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(57)【要約】
充填剤組成物を調製するための２工程法であって、前記充填剤組成物はナノコンポジット
ポリマーを調製するために有用である。第１工程は、分散液を形成するために水を含む液
体中に水分散性充填剤材料を分散させる工程である。第２工程は、前記充填剤組成物を形
成するために前記液体の水の少なくとも一部分を有機溶媒と置換する工程であって、前記
充填剤組成物の液体の水濃度は６重量％未満であり、前記充填剤の少なくとも１つの寸法
の平均サイズは前記第１工程の分散液の代表的なフリーズドライサンプルの透過型電子顕
微鏡による検査で２００ｎｍ未満である工程である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充填剤組成物を調製するための方法であって、前記充填剤組成物はナノコンポジットポ
リマーを調製するために有用であり、（ａ）分散液を形成するために水を含む液体中に水
分散性充填剤材料を分散させる工程と；（ｂ）前記液体の水濃度が前記充填剤組成物を形
成するために６重量％未満であり、前記充填剤材料の少なくとも１つの寸法の平均サイズ
が、前記分散させる工程（ａ）の代表的なフリーズドライサンプルの透過型電子顕微鏡に
よる検査で２００ｎｍ未満であるように、前記液体の水の少なくとも一部分を有機溶媒と
置換する工程と、を含む方法。
【請求項２】
　前記水分散性充填剤材料は、カチオン交換層状材料であり、前記カチオン交換層状材料
のカチオン交換容量は、有機カチオンと２０％未満交換される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カチオン交換層状材料は、天然もしくは合成のベントナイト、モンモリロナイト、
ヘクトライト、フルオロヘクトライト、サポナイト、スティーブンサイト、ノントロナイ
ト、ソーコナイト、グラウコナイト、バーミキュライト、クロライト、マイカ、ヒドロマ
イカ、ムスコバイト、ビオタイト、フロゴパイト、イライト、タルク、ピロフィリト、セ
ピオライト、アタプルガイト、パリゴルスカイト、ベルチェリン、セルペンチン、カオリ
ナイト、ディッカイト、ナクライト、ハロイサイト、アロフェン、イモゴライト、ヒドロ
タルサイト、パイロオーライト、カルサイト、ウォラストナイト及びそれらの混合物から
なる群より選択される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記水分散性充填剤材料は、カチオン交換層状材料であり、前記カチオン交換層状材料
のカチオン交換容量は、有機カチオンを本質的に含んでいない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記カチオン交換層状材料は、天然もしくは合成のベントナイト、モンモリロナイト、
ヘクトライト、フルオロヘクトライト、サポナイト、スティーブンサイト、ノントロナイ
ト、ソーコナイト、グラウコナイト、バーミキュライト、クロライト、マイカ、ヒドロマ
イカ、ムスコバイト、ビオタイト、フロゴパイト、イライト、タルク、ピロフィリト、セ
ピオライト、アタプルガイト、パリゴルスカイト、ベルチェリン、セルペンチン、カオリ
ナイト、ディッカイト、ナクライト、ハロイサイト、アロフェン、イモゴライト、ヒドロ
タルサイト、パイロオーライト、カルサイト、ウォラストナイト及びそれらの混合物から
なる群より選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記液体の水濃度は、３重量％未満である、請求項１から５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項７】
　前記液体の水濃度は、１重量％未満である、請求項１から５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項８】
　前記液体の水濃度は、０．５重量％未満である、請求項１から５のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記液体の水濃度は、０．１重量％未満である、請求項１から５のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　ナノコンポジットポリマーを調製するための方法であって、前記ポリマーの代表的なサ
ンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満である充填剤の少なくとも１つの
寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するポリマーを製造するために、請求項１から９
のいずれか一項に記載の前記充填剤組成物を１つ又はそれ以上のポリマー、ポリマー成分
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、モノマーもしくはプレポリマーと混合する工程による方法。
【請求項１１】
　前記モノマーはエポキシ樹脂を含み、前記充填剤組成物は混合物を形成するために前記
エポキシ樹脂と混合され、混合物は次に有機溶媒を除去するために液化され、次にエポキ
シナノコンポジットポリマーを製造するために硬化される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　エポキシナノコンポジットポリマーを製造するために有用なエポキシ樹脂組成物であっ
て、前記エポキシ樹脂組成物は、（ａ）エポキシ樹脂混合物を形成するためにエポキシ樹
脂を請求項１から９のいずれか一項に記載の充填剤組成物と混合する工程と；（ｂ）前記
エポキシ樹脂組成物を形成するために前記エポキシ樹脂混合物から有機溶媒を除去する工
程と、によって作製されるエポキシ樹脂組成物。
【請求項１３】
　（ａ）未硬化エポキシナノコンポジットポリマーを形成するためにエポキシ樹脂硬化剤
を請求項１２に記載の前記エポキシ樹脂組成物と混合する工程と；（ｂ）前記エポキシナ
ノコンポジットポリマーの代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ
未満である前記充填剤の少なくとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するエ
ポキシナノコンポジットポリマーを形成するために前記未硬化エポキシナノコンポジット
ポリマーを硬化させる工程と、によって製造される硬化エポキシナノコンポジットポリマ
ー。
【請求項１４】
　前記ポリマーの代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満であ
る充填剤の少なくとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するポリマーを製造
するために、請求項１から９のいずれか一項に記載の前記充填剤組成物を１つ又はそれ以
上のポリマー、ポリマー成分、モノマーもしくはプレポリマーと混合する工程によって製
造されるナノコンポジットポリマー。
【請求項１５】
