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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熱硬化型または活性エネルギー線硬化型でプラ
スチック等の基材及び金属との密着性に優れ、高温高湿
下においても金属外観を損なわない金属蒸着向けアンダ
ーコート用樹脂組成物を提供する。
【解決手段】脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から
得られるウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）を含有
する金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物。及び、
該金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を熱または
活性エネルギー線により硬化させた硬化物。さらに、基
材１１と、該基材１１上に該金属蒸着向けアンダーコー
ト用樹脂組成物を塗布硬化させて形成した硬化塗膜１２
と、該硬化塗膜１２上に金属を蒸着させて形成した金属
蒸着層１３と、該金属蒸着層１３上にトップコート用組
成物を塗布硬化させて形成したトップコート層１４とを
有する積層体１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレタン（メタ）アクリレート（Ｕ
Ａ）を含む金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）が、脂環式骨格を有するポリエステルポリオ
ールである請求項1記載の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物。
【請求項３】
　前記脂環式骨格を有するポリエステルポリオールが、下記式（１）（式中、ｎは自然数
を示す）で表されるポリエステルポリオールである請求項２記載の金属蒸着向けアンダー
コート用樹脂組成物。
【化１】

【請求項４】
　熱硬化性または活性エネルギー線硬化性である請求項１～３のいずれか１項に記載の金
属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物。
【請求項５】
　さらに多官能（メタ）アクリレートを含む請求項１～４のいずれか１項に記載の金属蒸
着向けアンダーコート用樹脂組成物。
【請求項６】
　さらにエポキシ（メタ）アクリレートを含む請求項１～５のいずれか１項に記載の金属
蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を熱ま
たは活性エネルギー線により硬化させた硬化物。
【請求項８】
　基材と、該基材上に請求項１～６のいずれか１項に記載の金属蒸着向けアンダーコート
用樹脂組成物を塗布硬化させて形成した硬化塗膜と、該硬化塗膜上に金属を蒸着させて形
成した金属蒸着層と、該金属蒸着層上にトップコート用組成物を塗布硬化させて形成した
トップコート層とを有する積層体。
【請求項９】
　第１の基材と；該第１の基材上に請求項１～６のいずれか１項に記載の金属蒸着向けア
ンダーコート用樹脂組成物を塗布硬化させて形成した第１の硬化塗膜と；該第１の硬化塗
膜上に金属を蒸着させて形成した金属蒸着層と；該金属蒸着層上に樹脂組成物を塗布硬化
させて形成した第２の硬化塗膜と；前記第２の硬化塗膜上に設けた第２の基材とを有する
積層体。
【請求項１０】
　下記に定義する湿熱環境下でのΔ全光線透過率が２０未満である請求項８又は９記載の
積層体。
　＜湿熱環境下でのΔ全光線透過率＞
ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１に準拠して湿熱環境に置く前の積層体の全光線透過率をαとし、
積層体を温度６５℃且つ湿度９５％の条件で５００時間保管した後の全光線透過率をβと
して、以下の式から求められる数値
　　　Δ全光線透過率　＝　β　―　α
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は脂環式骨格を有するポリオールから得られるウレタン（メタ）アクリレートを
含有する熱硬化性または活性エネルギー線硬化性組成物等の金属蒸着向けアンダーコート
用樹脂組成物、及び該組成物を硬化してなる硬化物、および該硬化物を含む積層体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　金属蒸着はメッキの代替として広く使用されている。金属蒸着層はメッキと比べて膜厚
が薄いため、外部衝撃によるワレに強い。また、メッキの場合、落下等により生じた亀裂
がメッキ自体の厚みのため、その断面が刃物のように鋭利になる。このため化粧品や携帯
電話など顔や手に接触する商品への適用はできない。一方で蒸着層は亀裂が入っても膜厚
自体が薄いため、皮膚を傷つけることがない。
【０００３】
　金属蒸着の課題として、プラスチック基材へ直接蒸着できないことが挙げられる。金属
の蒸着は真空状態または低圧状態で加熱された金属を蒸発させ、金属蒸気を基材へ付着さ
せる仕組みであるが、携帯電話、家電、自動車用途に用いられるＡＢＳ、ＰＣ、ＰＰ等の
プラスチック基材に対しては密着力が弱く、金属面保護のため上層へ樹脂層を塗工すると
、簡単に剥がれてしまう。
【０００４】
　このため金属との密着性を付与する目的でアンダーコート層が開発されている。アンダ
ーコート層はプラスチック及び金属層との密着性に優れていなければいけない。従来、種
々の密着性を付与する方法が報告されている（例えば、特許文献１～１３）。
【０００５】
　これまでアンダーコート用樹脂には紫外線硬化型樹脂の他にアルキッド樹脂を配合する
ことで密着力を付与できた。しかしながらアルキッド樹脂を使用するとプライマー塗工時
にレベリング性（平滑性）が悪化することと、環境試験（温度６５℃且つ湿度９５％の条
件で５００時間保管）で鏡面が失われる外観不良が起こることが知られている。これまで
の技術はプラスチック及び金属との密着性、耐熱性の改善が主で、金属調部品に求められ
る高温高湿下での外観保持性を解決する方法については記述されていない。この外観不良
はアルミに比べ膜厚の薄いスズを使用する場合に顕著になる。アルミ及びスズ蒸着膜に対
してトップコートを施した後、高温高湿下（温度６５℃且つ湿度９５％の条件で５００時
間）におくと、金属の酸化反応により膜の透過率が増大し、金属調が損なわれる。この外
観変化についてはその酸化機構が明確でないなどの理由から解決方法は知られていない。
このためアンダーコートには密着性のみならずレベリング性、金属外観を保持する性能が
求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第１９９５／３２２５０号パンフレット
【特許文献２】特許３９０３７１５号公報（特開２００２－１９４０１３号公報）
【特許文献３】特開２００２－２８５０８３号公報
【特許文献４】特開２００２－３４７１７５号公報
【特許文献５】特開２００２－３４８４９８号公報
【特許文献６】特開２００３－０２６７０９号公報
【特許文献７】特開２００３－０２６７１０号公報
【特許文献８】特開２００３－０４９０９５号公報
【特許文献９】特開２００３－２２１４０８号公報
【特許文献１０】特開２００５－０２３２８７号公報
【特許文献１１】特開２００５－１７１０８８号公報
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【特許文献１２】特開２００６－７０１６９号公報
【特許文献１３】特開２００６－１６９３０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の目的は、金属蒸着のアンダーコートとして、プラスチック等の基材へ
の密着性が高く、蒸着した金属の耐湿熱性の高い硬化塗膜を形成できる、熱または活性エ
ネルギー線等により硬化される金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を提供すること
にある。
　また、本発明の他の目的は、該組成物を熱または活性エネルギー線で硬化させた、プラ
スチック等の基材への密着性が高く、蒸着した金属の耐湿熱性の高い硬化物を提供するこ
とにある。
　また、本発明の他の目的は、プラスチック等の基材上に上記金属蒸着向けアンダーコー
ト用樹脂組成物を塗布硬化させて形成した硬化塗膜と、該硬化塗膜上に金属を蒸着させて
形成した金属蒸着層と、該金属蒸着層上にトップコート用組成物を塗布硬化させて形成し
たトップコート層とを有し、基材との密着性が高く、蒸着した金属の耐湿熱性の高い積層
体を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、プラスチック等の第１の基材上に上記金属蒸着向けアンダ
ーコート用樹脂組成物を塗布硬化させて形成した第１の硬化塗膜と；該第１の硬化塗膜上
に金属を蒸着させて形成した金属蒸着層と；該金属蒸着層上に樹脂組成物を塗布硬化させ
て形成した第２の硬化塗膜と；該第２の硬化塗膜上に設けた第２の基材を有し、基材との
密着性が高く、蒸着した金属の耐湿熱性の高い積層体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、脂環式骨格を有するポリオールから得られるウレタン（メタ）アクリレー
トをアンダーコート用樹脂組成物に導入することで、高温高湿下において、金属蒸着層を
有する該組成物の硬化物を含む積層体の金属調を保持できることを見出した。
【０００９】
　すなわち、本発明は、脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレタン（メ
タ）アクリレート（ＵＡ）を含む、金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物である。
　好ましくは、前記脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）は、脂環式骨格を有するポリエ
ステルポリオールである。さらに好ましくは、前記脂環式骨格を有するポリエステルポリ
オールが、下記式（１）（式中、ｎは自然数を示す）で表されるポリエステルポリオール
である。
【化１】

