誘導体、ビス（４－
イソシアナト－シクロヘキシル）メタン、およびトリメチルヘキサメチレンジイソシアネ
ートが含まれる。最も好ましいイソシアネートは、ジフェニルメタンジイソシアネートで
ある。塗布した組成物中の反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマ
ーまたはプレポリマーの量は、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリ
ゴマーまたはプレポリマーの層を１種以上のエポキシ樹脂の層に適度に効果的に被着させ
ることができるように選択される。好ましくは、１種以上のエポキシ樹脂の層に塗布した
組成物中の反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポ
リマーの量は、約１０重量パーセント以上、最も好ましくは約１５重量パーセント以上で
ある。好ましくは、１種以上のエポキシ樹脂の表面に塗布した組成物中の反応性イソシア
ネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの量は、約３０重量
パーセント以下、最も好ましくは約２５重量パーセント以下である。
【００２７】
　反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを
含有する組成物は、１種以上の揮発性溶媒または分散剤をさらに含む。溶媒または分散剤
は、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマー
を溶解させ、またはその安定な分散液を形成し、塗布条件下で適度に速い態様で揮発し、
かつ１種以上のエポキシ樹脂を含む層および極性反応性基を含有する材料への１種以上の
反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの接
着性を妨げない任意の液体であってよい。１種以上の溶媒または分散剤は、有機物である
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ことが好ましい。好ましい有機溶媒または分散剤には、ケトン、好ましくはメチルエチル
ケトンが含まれる。溶媒または分散剤は、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマーを溶解または分散させるのに十分な量で存在する。
溶媒または分散剤は、塗布後に適度に速い態様で揮発し、１種以上のエポキシ樹脂の層の
上に、１種以上の反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたは
プレポリマーの別々の層、および任意にフィルム形成樹脂を残すことが可能な量で存在す
る。分散液または溶液中に存在する溶媒または分散剤の量は、約５０重量パーセント以上
、より好ましくは約６０重量パーセント以上、最も好ましくは約６５重量パーセント以上
である。溶液または分散液中に存在する溶媒または分散剤の量は、約７５重量パーセント
以下、最も好ましくは約７０重量パーセント以下である。
【００２８】
　反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを
含有する組成物は、１種以上のフィルム形成樹脂をさらに含んでいてもよい。フィルム形
成樹脂は、高分子量樹脂であることが好ましい。フィルム形成樹脂は、基材の表面に被着
させた場合に本発明の組成物に強度をもたらす膜を形成するために存在する。溶媒の蒸発
後に膜を形成する任意の高分子量樹脂を使用することができる。高分子量樹脂は、接着剤
系または塗料系と反応する、あるいは基材の表面と反応する官能基を持っていてよい。あ
るいは、反応性官能基は、高分子量樹脂が本発明の組成物で機能するのに必要ではない。
好ましいフィルム形成樹脂の例は、ビニル、アクリレート、スチレン、ジエン、メタクリ
レート、アリル、チオレン、ビニルエーテル、不飽和エステル、イミド、Ｎ－ビニル、ア
クリルアミド含有基、その混合物などを含む１種以上の官能基を含有する樹脂である。好
ましい官能基は、アクリレート官能基である。樹脂は、溶媒の蒸発後に強い膜の形成を促
進する分子量を有していることが好ましい。好ましくは、フィルム形成樹脂は、重量平均
分子量が約５，０００以上、より好ましくは約１０，０００以上、最も好ましくは約１５
，０００以上である。好ましくは、フィルム形成樹脂は、重量平均分子量が約２００，０
００以下、より好ましくは約１５０，０００以下、最も好ましくは約１００，０００以下
である。フィルム形成樹脂は、基材の上に膜を形成するのに十分な量で存在する。好まし
くは、フィルム形成樹脂は、約０重量パーセント以上、最も好ましくは約１重量パーセン
ト以上の量で存在する。好ましくは、フィルム形成樹脂は、約８重量パーセント以下、最
も好ましくは約３重量パーセント以下の量で存在する。
【００２９】
　反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを
含有する組成物は、被着層の強度を向上させるために１種以上の補強充填剤をさらに含ん
でいてもよい。層の強度を向上させる任意の補強充填剤を利用してもよい。例示的な補強
充填剤には、１種以上のカーボンブラックが含まれる。カーボンブラックは、特別に処理
して非導電性にされていない、すなわち特に表面処理または酸化されていない標準的なカ
ーボンブラックであってよい。１種以上の非導電性カーボンブラックは、標準的なカーボ
ンブラックと併用してもよいが、このような包含は、不必要なコストを追加し得る。組成
物中の補強充填剤の量は、所望の強度をもたらす量である。補強充填剤は、好ましくは組
成物の重量に対して約０重量パーセント以上、より好ましくは約２重量パーセント以上、
最も好ましくは約４重量パーセント以上の量で使用する。カーボンブラックは、好ましく
は組成物の重量に対して約２０重量パーセント以下、より好ましくは約１５重量パーセン
ト以下、最も好ましくは約１２重量パーセント以下である。標準的なカーボンブラックは
、当技術分野でよく知られており、Ｃｏｌｏｍｂｉａｎから入手可能なＲＡＶＥＮ（商標
）７９０、４５０、５００、４３０、４２０および４１０カーボンブラック、およびＣａ
ｂｏｔから入手可能なＣＳＸ（商標）カーボンブラック、およびＤｅｇｕｓｓａから入手
可能なＰｒｉｎｔｅｘ（商標）３０カーボンブラックが含まれる。非導電性カーボンブラ
ックは、当技術分野でよく知られており、Ｃｏｌｏｍｂｉａｎから入手可能なＲａｖｅｎ
（商標）１０４０および１０６０ カーボンブラックが含まれる。
【００３０】
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　反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを
含有する組成物は、１種以上の充填剤をさらに含んでいてもよい。本発明に有用な充填剤
の１つの好ましいグループは、コストと粘性のバランスを組成物に付与する充填剤である
。充填剤の中でこの目的に有用なものは、タルク、炭酸カルシウム、およびカオリンであ