　前記ポリマーは、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、エ
ポキシ、スチレンポリマー、ポリウレタン、ポリ（アルキル）アクリレート、ポリアセタ
ール、ポリスルフィド、ポリスルホン、ポリエーテル、ポリアリールエーテル、ポリケト
ン、ポリアリールケトン、ポリイミド、ポリ（ビニルハライド）、ポリ（ビニリデンハラ
イド）、ポリ（テトラフルオロエチレン）、ポリシロキサン、シアネートポリマー、マレ
イミドポリマー、ビニルエステル樹脂ポリマー、及びそれらの混合物のポリマーおよびコ
ポリマーからなる群より選択される、請求項１４に記載のナノコンポジットポリマー。
【請求項１６】
　（ａ）エポキシ樹脂を請求項１から９のいずれか一項に記載の充填剤組成物と混合する
工程と；（ｂ）硬化剤及び任意で触媒、促進剤、及び加工処理添加物を混合する工程と；
（ｃ）前記混合物を基質へ適用する工程と；（ｄ）前記溶媒を蒸発させ、前記エポキシ樹
脂を硬化させる工程；及び任意で工程（ａ）及び（ｂ）の後に有機溶媒を交換及び／又は
添加する工程と、によって製造されるエポキシナノコンポジットコーティング。
【請求項１７】
　前記充填剤組成物のゲルを形成するために前記充填剤組成物から液体を除去する工程を
さらに含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１から９及び１７のいずれか一項に記載の方法によって作製された充填剤組成物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノコンポジットポリマーの分野にある。より詳細には、本発明は、ナノコ
ンポジットポリマーを製造するために有用な組成物及びそのような組成物を調製する方法
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の分野にある。
【背景技術】
【０００２】
　層間剥離もしくは剥離したカチオン交換層状材料（例えば、層間剥離した２：１の層状
シリケートクレー）は、ポリマー系内の強化充填剤として使用できる。そのようなポリマ
ー系は、充填剤の少なくとも１つの寸法が２００ｎｍ未満である場合に「ナノコンポジッ
ト」として公知である。ナノコンポジットポリマーは、一般には従来の充填ポリマーに対
して強化された機械的特性を有している。例えば、ナノコンポジットポリマーは、増加し
た弾性率、より低い密度、改良された透明度、より低い熱膨張係数、及び一部の場合には
増加した衝撃靱性、つまり従来の充填剤、例えばタルクなどを使用して通常は入手できな
い機械的特性の組み合わせの両方を提供できる。
【０００３】
　カチオン交換層状材料充填剤を有するナノコンポジットポリマーの透過型電子顕微鏡写
真は、典型的には、ポリマーマトリックス内における多層単位（例えば、１単位当たり１
から５層）のカチオン交換層状材料の分散を示す。しかし、一般には、カチオン交換層状
材料の高い層間剥離度を達成するのが望ましい。理想的には、そのような層間剥離度は単
層単位のカチオン交換層状材料しか存在しないほど高度である。カチオン交換層状材料が
十分に層間剥離していない場合は、ポリマーコンポジットの機械的特性の改良は、通例は
、従来のミクロンサイズの充填剤がポリマー内に分散させられる場合より良好ではない。
【０００４】
　カチオン交換層状材料は、カチオン交換層状材料がポリマーとブレンドされる前に、カ
チオン交換層状材料の層間剥離を促進するための「挿入剤（intercalation agent）」と
して有機カチオン（通常は「オニウム」）を用いて処理されることが多い（例えば、米国
特許第５，９７３，０５３号を参照されたい）。しかし、そのような挿入剤の使用は、ナ
ノコンポジットポリマーのコストを増加させ、ポリマーのための可塑剤として機能し、そ
れにより前記ナノコンポジットポリマーの強度、耐熱性及び安定性を制限する可能性があ
る。そこでそのような挿入剤の使用を排除し、それでもなおカチオン交換層状材料の十分
な層間剥離度を維持しながら、より優れたバランスの取れた物理的特性の改良点を有する
低コストナノコンポジットポリマーを製造できれば、それはナノコンポジットポリマーの
分野における進歩である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，９７３，０５３号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の問題に対する解決策を提供する。本発明は、強靱性もしくはガラス転
移温度の減少を伴わずに増加した曲げ弾性率を有するナノコンポジットポリマーを製造す
るために有用な、挿入剤を含まない充填剤組成物を提供する。一実施形態では、本発明は
、ナノコンポジットポリマーを調製するために有用な充填剤組成物を調製するための方法
であって、（ａ）分散液を形成するために水を含む液体中に水分散性充填剤材料を分散さ
せる工程と；（ｂ）前記液体の水濃度が前記充填剤組成物を形成するために６重量％未満
であり、前記充填剤の少なくとも１つの寸法の平均サイズが前記分散させる工程（ａ）の
代表的なフリーズドライサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満である
ように前記液体の水の少なくとも一部分を有機溶媒と置換する工程と、を含む方法を提供
する。
【０００７】
　また別の実施形態では、本発明はナノコンポジットポリマーを調製するための方法であ
って、前記ポリマーの代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満
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である充填剤の少なくとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するポリマーを
製造するために、本発明の充填剤組成物を１つ又はそれ以上のポリマー、ポリマー成分、
モノマーもしくはプレポリマーと混合する工程による方法である。
【０００８】
　また別の実施形態では、本発明は、エポキシナノコンポジットポリマーを製造するため
に有用なエポキシ樹脂組成物であって、前記エポキシ樹脂組成物は、（ａ）エポキシ樹脂
混合物を形成するためにエポキシ樹脂を本発明の充填剤組成物と混合する工程と；（ｂ）
前記エポキシ樹脂組成物を形成するために前記エポキシ樹脂混合物から有機溶媒の大部分
を除去する工程と、によって作製されたエポキシ樹脂組成物である。
【０００９】
　さらにまた別の実施形態では、本発明は、エポキシナノコンポジットポリマーであって
、（ａ）未硬化エポキシナノコンポジットポリマーを形成するためにエポキシ樹脂硬化剤
を前記エポキシ樹脂組成物と混合する工程と；（ｂ）前記エポキシナノコンポジットポリ
マーの代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満である前記充填
剤の少なくとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するエポキシナノコンポジ