【００１０】
　また、好ましくは、上記金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、熱硬化性または
活性エネルギー線硬化性である。
　また、好ましくは、上記金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、さらに多官能（
メタ）アクリレートを含む。
　また、好ましくは、上記金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、さらにエポキシ
（メタ）アクリレートを含む。
【００１１】
　また、本発明は、上記金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を熱または活性エネル
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ギー線により硬化させた硬化物を含む。
【００１２】
　また、本発明は、基材と、該基材上に上記金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を
塗布硬化させて形成した硬化塗膜と、該硬化塗膜上に金属を蒸着させて形成した金属蒸着
層と、該金属蒸着層上にトップコート用樹脂組成物を塗布硬化させて形成したトップコー
ト層とを有する積層体を含む。
　また、本発明は、第１の基材と；該第１の基材上に上記金属蒸着向けアンダーコート用
樹脂組成物を塗布硬化させて形成した第１の硬化塗膜と；該第１の硬化塗膜上に金属を蒸
着させて形成した金属蒸着層と；該金属蒸着層上に樹脂組成物を塗布硬化させて形成した
第２の硬化塗膜と；前記第２の硬化塗膜上に設けた第２の基材とを有する積層体を含む。
【００１３】
　前記積層体は、好ましくは、下記に定義する湿熱環境下でのΔ全光線透過率が２０未満
である。
　＜湿熱環境下でのΔ全光線透過率＞
ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１に準拠して湿熱環境に置く前の積層体の全光線透過率をαとし、
積層体を温度６５℃且つ湿度９５％の条件で５００時間保管した後の全光線透過率をβと
して、以下の式から求められる数値
　　　Δ全光線透過率　＝　β　―　α
【発明の効果】
【００１４】
　脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレタン（メタ）アクリレート（Ｕ
Ａ）を含む樹脂組成物を金属蒸着のアンダーコートとして使用することで、プラスチック
等の基材への密着性のみならず、耐湿熱性環境試験後の外観を保持でき、いわゆるスズ抜
け等のない積層体が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の積層体の構成を示す模式図である。
【図２】図面に代わる金属（スズ）の蒸着層の表面を観察した顕微鏡写真であり、（ａ）
は１万倍のＳＥＭ像、（ｂ）は５万倍のＳＥＭ像である。
【図３】本発明の他の積層体の構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明で使用される脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレタン（メタ
）アクリレート（ＵＡ）は、例えば、脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）、ポリイソシ
アネート（Ｂ）及びヒドロキシ基含有（メタ）アクリレート（Ｃ）を反応させることによ
り製造することができる。
【００１７】
　本発明で使用される脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレタン（メタ
）アクリレート（ＵＡ）の製造方法としては、例えば、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）を一括混
合して反応させる方法［方法１］、（Ａ）および（Ｂ）を反応させて、イソシアネート基
を含有するウレタンイソシアネートプレポリマーを形成した後、該プレポリマーと（Ｃ）
を反応させる方法［方法２］、または、（Ｂ）および（Ｃ）を反応させて、イソシアネー
ト基を含有するウレタンイソシアネートプレポリマーを形成した後、該プレポリマーと（
Ａ）を反応させる方法［方法３］などが挙げられる。中でも、［方法２］および［方法３
］が好ましく、さらに好ましくは、［方法２］である。その理由は、［方法２］で反応さ
せた場合、得られたウレタン（メタ）アクリレートは高粘度とならず、攪拌が容易で、部
分的なゲル化率の確率が高くなることがないからである。なお、［方法１］で製造すると
、複雑な各種の化合物が不規則に生成するため、生成物を金属蒸着向けアンダーコート用
樹脂組成物として使用する際、品質の管理が難しくなる。
【００１８】
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　反応における各成分のモル比を［方法２］の場合について説明する。（Ａ）の水酸基/
（Ｂ）のイソシアネート基の当量比は１／２～１／３、好ましくは、１／２～１／２．２
である。（Ａ）／（Ｂ）の当量比が１／２未満では未反応の脂環式骨格を有するポリオー
ル（Ａ）が大量に残存し、また、逆に１／３を超えると脂環式骨格を有するポリオール（
Ａ）のウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）中の含有量が減少し、いずれも本願の効果
が得られにくく、好ましくない。
【００１９】
　上記のようなモル比で（Ａ）と（Ｂ）を反応させて生成したウレタンイソシアネートプ
レポリマーに（Ｃ）を反応させる場合、ウレタンイソシアネートプレポリマー中のイソシ
アネート基/ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレート中の水酸基の当量比は１／１～１／
１．５、好ましくは、１／１～１／１．２である。この当量比が１／１未満では、生成物
であるウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）中に未反応のヒドロキシ基含有（メタ）ア
クリレート（Ｃ）が多く残存するため品質管理が難しくなり、逆に１／１．５を超えると
生成物であるウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）中にイソシアネート基が多く残存す
るので、いずれも好ましくない。［方法３］を適用する場合も、基本的には、［方法２］
と同じような不都合が生じないように各成分の当量比を選択する。
【００２０】
　方法２において、第一工程の（Ａ）と（Ｂ）を反応させてウレタンイソシアネートプレ
ポリマーを合成する際、（Ａ）の水酸基が（Ｂ）のイソシアネート基との反応により完全
に消費されるまで反応を行うことが好ましい。具体的には、反応液中のＮＣＯ濃度が、（
Ａ）の水酸基が（Ｂ）のイソシアネート基との反応により完全に消費されたと計算される
ＮＣＯ濃度となり、そのＮＣＯ濃度がもはや変化しなくなることが確認されるまで（Ａ）
と（Ｂ）の反応を継続させる。またイソシアネート基を有するウレタンイソシアネートプ
レポリマーと（Ｃ）を反応させる際、系内のＮＣＯ濃度がＯＨ濃度よりも過剰になると未
反応のＮＣＯ基が残存しゲル化する可能性がある。また配合後、塗膜の硬化不良の原因と
なる。このためＯＨ濃度はＮＣＯ濃度よりも大きくする必要がある。
【００２１】
　上記反応は、ヒドロキノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、フェノチアジンなどの
重合禁止剤存在下で行うことが好ましい。これらの重合禁止剤の量は、生成するウレタン
（メタ）アクリレート（ＵＡ）に対して、１～１００００ｐｐｍ（重量基準）が好ましく
、より好ましくは１００～１０００ｐｐｍ、さらに好ましくは４００～５００ｐｐｍであ
る。重合禁止剤の量がウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）に対して１ｐｐｍ未満であ
ると十分な重合禁止効果が得られないことがあり、１０００ｐｐｍを超えると生成物の諸
物性に悪影響を及ぼす恐れがある。
【００２２】
　同様の理由から、本反応は分子状酸素含有ガス雰囲気下で行うことが好ましい。酸素濃
度は安全面を考慮して適宜選択される。
【００２３】
　本反応は、十分な反応速度を得るために、触媒を用いて行なってもよい。触媒としては
、ジブチルスズジラウレート、オクチル酸スズ、塩化スズなどを用いることができるが、
反応速度面からジブチルスズジラウレートが好ましい。これらの触媒の量は通常、生成す
るウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）に対して、１～３０００ｐｐｍ（重量基準）、
好ましくは５０～１０００ｐｐｍである。触媒量が１ｐｐｍより少ない場合には十分な反
応速度が得られないことがあり、３０００ｐｐｍより多く加えると耐光性の低下など生成
物の諸物性に悪影響を及ぼす恐れがある。
【００２４】
　反応は温度１３０℃以下で行うことが好ましく、特に４０～１３０℃であることがより
好ましい。４０℃より低いと実用上十分な反応速度が得られないことがあり、１３０℃よ
り高いと熱によるラジカル重合によって二重結合部が架橋し、ゲル化物が生じることがあ
る。反応は、通常、反応液中の残存ＮＣＯ濃度が０．１重量％以下になるまで行う。残存



(7) JP 2011-94108 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

ＮＣＯ濃度は上記のとおり、ガスクロマトグラフィー、滴定法等で分析する。
【００２５】
　上記の反応は有機溶媒中で行ってもよい。使用できる有機溶媒としては、トルエン、キ
シレン等の炭化水素系溶媒、酢酸ｎ－ブチル、メチルセロソルブアセテート、プロピレン
グリコールモノメチルエーテルアセテート等のエステル系溶媒、メチルイソブチルケトン
、ジイソブチルケトン等のケトン系溶媒、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチ
レングリコールモノエチルエーテル等のエーテル溶媒等があり、ＰＲＴＲ［Pollutant Re
lease and Transfer Register、化学物質排出移動量届出制度］法や毒性の観点から、好
ましくは、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモ
ノエチルエーテルである。溶媒を含んだまま硬化性組成物の成分として用いてもよい。必
要に応じて、メチルエチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル、イソプロパノールなどの有
機溶剤を用いることもできる。樹脂の粘度を下げる目的などで、有機溶媒を使用する場合
、その使用量は全体の１００重量部に対して１～５０重量部、好ましくは、１０～２０重
量部である。有機溶剤の使用量が１重量部未満では使用する意味がなく、５０重量部を超
えて使用すると、乾燥が不十分な場合に硬化後の塗膜にタック性が残ることがあるので、
いずれも好ましくない。
【００２６】
　ウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）の製法としては、例えば、特開平７－１５７５
３１号公報、特開２０００－９５８３７号公報、特開２００２－１４５９３６号等に記載
されている方法を用いることができる。
【００２７】
　＜脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）＞
　脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）の脂環式骨格としては、シクロアルカン骨格、ビ
シクロアルカン骨格、トリシクロアルカン骨格、水添ナフタレン骨格、ノルボルナン骨格
等が例示できる。中でも、シクロヘキサン骨格が好ましい。
【００２８】
　脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）としては、例えば、脂環式骨格を有する多価アル
コール、脂環式骨格を有するポリエステルポリオール、脂環式骨格を有するポリカーボネ
ートポリオール、脂環式骨格を有するポリオレフィンポリオール、脂環式骨格を有するポ
リアクリルポリオールなどが挙げられる。
【００２９】
　脂環式骨格を有するポリオール成分（Ａ）において、脂環式骨格を有する多価アルコー
ルとしては、ビス（ヒドロキシ）シクロヘキサン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロヘキ
サン、ビス（ヒドロキシエチル）シクロヘキサン、ビス（ヒドロキシプロピル）シクロヘ
キサン、ビス（ヒドロキシメトキシ）シクロヘキサン、ビス（ヒドロキシエトキシ）シク
ロヘキサン、ビス（ヒドロキシメトキシシクロヘキシル）プロパン、ビス（ヒドロキシエ
トキシシクロヘキシル）プロパン、ビス（ヒドロキシシクロヘキシル）メタン、ビス（ヒ
ドロキシシクロヘキシル）プロパン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロプロパン、ビス（
ヒドロキシメチル）シクロブタン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロペンタン、ビス（ヒ
ドロキシメチル）シクロヘプタン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロオクタン、ビス（ヒ
ドロキシメチル）シクロノナン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロデカン、ビス（ヒドロ
キシメチル）シクロウンデカン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロドデカン、ビス（ヒド
ロキシメチル）ビシクロブタン、ビス（ヒドロキシメチル）ビシクロペンタン、ビス（ヒ
ドロキシメチル）ビシクロヘキサン、ビス（ヒドロキシメチル）ビシクロヘプタン、ビス
（ヒドロキシメチル）ビシクロオクタン、ビス（ヒドロキシメチル）ビシクロノナン、ビ
ス（ヒドロキシメチル）ビシクロデカン、ビス（ヒドロキシメチル）ビシクロウンデカン
、ビス（ヒドロキシメチル）ビシクロドデカン、ビス（ヒドロキシメチル）トリシクロヘ
プタン、ビス（ヒドロキシメチル）トリシクロオクタン、ビス（ヒドロキシメチル）トリ
シクロノナン、ビス（ヒドロキシメチル）トリシクロデカン（３（４），８（９）－トリ
シクロ［５．２．１．０2,6］デカンジメタノール等）、ビス（ヒドロキシメチル）トリ



