
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱可塑性樹脂（Ａ）１００重量部に対して、粒子径が１０μｍ以下のポリテトラフルオロ
エチレン（ｂ１）と有機系重合体（ｂ２）とからなるポリテトラフルオロエチレン含有混
合粉体（Ｂ）が、ポリテトラフルオロエチレン成分が０．０００１～２０重量部となるよ
うに配合された熱可塑性樹脂組成物であって、
前記有機系重合体（ｂ２）がゴム質重合体であることを特徴とする熱可塑性樹脂組成物。
【請求項２】
ゴム質重合体が、エポキシ基を有するものである請求項１記載の熱可塑性樹脂組成物。
【請求項３】
ゴム質重合体が、ポリオルガノシロキサンゴムとポリアルキル（メタ）アクリレートゴム
とからなる複合ゴムに、少なくとも一種のエポキシ基含有ビニル系単量体を含む１種以上
のビニル系単量体がグラフト重合したポリオルガノシロキサン系グラフト共重合体である
請求項１記載の熱可塑性樹脂組成物。
【請求項４】
熱可塑性樹脂（Ａ）が、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアリーレンサルファイ
ド樹脂、ポリオレフィン樹脂から選ばれる１種以上の熱可塑性樹脂を主成分とするもので
ある請求項１，２，３のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は強度、剛性等の機械的性質を保持しつつ耐衝撃性を改善した熱可塑性樹脂組成物
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
熱可塑性樹脂は、加工性の容易さ、機械的特性、その他物理的、化学的特性に優れている
ため自動車部品、電気・電子機器部品、その他精密機器部品の分野に幅広く使用されてい
る。
しかし、耐衝撃強度が低いことから、その改善が望まれている。
熱可塑性樹脂の衝撃強度を改善する方法としては多くの提案があるが、その中でも日本国
特許第２６４１１３号に記載されているエポキシ基を有するビニル系単量体をグラフトし
たシリコーン／アクリル複合ゴムを配合する方法等は比較的優れた方法である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この方法では高い衝撃強度を得るために必要な量のゴムを配合する場合、
熱可塑性樹脂が本来有する剛性、耐熱性等の優れた特性を損なうという欠点があった。
本発明は前記課題を解決するためになされたもので、熱可塑性樹脂が本来有する剛性、耐
熱性等の優れた特性を維持しつつ、より少量のゴム成分で衝撃強度の向上を図ることがで
きる樹脂組成物を目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、鋭意検討した結果、粒子径が１０μｍ以下のポリテトラフル
オロエチレン粒子と有機系重合体とからなるポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体を
熱可塑性樹脂に添加することにより、少量のゴム成分で衝撃強度が著しく向上することを
見出し本発明に到達した。
本発明の要旨は、熱可塑性樹脂（Ａ）１００重量部に対して、粒子径が１０μｍ以下のポ
リテトラフルオロエチレン（ｂ１）と有機系重合体（ｂ２）とからなるポリテトラフルオ
ロエチレン含有混合粉体（Ｂ）が、ポリテトラフルオロエチレン成分が０．０００１～２
０重量部となるように配合された熱可塑性樹脂組成物であって、有機系重合体（ｂ２）が
ゴム質重合体であることを特徴とする熱可塑性樹脂組成物にある。
その際、ゴム質重合体は、エポキシ基を有するものが望ましい。
さらに、ゴム質重合体は、ポリオルガノシロキサンゴムとポリアルキル（メタ）アクリレ
ートゴムとからなる複合ゴムに、少なくとも一種のエポキシ基含有ビニル系単量体を含む
１種以上のビニル系単量体がグラフト重合したポリオルガノシロキサン系グラフト共重合
体が望ましい。
また、熱可塑性樹脂（Ａ）は、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアリーレンサル
ファイド樹脂、ポリオレフィン樹脂から選ばれる１種以上の熱可塑性樹脂を主成分とする
ものが望ましい。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明に用いる熱可塑性樹脂（Ａ）とは特に制限はないが、ポリエステル樹脂、ポリアミ
ド樹脂、ポリアリーレンサルファイド樹脂、ポリオレフィン樹脂から選ばれる１種以上の
熱可塑性樹脂を主成分とするものが好ましい。
ここで、ポリエステル樹脂とは、樹脂構成成分としてテレフタル酸、イソフタル酸、ナフ
タレンジカルボン酸、４，４’－ジフェニルジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボ
ン酸、α，β－ビス（４－カルボキシフェノキシ）エタン、アジピン酸、セバチン酸、ア
ゼライン酸、デカンジカルボン酸、ドデカンジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸
、ダイマー酸等のジカルボン酸またはそれらのエステル形成誘導体の１種または２種以上
と、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、
ネオペンチルグリコール、ヘキサンジオール、オクタンジオール、デカンジオール、シク
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ロヘキサンジメタノール、ハイドロキノン、ビスフェノールＡ、２，２－ビス（４’－ヒ
ドロキシエトキシフェニル）プロパン、キシレングリコール、ポリエチレンエーテルグリ
コール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、両末端が水酸基である脂肪族ポリエス
テルオリゴマー等の１種または２種以上から選ばれたグリコール類とから重縮合反応によ
って得られるポリエステル樹脂であり、ホモポリエステル、コポリエステルの何れでもよ
い。コポリエステルを構成するためのコモノマー成分としては上記以外に、グリコール酸