る。かかる充填剤は、好ましくは非着色充填剤であり、粘性とコストの許容できるバラン
スを調合物に付与し、かつ組成物の所望の特性を獲得するのに十分な量で使用する。好ま
しい充填剤には、タルクが含まれる。好ましくは、充填剤は、組成物のレオロジーを塗布
に適したものにするのに十分な量で存在する。好ましくは、充填剤は、組成物の重量に対
して約１重量部以上、最も好ましくは約５重量部以上の量で存在する。好ましくは、非着
色充填剤は、組成物の重量に対して約２０重量部以下、最も好ましくは約１５重量部以下
の量で存在する。
【００３１】
　被着させた組成物のいずれかは、紫外線光に照らされたときに蛍光を発する構成要素を
さらに含有していてもよい。蛍光を発する構成要素は、多くの供給源、例えばＡｌｄｒｉ
ｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．、ウィスコンシン州Ｍｉｌｗａｕｋｅｅから容易に入手
可能である。具体例として、蛍光を発する構成要素は、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｙ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌｓ、米国ニューヨーク州Ｔａｒｒｙｔｏｗｎから入手可能なＵｖｉｔｅｘ
　ＯＢブランドの蛍光剤であってよい。組成物に加える蛍光剤の量は、組成物で処理した
プラスチック基材の部位が紫外線光で照らされたときに明らかになるように十分でなけれ
ばならない。
【００３２】
　ポリオレフィン基材の表面上に層を被着させるための組成物は、成分を接触させ、ブレ
ンドすることによって調製することができる。これを達成するためのプロセスおよび機器
は、当業者によく知られている。材料は、安定な溶液または分散液が調製されるような条
件下で接触させる。この結果をもたらす任意の機器およびプロセスを使用することができ
る。材料は、およそ周囲温度（約２０～２５℃）～約６０℃、好ましくは周囲温度で接触
させてもよい。構成要素は、空気中でブレンドしてもよく、好ましくは組成物の加水分解
安定度を改善するために乾燥環境でブレンドする。材料は、安定な溶液または分散液を調
製するのに十分な時間ブレンドする。ポリオレフィン基材の表面上に層を被着させるため
の組成物は、当業者に既知の任意の手段によってポリオレフィン基材に塗布することがで
きる。それは、従来の手段で、例えばブラシ、ローラー、表面への噴霧、インクジェット
印刷、スクリーン印刷などを用いて塗布してもよい。好ましくは、組成物は、当業者によ
く知られているロボット塗布装置を用いて塗布することができる。
【００３３】
　１種以上のエポキシ樹脂を含有する組成物をポリオレフィン構造物に塗布した後、溶媒
または分散剤を、ポリオレフィン基材の表面上に被着させた１種以上のエポキシ樹脂の層
から揮発させる。ポリオレフィン構造物への１種以上のエポキシ樹脂を含有する組成物の
塗布と、１種以上のエポキシ樹脂の層への反応性イソシアネート基を有する１種以上の化
合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含有する組成物の塗布との間の時間であるフラッ
シュオフタイムは、溶媒または分散剤を揮発させるのに十分である。好ましくは、フラッ
シュオフタイムは、約１５分以上、より好ましくは６０分以上、最も好ましくは約９０分
以上である。好ましくは、フラッシュオフタイムは、約８２０分以下、より好ましくは３
６０分以下、最も好ましくは約１２０分以下である。
【００３４】
　反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを
含有する組成物を１種以上のエポキシ樹脂を含む層に塗布した後、溶媒または分散剤を、
１種以上のエポキシ樹脂の層上に被着させた反応性イソシアネート基を有する１種以上の
化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含む層から揮発させる。層への反応性イソシア
ネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含有する組成物の
塗布と、極性反応性基を含有する材料との接触など任意の他の操作との間の時間、すなわ
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ちオープンタイムは、溶媒または分散剤を揮発させるのに十分である。好ましくは、反応
性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび１
種以上の揮発性溶媒を含む溶媒または分散剤組成物は、エポキシ樹脂含有層への塗布後約
３０～約９０分フラッシュオフさせる。好ましくは、オープンタイムは約３０分以上、よ
り好ましくは４８時間以上、最も好ましくは約７２時間以上である。好ましくは、オープ
ンタイムは、約１１０時間以下、より好ましくは９０時間以下、最も好ましくは約４８時
間以下である。
【００３５】
　別の実施形態では、本発明は、１つ以上の表面上に１種以上のエポキシ樹脂を含む層を
被着させており、かつ１種以上のエポキシ樹脂を含む層上に、１種以上の反応性イソシア
ネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび極性反応性基
を含有する１種以上の材料を含む層を被着させた、１種以上のポリオレフィン構造物を含
む系またはキットである。極性反応性基を含有する材料は、接着剤または塗料であること
が好ましい。本明細書では、極性反応性基は、イソシアネート基と反応する任意の基を表
す。極性反応性基に含まれているのは、イソシアネート基、および活性水素含有基である
。本発明において、活性水素含有部分は、分子中のその位置のために、Ｗｏｈｌｅｒによ
ってJournal of the American Chemical Society, Vol. 49, p. 3181(1927)に記載されて
いるツェレビチノフ試験に基づいて著しい活性を示す水素原子を含有する部分を意味する
。かかる活性水素部分の例示には、カルボン酸（－ＣＯＯＨ）、ヒドロキシル（－ＯＨ）
、第一級アミノ（－ＮＨ２）、第二級アミン（－ＮＨ－）、第一級アミド（－ＣＯＮＨ２

）、チオール（－ＳＨ）、および第二級アミド（－ＣＯＮＨ－）基がある。より好ましい
活性水素含有基には、ヒドロキシル、第一級アミノ、第二級アミノおよびチオール基が含
まれる。好ましい極性反応性基は、イソシアネートおよび活性水素含有基であり、イソシ
アネート基が最も好ましい。
【００３６】
　一実施形態では、極性反応性基を含有する材料は、塗料である。極性反応性基を含有し
、所望の特性をポリオレフィン基材にもたらす任意の塗料は、本発明の系、またはキット
で使用することができる。かかる塗料は、顔料または染料を含有していてもよい。かかる
塗料は、透明または不透明であってもよい。塗料は、当技術分野でよく知られている成分
を含んでいてもよい。
【００３７】
　別の実施形態では、極性反応性基をもつ材料は、接着剤であってもよい。イソシアネー
ト基と反応する極性反応性基を含有する任意の接着剤は、本発明の系またはキットで使用