(8) JP 2011-94108 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

シクロウンデカン、ビス（ヒドロキシメチル）トリシクロドデカン、ビス（ヒドロキシメ
チル）スピロオクタン、ビス（ヒドロキシメチル）スピロノナン、ビス（ヒドロキシメチ
ル）スピロデカン、ビス（ヒドロキシメチル）スピロウンデカン、ビス（ヒドロキシメチ
ル）スピロドデカン、ビス（ヒドロキシメチル）シクロペンタンスピロシクロブタン、ビ
ス（ヒドロキシメチル）シクロヘキサンスピロシクロペンタン、水添ダイマージオール、
水添ビスフェノールＡ等が例示できる。脂環式骨格を有する多価アルコールとしては、シ
クロヘキサンジオール類（１，４－シクロヘキサンジオールなど）が好ましい。
【００３０】
　脂環式骨格を有するポリオール成分（Ａ）において、脂環式骨格を有するポリエステル
ポリオールとしては、例えば、脂環式骨格を有する多価アルコールと多価カルボン酸との
縮合重合物；多価アルコールと脂環式骨格を有する多価カルボン酸との縮合重合物；脂環
式骨格を有する環状エステル（ラクトン）の開環重合物；脂環式骨格を有する多価アルコ
ール、多価カルボン酸及び環状エステルの３種類の成分による反応物；多価アルコール、
脂環式骨格を有する多価カルボン酸及び環状エステルの３種類の成分による反応物などを
用いることができる。
【００３１】
　脂環式骨格を有する多価アルコールと多価カルボン酸との縮合重合物において、脂環式
骨格を有する多価アルコールとしては、前記例示の脂環式骨格を有する多価アルコールを
用いることができる。一方、多価カルボン酸としては、例えば、マロン酸、マレイン酸、
コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン
ジオン酸等の脂肪族ジカルボン酸；１，４－シクロヘキサンジカルボン酸等の脂環式ジカ
ルボン酸；テレフタル酸、イソフタル酸、オルトフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボ
ン酸、パラフェニレンジカルボン酸、トリメリット酸等の芳香族ジカルボン酸などが挙げ
られる。また、脂環式骨格を有する多価アルコール、多価カルボン酸及び環状エステルの
３種類の成分による反応物；多価アルコール、脂環式骨格を有する多価カルボン酸及び環
状エステルの３種類の成分による反応物を得る場合の環状エステルとしては、例えば、プ
ロピオラクトン、β－メチル－δ－バレロラクトン、ε－カプロラクトンなどが挙げられ
る。上記３種類の成分による反応物において、脂環式骨格を有する多価アルコール、多価
カルボン酸としては、前記例示のものなどを用いることができる。
【００３２】
　多価アルコールと脂環式骨格を有する多価カルボン酸との縮合重合物において、多価ア
ルコールとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレング
リコール、ジプロピレングリコール、トリメチレングリコール、１，４－テトラメチレン
ジオール、１，３－テトラメチレンジオール、２－メチル－１，３－トリメチレンジオー
ル、１，５－ペンタメチレンジオール、ネオペンチルグリコール、１，６－ヘキサメチレ
ンジオール、３－メチル－１，５－ペンタメチレンジオール、２，４－ジエチル－１，５
－ペンタメチレンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタ
ン、シクロヘキサンジオール類（１，４－シクロヘキサンジオールなど）、ビスフェノー
ル類（ビスフェノールＡなど）、糖アルコール類（キシリトールやソルビトールなど）な
どを用いることができる。脂環式骨格を有する多価カルボン酸としては、脂環式ジカルボ
ン酸等が挙げられる。
【００３３】
　脂環式骨格を有するポリオレフィンポリオールは、脂環式骨格を有するオレフィン重合
体又は共重合体を骨格（又は主鎖）の成分（モノマー成分）とし且つ分子内に（特に末端
に）水酸基を少なくとも２つ有するポリオールである。前記脂環式骨格を有するオレフィ
ンとしては、末端に炭素－炭素二重結合を有する、脂環式骨格を有するオレフィン（例え
ば、シクロプロピルエチレン、シクロプロピルプロピレン、シクロブチルエチレン、シク
ロブチルプロピレン、シクロペンチルエチレン、シクロペンチルプロピレン、シクロへキ
シルエチレン、シクロへキシルプロピレン、シクロノニルエチレン、シクロノニルプロピ
レン、シクロドデシルエチレン、シクロドデシルプロピレン等のシクロアルキル－α－オ
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レフィンなど）であってもよく、また末端以外の部位に炭素－炭素二重結合を有する脂環
式骨格を有するオレフィン（例えば、シクロヘキシルイソブテン、シクロヘプチルイソブ
テンなど）であってもよく、さらには脂環式骨格を有するジエン（例えば、シクロヘキシ
ルブタジエン、シクロヘプチルブタジエン、シクロヘキシルイソプレン、シクロヘプチル
イソプレンなど）であってもよい。
【００３４】
　脂環式骨格を有するポリアクリルポリオールは、脂環式骨格を有する（メタ）アクリレ
ートを重合体又は共重合体の骨格（又は主鎖）の成分（モノマー成分）とし且つ分子内に
水酸基を少なくとも２つ有するポリオールである。脂環式骨格を有する（メタ）アクリレ
ートとしては、（メタ）アクリル酸脂環式アルキルエステル［例えば、（メタ）アクリル
酸シクロヘキシルメチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシルエチル、（メタ）アクリル
酸シクロプロピル、（メタ）アクリル酸シクロブチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシ
ル、（メタ）アクリル酸シクロオクチル、（メタ）アクリル酸シクロデシル、（メタ）ア
クリル酸シクロドデシル、（メタ）アクリル酸シクロオクタデシルなどの（メタ）アクリ
ル酸の炭素数が３～２０の脂環式アルキルエステルなど］が好適に用いられる。
【００３５】
　脂環式骨格を有するポリカーボネートポリオールとしては、例えば、脂環式骨格を有す
る多価アルコールとホスゲンとの反応物などが挙げられる。具体的には、脂環式骨格を有
する多価アルコールとホスゲンとの反応物において、脂環式骨格を有する多価アルコール
としては、前記例示の脂環式骨格を有する多価アルコールを用いることができる。なお、
脂環式骨格を有するポリカーボネートポリオールは、分子内に脂環式骨格とカーボネート
結合を有し、末端が水酸基である化合物であればよく、カーボネート結合とともにエステ
ル結合を有していてもよい。
【００３６】
　脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）としては、脂環式骨格を有するポリエステルポリ
オールが好ましく、シクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオール（Ａ１）がさら
に好ましい。さらに、シクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオール（Ａ１）が下
記式（１）（式中、ｎは自然数を示す）で表されるポリエステルポリオールであることが
特に好ましい。
【化２】