ットポリマーを形成するために前記未硬化エポキシナノコンポジットポリマーを硬化させ
る工程と、によって製造されたエポキシナノコンポジットポリマーである。
【００１０】
　また別の実施形態では、本発明は、ナノコンポジットポリマーであって、前記ポリマー
の代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満である充填剤の少な
くとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するポリマーを製造するために、本
発明の充填剤組成物を１つ又はそれ以上のポリマー、ポリマー成分、モノマーもしくはプ
レポリマーと混合する工程によって製造されたナノコンポジットポリマーである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本発明の組成物を用いて製造されたエポキシナノコンポジットの透過型電子顕
微鏡写真である。
【図１Ｂ】図１Ａのナノコンポジットのより高倍率での透過型電子顕微鏡写真である。
【図２】先行技術エポキシナノコンポジットの透過電子顕微鏡写真である。
【図３】１１０℃で乾燥させたｎ－ＭＭＴ、ｎ－ＭＭＴ、１１０℃で乾燥させたｇ－ＭＭ
Ｔ、ｇ－ＭＭＴ及び純粋ＭＭＴについてのＸ線回折パターンを示す図である。
【図４】エポキシ／ｎ－ＭＭＴ、エポキシ／ｄ－ＭＭＴ、エポキシ硬化剤ＤＤＳと混合し
たＭＭＴ及び純粋ＭＭＴについてのＸ線回折パターンを示す図である。
【図５】純エポキシ、エポキシ／ｄ－ＭＭＴ及びエポキシ／ｎ－ＭＭＴについての動的機
械的分析スキャンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　一実施形態では、本発明は、充填剤組成物を調製するための方法であって、前記充填剤
組成物はナノコンポジットポリマーを調製するために有用であり、（ａ）分散液を形成す
るために水を含む液体中に水分散性充填剤材料を分散させる工程と；（ｂ）前記液体の水
濃度が前記充填剤組成物を形成するために６重量％未満であり、前記充填剤材料の少なく
とも１つの寸法の平均サイズが前記分散させる工程（ａ）の代表的なフリーズドライサン
プルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満であるように前記液体の水の少なく
とも一部分を有機溶媒と置換する工程と、を含む方法である。水分散性充填剤材料は、様
々な組成及び形態の高アスペクト比の粒子（プレート、シート、繊維、及びリボン）、中
アスペクト比の粒子及び低アスペクト比の粒子（砂様もしくは形状が球状）を含むことが
できる。本発明の骨子は、分散液を形成するために水（及びしばしば水だけ）を含有する
液体中に水分散性充填剤材料を分散させる工程と、次に前記水の大部分を有機溶媒と置換
する工程とによる、好ましくは親水性の無機コロイドからナノコンポジットポリマーを調
製するために使用できる組成物への変換である。例えば、そしてそれに限定することなく
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、水分散性充填剤材料の水分散液の水分散性充填剤材料の濃度は遠心分離によって増加さ
せることができ、次に本発明の充填剤組成物を形成するために前記濃縮した水分散性充填
剤材料に水混和性有機溶媒を加えることができる。好ましくは、このように形成された充
填剤組成物の水濃度は、より多くの有機溶媒（最初に加えられる有機溶媒と同様に水混和
性であっても水混和性でなくてもよい）を添加することによって、その後に、それにより
減少した水濃度を有する充填剤組成物を製造するために、例えば、それに限定することな
く、遠心分離による充填剤材料の濃縮によってさらに減少させられる。さらにより低い水
濃度を有する充填剤組成物は、先行文の作業を１回又は複数回繰り返すことによって調製
できる。高度に好ましい充填剤材料は、カチオン交換層状材料であるが、このときカチオ
ン交換層状材料のカチオン交換容量は有機カチオンと２０％未満しか交換されていない（
より好ましくは、カチオン交換層状材料のカチオン交換容量は、本質的に有機カチオンを
含んでいない）。
【００１３】
　水分散性充填剤材料は、それらに限定することなく、天然もしくは合成のベントナイト
、モンモリロナイト、ヘクトライト、フルオロヘクトライト、サポナイト、スティーブン
サイト、ノントロナイト、ソーコナイト（sauconite）、グラウコナイト、バーミキュラ
イト、クロライト、マイカ、ハイドロマイカ、ムスコバイト、ビオタイト、フロゴパイテ
、イライト、タルク、ピロフィライト、セピオライト、アタプルガイト、パリゴルスカイ
ト、ベルチェリン、セルペンチン、カオリナイト、ディッカイト、ナクライト、ハロイサ
イト、アロフェン、ヒドロタルシト、パイロオーライト、カルサイト、ウォラストナイト
、様々なコロイド状ボレート、シリケート、アルミネート、ホスフェート、スルフェート
、スルファイド及びハロイド、ならびに例えば、それらに限定することなく、ナトリウム
シリケートもしくはナトリウムシリケート溶液（及び混合液）へ酸を加える工程、もしく
は金属塩溶液に塩基を加える工程、又は金属アルコキシドを加水分解する工程によって作
製される様々な合成ゾル、コロイド、ゲル及びフュームからなる群より選択できる。
【００１４】
　水中の水分散性充填剤材料の分散液に最初に加えられる有機溶媒は、好ましくはあらゆ
る比率で水と混和性である。適切な有機溶媒の例には、それに限定することなく、アルコ
ール、ケトン、グリコール、エーテル、グリコールエーテル、グリム（グリコールジメチ
ルエーテル）、ブタンジオール、ヘキサンジオール、アミン、ポリエーテルポリアミン、
Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジエタノール
アミン、トリエタノールアミン、ポリグリコール及びそれらの混合物が含まれる。水は、
有機溶媒と水中の水分散性充填剤材料の分散液との混合液から、任意の適切な方法、例え
ばそれらに限定することなく、蒸留、遠心分離、濾過、透析及び蒸発などの任意の方法に
よって除去することができる。
【００１５】
　上記で考察したように、層間剥離もしくは剥離したカチオン交換層状材料（例えば、層
間剥離した２：１の層状シリケートクレー）は、ポリマー系内の強化充填剤として使用で
きることは公知である。そのようなポリマー系は、層間剥離したカチオン交換層状材料の
少なくとも１つの寸法が２００ｎｍ未満である場合に「ナノコンポジット」として公知で
ある。典型的には、ナノコンポジットポリマーの透過型電子顕微鏡検査は、層間剥離した
カチオン交換層状材料の小数層もしくは単層をほとんど示さず、むしろほとんどが多層の
積層カチオン交換層状材料を示す。それでもなお、そのようなナノコンポジットポリマー
は、一般には従来の充填ポリマーに対して強化された機械的特性を有している。例えば、
そのようなナノコンポジットポリマーは、増加した弾性率と増加した衝撃靱性の両方を提
供できるが、これは従来のサイズの充填剤を用いた場合に通常入手されない機械的特性の
組み合わせである。ナノコンポジットポリマーの充填剤は通常はカチオン交換層状材料で