することができる。より好ましい接着剤は、イソシアネートまたは活性水素含有基を含有
する。キットは、かかる接着剤に有用なプライマーをさらに含んでいてもよい。一般に、
かかるプライマーは、ポリプロピレン基材が結合している他の基材の表面を下塗りするよ
うになされている。
【００３８】
　イソシアネート系（ポリウレタンまたはポリ尿素形成）接着剤系は、イソシアネート官
能性構成要素を含む。イソシアネート官能性構成要素は、１分子当り平均して２個以上の
イソシアネート官能基を有する１種以上の化合物を含有する。イソシアネート官能性化合
物は、平均して２個以上のイソシアネート部分を含有する任意の化合物であってよい。イ
ソシアネート官能性化合物は、イソシアネート官能性プレポリマーの形または平均して１
個より多いイソシアネート基、好ましくは２個以上のイソシアネート基を有するモノマー
またはオリゴマーの形であってよい。イソシアネートプレポリマーは、調製したプレポリ
マーが１分子当り平均して１個より多いイソシアネート部分（基）を有するような条件下
で、イソシアネート官能性化合物と、平均して１個より多いイソシアネート反応性官能基
、例えばヒドロキシル、アミン、チオール、カルボキシルなどを有する１種以上の化合物
との反応によって調製した任意のプレポリマーであってよい。ポリイソシアネート系は、
１パート（one part）または２パート（two-part）系であってよい。１パート系では、イ
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ソシアネート官能性構成要素は、以下に記載したように触媒および他の構成要素をさらに
含む。１つの構成要素系は、通常湿分硬化によって硬化する。配合した後、１パート接着
剤は、適用前の硬化を防ぐために気密防湿容器中で包装する。別の実施形態では、本発明
で使用する接着剤系は、２パートポリイソシアネート含有接着剤系である。２つのパート
は、お互い反応性であり、接触したとき接着剤特性を有しており、硬化反応を起こし、そ
の組成物は、基材を一緒に結合することができる。組成物の１つのパートは、イソシアネ
ート官能性構成要素を含む、または含有する。これは、通常樹脂サイドまたはＡサイドと
呼ばれる。組成物の他の構成要素は、本明細書に記載のようにイソシアネート部分と反応
する基を平均して２個以上有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含
有するイソシアネート反応性構成要素である。第２のパートは、一般に硬化剤またはＢサ
イドとして知られている。平均して１個以上のイソシアネート反応性基を有する化合物は
、当技術分野で既知の二官能価鎖延長剤または多官能価架橋剤などのプレポリマーまたは
短鎖化合物であってよい。鎖延長剤および架橋剤は、分子量が約２５０ダルトン以下であ
る。硬化剤サイドで触媒を利用してもよい。反応生成物は、いくつかの基材を一緒に結合
することができる硬化生成物である。かかるプレポリマーで使用するのにより好ましいポ
リ－イソシアネートは、先に記載されている。より好ましいイソシアネートは、芳香族イ
ソシアネート、脂環式イソシアネートおよびその誘導体である。さらにより好ましいポリ
イソシアネートには、ジフェニルメタンジイソシアネートおよびそのポリマー誘導体、イ
ソホロンジイソシアネート、テトラメチルキシレンジイソシアネート、１，６－ヘキサメ
チレンジイソシアネートおよびそのポリマー誘導体、ビス（４－イソシアナトシクロヘキ
シル）メタン、およびトリメチルヘキサメチレンジイソシアネートが含まれる。最も好ま
しいイソシアネートは、ジフェニルメタンジイソシアネートである。プレポリマーの調製
に有用なより好ましいポリオールには、参照により本明細書に組み込む、Ｗｕ、米国特許
第６，５１２，０３３の第４欄、１０行目から６４行目に開示されているものが含まれ、
かつポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、ポリ（炭酸アルキレン）ポリオ
ール、ヒドロキシル含有ポリチオエーテル、ポリマーポリオール（かかるポリオール中に
ビニルポリマーを分散させ、一般にコポリマーポリオールと呼ばれる）およびその混合物
が含まれる。好ましくは、イソシアネート－反応性化合物は、官能価が少なくとも約１．
５、より好ましくは少なくとも約１．８であり、最も好ましくは少なくとも約２．０であ
り；かつ好ましくは約４．０以下、より好ましくは約３．５以下であり、最も好ましくは
約３．０以下である。好ましくは、イソシアネート－反応性化合物の当量は、少なくとも
約２００、より好ましくは少なくとも約５００であり、より好ましくは少なくとも約１，
０００であり；かつ好ましくは約５，０００以下、より好ましくは約３，０００以下であ
り、最も好ましくは約２，５００以下である。イソシアネート官能性接着剤系で使用する
イソシアネート官能性プレポリマーは、好ましくは少なくとも約２．０の平均イソシアネ
ート官能価、および少なくとも約５００、より好ましくは約１，０００の分子量を示す。
好ましくは、プレポリマーの平均イソシアネート官能価は、少なくとも約２．０であり、
より好ましくは少なくとも約２．２である。好ましくは、イソシアネート官能価は、約４
．０以下、より好ましくは、約３．５以下であり、最も好ましくは、約３．０以下である
。好ましくは、プレポリマーの重量平均分子量は、少なくとも約２，５００であり、より
好ましくは少なくとも約３，０００であり；かつ好ましくは約４０，０００以下、さらに
より好ましくは、約２０，０００以下であり、最も好ましくは約１０，０００以下である
。対応するプレポリマーを形成するのに十分な反応条件下でポリイソシアネートの化学量
論量と比べて過剰な、ポリオールまたはポリアミンなどイソシアネート基と反応する２個
以上の基を有する化合物を反応させることによって、塊状重合および溶液重合などの任意
の適当な方法によってプレポリマーを調製することができる。プレポリマーを調製するた
めの反応は、大気水分によるイソシアネート基の架橋を防ぐために、無水条件下、好まし
くは不活性雰囲気、例えば窒素ブランケット下で実施する。反応は、イソシアネート基と
イソシアネート反応性基の反応のための触媒によって触媒する。そのようなものの例には
、カルボン酸の第一スズ塩、例えばオクタン酸第一スズ、オレイン酸第一スズ、酢酸第一
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スズ、およびラウリン酸第一スズ；ジアルキルスズジカルボキシレート、例えばジブチル
スズジラウレートおよびジブチルスズジアセテート、第三級アミンおよびスズメルカプチ
ドが含まれる。プレポリマーを調製するための反応は、オクタン酸第一スズによって触媒
することが好ましい。使用した触媒の量は、イソシアネートの性質に応じて、触媒した混
合物の約０．００５～約５重量パーセントである。反応は、試料の滴定によって決定した
残留イソシアネート含有量が所望の理論値に極めて近くなるまで、好ましくは約０℃～約
１５０℃、より好ましくは約２５℃～約８０℃の温度で実施する。有用なイソシアネート