【００３７】
　脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）については重量平均分子量（Ｍｗ）も重要な因子
となる。Ｍｗが３００～１００００の範囲が好ましく、より好ましくは５００～５０００
である。Ｍｗが３００未満であるとウレタン（メタ）アクリレート化後の樹脂Ｔｇが高く
なり、硬化不良を起こしやすくなる。また、Ｍｗが１００００を超えると架橋密度が小さ
くなりすぎて耐溶剤性の悪化、蒸着不良（白化等）を引き起こす。架橋密度は多官能（メ
タ）アクリレートの添加により上げることができるが、後述するようにモノマーの配合量
を多くすると環境試験下での外観不良を引き起こす要因となる。同様に、シクロヘキサン
骨格を有するポリエステルポリオール（Ａ１）については、Ｍｗが３００～３０００の範
囲が好ましく、より好ましくは５００～２５００である。
【００３８】
　シクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオール（Ａ１）はカルボン酸とアルコー
ルの脱水縮合反応により得られる。このため下記のような化合物を組み合わせて使用でき
る。
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【００３９】
　シクロヘキサン骨格を有するアルコール成分として、１，２－ビス（ヒドロキシメチル
）シクロヘキサン、１，３－ビス（ヒドロキシメチル）シクロヘキサン、１，４－ビス（
ヒドロキシメチル）シクロヘキサン、１，２－ビス（ヒドロキシエチル）シクロヘキサン
、１，３－ビス（ヒドロキシエチル）シクロヘキサン、１，４－ビス（ヒドロキシエチル
）シクロヘキサン、１，２－ビス（ヒドロキシプロピル）シクロヘキサン、１，３－ビス
（ヒドロキシプロピル）シクロヘキサン、１，４－ビス（ヒドロキシプロピル）シクロヘ
キサン、１，４－ビス（ヒドロキシメトキシ）シクロヘキサン、１，４－ビス（ヒドロキ
シエトキシ）シクロヘキサン、２，２－ビス（４－ヒドロキシメトキシシクロヘキシル）
プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシエトキシシクロヘキシル）プロパン、ビス（４
－ヒドロキシシクロヘキシル）メタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシシクロヘキシル）
プロパン等の脂環族系グリコール類が挙げられる。
【００４０】
　シクロヘキサン骨格を有するカルボン酸成分として、１，２－シクロヘキサンジカルボ
ン酸、１，３－シクロヘキサンジカルボン酸、１，４－シクロヘキサンジカルボン酸等が
挙げられる。
【００４１】
　シクロヘキサン骨格を有するカルボン酸成分に対してエチレングリコール、１，４－ブ
タジエングリコール、２，４－ジエチルペンタンジオール、３－メチル－ペンタンジオー
ルなどのアルコールを組み合わせても良いし、シクロヘキサン骨格を有するアルコール成
分を組み合わせても良い。逆にシクロヘキサン骨格を有するアルコール成分にアジピン酸
などのカルボン酸含有化合物を組み合わせても良い。また組み合わせはカルボン酸成分、
アルコール成分をそれぞれ２種類以上使用しても構わない。式（１）に記載の骨格は１，
４－シクロヘキサンジカルボン酸と３－メチル－ペンタンジオールを組み合わせたポリエ
ステルポリオールである。
【００４２】
　＜ポリイソシアネート（Ｂ）＞
　ポリイソシアネート（Ｂ）としては、２，４－トリレンジイソシアネート、２，６－ト
リレンジイソシアネート、１，３－キシレンジイソシアネート、１，４－キシレンジイソ
シアネート、キシリレンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアネート、ｍ－
フェニレンジイソシアネート、ｐ－フェニレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイ
ソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、４，４’－ジベンジルジ
イソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシ
クロヘキシルメタンジイソシアネート、２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシ
アネート、２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネートあるいはこれらジイ
ソシアネート化合物のうち芳香族のイソシアネート類を水添して得られるジイソシアネー
ト化合物（例えば水添キシリレンジイソシアネート、水添ジフェニルメタンジイソシアネ
ートなどのジイソシアネート化合物）、トリフェニルメタントリイソシアネート、ジメチ
レントリフェニルトリイソシアネートなどのような２価あるいは３価のジイソシアネート
化合物あるいはポリイソシアネート化合物や、これらを多量化させて得られる多量化ポリ
イソシアネート化合物等のイソシアネート基含有化合物が挙げられる。
【００４３】
　また官能基数を上げた活性エネルギー線硬化性ウレタン（メタ）アクリレートを合成す
るには３官能のポリイソシアネート化合物が好ましく用いられる。具体的には２，６－ヘ
キサメチレンジイソシアネート由来のヌレート化合物、イソホロンジイソシアネート由来
のヌレート化合物を用いることが出来る。
【００４４】
　ヌレート以外のポリイソシアネート化合物を用いる場合には、１分子中に３個以上の水
酸基を有するポリエステルポリオールと２，４－トリレンジイソシアネート、２，６－ト
リレンジイソシアネート、１，３－キシレンジイソシアネート、１，４－キシレンジイソ
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シアネート、キシリレンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアネート、ｍ－
フェニレンジイソシアネート、ｐ－フェニレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイ
ソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、４，４’－ジベンジルジ
イソシアネート、イソホロ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、２，６－ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネー
ト、２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、２，４，４－トリメチル
ヘキサメチレンジイソシアネートとの反応により得られるポリイソシアネート化合物等を
用いることが可能である。
【００４５】
　＜ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレート（Ｃ）＞
　ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレート（Ｃ）としては、例えば、２－ヒドロキシエチ
ル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、エチレングリ
コールモノ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、２
－ヒドロキシ－３－メトキシプロピルアクリレートもしくはメタクリレート、ペンタエリ
スリトールトリアクリレートもしくはメタクリレート、Ｎ－メチロールアクリルアミドも
しくはメタクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシアクリルアミドもしくはメタクリルアミド等が
挙げられる。これらのラクトン付加物［例えば、ダイセル化学工業（株）製のＰＣＬ－Ｆ
ＡまたはＰＣＬ－ＦＭシリーズ等］も使用することができる。また、ジペンタエリスリト
ールヘキサ（メタ）アクリレート［例えば、サイテック社製「ＤＰＨＡ」等］も使用可能
である。
【００４６】
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用組成物は、好ましくは、熱硬化性または活性エ
ネルギー線硬化性であり、熱または紫外線等の活性エネルギー線により硬化できる。紫外
線照射には、高圧水銀灯などを使用できる。
【００４７】
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用組成物は、脂環式骨格を有するポリオール（Ａ
）から得られるウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）以外に、多官能（メタ）アクリレ
ート（Ｅ）、エポキシ（メタ）アクリレート（Ｆ）、光重合開始剤（Ｇ）、及び有機溶剤
（Ｈ）を含んでも良い。
【００４８】
　＜多官能（メタ）アクリレート（Ｅ）＞
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、硬化塗膜のＴｇ調整や硬化後の
硬化収縮を低減する目的で、多官能（メタ）アクリレート（Ｅ）を含有してもよい。多官
能（メタ）アクリレート（Ｅ）は、分子中に１～１５個の（メタ）アクリロイル基を有す
ることが好ましく、より好ましくは２～６個である。分子中の（メタ）アクリロイル基が
１５個よりも多い場合には、硬化前後の樹脂密度差が大きくなり易く、基材の歪や塗膜表
面のクラック発生などの現象が見られ易い。また（メタ）アクリロイル基がない場合には
配合物の硬化性が十分でなかったり、硬化後の塗膜の耐溶剤性が低下したり、環境試験後
の密着性を保持しにくくなる。
【００４９】
　このような多官能（メタ）アクリレート（Ｅ）としては、特に限定されないが、ジプロ
ピレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリ
レート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、変性ビスフェノールＡジ（
メタ）アクリレート、ジメチロールジシクロペンタンジ（メタ）アクリレート、ＰＥＧ３
００ジ（メタ）アクリレート、ＰＥＧ４００ジ（メタ）アクリレート、ＰＥＧ６００ジ（
メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロー
ルプロパンエトキシトリ（メタ）アクリレート、グリセリンプロポキシトリ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールエト
キシテトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート
、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（
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メタ）アクリレート、各種多官能（メタ）アクリレートを挙げることができる。
【００５０】
　上記の多官能（メタ）アクリレート（Ｅ）は、市販品を用いてもよく、例えば、ダイセ
ル・サイテック（株）製「ＤＰＧＤＡ」、「ＨＤＯＤＡ」、「ＴＰＧＤＡ」、「ＴＲＰＧ
ＤＡ－ＤＥＯ」、「Ｅｂｅｃｒｙｌ　１５０」、「ＩＲＲ２１４Ｋ」、「ＰＥＧ３００Ｄ
Ａ」、「ＰＥＧ４００ＤＡ」、「Ｅｂｅｃｒｙｌ　１１」、「ＴＭＰＴＡ」、「ＴＭＰＴ
Ａ－Ｎ」、「Ｅｂｅｃｒｙｌ　１６０」、「ＴＭＰＥＯＴＡ」、「ＯＴＡ４８０」、「Ｅ
ｂｅｃｒｙｌ　５３」、「Ｅｂｅｃｒｙｌ　２０４７」、「Ｅｂｅｃｒｙｌ４０」、「Ｅ
ｂｅｃｒｙｌ　１４０」、「ＤＰＨＡ」、「Ｅｂｅｃｒｙｌ　１２９０Ｋ」、「Ｅｂｅｃ
ｒｙｌ　５１２９」、「ＫＲＭ　８２００」、「ＫＲＭ　７８０４」、「ＫＲＭ　８４５
２」等が市場から入手可能である。
【００５１】
　多官能（メタ）アクリレート（Ｅ）は塗膜のガラス転移温度（Ｔｇ）を上げる目的で使
用される。
【００５２】
　多官能（メタ）アクリレート（Ｅ）の配合量は、使用する化合物の反応性にも依存する
ため、特に限定されないが、ウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）１００重量部（樹脂
分）に対して２５～２００重量部がよく、好ましくは３０～１５０重量部である。２５重
量部未満であるとＴｇの上昇が不十分で硬化塗膜の耐溶剤性が低下しやすくなる。また、
２００重量部超になると環境下条件での試験後に外観不良を引き起こす原因となりやすい
。同様に、例えば３官能のアクリレートであるＰＥＴＩＡの場合、シクロヘキサン骨格を
有するポリエステルポリオールから得られるウレタン（メタ）アクリレート（ＵＡ）１０
０重量部（樹脂分）に対して３０～１５０重量部がよく、望ましくは４０～１００重量部
である。
【００５３】
　＜エポキシ（メタ）アクリレート（Ｆ）＞
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、エポキシ（メタ）アクリレート
（Ｆ）を含んでいても良い。エポキシ（メタ）アクリレート（Ｆ）としては、エポキシ基
を含有するアクリル重合性オリゴマー等が挙げられる。エポキシ（メタ）アクリレート（
Ｆ）の配合量は、使用する化合物の反応性にも依存するため、特に限定されないが、ウレ
タン（メタ）アクリレート（ＵＡ）１００重量部（樹脂分）に対して３０～５００重量部
がよく、望ましくは５０～４００重量部である。３０重量部未満であるとＴｇの上昇が不
十分で硬化塗膜の耐溶剤性が低下しやすくなる。また、５００重量部超になると環境下条
件での試験後に外観不良を引き起こす原因となりやすい。
【００５４】
　＜光重合開始剤（Ｇ）＞