あるが、上記で考察したように、充填剤が水分散性であり、そして充填剤の少なくとも１
つの寸法の平均値が２００ｎｍ未満である限り、本発明において任意の充填剤を使用でき
ることを理解されたい。
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【００１６】
　用語「カチオン交換層状材料」は、層状のオキシド、スルフィド及びオキシハライド、
層状のシリケート（例えば、マガディアイト（Magadiite）及びケニヤアイト（kenyaite
）など）、層状の２：１シリケート（例えば、天然及び合成のスメクタイト、ホルマイト
、バーミキュライト、イライト、マイカ、及びクロライト）を意味する。カチオン交換層
状材料は、それがポリマーとブレンドされた場合にカチオン交換層状材料の層間剥離を促
進するために有機カチオン（通常は「オニウム」）を用いて処理されることが多い（例え
ば、米国特許第５，９７３，０５３号明細書を参照されたい）。従来は、層状材料は、「
十分に交換」もしくは「過剰交換」されている、すなわち層状材料の交換可能なカチオン
は本質的にオニウムイオンと十分に置換されている、又は層状材料の交換可能なカチオン
は本質的にオニウムイオンと十分に置換されてその材料は追加のオニウムイオンを含有し
ている。そのようなオニウムイオンの挿入剤としての使用はナノコンポジットポリマーの
コストを増加させ、それら挿入剤はポリマーのための可塑剤として機能し、それにより前
記ナノコンポジットポリマーの強度、耐熱性及び安定性を限定する場合がある。従って、
そのような挿入剤の使用を排除できれば、それはナノコンポジットポリマーの分野におけ
る前進である。
【００１７】
　カチオン交換層状材料のカチオン交換容量とは、１組のカチオン（典型的には無機イオ
ン、例えばナトリウム、カルシウムもしくは水素）とまた別の組のカチオン（無機もしく
は有機のいずれか）と交換する能力を表現している。カチオン交換容量は、数種の公知の
方法によって測定することができ、それらの大部分は実際に交換反応を実施し、製品を交
換イオン各々の存在について分析する。従って、交換の化学量論は、モル％ベースで決定
できる。様々なカチオン交換層状材料は、それらの個別構造及び単位セル組成に帰せられ
る相違するカチオン交換容量を有することが観察されている。
【００１８】
　用語「有機カチオン」は、少なくとも１つの炭化水素ラジカルを含有するカチオンを意
味している。有機カチオンの例には、それらに限定することなく、ホスホニウム、アルソ
ニウム、スルホニウム、オキソニウム、イミダゾリウム、ベンズイミダゾリウム、イミダ
ゾリニウム、プロトン化アミン、プロトン化アミンオキシド、プロトン化ベタイン、アン
モニウム、ピリジニウム、アニリニウム、ピロリウム、ピペリジニウム、ピラゾリウム、
キノリニウム、イソキノリニウム、インドリウム、オキサゾリウム、ベンゾキサゾリウム
、及びキヌクリジニウムが含まれる。有機カチオンの典型的な例は、式Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４

Ｎ＋（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３もしくはＲ４のうちの少なくとも１つは、１０個又はそれ
以上の炭素原子を含有する）の第４級アンモニウム化合物である。用語「有機カチオン」
には、さらに例えば、それに限定することなく、プロトン化アミンもまた含まれるが、こ
れはカチオン交換層状材料と酸との接触、及びその後のアミンをプロトン化させるための
カチオン交換層状材料と有機アミンとの接触によって調製できる。
【００１９】
　また別の実施形態では、本発明は、ナノコンポジットポリマーを調製するための方法で
あって、前記ポリマーの代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未
満である充填剤の少なくとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するポリマー
を製造するために、本発明の充填剤組成物を１つ又はそれ以上のポリマー、ポリマー成分
、モノマーもしくはプレポリマーと混合する工程による方法である。例えば、それに限定
することなく、モノマーがエポキシ樹脂を含む場合は、充填剤組成物は充填剤組成物との
混合物を形成するためにエポキシ樹脂と混合することができ、その混合物は次に有機溶媒
を除去するために液化させ、次にエポキシナノコンポジットポリマーを製造するために硬
化させることができる（用語「液化（された）」は、有機溶媒の蒸発を含んでいる）。追
加の例として、及びそれに限定することなく、充填剤組成物は、充填剤組成物の有機溶媒
の大部分を除去するための追加の区域を有する押出機内で溶融熱可塑性ポリマーとブレン
ドすることができる。
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【００２０】
　関連実施形態では、本発明は、硬化エポキシナノコンポジットポリマーを製造するため
に有用なエポキシ樹脂組成物であって、前記エポキシ樹脂組成物は、（ａ）エポキシ樹脂
混合物を形成するためにエポキシ樹脂を本発明の充填剤組成物と混合する工程と；及び（
ｂ）前記エポキシ樹脂組成物を形成するために前記エポキシ樹脂混合物から有機溶媒を除
去する工程と、によって生成されるエポキシ樹脂組成物である。本発明による硬化エポキ
シナノコンポジットポリマーは、未硬化エポキシナノコンポジットポリマーを形成するた
めにエポキシ樹脂硬化剤を上述したエポキシ樹脂組成物と混合する工程と、それに続いて
エポキシナノコンポジットポリマーの代表的サンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２
００ｎｍ未満である充填剤の少なくとも１つの寸法の平均値を有する充填剤を含有するエ
ポキシナノコンポジットポリマーを形成するために未硬化エポキシナノコンポジットポリ
マーを硬化させる工程とによって製造できる。
【００２１】
　本発明のエポキシ樹脂組成物を調製するために使用するエポキシ樹脂成分は、ポリエポ
キシドである。本発明の実施において有用なポリエポキシド化合物は、適切には１分子に
付き１つ又はそれ以上の隣接エポキシ基、すなわち１分子に付き少なくとも１つの１，２
－エポキシ基を有する化合物である。
【００２２】
　一般に、ポリエポキシド化合物は、少なくとも１つの１，２－エポキシ基を有する、飽
和もしくは不飽和の脂肪族、脂環式、芳香族もしくは複素環式化合物である。ポリエポキ
シド化合物は、所望であれば、１つ又はそれ以上の非干渉置換基、例えばハロゲン原子、
ヒドロキシ基、エーテルラジカル、低級アルキルなどで置換されてもよい。
【００２３】
　本発明において有用なポリエポキシド化合物は、当分野において周知である。本発明の
実施において有用な、具体的なポリエポキシド化合物は、参照により本明細書に組み込ま
れるＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ社（ニューヨーク）によって１９６７年に発行されたHandbo