官能性接着剤系の例は、関連のある部分を参照により本明細書に組み込む、ＵＳ　４，３
７４，２３７、ＵＳ．４，６８７，５３３、ＵＳ　４，７８０，５２０、ＵＳ　５，０６
３，２６９、ＵＳ　５，６２３，０４４、ＵＳ　５，６０３，７９８，ＵＳ　５，８５２
，１３７、ＵＳ　５，９７６，３０５、ＵＳ　５，８５２，１３７、ＵＳ　６，５１２，
０３３に開示されている。本明細書に使用できる商用の接着剤の例は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なＢＥＴＡＳＥＡＬ（商標）１５６２６、５７３
０２、１７１２、１７５６接着剤、Ｅｆｔｅｃから入手可能なＥＦＢＯＮＤ（商標）フロ
ントガラス接着剤、Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なＷ
Ｓ　１５１（商標）、ＷＳ２１２（商標）接着剤、およびＳｉｋａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎから入手可能なＳＩＫＡＦＬＥＸ（商標）接着剤である。
【００３９】
　２パートイソシアネート系接着剤系では、プレポリマー中のイソシアネート含有量が、
好ましくは約６パーセント～約３５重量パーセントの範囲、より好ましくは約８パーセン
ト～約３０重量パーセントの範囲および最も好ましくは約１０パーセント～約２５重量パ
ーセントの範囲である。１パート湿分硬化性系では、プレポリマー中のイソシアネート含
有量が、好ましくは約０．１パーセント～約１０パーセントの範囲、より好ましくは約１
．５パーセント～約５．０パーセントの範囲および最も好ましくは約１．８パーセント～
約３．０パーセントの範囲である。本発明に有用なイソシアネート官能性接着剤組成物は
、硬化形態の弾性率（modulus）を改善するために多官能価イソシアネートをさらに含ん
でいてもよい。イソシアネートにおいて使用されているように「多官能価」は、官能価が
２．２以上のイソシアネートを意味する。ポリイソシアネートは、名目上の官能価が約２
．２以上の任意の低分子量、オリゴマーまたは高分子量イソシアネートであってよい。イ
ソシアネート官能性接着剤系は、イソシアネート官能基とイソシアネート反応性基の反応
のために１種以上の触媒をさらに含み、触媒は、構成要素またはイソシアネート反応性構
成要素を含有するイソシアネート官能基に配置していてもよい。好ましくは、２パート接
着剤系では、触媒は、２つの構成要素系の安定性を改善するためにイソシアネート反応性
構成要素に配置している。触媒は、イソシアネート基と活性水素含有化合物の反応では、
当業者に既知の任意の触媒であってよい。好ましい触媒の中には、有機スズ化合物、金属
アルカノエート、第三級アミンおよびジアザビシクロ化合物がある。触媒は、妥当な速度
でイソシアネート基をイソシアネート反応性基と反応させるのに十分な量で利用する。利
用した触媒の量は、触媒の選択および所望の反応速度によって決まる。イソシアネート官
能性接着剤組成物は、２個以上のイソシアネート反応性基および炭化水素主鎖を有する１
種以上の低分子量化合物をさらに含んでいてもよく、主鎖は、１種以上のヘテロ原子をさ
らに含んでいてもよい。かかる低分子量化合物を使用するのは有利であり、例えば二官能
価鎖延長剤および架橋剤は、２パート組成物では、化合物１個当たり平均して、３個以上
の活性水素基を有する。２パートイソシアネート官能性接着剤系では、硬化剤パートは、
ポリアミン１個当り２個以上のアミンを有するポリオキシアルキレンポリアミンをさらに
含んでいてもよい。好ましくは、ポリオキシアルキレンポリアミンは、ポリアミン１個当
り２～４個のアミン、最も好ましくはポリアミン１個当り２～３個のアミンを有している
。好ましくは、ポリオキシアルキレンポリアミンは、重量平均分子量が約２００以上およ
び最も好ましくは約４００以上である。好ましくは、ポリオキシアルキレンポリアミンは
、重量平均分子量が約５，０００以下および最も好ましくは約３，０００以下である。好
ましいポリオキシアルキレンポリアミンの中では、分子量が約４００のＪＥＦＦＡＭＩＮ



(18) JP 5740478 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

Ｅ（商標）Ｄ－Ｔ－４０３ポリプロピレンオキシドトリアミンおよび分子量が約４００の
ＪＥＦＦＡＭＩＮＥ（商標）Ｄ－４００ポリプロピレンオキシドジアミンがある。接着剤
系の２つのパートは、イソシアネート基の当量がイソシアネート反応性基の当量よりも大
きくなるように組み合わせることが好ましい。より好ましくは、イソシアネート基の、イ
ソシアネート反応性基の当量に対する当量比は、約１．０：１．０より大きく、さらによ
り好ましくは約１．０５：１．０より大きく、最も好ましくは約１．１０：１．０より大
きい。より好ましくは、イソシアネート基とイソシアネート反応性基の当量比は、約２．
０：１．０以下、最も好ましくは約１．４０：１．０以下である。
【００４０】
　１パートポリイソシアネート官能性接着剤系ならびに２パートイソシアネート官能性系
の樹脂パートおよび硬化剤パートのいずれかまたは両方は、可塑剤、充填剤、顔料、安定
剤および硬化性ポリウレタン形成接着剤中に一般に存在する他の添加剤を含有していても
よい。かかる材料の添加によって、レオロジー、流量などの物理的特性を修飾することが
できる。しかし、イソシアネート官能性構成要素の感湿性基の早期加水分解を防ぐために
、それと共に混合する前に充填剤を完全に乾燥させるべきである。本発明の組成物は、紫
外線安定剤および抗酸化剤などを含んでいてもよい。有用な充填剤の中に含まれるのは、
粘土、アルミナ、石灰石、タルク、炭酸カルシウムおよび発泡パーライトである。本発明
に有用な好ましい粘土には、カオリン、表面処理カオリン、か焼カオリン、ケイ酸アルミ
ニウムおよび表面処理無水ケイ酸アルミニウムが含まれる。充填剤は、ポンプ圧送可能な
接着剤の配合を促進する任意の形態で使用することができる。充填剤は、粉砕粉、噴霧乾
燥ビーズまたは微粉砕した粒子の形で混合することが好ましい。充填剤は、接着剤系の約
０重量パーセント以上、より好ましくは約５重量パーセント以上、さらにより好ましくは
約１０重量パーセント以上の量で使用することができる。好ましくは、充填剤は、接着剤
系の約７０重量パーセント以下、より好ましくは約６０重量パーセント以下の量で使用す
る。流動学的特性を所望の粘稠度に変えるために可塑剤を含んでいる。かかる材料は、水
を含まず、イソシアネート基に対して不活性であり、存在するポリマーに適合しなければ
ならない。適当な可塑剤は、当技術分野でよく知られており、より好ましい可塑剤には、
ジイソノニルフタレートまたはジイソデシルフタレートなどのフタル酸アルキル、部分水
素化テルペン、リン酸トリオクチル、トルエン－スルファミド、アルキルスルホン酸のエ
ステル、アジピン酸エステル、ヒマシ油、トルエンおよびアルキルナフタレンが含まれる
。硬化性組成物の各パート中の可塑剤の量は、所望の流動学的特性が得られる量である。
本明細書に開示された量には、イソシアネート含有プレポリマーの調製中、および硬化性
組成物の配合中に加えた量が含まれている。好ましくは、可塑剤は、接着剤系の重量に対