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、光重合開始剤（Ｇ）を含んでも
良い。光重合開始剤（Ｇ）は、活性エネルギー線の種類や、ウレタン（メタ）アクリレー
ト（ＵＡ）の種類によっても異なり、特に限定されないが、公知の光ラジカル重合開始剤
や光カチオン重合開始剤を用いることができ、例えば、１－ヒドロキシシクロヘキシルフ
ェニルケトン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、ジエト
キシアセトフェノン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチル
プロパン－１－オン、１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロ
パン－１－オン、４－（２－ヒドロキシエトキシ）－フェニル（２－ヒドロキシ－２－プ
ロピル）ケトン、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルホリノプ
ロパン－１、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベン
ゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインｎ－ブチルエーテル、ベンゾインフェニルエー
テル、ベンジルジメチルケタール、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安
息香酸メチル、４－フェニルベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、アクリル化ベ
ンゾフェノン、４－ベンゾイル－４’－メチルジフェニルサルファイド、３，３’－ジメ
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チル－４－メトキシベンゾフェノン、チオキサンソン、２－クロルチオキサンソン、２－
メチルチオキサンソン、２，４－ジメチルチオキサンソン、イソプロピルチオキサンソン
、２，４－ジクロロチオキサンソン、２，４－ジエチルチオキサンソン、２，４－ジイソ
プロピルチオキサンソン、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフインオキ
サイド、メチルフェニルグリオキシレート、ベンジル、カンファーキノンなどが挙げられ
る。
【００５５】
　光重合開始剤の使用量は、脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレタン
（メタ）アクリレート（ＵＡ）１００重量部（樹脂分）に対して１～２０重量部、好まし
くは１～５重量部である。１重量部よりも少ないと硬化不良を引き起こす恐れがあり、逆
に２０重量部よりも多いと硬化後の塗膜から光重合開始剤由来の臭気が残存することがあ
る。
【００５６】
　＜有機溶媒（Ｈ）＞
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物は、有機溶媒を含んでいても良い。
使用できる有機溶媒（Ｈ）としては、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、酢酸ｎ－
ブチル、メチルセロソルブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ
ート等のエステル系溶媒、メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトン等のケトン系溶
媒、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル等
のエーテル溶媒等があり、ＰＲＴＲ法や毒性の観点から、好ましくは、プロピレングリコ
ールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルである。必
要に応じてメチルエチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル、イソプロピルアルコール、イ
ソブチルアルコールなどの有機溶剤を用いることもできる。
【００５７】
　有機溶媒の使用量は、アンダーコート用樹脂組成物１００重量％中、有機溶媒（Ｈ）が
１０重量％～５０重量％の範囲、望ましくは２０重量％～３０重量％の範囲となるような
量が好ましい。１０重量％未満の場合は組成物の粘度が高くなり、塗膜調整時、均一膜厚
の調整が難しくなる。また５０重量％を超える場合は、粘度が下がりすぎるため、必要な
膜厚を得るための重ね塗りが必要となり、作業性が悪くなりやすい。バーコーターで塗工
する場合には２０重量％程度で適当な粘度になるためそれ以上の溶剤は通常必要ない。ス
プレーコートにより塗工する場合など、組成物の粘度を更に下げる必要がある場合は、適
宜溶剤の使用量を調整することが一般的である。
【００５８】
　（硬化物）
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を、熱または活性エネルギー線によ
り硬化することにより硬化物が得られる。該硬化物は、金属蒸着のアンダーコートとして
、プラスチック等の筐体、フィルム等の基材への密着性が高く、蒸着した金属の耐湿熱性
が高い硬化塗膜を形成できるので、携帯電話、パソコンのボタン類、家電、自動車内装、
自動車外装など金属調外観を必要とする意匠性部品へのアンダーコート用樹脂、さらに、
包装、特に電磁波シールドフィルム、窓ガラス用遮熱シートの中間層として使用できる。
【００５９】
　（積層体）
　本発明の積層体は、基材と、該基材上に前記金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物
を塗布硬化させて形成した硬化塗膜と、該硬化塗膜上に金属を蒸着させて形成した金属蒸
着層と、該金属蒸着層上にトップコート用樹脂組成物を塗布硬化させて形成したトップコ
ート層とを有する。
【００６０】
　ここで積層体の構成について説明する。
　図１に示すように、本発明の積層体の一例としての積層体１では、例えば、最下層にプ
ラスチック板（主にポリカーボネート板）等の基材１１、その上に本発明の金属蒸着向け
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アンダーコート用樹脂組成物として、例えば、活性エネルギー線硬化性組成物（Ｄ）が塗
布硬化されてアンダーコート（プライマー）としての硬化塗膜１２が形成される。更にそ
の上へ金属蒸着を施し金属蒸着層１３が形成され、最上層にはトップコート用組成物が塗
布硬化されてトップコート層１４が形成される。なお、後述の本発明の実施例１～１５、
及び比較例１～１４において、環境試験はトップコートを施した後の積層体に実施した。
【００６１】
　上記積層体は、上記の基材、硬化塗膜、金属蒸着層、及びトップコート層以外に他の層
を含んでいてもよい。例えば、金属蒸着層とトップコート層の間に中間層を含んでいても
良く、また、トップコート層上にさらに表面層を有していても良く、これら２層（中間層
と表面層）を同時に含んでいても良い。
【００６２】
　（基材）
　本発明に用いられる基材としては、プラスチック基材が好ましく用いられる。プラスチ
ック基材としては、既存の素材を用いることが可能であり、特に限定されないが、例えば
、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体等のポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリカーボネー
ト樹脂、ＡＢＳ樹脂などが例示される。中でも、特に好ましくは、ポリカーボネート樹脂
、ＡＢＳ樹脂である。
【００６３】
　（硬化塗膜）
　＜塗膜の調整、配合／塗工／硬化について＞
　本発明の積層体に含まれる硬化塗膜は、上記本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹
脂組成物を基材に塗布硬化させて形成する。本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂
組成物には、必要に応じて種々の添加剤を配合することができる。このような添加剤とし
ては、例えば、フィラー、染顔料、レベリング剤、紫外線吸収剤、光安定剤、消泡剤、分
散剤、チクソトロピー性付与剤などが挙げられる。これらの添加物の添加量は、熱または
活性エネルギー線硬化性組成物（脂環式骨格を有するポリオール（Ａ）から得られるウレ
タン（メタ）アクリレート（ＵＡ））１００重量部（樹脂分）に対して、０～１０重量部
、好ましくは０．０５～５重量部である。
【００６４】
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物をプラスチック等の基材（例えば、
プラスチックフィルムなど）に塗布する場合、塗布方法としては、特に限定されず、吹き
付け法、エアレススプレー法、エアスプレー法、ロールコート法、バーコート法、グラビ
ア法などを用いることが可能である。中でも、美観性、コスト、作業性などの観点からバ
ーコート法が最も好ましく用いられる。なお、塗布は、プラスチックフィルムなどの製造
工程中で行う、いわゆるインラインコート法でもよいし、既に製造されたプラスチック基
材に別工程で塗布を行う、いわゆるオフラインコート法でもよい。生産効率の観点から、
オフラインコートが好ましい。
【００６５】
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を基材上に塗布硬化させて形成され
た硬化塗膜の厚みは、３～５０μｍが好ましく、より好ましくは３～１５μｍである。層
厚みが５０μｍを超える場合には、塗布する樹脂組成物の量が多量となるため、コストが
高くなったり、膜厚の均一性が低下する場合がある。また、３μｍ未満である場合には、
酸素阻害による硬化不良を引き起こす恐れがある。
【００６６】
　本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を対象物である（メタ）アクリル系
樹脂やポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂成形品等に塗布した後、例えば、紫外線または
電子線等の活性エネルギー線を照射することにより極めて短時間で硬化させることができ
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る。紫外線照射を行う時の光源としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、カーボンアーク灯
、キセノン灯、メタルハライド灯などが用いられる。照射時間は、光源の種類、光源と塗
布面との距離、その他の条件により異なるが、長くとも数十秒であり、通常は数秒である
。通常、ランプ出力８０～３００Ｗ／ｃｍ程度の照射源が用いられる。電子線照射の場合
は、５０～１０００ＫｅＶの範囲のエネルギーを持つ電子線を用い、２～５Ｍｒａｄの照
射量とすることが好ましい。活性エネルギー線照射後は、必要に応じて加熱を行って硬化
の促進を図ってもよい。
【００６７】
　（金属蒸着層）
　蒸着は低圧下、金属を蒸気の状態で物質へ付着させることにより行われる。蒸気による
付着であるため、金属膜厚を数ｎｍから数百ｎｍまで変化させることが可能である。
【００６８】
　蒸着させる金属としては、アルミニウム、スズ、亜鉛、金、銀、プラチナ、ニッケルな
どが挙げられる。中でも、アルミニウム、スズが好ましい。
【００６９】
　金属蒸着層は上述したように非常に薄いため、ポリカーボネート板のような透明な基材
へ蒸着した場合、基材を見る角度によっては金属蒸着層と反対方向が透けて見える。この
特性を利用して例えば、金属蒸着層の下部よりデジタル表示画面を発光させれば、必要な
ときだけ文字を表面へ表示させ、表示を消せば、元の金属調に戻るといった意匠性の高い
部品の製造を可能にする。
【００７０】
　また、金属蒸着層は目視では綺麗な表面に見えるが、顕微鏡などを使用して表面を観察
すると凹凸の存在がわかる。特にスズを蒸着源とした場合、図２のように表面の凹凸の存
在がわかる。電磁波を利用した機器、例えば携帯電話等では筐体へ金属膜を施すと電波障
害を起こす場合があるが、スズの場合、不連続状態の表面構造を有しているため、電波障
害を発生させない等の利点がある。しかしながら、この不連続状態の表面構造のため、ア
ンダーコート層が上層からの影響、特に有機溶剤等による侵食を受けやすい場合がある。
【００７１】
　有機溶剤等によるアンダーコート層の侵食を防ぐためには、スズの膜厚を大きくするこ
とで改善可能であるが、スズの膜厚を上げると蒸着時の表面平滑性の保持が困難となり、
必要な意匠性である、鏡面が得られなくなる可能性がある。更に不連続な表面構造が失わ
れ、携帯電話等の電磁波を利用した機器において電波障害を引き起こす可能性がある。ゆ
えにスズの膜厚を上げることはできない。このため、アンダーコート層には、電磁波を利
用した機器、例えば携帯電話等の筐体へ電波障害を発生させない程度の薄い金属膜、例え
ばスズの金属膜を蒸着させる場合であっても、上層からの有機溶剤等による侵食に耐えう
る性能も必要となる。
【００７２】
　上記観点から、金属蒸着層の膜厚は、例えば１０～２００ｎｍとすることができ、好ま
しくは１５～１００ｎｍ、特に好ましくは２０～５０ｎｍとすることができる。
【００７３】
　（トップコート層）
　本発明の積層体で用いるトップコート用組成物としては、いわゆる樹脂で、アクリル系
樹脂等が挙げられ、前記例示の多官能（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレ
ートなどを用いることができる。トップコート用組成物は、溶剤を含んでいても良い。ト