ok of epoxy Resins by H.E. Lee and K. Neville及び米国特許第４，０６６，６２８号
明細書に記載されている。
【００２４】
　本発明の実施において使用できる特に有用なポリエポキシド化合物は、以下の一般式、
【化１】

（式中、Ｒは置換もしくは未置換の芳香族、脂肪族、脂環式もしくは複素環式多価基であ
り、ｎは１から約８未満の平均値を有する）を有するポリエポキシドである。
【００２５】
　本発明において有用なエポキシ樹脂は、例えば、多価フェノール及び多価アルコールの
グリシジルポリエーテルを含んでいてもよい。本発明の例示として本発明において使用で
きる公知のエポキシ樹脂の例には、例えばレゾルシノール、カテコール、ヒドロキノン、
ビスフェノール、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＡＰ（１，１－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）－１－フェニルエタン）、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＫ、テトラブ
ロモビスフェノールＡ、フェノール－ホルムアルデヒドノボラック樹脂、アルキル置換フ
ェノール－ホルムアルデヒド樹脂、フェノール－ヒドロキシベンズアルデヒド樹脂、クレ
ゾール－ヒドロキシベンズアルデヒド樹脂、ジシクロペンタジエン－フェノール樹脂、ジ
シクロペンタジエン置換フェノール樹脂、テトラメチルビフェノール、テトラメチル－テ
トラブロモビフェノール、テトラメチルトリブロモビフェノール、テトラクロロビスフェ
ノールＡ及びそれらの任意の組み合わせのジグリシジルエーテルが含まれる。
【００２６】
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　本発明において特に有用なジエポキシドの例には、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）プロパン（一般にはビスフェノールＡと呼ばれる）のジグリシジルエーテル及び２
，２－ビス（３，５－ジブロモ－４－ヒドロキシフェニル）プロパン（一般にはテトラブ
ロモビフェノールＡと呼ばれる）のジグリシジルエーテルが含まれる。任意の２つ又はそ
れ以上のポリエポキシドの混合物もまた本発明の実施において使用できる。
【００２７】
　本発明の実施において使用できる他のジエポキシドには、二価フェノールのジグリシジ
ルエーテル、例えばそれらの全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５，２
４６，７５１号；第５，１１５，０７５号；第５，０８９，５８８号；第４，４８０，０
８２号及び第４，４３８，２５４号に記載されているもの、又はジカルボン酸のジグリシ
ジルエーテル、例えば米国特許第５，１７１，８２０号に記載されているものが含まれる
。その他の適切なジエポキシドには、例えばαω－ジグリシジルオキシイソプロピリデン
－ビスフェノール系エポキシ樹脂（商業的にはＤ．Ｅ．Ｒ．（登録商標）３００及び６０
０シリーズのエポキシ樹脂として公知である、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ社（ミシガン州ミッドランド）の製品）が含まれる。
【００２８】
　本発明の実施において使用できるエポキシ樹脂には、さらにまた二価フェノールのジグ
リシジルエーテルと二価フェノールとの反応、又は二価フェノールとエピクロロヒドリン
との反応のいずれかによって調製されるいわゆる「固体エポキシ樹脂」（タッフィー（ta
ffy）樹脂としても公知である）もまた含まれる。
【００２９】
　本発明において有用な、好ましいエポキシ樹脂には、例えば、ビスフェノールＡＡ；４
，４’－スルホニルジフェノール；４，４－オキシジフェノール；４，４’－ジヒドロキ
シベンゾフェノン；レゾルシノール；ヒドロキノン；９，９’－ビス（４－ヒドロキシフ
ェニル）フルオレン；４，４’－ジヒドロキシビフェニルもしくは４，４’－ジヒドロキ
シ－α－メチルスチルベンのジグリシジルエーテル及び上記で言及したジカルボン酸のジ
グリシジルエステルが含まれる。
【００３０】
　本発明の実施において使用できる、他の有用なエポキシド化合物は、脂環式エポキシド
である。脂環式エポキシドは、例えば、以下の一般式、
【化２】

（式中、Ｒは上記に規定したとおりであり、ｎは上記に規定したとおりである）によって
示される、炭素環内の２つの隣接原子に結合した１つのエポキシ酸素を有する飽和炭素環
からなる。
【００３１】
　脂環式エポキシドは、モノエポキシド、ジエポキシド、ポリエポキシド、又はそれらの
混合物であってもよい。例えば、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第３，６８
６，３５９号に記載された脂環式エポキシドはいずれも本発明において使用できる。例示
として、本発明に使用できる脂環式エポキシドには、例えば、（３，４－エポキシシクロ
ヘキシル－メチル）－３，４－エポキシ－シクロヘキサンカルボキシレート、ビス－（３
，４－エポキシシクロヘキシル）アジペート、ビニルシクロヘキセンモノオキシド及びそ
れらの混合物が含まれる。
【００３２】
　一般に、エポキシ樹脂は、２０，０００未満、好ましくは１０，０００未満、及びより
好ましくは８，０００未満の数平均分子量を有している。一般に、本発明において有用な
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エポキシ樹脂は、約２００から約２０，０００、好ましくは約２００から約１０，０００
、及びより好ましくは約２００から約８，０００の平均分子量を有する。
【００３３】
　エポキシ樹脂のエポキシド当量は、一般に約１００から約８，０００及びより好ましく
は約１００から約４，０００である。本明細書で使用する用語「エポキシド当量」は、ポ
リエポキシド分子の平均分子量を分子内に存在するオキシラン基の平均数で割ったものを
意味する。本発明において有用な、好ましいジエポキシドは、約１００から約４，０００
のエポキシ当量を有するエポキシ樹脂である。
【００３４】
　本発明において使用する最も好ましいエポキシ樹脂は、約３４０から約９００の平均分
子量及び約１７０から約５００のエポキシド当量を有する、２，２－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）プロパンのグリシジルポリエーテルである。特別に好ましいのは、約３４０
から約９００の平均分子量、約１７０から約５００のエポキシド当量を有し、さらに約０
．０１％から約１．０重量％又はそれ以上の鹸化可能な塩素を含有する、２，２－ビス（
４－ヒドロキシフェニル）プロパンのグリシジルポリエーテルである。
【００３５】
　一般に、エポキシ樹脂は、反応物質の重量に基づいて、約１重量％から約９９重量％、
より好ましくは約５重量％から約９５重量％、及び最も好ましくは約１０重量％から約９
０重量％の量で使用される。
【００３６】
　また別の実施形態では、本発明は、ナノコンポジットポリマーであって、前記ポリマー