して約０重量パーセント以上、より好ましくは約５重量パーセント以上、最も好ましくは
約１０重量パーセント以上の量で接着剤系に使用する。可塑剤は、好ましくは接着剤系の
重量に対して約４５重量パーセント以下、より好ましくは約４０重量パーセント以下の量
で使用する。本発明で使用した接着剤は、安定剤をさらに含むことができ、それは接着剤
組成物を湿気から守るために機能し、それによって進行が抑制され、硬化性調合物中のイ
ソシアネートの早期架橋が妨げられる。イソシアネート官能性接着剤系に関して当業者に
既知の安定剤を本明細書で使用することができる。かかる安定剤の中で含まれているのは
、ジエチルマロネート、アルキルフェノールアルキレート、パラトルエンスルホン酸イソ
シアネート、塩化ベンゾイルおよびギ酸オルトアルキルである。かかる安定剤は、好まし
くは接着剤系の全重量に対して約０．１重量パーセント以上、好ましくは約０．５重量パ
ーセント以上、より好ましくは約０．８重量パーセント以上の量で使用する。かかる安定
剤は、接着剤系の全重量に対して約５．０重量パーセント以下、より好ましくは約２．０
重量パーセント以下、最も好ましくは約１．４重量パーセント以下の量で使用する。本発
明に有用な接着剤は、参照により本明細書に組み込む、Ｍａｈｄｉ、米国特許公開２００
２／０１００５５０号、段落００５５～００６５およびＨｓｉｅｈ、Ｕ．Ｓ．６，０１５
，４７５、第５欄、２７行目～第６欄、４１行目に開示されているものなどの、定着剤を
さらに含むことができる。有用なかかる定着剤の量も、これらの参考文献に開示されてお
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り、参照により本明細書に組み込まれる。別の実施形態では、接着剤系は、イソシアネー
ト官能基およびアルコキシシロキサン基の両方を含んでいてもよい。かかる接着剤系は、
参照により本明細書に組み込む、Ｚｈｕ、Ｕ．Ｓ．Ｐ　７，３４５，１３０に開示されて
いるように、イソシアネート官能基を有するプレポリマーとアルコキシシロキサン官能基
を含有するプレポリマーをブレンドすることによって、あるいはＨｓｉｅｈ、米国特許第
６，０１５，４７５号の前掲の引用部分に開示されているように、イソシアネートおよび
アルコキシシロキサン官能基の両方を有するプレポリマーを形成することによって調製す
ることができる。本発明に有用な１パートイソシアネート官能性接着剤は、組成物中に大
気水分を引き込む機能を果たす親水性材料をさらに含むことができる。場合によっては、
硬化性組成物は、チキソトロープ（流動学的添加剤）をさらに含むことができる。かかる
チキソトロープは、当業者によく知られており、ヒュームドシリカ、炭酸カルシウム、カ
ーボンブラックなどが含まれる。チキソトロープは、所望の流動学的特性を与えるのに十
分な量で組成物に加えることができる。好ましくは、チキソトロープは、接着剤系の重量
に対して約０重量パーセント以上、好ましくは約１重量部以上の量で存在する。好ましく
は、任意のチキソトロープは、接着剤系の重量に対して約１０重量パーセント以下、より
好ましくは約２重量パーセント以下の量で存在する。調合物は、当業者に既知の熱安定剤
および抗酸化剤などの既知の添加剤をさらに含むことができる。
【００４１】
　本発明に有用な接着剤は、当技術分野でよく知られている手段を使用して、例えば適当
なミキサー中で構成要素を一緒にブレンドすることによって配合することができる。かか
るブレンドは、早期反応を防ぐために酸素および大気水分の不在下の不活性雰囲気中で実
施することが好ましい。かかる混合物が容易に混合でき、かつ取り扱えるように、イソシ
アネート含有構成要素を調製するために可塑剤を反応混合物に加えることは、有利であろ
う。あるいは、可塑剤は、全ての構成要素をブレンドしている間に加えることができる。
構成要素は、約２０℃～約１００℃、より好ましくは約２５℃～約７０℃の温度でブレン
ドすることが好ましい。材料は、真空または窒素もしくはアルゴンなどの不活性ガス下で
ブレンドすることが好ましい。成分は、よくブレンドされた混合物を調製するのに十分な
時間、好ましくは約１０～約６０分ブレンドする。接着剤組成物のパートを調合した後、
大気水分および酸素から守られるように適当な容器中で包装する。大気水分との接触は、
イソシアネート含有構成要素の早期架橋をもたらし得る。
【００４２】
　使用の際、２パート接着剤組成物の構成要素を、このような材料で作業する場合に通常
行なうようにブレンドする。２パート接着剤が商業および産業環境で最も容易に使用され
るためには、２つのパートを合わせた容積比が好都合には整数でなければならない。これ
は、静的および動的混合を含む従来の市販されているディスペンサーへの硬化性組成物の
適用を促進する。静的混合を含むこのようなディスペンサーは、ＵＳ　４，５３８，９２
０および５，０８２，１４７（参照により本明細書に組み込む）に示されており、Ｃｏｎ
ｐｒｏｔｅｃ、Ｉｎｃ．（ニュージャージー州Ｓａｌｅｍ）からＭＩＸＰＡＣの商標名で
、またはＳｕｌｚｅｒ　Ｌｔｄ．、スイスのＳＵＬＺＥＲ（商標）ＱＵＡＤＲＯが入手可
能である。通常、これらのディスペンサーは、各チューブが２つのパートのうちの一方の
重合可能組成物を受け取ることになる、並んで配置された一組の管状容器を使用する。２
つのプランジャー、各チューブにつき１つは、同時進行して（例えば、手動でまたは手で
操作するラチェッティングメカニズムによって）、２つのパートのブレンドを促進するた
めに静的ミキサーも含有していてもよい、一般的な空洞の細長い混合チャンバーに、チュ
ーブの内容物をくみ出す。ブレンドした重合可能な組成物は、混合チャンバーから基材上
に押し出される。電動機器を使用する場合、動的混合を使用することができる。チューブ
が空になると、新しいチューブと交換でき、塗布プロセスを継続する。重合可能組成物の
２つのパートを合わせた容積比は、チューブの直径によって制御している。（各プランジ
ャーは、固定された直径のチューブ内に受け入れられるサイズに合わせ、プランジャーは
チューブ内を同じ速度で進む。）シングルディスペンサーは、しばしば、種々の異なる２
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パート重合可能組成物を使用するものであり、プランジャーは、好都合な混合比で重合可
能組成物の２つのパートを送るためのサイズに合わせる。いくつかの一般的な混合比は、
１：１、２：１、４：１および１０：１であり；約１：１の混合比が好ましい。
【００４３】
　接着剤組成物は、２層がすでに塗布されている場所でポリオレフィン構造物に塗布され
、第１の基材上の接着剤組成物をその後、第２の基材と接触させる。各基材に接着剤を塗
布する時間の前に、２層をポリオレフィン構造物の多くの表面の１つに塗布することがで
きる。一般に、接着剤は、接着剤がポンプで送れる温度で塗布する。好ましくは、接着剤
は、塗布のために約１０℃以上の温度、より好ましくは約１８℃以上の温度で塗布する。
好ましくは、接着剤系は、４０℃以下の温度、より好ましくは約３５℃以下の温度で塗布