ップコート用組成物としては、例えば、ＰＭＭＡ（メチルメタクリレートの重合物）、Ｐ
ＥＴＩＡ（ペンタエリスリトールトリアクリレート）、ＴＭＰＴＡ（トリメチロールプロ
パントリアクリレート）、ＥＢ３７００（エポキシアクリレート）、ＥＢ１６８（添加剤
）、酢酸ブチル、Ｉｒｇ１８４（光重合開始剤）を用いることができる。材料は特に限定
はしないが密着付与のためにＰＭＭＡを使用することが望ましい。以下に、トップコート
用組成物の配合例を示す。
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【００７４】
　トップコート用組成物の配合例（数値は重量部を示す）
　ＰＭＭＡ　　　１８
　ＰＥＴＩＡ　　３５
　ＴＭＰＴＡ　　２５
　ＥＢ３７００　　２
　ＥＢ１６８　　　１
　Ｉｒｇ１８４　　２
　酢酸ブチル　　５０
【００７５】
　上記本発明の積層体は、携帯電話、パソコンのボタン類、家電、自動車内装、自動車外
装など、金属調外観を必要とする意匠性部品とすることができる。
【００７６】
　（他の積層体）
　本発明の他の積層体は、第１の基材と；該第１の基材上に上記の金属蒸着向けアンダー
コート用樹脂組成物を塗布硬化させて形成した第１の硬化塗膜と；該第１の硬化塗膜上に
金属を蒸着させて形成した金属蒸着層と；該金属蒸着層上に樹脂組成物を塗布硬化させて
形成した第２の硬化塗膜と；前記第２の硬化塗膜上に設けた第２の基材とを有する。
【００７７】
　上記他の積層体の一例としての積層体２を図３に示すと、積層体２は、例えば、最下層
にプラスチック板（主にポリカーボネート板）等の第１の基材２１、その上に本発明の金
属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物として、例えば、活性エネルギー線硬化性組成物
（Ｄ）が塗布硬化されてアンダーコート（プライマー）としての第１の硬化塗膜２２が形
成される。更にその上へ金属蒸着を施し金属蒸着層２３が形成され、金属蒸着層２３上に
樹脂組成物が塗布硬化されて第２の硬化塗膜２４が形成される。さらに、積層体２では、
第２の硬化塗膜上に第２の基材２５を積層する。なお、本発明の実施例１６～１９、及び
比較例１４～１７において、環境試験は第２の基材２５を含む５層の積層体に実施した。
【００７８】
　上記他の積層体は、上記の第１の基材、第１の硬化塗膜、金属蒸着層、第２の硬化塗膜
、及び第２の基材以外に他の層を含んでいてもよい。例えば、金属蒸着層と第２の硬化塗
膜との間、又は第２の硬化塗膜と第２の基材との間に中間層を含んでいても良い。また、
第２の基材上にさらに表面層を有していても良く、これらの層（中間層と表面層）のいず
れか、又は全てを同時に含んでいても良い。
【００７９】
　上記他の積層体において、第１の基材及び第２の基材としては、同一又は異なって、上
記例示の基材を使用できる。但し、第２の基材としては、紫外線を透過させるため、透明
性があることが好ましい。第１の基材及び第２の基材としては、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリカーボネート、アクリル樹脂が特に好ましい。また、第２の基材としては、ガ
ラスを用いることもできる。
【００８０】
　第１の硬化塗膜は、第１の基材に、上記の本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂
組成物を塗布硬化させて形成する。また、金属蒸着層は、上記記載の金属蒸着層と同様に
、第１の硬化塗膜上に形成することができる。
【００８１】
　本発明の他の積層体に含まれる第２の硬化塗膜としては、第１の硬化塗膜と同一又は異
なって本発明の金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組成物を用いて製造してもよく、また
、上記トップコート用組成物や他の公知の樹脂組成物を用いて製造しても良い。第２の硬
化塗膜としては、いわゆる樹脂で、粘着力及び／又は接着力を有する膜であれば特に限定
されず、光又は熱により硬化して第２の基材を接着するものでもよい。
【００８２】
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　第２の硬化塗膜としては、具体的には、アクリル系樹脂等が挙げられ、前記例示の多官
能（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレートなどを用いることができる。第
２の硬化塗膜用の樹脂組成物は、溶剤を含んでいても良い。第２の硬化塗膜用の樹脂組成
物としては、上記以外に、例えば、ＰＭＭＡ（メチルメタクリレートの重合物）、ＰＥＴ
ＩＡ（ペンタエリスリトールトリアクリレート）、ＴＭＰＴＡ（トリメチロールプロパン
トリアクリレート）、ＥＢ３７００（エポキシアクリレート）なども用いることができる
。
【００８３】
　第２の硬化塗膜は、上記金属蒸着層上に塗布硬化させて形成する。好ましくは、第２の
硬化塗膜用樹脂組成物を上記金属蒸着層上に塗布した後、その上に上記第２の基材を圧着
させながら貼り付け、第２の基材越しに熱又はＵＶ等の光を印加して、第２の硬化塗膜を
硬化させることができる。第２の硬化塗膜の粘着力が高い場合には、圧着するのみで熱又
はＵＶ等の光を印加しなくてもよい。
【００８４】
　上記本発明の他の積層体は、包装、特に電磁波シールドフィルム、窓ガラス用遮熱シー
トなどとすることができる。
【実施例】
【００８５】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
より何ら限定されるものではない。
【００８６】
　以下に、実施例または比較例で用いたウレタン（メタ）アクリレートの合成例及び配合
例について説明する。
【００８７】
　合成例で用いたポリエステルポリオール
Ｐ－１０４１：ＭＰＤ－シクロヘキサンジカルボン酸系ポリエステルポリオール　（クラ
レ株式会社製、分子量１００２、水酸基価１１１．７ｍｇＫＯＨ／ｇ）
ＭＰＤは３－メチル－ペンタンジオールの略語
Ｐ－２０４１：ＭＰＤ－シクロヘキサンジカルボン酸系ポリエステルポリオール　（クラ
レ株式会社製、分子量２００７、水酸基価５５．８ｍｇＫＯＨ／ｇ）
Ｐ－１０２０：ＭＰＤ－テレフタル酸系ポリエステルポリオール　（クラレ株式会社製、
分子量１０１６、水酸基価１１０．２ｍｇＫＯＨ／ｇ）
Ｐ－１０１０：ＭＰＤ－アジピン酸系ポリエステルポリオール　（クラレ株式会社製、分
子量９９４、水酸基価１１２．７ｍｇＫＯＨ／ｇ）
Ｐ－５１０：ＭＰＤ－アジピン酸系ポリエステルポリオール　（クラレ株式会社製、分子
量４９３、水酸基価２２７．３ｍｇＫＯＨ／ｇ）
【００８８】
　＜合成例１／ＵＡ－１の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（１８
５ｇ）、ジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する
添加量）、酢酸ｎブチル（２００ｇ）を充填し、内温を７０℃にした後、Ｐ－１０４１（
４１４ｇ）を２時間かけて滴下した。滴下終了後、２時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度が変
化しなくなったことを確認後、ヒドロキシエチルアクリレート（１００ｇ）、酢酸ｎブチ
ル（１００ｇ）、ハイドロキノンモノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンア
クリレートに対する添加量）、及びジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレ
タンアクリレートに対する添加量）の混合液を１時間かけて滴下し、更に４時間反応させ
た。ＮＣＯ濃度が０．１重量％以下になったことを確認して反応を終了させ、活性エネル
ギー線硬化性ウレタンアクリレート（ＵＡ－１）を得た。（ＵＡ－１）の固形分は８２重
量％であった。
【００８９】
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　なお、ＮＣＯ濃度は以下のように測定した。
（ブランク値の測定）１５ｍＬのＴＨＦにジブチルアミンのＴＨＦ溶液（０．１Ｎ）、１
５ｍＬを加え、更にブロモフェノールブルー（１％メタノール希釈液）を３滴加えて加え
て青色に着色させた後、規定度が０．１ＮであるＨＣｌ水溶液を変色がみられるまで滴下
した。このＨＣｌ水溶液の滴定量をブランク値（ｍＬ）とした。
【００９０】
　（実測ＮＣＯ濃度の測定）
　計量された反応溶液［サンプル量（ｇ）］を１５ｍＬのＴＨＦに溶解させ、ジブチルア
ミンのＴＨＦ溶液（０．１Ｎ）を１５ｍＬ加えた。溶液化したことを確認した後、ブロモ
フェノールブルー（１％メタノール希釈液）を３滴加えて青色に着色させた後、規定度が
０．１ＮであるＨＣｌ水溶液を変色がみられるまで滴下し、滴定量をＡ値（ｍＬ）とした
。得られた値を下記の式に当てはめＮＣＯ濃度を算出した。
　　　ＮＣＯ濃度＝（ブランク値－Ａ値）×１．００５×０．４２÷サンプル量（ｇ）
【００９１】
　＜合成例２／ＵＡ－２の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（６０
ｇ）と酢酸ｎブチル（８０ｇ）を充填し、内温を７０℃にした後、Ｐ－１０４１（１３３
ｇ）とジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添
加量）の混合液を２時間かけて滴下した。滴下終了後、２時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度
が変化しなくなったことを確認後、ペンタエリスリトールトリアクリレート（ダイセル・
サイテック株式会社製、ＰＥＴＩＡ）２００ｇ、酢酸ｎブチル（５０ｇ）、ハイドロキノ
ンモノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量）、
及びジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加
量）の混合液を１時間かけて滴下し、更に４時間反応させた。ＮＣＯ濃度が０．１重量％
以下になったことを確認して反応を終了させ、活性エネルギー線硬化性ウレタンアクリレ
ート（ＵＡ－２）を得た。（ＵＡ－２）の固形分は７３重量％であった。
【００９２】
　＜合成例３／ＵＡ－３の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（５８
ｇ）、酢酸ｎブチル（１００ｇ）、ジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレ
タンアクリレートに対する添加量）を充填し、内温を７０℃にした後、Ｐ－２０４１（２
６０ｇ）を３時間かけて滴下した。滴下終了後、４時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度が変化
しなくなったことを確認後、ヒドロキシエチルアクリレート（３２ｇ）、酢酸ｎブチル（
５０ｇ）、ハイドロキノンモノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレ
ートに対する添加量）、及びジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレタンア
クリレートに対する添加量）の混合液を１時間かけて滴下し、更に４時間反応させた。Ｎ
ＣＯ濃度が０．１重量％以下になったことを確認して反応を終了させ、活性エネルギー線
硬化性ウレタンアクリレート（ＵＡ－３）を得た。（ＵＡ－３）の固形分は７４重量％で
あった。
【００９３】
　＜合成例４／ＵＡ－４の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、ヘキサメチレンジイソシアネート（
７５ｇ）と酢酸ｎブチル（１００ｇ）を充填し、内温を５０℃にした後、Ｐ－１０４１（
２２０ｇ）及びジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに
対する添加量）の混合液を２時間かけて滴下した。更に４時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度
が変化しなくなったことを確認後、内温を７０℃にした後、ヒドロキシエチルアクリレー
ト（５４ｇ）、酢酸ｎブチル（５０ｇ）、及びハイドロキノンモノメチルエーテル８００
ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量）の混合液を１時間かけて滴下し
、更に４時間反応させた。ＮＣＯ濃度が０．１重量％以下になったことを確認して反応を
終了させ、活性エネルギー線硬化性ウレタンアクリレート（ＵＡ－４）を得た。（ＵＡ－
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４）の固形分は６９重量％であった。
【００９４】
　＜合成例５／ＵＡ－５の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、ヘキサメチレンジイソシアネート（
４２ｇ）と酢酸ｎブチル（１００ｇ）を充填し、内温を５０℃にした後、Ｐ－１０４１（
１２４ｇ）、ジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対
する添加量）の混合液を２時間かけて滴下した。滴下終了後、更に４時間反応させ、ＮＣ
Ｏ濃度が変化しなくなったことを確認後、内温を７０℃にした後、ペンタエリスリトール
トリアクリレート（ダイセル・サイテック株式会社製、ＰＥＴＩＡ）１８５ｇ、酢酸ｎブ
チル（５０ｇ）、及びハイドロキノンモノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタ
ンアクリレートに対する添加量）の混合液を１時間かけて滴下し、更に４時間反応させた
。ＮＣＯ濃度が０．１重量％以下になったことを確認して反応を終了させ、活性エネルギ
ー線硬化性ウレタンアクリレート（ＵＡ－５）を得た。（ＵＡ－５）の固形分は７２重量
％であった。
【００９５】
　＜比較合成例１／比較用ＵＡ－１の調製＞
　（ポリエステルポリオールの製造）
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに減圧用バキュームスターラーの付いた
脱水管を設置した。同フラスコに１，４－ＢＧ（１，４－ブタングリコール　８８ｇ，　
２２ｍｏｌ）、ＥＧ（エチレングリコール　５０ｇ，　１８ｍｏｌ）、アジピン酸（２５
８ｇ，　４０ｍｏｌ）、トリブチルチタンスズ１０００ｐｐｍ（得られるポリエステルに
対する添加量）をフラスコへ充填した。内温を１４０℃とし、１０時間かけて１６０℃ま
で昇温し、その後、内温を２００℃まで上げ、減圧しながら更に１５時間反応させた。
　酸価が０．５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることを確認後、反応を終了させ、目的とするポ
リエステルポリオールを得た。得られたポリエステルポリオールの水酸基価は２７．８ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ（分子量約５，０００）、水分量は０．０３重量％であった。
【００９６】
　（上記記載のポリエステルのウレタンアクリレート化）
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（１６
ｇ）と酢酸ｎブチル（６０ｇ）を充填し、内温を７０℃にした後、上記記載のポリエステ
ルを１７５ｇ、及びジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレー
トに対する添加量）の混合液を３時間かけて滴下した。滴下終了後、更に４時間反応させ
、ＮＣＯ濃度が変化しなくなったことを確認後、ヒドロキシエチルアクリレート（９ｇ）
、ハイドロキノンモノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対
する添加量）、及びジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレー
トに対する添加量）の混合液を３０分かけて滴下し、更に４時間反応させた。ＮＣＯ濃度
が０．１重量％以下になったことを確認して反応を終了させ、活性エネルギー線硬化性ウ
レタンアクリレート（比較用ＵＡ－１）を得た。（比較用ＵＡ－１）の固形分は８０重量
％であった。
【００９７】
　＜比較合成例２／比較用ＵＡ－２の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（７９
ｇ）、ジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添
加量）、酢酸ｎブチル（１３０ｇ）を充填し、内温を７０℃にした後、Ｐ－１０２０（１
７９ｇ）を３時間かけて滴下した。滴下終了後、２時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度が変化
しなくなったことを確認後、ヒドロキシエチルアクリレート（４３ｇ）、ハイドロキノン
モノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量）、及
びジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量
）の混合液を１時間かけて滴下し、更に５時間反応させた。ＮＣＯ濃度が０．１重量％以
下になったことを確認して反応を終了させ、活性エネルギー線硬化性ウレタンアクリレー
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ト（比較用ＵＡ－２）を得た。（比較用ＵＡ－２）の固形分は７４重量％であった。
【００９８】
　＜比較合成例３／比較用ＵＡ－３の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（９４
ｇ）、ジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添
加量）、酢酸ｎブチル（１００ｇ）を充填し、内温を７０℃にした後、Ｐ－１０１０（２
０６ｇ）を１時間かけて滴下した。滴下終了後、２時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度が変化
しなくなったことを確認後、ヒドロキシエチルアクリレート（５１ｇ）、ハイドロキノン
モノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量）、及
びジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量
）の混合液を１時間かけて滴下し、更に酢酸ｎブチル（２０ｇ）を投入後、５時間熟成反
応させた。ＮＣＯ濃度が０．１重量％以下になったことを確認して反応を終了させ、活性
エネルギー線硬化性ウレタンアクリレート（比較用ＵＡ－３）を得た。（比較用ＵＡ－３
）の固形分は８０重量％であった。
【００９９】
　＜比較合成例４／比較用ＵＡ－４の調製＞
　温度計、攪拌装置を備えたセパラブルフラスコに、イソホロンジイソシアネート（１３
２ｇ）、ジブチル錫ジラウレート１００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する
添加量）、酢酸ｎブチル（８０ｇ）を充填し、内温を７０℃にした後、Ｐ－５１０（１４
６ｇ）を１時間かけて滴下した。滴下終了後、２時間熟成反応させ、ＮＣＯ濃度が変化し
なくなったことを確認後、ヒドロキシエチルアクリレート（７２ｇ）、ハイドロキノンモ
ノメチルエーテル８００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量）、及び
ジブチル錫ジラウレート２００ｐｐｍ（得られるウレタンアクリレートに対する添加量）
の混合液を１時間かけて滴下し、５時間熟成反応させた。ＮＣＯ濃度が０．１重量％以下
になったことを確認して反応を終了させ、活性エネルギー線硬化性ウレタンアクリレート
（比較用ＵＡ－４）を得た。（比較用ＵＡ－４）の固形分は８１重量％であった。
【０１００】
　実施例、比較例の配合に使用した樹脂は以下の通りである。
（ＵＡ－１）：　　　　合成例１記載のシクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオ
ールから得られる活性エネルギー硬化性ウレタン（メタ）アクリレート
（ＵＡ－２）：　　　　合成例２記載のシクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオ
ールから得られる活性エネルギー硬化性ウレタン（メタ）アクリレート
（ＵＡ－３）：　　　　合成例３記載のシクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオ
ールから得られる活性エネルギー硬化性ウレタン（メタ）アクリレート
（ＵＡ－４）：　　　　合成例４記載のシクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオ
ールから得られる活性エネルギー硬化性ウレタン（メタ）アクリレート
（ＵＡ－５）：　　　　合成例５記載のシクロヘキサン骨格を有するポリエステルポリオ
ールから得られる活性エネルギー硬化性ウレタン（メタ）アクリレート
（比較用ＵＡ－１）：　比較合成例1記載の１，４－ＢＧ、ＥＧ、アジピン酸から得られ
たポリエステル骨格を有する活性エネルギー硬化性ウレタン（メタ）アクリレート。分子
量；約６０００
（比較用ＵＡ－２）：　比較合成例２記載のポリオールから得られた活性エネルギー硬化
性ウレタン（メタ）アクリレート
（比較用ＵＡ－３）：　比較合成例３記載のポリオールから得られた活性エネルギー硬化
性ウレタン（メタ）アクリレート
（比較用ＵＡ－４）：　比較合成例４記載のポリオールから得られた活性エネルギー硬化
性ウレタン（メタ）アクリレート
【０１０１】
　（Ｅ－１）ＰＥＴＩＡ；ダイセル・サイテック株式会社製　活性エネルギー硬化性多官
能モノマー（ペンタエリスリトールトリアクリレート）
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（Ｅ－２）ＴＭＰＴＡ；ダイセル・サイテック株式会社製　活性エネルギー硬化性多官能
モノマー（トリメチロールプロパントリアクリレート）
（Ｆ－１）ＥＢ３７００；ダイセル・サイテック株式会社製　活性エネルギー硬化性ビス
フェノールＡ型エポキシアクリレート
（Ｆ－２）ＥＢ３７０１；ダイセル・サイテック株式会社製　活性エネルギー硬化性変性
エポキシアクリレート
（Ｇ）Ｉｒｇ１８４；チバスペシャリティケミカルズ株式会社製　光重合開始剤
【０１０２】
　実施例１～１５、比較例１～１４
　実施例１～１５及び比較例１～１４の配合に関し、２０ｍＬの褐色ビンを用意し、下記
表１～５に示す成分を表に示す量配合し、全量が１５ｇ程度になるように調整した。配合
、攪拌、脱泡は全て室温で、公知の方法を用いて行い、実施例１～１５の樹脂組成物１～
１５、及び比較例１～１４の樹脂組成物Ｃ１～Ｃ１４を得た。
【０１０３】
　実施例、比較例で得られた樹脂組成物１～１５、及びＣ１～Ｃ１４を以下に記載した試
験条件にて評価した。
【０１０４】
　実施例および比較例で得られた樹脂組成物を、ＰＣまたはＡＢＳ製のプラスチック板（
日本テストパネル製、厚さ１ｍｍ）の表面に、バーコーターを用いて塗布（塗布厚み１０
μｍ）した後、８０℃／１０分乾燥し、溶剤を除去した後、高圧水銀灯（アイグラフィッ
クス株式会社社製）を用いて、下記の条件で紫外線照射を行い、樹脂組成物硬化物層を有
するプラスチック板を得た。
【０１０５】
　＜塗工条件＞
塗工；バーコーター使用
乾燥；オーブン中で８０℃、１０分間
膜厚；乾燥後３～１５μｍ
【０１０６】
　＜紫外線照射条件＞
照射強度　　　：　１２０Ｗ／ｃｍ
照射距離　　　：　１０ｃｍ
コンベア速度　：　５ｍ／分
照射回数　　　：　２回
【０１０７】
　＜金属蒸着条件＞
　金属蒸着は以下のようにして行った。金属としては、スズ及びアルミを使用した。
蒸着用機械としてアルバック機工株式会社製　高真空蒸着装置　ＶＰＣ－１１００特を使
用した。
　以下に手順を示す：
　蒸着を施すアンダーコートされた基材表面をエアーブラシにより洗浄し、表面の塵、埃
を除去した。加熱位置であるタングステンボードに金属を載せた。スズなら５０ｍｇ程度
、アルミの場合は１００ｍｇをタングステンボードへ載せた。
　基材をセッティング後、圧力を７×１０-3Ｐａまで下げ、真空状態に近づいたところで
、タングステンボードを加熱し、蒸着を施した。
　本発明の実施例では金属蒸着層の厚みが３０ｎｍ付近となるように金属量を調整した。
【０１０８】
　＜トップコート＞
　上記金属蒸着層にトップコート用組成物を塗布硬化させてトップコート層を形成し、試
験板とした。トップコートについては蒸着済み基材を用いる以外、アンダーコートと同様
の塗布硬化方法を採用した。
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　トップコート用組成物の配合（数値は重量部を示す）
　ＰＭＭＡ　　　１８
　ＰＥＴＩＡ　　３５
　ＴＭＰＴＡ　　２５
　ＥＢ３７００　　２
　ＥＢ１６８　　　１
　Ｉｒｇ１８４　　２
　酢酸ブチル　　５０
【０１１０】
　［物性の測定方法ならびに効果の評価方法］
　以下に、本願で用いた測定方法および効果の評価方法を示す。
【０１１１】
　＜密着性試験＞
　各実施例、比較例で得られた組成物を、バーコーターを用いて上記方法により塗布硬化
して、硬化皮膜を作成した。硬化塗膜の表面に１ｍｍ間隔で縦横に切れ込みを入れ、１ｍ
ｍ2の碁盤目を１００個作り、その上にセロテープ（登録商標）を貼り付け一気に引き剥
がし、剥離した碁盤目を数えた。評価基準は以下の通りである。
　　　○（密着性良好）：剥離なし、
　　　×（密着性不良）：剥離数１～１００個。
【０１１２】
　＜環境試験＞
　エスペック株式会社製　小型環境試験器、ＳＨ－６４１を用い、温度６５℃且つ湿度９
５％の条件で５００時間、試験板を保管した。
【０１１３】
　＜塗膜外観＞
　組成物をプラスチック板の表面に塗工、硬化後、目視にて、変色のないものを「合格」
とした。
　何らかの色相変化を確認した場合、「不合格」とした。
【０１１４】
　＜湿熱環境下のΔ全光線透過率＞
　上記の環境試験前後の試験板について全光線透過率を測定し、環境試験前後の全光線透
過率の変化を記録した。全光線透過率の測定は日本電色工業株式会社製　濁度計、ＮＤＨ
２０００を用い、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１（プラスチック透明材料の全光線透過率の試験
方法）に準拠して行った。湿熱環境に置く前の積層体（試験板）の全光線透過率をαとし
、積層体（試験板）を温度６５℃且つ湿度９５％の条件で５００時間保管した後の全光線
透過率をβとして、以下の式から求められる数値を求めた。
　　　　　Δ全光線透過率　＝　β　―　α
　全光線透過率の増加（Δ全光線透過率）が５未満であれば；◎
　全光線透過率の増加（Δ全光線透過率）が５以上２０未満であれば；○
　全光線透過率の増加（Δ全光線透過率）が２０以上であれば；×
と評価した。
　なお、未測定のものは、下記表において「－」で示した。
【０１１５】
　試験結果を下記表１～５に示す。
【０１１６】
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【表１】