の代表的なサンプルの透過型電子顕微鏡による検査で２００ｎｍ未満である充填剤の少な
くとも１つの寸法の平均サイズを有する充填剤を含有するポリマーを製造するために、本
発明の充填剤組成物を１つ又はそれ以上のポリマー、ポリマー成分、モノマーもしくはプ
レポリマーと混合する工程によって製造されたナノコンポジットポリマーである。それら
に限定することなく、ポリマーは、ポリオレフィンポリマー及びコポリマー、ポリアミド
ポリマー及びコポリマー、ポリエステルポリマー及びコポリマー、ポリカーボネートポリ
マー及びコポリマー、エポキシポリマー及びコポリマー、スチレンポリマー及びコポリマ
ー、ならびにそれらの混合物からなる群より選択することができる。
【００３７】
　本発明のエポキシ樹脂は、例えば、コーティング、インク、レジスト、接着剤、成形品
、コンポジット、ラミネート、鋳物、ポッティング、及びカプセル材料の調製において有
用である。
【実施例１】
【００３８】
　９２．６ｍｅｑ／１００ｇのカチオン交換容量を有する４ｇのモンモリロナイト（いわ
ゆる純粋ＭＭＴ）（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社（テキサス州ゴン
ザレス）製の商標Ｃｌｏｉｓｉｔｅ　Ｎａ）を一晩攪拌しながら４００ｇの水中に分散さ
せて第１分散液を生成する。この分散液を３時間にわたり４，４００重力で遠心分離して
ゲル状生成物（いわゆる「ｇ－ＭＭＴ」）を生成し、これを４００ｍＬのアセトンと混合
し、１時間にわたり超音波処理し、一晩混合して第２分散液を生成する。第２分散液を３
時間にわたり４，４００重力で遠心分離してゲル状生成物を生成し、これを４００ｍＬの
アセトンと混合し、１時間にわたり超音波処理し、一晩混合して第３分散液を生成する。
第３分散液を３時間にわたり４，４００重力で遠心分離してゲル状生成物（いわゆる「ｎ
－ＭＭＴ」）を生成し、これを４００ｍＬのアセトンと混合し、１時間にわたり超音波処
理し、一晩混合して本発明の充填剤組成物を生成する。
【実施例２】
【００３９】
　実施例１の充填剤組成物をエポキシ樹脂（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ
社（ミシガン州ミッドランド）製の商標ＤＥＲ　３３２の、ビスフェノールエポキシ樹脂
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のジグリシジルエーテル）と超音波混合して、エポキシ樹脂混合物を形成する。アセトン
の大部分をエポキシ樹脂混合物から９０℃で減圧蒸留することによって除去すると、本発
明のエポキシ樹脂組成物が生成される。
【実施例３】
【００４０】
　実施例２のエポキシ樹脂組成物を４，４’－ジアミノ－ジフェニルスルホン（ＤＤＳ）
硬化剤（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社、ウィスコンシン州ミルウォーキー）と混
合し、テストバー鋳型内に注入し、１８０℃で２時間にわたり硬化させ、その後に２時間
にわたり２２０℃で後硬化させると、４．５重量％のモンモリロナイトを含有する本発明
のエポキシナノコンポジット（いわゆる「エポキシ／ｎ－ＭＭＴ」）のテストバーが製造
される。図１Ａ及び１Ｂは、本発明のエポキシナノコンポジットの代表的な透過型電子顕
微鏡写真を示している。
【００４１】
（比較例１）
　エポキシ樹脂（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ社（ミシガン州ミッドラン
ド）製の商標ＤＥＲ　３３２のビスフェノールエポキシ樹脂のジグリシジルエーテル）を
４，４’－ジアミノ－ジフェニルスルホン硬化剤（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社
、ウィスコンシン州ミルウォーキー）と混合し、テストバー鋳型内に注入し、２時間にわ
たり１８０℃で硬化させ、次に２時間にわたり２２０℃で後硬化させると、充填剤を含有
していないエポキシポリマー（いわゆる「純エポキシ」）のテストバーが製造される。
【００４２】
（比較例２）
　９２．６ｍｅｑ／１００ｇのカチオン交換容量を有する４ｇのモンモリロナイト（Ｓｏ
ｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社（テキサス州ゴンザレス）製の商標Ｃｌｏ
ｉｓｉｔｅ　Ｎａ）を４００ｍＬのアセトン中に分散させるとアセトン中のモンモリロナ
イト分散液が生成されるので、次にこれをエポキシ樹脂（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ社（ミシガン州ミッドランド）製の商標ＤＥＲ　３３２のビスフェノールエ
ポキシ樹脂のジグリシジルエーテル）と混合すると、エポキシ樹脂混合物が形成される。
アセトンの大部分をエポキシ樹脂混合物から９０℃で減圧蒸留することによって除去する
と、エポキシ樹脂組成物が生成される。このエポキシ樹脂組成物を４，４’－ジアミノ－
ジフェニルスルホン硬化剤（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社、ウィスコンシン州ミ
ルウォーキー）と混合し、テストバー鋳型内に注入し、１８０℃で２時間にわたり硬化さ
せ、その後に２時間にわたり２２０℃で後硬化させると、４．５重量％のモンモリロナイ
トを含有するエポキシナノコンポジット（いわゆる「エポキシ／ｎ－ＭＭＴ」）のテスト
バーが生成される。図２は、本比較例のエポキシナノコンポジットの代表的な透過型電子
顕微鏡写真を示している。
【００４３】
試験
　ポリマーサンプルのＸ線回折（ＸＲＤ）パターンは、Ｂｒａｇｇ－Ｂｒｅｎｔａｎｏ　
θ－２ジオメトリー（４０ｋＶ及び４０ｍＡ）を備えるＢｒｕｋｅｒ　Ｄ８回折計及びグ
ラファイト単色光分光器を用いて記録する。ｇ－ＭＭＴサンプル及びｎ－ＭＭＴサンプル
についてＸＲＤを行う場合は、サンプルからの水又はアセトン各々の蒸発を最小限に抑え
るために、サンプルは商標ＭｙｌａｒのＸ線フィルム（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｉｎｄｕｓｔｒ
ｉｅｓ社、フロリダ州パームシティ）を用いて被覆した。
【００４４】
　透過型電子顕微鏡検査（ＴＥＭ）は、１００ｋＶで作動する商標ＪＥＯＬ　ＪＥＭの１
２００ＥＸ顕微鏡上で実施した。商標Ｒｅｉｃｈｅｒｔ－Ｊｕｎｇ　Ｕｌｔｒａｃｕｔ－
Ｅのマイクロトームを使用して、ＴＥＭイメージングのために室温で厚さ７０から１００
ｎｍのポリマーサンプルの切片を調製する。
【００４５】
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　動的機械的分析（ＤＭＡ）は、１２０から２５０℃の範囲内で商標ＲＳＡ－ＩＩＩの機
器（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用いて、１Ｈｚの固定周波数及び１段階に付
き５℃ずつの温度増分を用いて実施する。分析のために０．０５％の正弦波歪み振幅を選