する。２パート接着剤組成物は、２つのパートを混合すると硬化を始める。１パート湿分
硬化性組成物は、周囲湿度に曝すと硬化を始める。硬化は、誘導加熱、対流熱、マイクロ
波加熱などを用いて硬化接着剤に熱を加えることによって加速させることができる。湿分
硬化性接着剤の場合、空気中に湿気を加えることによって、または湿度チャンバー中で硬
化を行なうことによって硬化の速度を向上させることができる。好ましくは、硬化性接着
剤系は、少なくとも約３分以上、より好ましくは約５分以上の作業時間が与えられるよう
に配合する。「作業時間」とは、２つのパートを接触させた後または１パート湿分硬化接
着剤を塗布した後から、接着剤が高粘性ペーストに変わり始め、組立て中に変形しないで
第２の基材の形状に適合してそれに接着するまでの時間を表す。
【００４４】
　一部の実施形態では、塗料または接着剤などの極性基を含有する材料は、エポキシ樹脂
含有層およびイソシアネート官能基を含有する組成物の層を塗布した直後に、ポリオレフ
ィン構造物の１つ以上の表面に塗布する。２層の塗布と極性基を含有する材料の塗布の間
の最短時間は、イソシアネート官能基を含有する組成物の層から溶媒を揮発させるのに必
要な時間である。一部の実施形態では、極性官能基を含有する材料は、エポキシ樹脂含有
層およびイソシアネート官能基を含有する組成物の層を塗布する場所とは異なる場所、例
えば工場の異なる部分または異なる工場で塗布してもよい。さらに、工場は、何マイルも
離れて、例えば何百または何千マイルも離れていてよい。極性反応性基を含有する材料は
、エポキシ樹脂含有層およびイソシアネート官能基を含有する組成物の層の塗布からかな
り遅い時間に塗布してもよい。開示した材料の塗布の間の期間は、極性基を含有する材料
がイソシアネート官能基を含有する組成物の層と丈夫な結合を形成できる任意の期間であ
ってもよい。一部の実施形態では、エポキシ樹脂含有層とイソシアネート官能基を含有す
る組成物の層と極性基を含有する材料の塗布の間の時間は、約５日以上またはさらに３０
日以上であってもよい。エポキシ樹脂含有層とイソシアネート官能基を含有する組成物の
層と極性基を含有する材料（接着剤組成物）の塗布の間の時間の塗布の間の期間は、約９
０日以下および好ましくは６０日以下であってよい。本明細書では、「丈夫な結合」とい
う用語は、構造の寿命のかなりの部分、または寿命全体の間持続する、ポリオレフィン構
造物の表面上のイソシアネート官能基を含有する組成物の層への極性基を含有する材料の
結合を意味する。
【００４５】
　（発明の具体的な実施形態）
　以下の実施例は、例示的な目的で含めているにすぎず、本発明の範囲を限定するもので
はない。特に記載がない限り、全ての部およびパーセントは重量による。
【００４６】
　試料調製
　ポリプロピレン試料（２５．４×１０１．６ｍｍ（１×４インチ））の表面を、乾いた
紙を用いてイソプロピルアルコールで清潔にした。エポキシ樹脂溶媒組成物（エポキシ樹
脂組成物）および反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたは
プレポリマーを含む組成物（イソシアネート組成物）および溶媒を、開口部にフェルトを
あてたスクィーズボトルアプリケーターを用いて塗布し、ここで組成物は、フェルトを通
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って流れ、フェルトを用いて表面に塗布される。エポキシ樹脂溶媒組成物を、ポリプロピ
レン構造の表面に約２５マイクロメートルの湿潤厚さで塗布し、それによって約７マイク
ロメートルの乾燥厚さが得られる。反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、
オリゴマーまたはプレポリマーを含む組成物および溶媒を、約９０マイクロメートルの湿
潤厚さで塗布し、それは２０マイクロメートルの乾燥層をもたらす。乾燥層は、溶媒が除
去されたことを表す。組成物は、一方向に塗布して、均一で滑らかな膜を得る。エポキシ
樹脂組成物とイソシアネート組成物の塗布の間のオープンタイムは１５分である。ポリプ
ロピレン試料と一緒に重ね剪断試験で使用した塗装した金属基材は、イソプロピルアルコ
ールで拭いて、表面を清潔にした。
【００４７】
　ポリプロピレン試料および塗装した金属試料（２５．４×１０１．６ｍｍ（１×４イン
チ））から重ね剪断試験の試験片を調製する。幅約６．３ｍｍ×高さ８ｍｍの接着剤ビー
ズを、ポリプロピレン試料（２５ｍｍ×７５ｍｍ）の幅に沿って、かつ端から約６ｍｍ～
１２ｍｍに塗布する。塗装した金属を、接着剤の厚さが約３ｍｍになるようにすぐに接着
剤（湿分硬化イソシアネート官能性１パート接着剤）の上に置く。試料は、２３℃および
５０パーセント相対湿度で７２時間の条件で硬化させる。
【００４８】
　曝露条件
　初めの７２時間硬化後、一部の試料をさらに別の条件に曝露する。以下で使用したよう
に、初期硬化後に試料を試験する場合、これだけが初期（Initial）と呼ばれる。利用し
た曝露条件を表１に記載する。
【００４９】
【表１】

 
【００５０】
　試験方法－カタプラズマ
　試料を、７０℃、１００パーセント相対湿度で７日間気候室に保管し、あるいは脱脂綿
で包み、十分な水で湿らせ、ポリエチレンバッグ中に密封して、その後７０℃で７日間乾
燥器中に保持する。次に、試料を－２０℃で１６時間冷凍庫内に置き、その後試料を室温
で２時間置いておく。このサイクルを複数回繰り返し、その後試料をバッグから取り出す
。
【００５１】
　クイックナイフ接着試験：
　クイックナイフ接着試験は、後述のように基材の上に組成物を塗布し、その後１０ｍｍ
（高さ）×幅１０～１５ｍｍ×長さ２００ｍｍの明確な形状をもつ接着剤のビーズを塗布
することによって行なう。接着剤を約６ｍｍの高さに圧縮する。この構造を、以下に詳述
する条件に曝露する。接着性能を評価するために、接着剤ストリップの端を基材と平行に
約１０ｍｍ切断し、９０度の角度に剥がす。それぞれ約１０ｍｍ、基材に対して剥がした
ビーズをナイフで切断し、剥離を続ける。剥がした試料は、接着剤の硬化したバルク内の
破壊を意味する、凝集破壊の割合にしたがって、スケール１=約０パーセント凝集破壊、
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２=約２５パーセント凝集破壊、=約５０パーセント凝集破壊、４=約７５パーセント凝集
破壊、５=約１００パーセント凝集破壊を用いて、評価する。最も一般に使用される記号
は、ａ=接着剤が基材から層間剥離を示す、ｂ=接着剤がプライマーから層間剥離を示す、
ｚ=接着剤ビーズの両端（左および右側）で接着破壊およびｅ=接着剤／プライマーまたは
接着剤／基材のいずれかの間の粘着性界面である。約４以上（７５パーセント凝集破壊ま
たはそれ以上）の剥離接着性評価が許容できると考えられている。
【００５２】
　重ね剪断試験
　インストロン万能試験機（Universal Machine Instron Tester）を用いて試料を１イン
チ／分（２．５ｃｍ／ｍｉｎ）の速度で引っ張る。試料破壊時の負荷を記録し、３回の試
験の平均を報告する。
【００５３】
　試験結果の凡例