【０１１７】
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【表２】

【０１１８】
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【表３】

【０１１９】
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【表４】

【０１２０】
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【表５】

【０１２１】
　表１－３の実施例１～１５に示したように、本発明の、脂環式骨格を有するポリオール
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から得られるウレタン（メタ）アクリレートを含む金属蒸着向けアンダーコート用樹脂組
成物は、金属蒸着のアンダーコートとして使用した場合、プラスチック基材への密着性も
高く、Ｓｎ蒸着後の外観も良く、トップコート塗工後の外観も良く、さらに耐湿熱性環境
試験後のΔ全光線透過率も低い、優れた性能を示すことがわかった。
【０１２２】
　一方、比較例１－４に示したように、本発明の脂環式骨格を有するポリオールでなく、
例えば、下記の式（２）の骨格を有するポリオールから得られるウレタン（メタ）アクリ
レートを含む硬化性組成物は、金属蒸着のアンダーコートとして使用した場合、プラスチ
ックへの密着性は高いが、Ｓｎ蒸着後の外観が悪く、トップコート塗工後の外観も悪く、
また、これらを満足しても、環境試験後のΔ全光線透過率が高い。
【０１２３】
【化３】

【０１２４】
　また、脂環式骨格を有するポリオールでない比較例５～１４に示したポリエステルポリ
オールから得られる活性エネルギー線硬化性ウレタン（メタ）アクリレートはプラスチッ
ク基材への密着性を悪化させる結果を導いた。
【０１２５】
　実施例１６～１９、比較例１５～１８
　下記表６、７の「第１層」に示したＰＥＴ又はＰＣのプラスチック板（日本テストパネ
ル製、厚さ１ｍｍ）の表面に、「第２層」に示した樹脂組成物を、実施例１と同じ操作に
より、塗布、乾燥、硬化させ、樹脂組成物硬化物層を有するプラスチック板を得た。
　次いで、前記「第２層」の表面に、実施例１と同じ操作を行い、金属蒸着を行い、「第
３層」に示した金属蒸着層を設けた。
　その後、実施例１と同じくＳｎ蒸着後の外観観察を行ない、白化、曇りなどの外観不良
が無いことを確認した。
【０１２６】
　次いで、「第３層」の金属蒸着層の表面に、「第４層」に示した樹脂組成物を、バーコ
ーターを用いて塗布（塗布厚み１０μｍ）した後、８０℃／１０分乾燥し、溶剤を除去し
た。
　更に「第５層」に示した、ガラス板（松浪硝子工業製、厚さ１ｍｍ）、ＰＥＴ又はＰＣ
製の透明プラスチック板（日本テストパネル製、厚さ１ｍｍ）を被せ、圧着圧力６ｋｇｆ
／ｃｍ2（５８．８×１０４Ｎ／ｍ2）で１５秒間押さえつけた後、「第５層」の板越しに
照射量が５，０００ｍＪ／ｃｍ2になるように紫外線照射を行い、５層構造の積層体を作
製した。
【０１２７】
　得られた５層構造の積層体について、実施例１と同じ操作を行い、環境試験５００時間
後のΔ全光線透過率を測定した。結果を表６、７に記載した。
【０１２８】
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【表６】

【０１２９】
【表７】

【符号の説明】
【０１３０】
１　　　　積層体
１１　　　基材
１２　　　硬化塗膜
１３　　　金属蒸着層
１４　　　トップコート層
２　　　　他の積層体
２１　　　第１の基材
２２　　　第１の硬化塗膜
２３　　　金属蒸着層
２４　　　第２の硬化塗膜
２５　　　第２の基材
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