択した。タンジェントδ曲線上の最高点がサンプルのガラス転移温度（Ｔｇ）と見なされ
る。
【００４６】
　曲げ弾性率は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ７９０－９６ａに従って、０．１２７ｃｍ／分の
クロスヘッド速度で商標Ｉｎｓｔｒｏｎの４４１１型試験機を用いて測定する。各ポリマ
ーについて５回の試験が行われ、平均値が報告される。
【００４７】
　一端ノッチ３点曲げ破壊靭性（ＤＲＮ－３ＰＢ）は、線形弾性破壊力学（ＬＥＦＭ）ア
プローチを使用する試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ５０４５－９６に従って、室温で０．１２７ｃ
ｍ／分のクロスヘッド速度で商標Ｉｎｓｔｒｏｎ　４４１１型機械的試験機を用いて測定
する。テストバーには宝石加工用ソーを用いて切り込みを入れ、次に液体窒素で冷却した
カミソリの刃を用いて亀裂尖端を軽く叩くと、鋭い亀裂がＶ字型に切り開かれる。試験前
には、最初の亀裂が親指の爪割れ状を確実に示すように注意を払う。亀裂の長さと試験片
の幅の比率は、０．４から０．６に維持する。各ポリマーについて５回の試験を行い、平
均値を報告する。
【００４８】
　フリーズドライサンプルのＴＥＭ分析は、水を含む液体中での充填剤のサイズ及び分散
度を得るための１つの方法である。急速凍結は、好ましくは、三次元網目構造を破壊する
傾向のある結晶氷形成を回避するために使用する。小滴の分散液を、ピペット、ロッドも
しくはその他の適切な器具を用いて抜去し、ＴＥＭグリッド、小ＳＥＭサンプル残余もし
くは銅製シルクハット型サンドイッチ（top hat sandwitch）を含む適切な担体上に配置
する。担体組成物は優れた熱電導特性を有していなければならず、その質量は凍結速度を
最適化するために最小に維持されなければならない。およそ１０，０００℃／秒の凍結速
度が得るため、サンプルを適切な凍結剤、例えば液体プロパン中へ迅速に浸漬させるか、
窒素スラッシュするか又は加圧凍結剤をシルクハット型サンドイッチにスプレーすること
によって急速凍結させる。ＳＥＭもしくはＴＥＭのため、液体窒素中のサンプルをクリオ
トランスファーステージ又はフリーズドライヤーへ移す。サンプルトランスファーステー
ジ法のためには、コントラストもしくは露光を細かく強化するためにマトリックス凝華を
使用して凍結水和状態にあるサンプルを試験することができる、又は減圧顕微鏡もしくは
適切な減圧チャンバ内でサンプルをフリーズドライすることができる。画像は、好ましく
は、充填剤の形状を決定して寸法を測定するために二次元もしくは三次元で記録する。好
ましくは、ＳＥＭ作動におけるサンプル帯電を減少させるために、典型的には低加速電圧
での作動、薄い導電性金属コーティングの利用もしくは低減圧作動モード又は上記の組み
合わせを含む電荷補償法を使用する。
【００４９】
実験に関する考察
　以下の表１は、試験したポリマーについてのガラス転移温度及び貯蔵弾性率データを列
挙している。
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【表１】

【００５０】
　以下の表２は、試験したポリマーについての破壊靭性及び曲げ弾性率を列挙している。
【表２】

【００５１】
　図３は、１１０℃で乾燥させたｎ－ＭＭＴ、ｎ－ＭＭＴ、１１０℃で乾燥させたｇ－Ｍ
ＭＴ、ｇ－ＭＭＴ及び純粋ＭＭＴについてのＸＲＤパターンを示している。図４は、エポ
キシ／ｎ－ＭＭＴ、エポキシ／ｄ－ＭＭＴ、エポキシ硬化剤ＤＤＳと混合したＭＭＴ及び
純粋ＭＭＴについてのＸＲＤパターンを示している。図５は、純エポキシ、エポキシ／ｄ
－ＭＭＴ及びエポキシ／ｎ－ＭＭＴについてのＤＭＡスキャンを示している。
【００５２】
　ここで図３を参照すると、純粋ＭＭＴクレーは約２θ＝７．８°でギャラリー間間隔ピ
ークを有しており、これは１１．３Åの層間距離に対応する。水中の剥離したクレーナノ
プレートレットが遠心分離によって収集される場合は、ｇ－ＭＭＴ内には依然として一部
の水が存在している。遠心分離の直後に観察されたＸＲＤパターンは、主として非晶質に
特徴的であり、これは層状構造がＸＲＤでは検出不能な個々のナノプレートレットに剥離
していることを示唆している。アセトン中のｎ－ＭＭＴのサンプルは、ＸＲＤパターンに
おいて５．０°で相当に鋭いピーク（１７．７Å）を示す。これは、溶媒交換及び遠心分
離－再分散工程中に、大量のアセトン分子が崩壊したクレーギャラリーの内側に捕捉され
、これが相当に大きな層間間隔をもたらすことを示している。そのような交換プロセス後
、水分子の大部分はｎ－ＭＭＴから除去されると予想される。しかし、それでもなお、微
量の残留水がＭＭＴクレーギャラリーの内側に捕捉されたままになる可能性があることも
予想される。この事実を確証するためには、ｇ－ＭＭＴ及びｎ－ＭＭＴをどちらも１１０
℃で２４時間にわたり乾燥させる。乾燥させたｇ－ＭＭＴのＸＲＤパターンは、２θ＝７
．６°の位置で幅広なピーク（１１．９Å）を示しており、これは、おそらく乾燥プロセ
ス中に大部分の水分子が逃れ出ているために、純粋ＭＭＴクレーよりもわずかに大きなｄ
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－間隔を有している。極めて小量のギャラリー水分子しか層内にとどまっていないので、
純粋ＭＭＴクレーと比較してわずかに大きな層間間隔が生じる。ｎ－ＭＭＴを２４時間に
わたり１１０℃で乾燥させた後に、ＸＲＤパターンは幅広なピークを示す。しかし、この
ピークは約２θ＝７．８°（１１．３Å）に位置するので、これは純粋ＭＭＴクレーのピ
ークとほぼ同一である。乾燥させたｇ－ＭＭＴのＸＲＤと比較すると、ｎ－ＭＭＴ中の大
部分の水分子は、３回の追加の遠心分離－再分散工程後には除去されている。しかし、ｎ
－ＭＭＴ中には微量の水が残留していると思われるが、これは純粋クレーピークと比較し
て、ＸＲＤピークの幅広化によって証明される。このｎ－ＭＭＴ中の微量の水はそれでも
なお有機物親和性モノマーもしくはポリマー内でのクレーのその後の挿入及び剥離のため
の困難を生じさせる可能性がある。ナノコンポジットポリマー内のクレーのより最適な剥
離を達成すべきである場合には、重要な用途では、ｎ－ＭＭＴ中の水をさらに除去するた
めにより多くの遠心分離－再分散サイクルが必要になることがある。上記のＸＲＤ分析は
、ｇ－ＭＭＴはＸＲＤに基づくとほぼ剥離状態にあり、ｎ－ＭＭＴはエポキシ樹脂を組み
込む前にアセトンによって良好に挿入されていることを示唆している。下記に示すように
、この挿入状態は、エポキシ／クレーナノコンポジットの調製において明らかに有益であ
る。
【００５３】
　水性分散液中の剥離したＭＭＴナノプレートレットが水よりはるかに高い沸点を有する
水混和性有機溶媒に交換されなければならない場合は、有機溶媒は水中の剥離したＭＭＴ
クレーナノプレートレットと直接的に混合できることに留意されたい。その後に、水を１
００℃を超える温度で混合液を加熱することによって取り除くと有機溶媒中の剥離したＭ
ＭＴクレーナノプレートレットを得ることができる。この場合には、ｎ－ＭＭＴを調製す