　観察した結果を記載した凡例を表２にまとめた。
【００５４】
【表２】

 
【００５５】
　材料
　エポキシ樹脂組成物　－　ビスフェノールＡとエピクロロヒドリンの反応生成物、数平
均分子量約７００、約３．５パーセント（±１パーセント）、トルエン約５５パーセント
（±５パーセント）、キシレン約３５パーセント（±５パーセント）、エチルベンゼン約
５パーセント、アセトンまたはプロパノン約２パーセントおよび酢酸ｎ－ブチル約２．５
パーセント。
【００５６】
　イソシアネート官能基を含有する組成物　－　約２０重量パーセント（±５重量パーセ
ント）のジフェニルメタンジイソシアネート、異性体および同族体；約５パーセント未満
の４，４’－メチレンジフェニルジイソシアネート、約５重量パーセント未満のカーボン
ブラック、約１０重量パーセントのポリエステル（±５重量パーセント）；メチルエチル
ケトン４５重量パーセント（±５重量パーセント）；アセトン１０～２０重量パーセント
およびタルク約１０重量パーセント（±５重量パーセント）。
【００５７】
　ＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）５７３０２接着剤　－　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ、ミシガン州Ｍｉｄｌａｎｄから入手可能なイソシアネート反応性基を有するポ
リウレタンプレポリマーを含有する一液型イソシアネート官能性接着剤。
【００５８】
　ＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）１７１２ＢＮ接着剤　－　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙ、ミシガン州Ｍｉｄｌａｎｄから入手可能なイソシアネート反応性基を有する
ポリウレタンプレポリマーを含有する一液型イソシアネート官能性接着剤。



(23) JP 5740478 B2 2015.6.24

10

20

【００５９】
　ＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）１７５６ＢＮ接着剤　　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ、ミシガン州Ｍｉｄｌａｎｄから入手可能な、加温塗布し、一時しのぎの特性を
示すイソシアネート反応性基を有するポリウレタンプレポリマーを含有する一液型イソシ
アネート官能性接着剤。
【００６０】
　（実施例１および２）
　重ね剪断クーポンの形の２つのポリプロピレン基材は、上記のようにエポキシ樹脂組成
物の層およびイソシアネート官能基を含有する組成物を基材の一表面に被着させることに
よって処理する。次いでポリプロピレンクーポンを、異なる条件に様々な回数曝露する。
その後ポリプロピレンクーポンを、上記のようなＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）５７３０２接
着剤を用いて白色ＤｕＰｏｎｔ　Ｇｅｎ　IIIペイントで塗装した金属重ね剪断クーポン
に結合させる。クーポンは、７２時間２３℃および５０パーセントの湿度で硬化させる。
試料も、ＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）５７３０２接着剤を用いてクイックナイフ接着試験に
基づいて調製する。その後いくつかの試料をクイックナイフ接着試験に基づいて試験し、
いくつかを重ね剪断試験に基づいて試験する。条件および結果を表２にまとめる。クイッ
クナイフ結果は、破壊モードのパーセントで示し、重ね剪断結果は、破壊時の強度および
破壊モードのパーセントで示す。好ましい破壊のモードは、接着剤の凝集破壊である。Ｒ
Ｔは、室温２３℃および５０相対湿度を表す。それぞれの実施例は、基材に異なるポリプ
ロピレンを使用している。
【００６１】
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【表３】

 
【００６２】
　（実施例３および４）
　２つの異なるポリプロピレン組成物のポリプロピレンクーポンを調製し、実施例１およ
び２に記載のように試験する。
【００６３】
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【表４】

 
【００６４】
　（実施例５～１２）
　重ね剪断クーポンの形の８個のポリプロピレン基材は、上記のようにエポキシ樹脂組成
物の層およびイソシアネート官能基を含有する組成物を基材の一表面に被着させることに
よって処理する。その後、上記のようにＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）５７３０２接着剤のビ
ーズを塗布して、クイックナイフ接着性試料を調製する。クーポンは、７２時間２３℃お
よび５０パーセントの湿度で硬化させる。その後クイックナイフ接着試験に基づいて試料
を試験する。開放曝露期間および結果を表４にまとめる。
【００６５】
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【表５】

 
【００６６】
　実施例５～１２に基づく試料を、５００時間の湿度、５００時間の熱老化またはカタプ
ラズマに曝露する。上記のように試料を試験し、結果を表５にまとめる。
【００６７】
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【表６】

 
【００６８】
　（実施例１３～１５）
　重ね剪断試料を、３個の異なるポリプロピレン材料および３種の異なる塗料で塗装した
金属クーポンから調製する。異なる重ね剪断試料を異なる条件に曝露し、次いで重ね剪断
試験にかける。使用したペイントおよび重ね剪断結果を表６にまとめる。
【００６９】
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【００７０】
　（実施例１６～２７）
　これらの実施例では、１０重量パーセントのタルクを含有するポリプロピレンを使用す
る。試験したポリプロピレン構造は、上記のように調製し、印が付いた試料は研磨しない
。イソプロパノールで拭いた後、いくつかの試料は、光沢の証拠がないことが明らかにな
るまで１８０グリット紙を用いて手で研磨する。ポリプロピレン構造は、エポキシ樹脂組
成物の層を基材の一表面の上に被着させることによって処理する。いくつかの試料は、エ
ポキシ樹脂組成物の層およびイソシアネート官能基を含有する組成物を、上記のような構
造の一表面の上に被着させることによって処理する。その後ポリプロピレンクーポンを、
上記のようなＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）５７３０２接着剤、ＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）１
７１２ＢＮ接着剤、またはＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）１７５６ＢＮ接着剤を用いて白色Ｄ
ｕＰｏｎｔ　１Ｋ白色ペイントで塗装した金属重ね剪断クーポンに結合させる。クーポン
は、７２時間２３℃および５０パーセントの湿度で硬化させる。これらの試料を、重ね剪
断試験に基づいて試験する。試料も、上記のようなＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）５７３０２
接着剤、ＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）１７１２ＢＮ接着剤またはＢＥＡＴＳＥＡＬ（商標）
１７５６ＢＮ接着剤を用いてクイックナイフ接着試験に基づいて調製し、クイックナイフ
接着試験に基づいて試験する。条件および結果を表７にまとめる。クイックナイフ結果は
、破壊モードのパーセントで示し、重ね剪断結果は、破壊時の強度および破壊モードのパ
ーセントで示す。
【００７１】
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【表８】

 
【００７２】
　（実施例２８～３０）
　重ね剪断試料を、リストに記載された３種の接着剤を用いて上記のように調製し、熱老
化およびカタプラズマ条件に曝露する。その後、重ね剪断試料を試験する。ポリプロピレ
ンの結合した表面を、エポキシ層およびイソシアネート反応性基を含有する組成物の層で
処理する。結果を表８にまとめる。
【００７３】
【表９】
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　以下に、本願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］　ポリオレフィン基材を含む物品であって、
　前記ポリオレフィン基材の１つ以上の表面上に配置されているのは、反応性エポキシ基
を含有する樹脂を含む層であり；前記エポキシ樹脂層上に配置されているのは、反応性イ
ソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含有する組
成物の層である
物品。
［２］　前記エポキシ樹脂層の乾燥厚さが約１μｍ～約２０μｍである、［１］に記載の
物品。
［３］　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレ
ポリマーの層の乾燥厚さが約１０μｍ～約２５μｍである、［１］または［２］に記載の
物品。
［４］　［１］～［３］のいずれか一に記載の物品と、１種以上のイソシアネート官能性
接着剤とを含むキット。
［５］　イソシアネート官能性接着剤のためのプライマーをさらに含む、［４］に記載の
キット。
［６］　ポリオレフィン基材の表面を修飾する方法であって、
　ポリオレフィン基材を準備するステップと、
　前記ポリオレフィン基材の１つ以上の表面を、１種以上のエポキシ樹脂および１種以上
の揮発性溶媒または分散剤を含む組成物と接触させ、前記エポキシ樹脂を被着させたポリ
オレフィン基材の表面から揮発性溶媒または分散剤を揮発させ、それによって１種以上の
エポキシ樹脂を含む層を前記ポリオレフィン基材の表面上に被着させるステップと、
　前記エポキシ樹脂の層に、反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴ
マーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒または分散剤を含む組成物を塗布し
、前記揮発性溶媒または分散剤を揮発させ、それによって反応性イソシアネート基を有す
る１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーを含む層を前記エポキシ樹脂層上に
被着させるステップと
を含む、方法。
［７］　極性官能基を有する塗料または接着剤を、前記ポリオレフィン基材または第２の
基材の一方または両方の表面に塗布するステップと、前記塗料または接着剤を硬化させる
ステップとをさらに含む［６］に記載の方法であって、
　前記塗料または接着剤は、その上に前記エポキシ樹脂の層および前記反応性イソシアネ
ート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層を被着させた前記
ポリオレフィン基材の表面と接触している方法。
［８］　前記エポキシ樹脂含有組成物の塗布と、前記反応性イソシアネート基を有する１
種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成
物の塗布との間の時間が、約１５分および８２０分である、［６］または［７］に記載の
方法。
［９］　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーもしくはプ
レポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む溶媒または分散剤組成物を、約３０～約９
０分フラッシュオフさせる、［６］～［８］のいずれか一に記載の方法。
［１０］　前記エポキシ樹脂組成物は、約１０μｍ～約９０μｍの湿潤厚さで塗布される
、［６］～［９］のいずれか一に記載の方法。
［１１］　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプ
レポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成物は、約２０μｍ～約１５０μｍの湿
潤厚さで塗布される、［６］～［１０］のいずれか一に記載の方法。
［１２］　その上に前記エポキシ樹脂の層および前記反応性イソシアネート基を有する１
種以上の化合物、オリゴマーまたはプレポリマーの層を被着させた前記ポリオレフィン基
材の表面を、接着剤と接触させる、［６］～［１１］のいずれか一に記載の方法。
［１３］　前記接着剤を、その上に前記エポキシ樹脂の層および前記反応性イソシアネー
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リオレフィン基材の表面または第２の基材と接触させ、前記２つの基材を、前記接着剤を
硬化させる前に、前記接着剤が前記２つの表面の間に配置されるように接触させる、［６
］または［１２］のいずれか一に記載の方法。
［１４］　前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴマーまたはプ
レポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒を含む組成物を塗布することと、前記塗料または
接着剤を前記ポリオレフィン基材の表面と接触させることとの間の時間が、約３０分～約
１１０時間である、［６］～［１３］のいずれか一に記載の方法。
［１５］　前記基材は、前記反応性イソシアネート基を有する１種以上の化合物、オリゴ
マーまたはプレポリマーおよび１種以上の揮発性溶媒または分散剤を含む組成物の塗布と
、前記ポリオレフィン基材を前記塗料または接着剤と接触させることとの間に、１つの場
所から別の場所へ輸送される、［６］～［１４］のいずれか一に記載の方法。
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