るための遠心分離－再分散工程は必要とされない。
【００５４】
　上記に記載したように、ｎ－ＭＭＴは主としてアセトンによって湿潤させられるが、極
めて少量の水は依然として明らかに残留している。ｎ－ＭＭＴをエポキシ樹脂と混合した
後には、それは機械的攪拌及び超音波処理を用いてエポキシ中へ均質に分散させることが
できるが、それはエポキシモノマーがアセトンと混和性であるためである。アセトンが除
去された後でさえ、クレーナノプレートレットはエポキシ中に一様に分散させることがで
き、目に見える相分離は検出されない。ｎ－ＭＭＴが３回未満の反復遠心分離－再分散サ
イクルにおいて入手されると、アセトンが除去された後にエポキシ／ｎ－ＭＭＴが相分離
することを留意されたい。この所見は、上記のアプローチを用いて良好に分散したエポキ
シポリマーナノコンポジットを調製するためには、ｎ－ＭＭＴからできる限り多くの水を
除去するのが好ましいことを示唆している。
【００５５】
　次に図１、２及び４を参照すると、エポキシ／クレー系の形態学的特徴は、ＸＲＤ及び
ＴＥＭによって特徴付けられる。図４におけるＸＲＤデータは、ｄ－ＭＭＴがエポキシ樹
脂と混合され、次にＤＤＳを用いて硬化された後は、ＭＭＴクレーのピークが２θ＝５．
８°にシフトし、これは１５．２ÅのＭＭＴクレーの層間ｄ－間隔に対応することを示し
ている。１１．３から１５．２Åへ増加したこの層間間隔は、ｄ－ＭＭＴ内へのＤＤＳの
挿入によって主として誘発されると考えられる。この推測は、アセトン中のＤＤＳが挿入
したＭＭＴクレーのＸＲＤパターンによって支持される。この挿入された化合物は、エポ
キシ／ｄ－ＭＭＴとほぼ同一の２θ位置でピークを示す。エポキシ／ｎ－ＭＭＴ系の場合
には、約２θ＝４．５°で広くて弱いハンプだけが示されている。この弱い回折の観察は
、ｎ－ＭＭＴがエポキシ樹脂によって挿入かつ剥離させることができるという考えを支持
するが、それは層間ギャラリー内にアセトンが存在するためである。層間内に捕捉された
微量の水が存在するために、一部のＭＭＴクレー粒子は粗に挿入されたままとなる可能性
があり、これはおよそ４°のＸＲＤパターンで観察される広くて小さなハンプを生じさせ
る。
【００５６】
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　次に図１Ａ及び１Ｂを参照すると、大部分のＭＭＴクレーナノプレートレットが凝集し
ており、厚さ約２０ｎｍ及び長さ約１，０００ｎｍの寸法を有するナノ紡錘体を形成して
いる。高アスペクト比のｎ－ＭＭＴは完全には個々のナノプレートレットへ剥離されない
が、個々のナノプレートレットはエポキシマトリックス全体にランダムに分散している。
不完全な剥離は、アセトン及びエポキシモノマーの完全な挿入を防止するｎ－ＭＭＴギャ
ラリーの内側の微量の水の存在によって誘発されることがある。次に図２を参照すると、
ＭＭＴクレーナノプレートレットは、図１Ａ及び１Ｂに示したよりも一層高度に凝集して
いることが認められる。
【００５７】
　次に図５を参照すると、純エポキシとエポキシ／ｄ－ＭＭＴとの間のゴム状プラトー弾
性率における有意差は見られない。しかし、エポキシ／ｎ－ＭＭＴの場合は、ゴム状プラ
トー弾性率は純エポキシ及びエポキシ／ｄ－ＭＭＴのゴム状プラトー弾性率より約６０％
高い。ゴム状プラトー弾性率におけるこの増加は、本発明のエポキシナノコンポジット中
の相当に良好に分散したｎ－ＭＭＴナノ紡錘体の存在に起因する。
【００５８】
　様々な温度での貯蔵弾性率の注意深い比較は、表１及び図５（上方の曲線）に示したよ
うに、低温ではエポキシ／ｄ－ＭＭＴ系とエポキシ／ｎ－ＭＭＴ系との間の貯蔵弾性率に
差がほとんど、もしくは全くないことを示している。しかし、温度が増加するにつれて、
エポキシ／ｎ－ＭＭＴの貯蔵弾性率曲線は純エポキシ及びエポキシ／ｄ－ＭＭＴの貯蔵弾
性率曲線から分岐し始める。その差はますます大きくなり、温度がＴｇを超えて上昇する
と最大値に到達する。上記の現象は、様々な剥離したポリマーナノコンポジットにおいて
一貫して観察されている。
【００５９】
　エポキシナノコンポジットを調製するために有機カチオン修飾ＭＭＴが使用された場合
は、先行技術ではエポキシナノコンポジットのＴｇにおける有意な減少が観察されている
。Ｔｇにおけるこの低下は、一部には、硬化エポキシ網状組織における極めて多数のダン
グリング鎖末端の形成をもたらす、モノ官能性アミン有機重合調整剤とエポキシモノマー
との間の望ましくない反応のためである。本研究では、図５及び表１に示したように、３
つのエポキシ系のＴｇ値は、実質的に同一である。さらに、３つのエポキシ系間のＴｇの
周囲のタンジェントδピーク形はほぼ同一であり、これは３つの系間の網状構造の特性が
ほぼ同一であることを意味している。エポキシ／クレーナノコンポジットにおける高Ｔｇ

の保持は、構造的及び機能的用途にとって、本発明のナノコンポジットポリマーの重要な
利点であることに注意のこと。ここで表２を参照すると、エポキシ／ｄ－ＭＭＴについて
の曲げ弾性率はたった１５％だけ増加する。しかし、エポキシ／ｎ－ＭＭＴについての曲
げ弾性率は、室温では３５％増加する。この増加は有意であり、エポキシ／ｄ－ＭＭＴに
比したエポキシ／ｎ－ＭＭＴにおけるＭＭＴの高度の剥離及び分散のためであるが、ＭＭ
Ｔはエポキシ／ｎ－ＭＭＴにおいては十分には剥離しない。エポキシ／ｄ－ＭＭＴについ
てのモードＩ限界応力の強度因子値は、ＫＩＣ値が３９％増加することを示している。し
かし、エポキシ／ｎ－ＭＭＴ系については、破壊靱性は純エポキシの破壊靱性よりわずか
に高い。エポキシ／ｎ－ＭＭＴの場合には、全ｎ－ＭＭＴナノプレートレットが完全に剥
離しなければならない場合は、ＫＩＣ値は純エポキシのＫＩＣ値と同一になると予想され
る。エポキシ／ｎ－ＭＭＴ中のナノ紡錘体の存在は、層間剥離による限定された亀裂偏向
を引き起こす可能性がある。従って、エポキシ／ｎ－ＭＭＴについてはＫＩＣ値の小さな
増加が期待される。
【００６０】
　特に重要なことに、本開示は、本明細書に提示した挿入剤を含んでいないアプローチを
使用することによってポリマーの弾性率を有意に強化できることを証明している。この新
規なアプローチは、あらゆる高価な、また時には毒性である有機親和性表面改質剤を利用
しないので、ポリマーナノコンポジットの物理的特性、例えばＴｇ及び熱安定性を保持で
きると予想されている。極めて重要なことに、ポリマーナノコンポジットを調製する製造
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コストは、大きく減少させることができ、大規模消費財用途のために魅力的になる可能性
がある。
【００６１】
結論
　結論として、本発明を好ましい実施形態と関連付けて記載してきたが、本発明はそれに
よって限定されず、下記の特許請求項によって規定される本発明の範囲内に含まれるすべ
ての代替形、変形及び同等物に及ぶことが企図されることが理解されるべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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