、ヒドロキシ酸、ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフェニル酢酸、ナフチルグリコール酸
のようなヒドロキシカルボン酸、プロピオラクトン、ブチロラクトン、カプロラクトン、
バレロラクトンのようなラクトン化合物も使用することができ、また熱可塑性を保持しう
る範囲でトリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、トリ
メリット酸、トリメシン酸、ピロメリット酸のような多官能性エステル形成成分を使用し
た分岐または、架橋構造を有するポリエステルであっても良い。また、ジブロモテレフタ
ル酸、テトラブロモテレフタル酸、テトラクロロテレフタル酸、１，４－ジメチロールテ
トラブロモベンゼン、テトラブロモビスフェノールＡ、テトラブロモビスフェノールＡの
エチレンまたはプロピオンオキシサイド付加物のような芳香族核にハロゲン化合物を置換
機として有し、かつエステル形成基を有する化合物を用いたハロゲンを有するポリエステ
ルコポリマーも含まれる。また、高融点ハードセグメントと低融点ソフトセグメントのブ
ロック共重合体を構成するポリエステル系エラストマーも使用することができる。このポ
リエステル系エラストマーとして、例えば、アルキレンテレフタレート単位を主体とする
ハードセグメントと脂肪族ポリエステルもしくはポリエーテルから成るソフトセグメント
とのブロック共重合体が挙げられる。これらのポリエステル樹脂は成分（Ａ）として１種
または２種以上を混合して使用することができる。特に好ましいポリエステル樹脂として
は、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートおよびこれらを主たる繰
り返し単位とする共重合体であり、共重合体を形成するコモノマー成分としては、特に好
ましくはイソフタル酸、ビスフェノールＡ、２，２－ビス（β－ヒドロキシエトキシフェ
ニル）プロパン、２，２－ビス（β－ヒドロキシエトキシテトラブロモフェニル）プロパ
ン等が挙げられる。
【０００６】
ポリアミド樹脂としては、特に限定はなく、アミノ酸ラクタム、あるいはジアミンとジカ
ルボン酸とから構成される溶融重合および溶融成形可能なポリマー全般を意味する。
本発明に用いるポリアミド樹脂としては、具体的には、以下のような樹脂が挙げられる。
（１）炭素原子数４～１２の有機ジカルボン酸と炭素原子数２～１３の有する有機ジアミ
ンとの重縮合物、たとえばヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との重縮合物であるポリ
ヘキサメチレンアジパミド［６，６ナイロン］、ヘキサメチレンジアミンとアゼライン酸
との重縮合物であるポリヘキサメチレンアゼラミド［６，９ナイロン］、ヘキサメチレン
ジアミンとセバシン酸との重縮合物であるポリヘキサメチレンセバカミド［６，１０ナイ
ロン］、ヘキサメチレンジアミンとドデカンジオン酸との重縮合物であるポリヘキサメチ
レンドデカノアミド［６，１２ナイロン］、ビス－ｐ－　アミノシクロヘキシルメタンと
ドデカンジオン酸との重縮合物であるポリビス（４－アミノシクロヘキシル）メタンドデ
カン、（２）ω－　アミノ酸の重縮合物、たとえばω－　アミノウンデカン酸の重縮合物
であるポリウンデカンアミド［１１ナイロン］、（３）ラクタムの開環重合物、たとえば
ε－　アミノカプロラクタムの開環重合物であるポリカプラミド［６ナイロン］、ε－　
アミノラウロラクタムの開環重合物ポリラウリックラクタム［１２ナイロン］などが挙げ
られる。中でも、ポリヘキサメチレンアジパミド（６，６ナイロン）、ポリヘキサメチレ
ンアゼラミド（６，９ナイロン）、ポリカプロラミド（６ナイロン）が好ましく用いられ
る。
また、本発明では、たとえばアジピン酸とイソフタル酸とヘキサメチレンジアミンとから
製造されるポリアミド樹脂なども使用することもできるし、さらに、６ナイロンと６，６
ナイロンとの混合物のように２種以上のポリアミド樹脂を配合したブレンド物を用いるこ
ともできる。
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上記（１）のポリアミド樹脂は、たとえば炭素原子数４～１２の有機ジカルボン酸と炭素
原子数２～１３の有する有機ジアミンとを等モル量重縮合させることによって調製するこ
とができる。また、必要に応じて、ポリアミド樹脂中のカルボキシ基がアミノ基より過剰
となるように有機ジカルボン酸を有機ジアミンよりも多量に使用することもできるし、逆
に、ポリアミド樹脂中のアミノ基がカルボキシ基よりも過剰となるように有機ジカルボン
酸を有機ジアミンよりも少量で使用することもできる。
上記有機ジカルボン酸としては、具体的には、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、セ
バシン酸、ドデカン二酸などが挙げられる。上記有機ジアミンとしては、具体的には、ヘ
キサメチレンジアミン、オクタメチレンジアミンなどが挙げられる。
また、上記（１）のポリアミド樹脂は、上記方法と同様にして、エステル、酸塩化物等の
カルボン酸を生成しうる誘導体と、アミン塩等のアミンを生成しうる誘導体とから調製す
ることもできる。
上記（２）のポリアミド樹脂は、たとえばω－　アミノ酸を少量の水の存在下に加熱して
重縮合させることによって調製することができる。多くの場合、酢酸などの粘度安定剤を
少量加える。
上記（３）のポリアミド樹脂は、たとえばラクタムを少量の水の存在下に加熱して開環重
合させることによって調製することができる。多くの場合、酢酸などの粘度安定剤を少量
加える。
【０００７】
本発明に用いられ得るポリアリーレンサルファイド樹脂とは、一般式が－（Ａｒ－Ｓ）－
で示される繰り返し単位［式中、Ａｒは次式で示されるもの、
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｘは－ＳＯ２ －、－ＣＯ－、－Ｏ－、または低級アルキル側鎖を有していてもよい主鎖
炭素数１～５のアルキレン基を示す。）
およびこれらの芳香環に１～８個のハロゲンやメチル基等の置換基を有するものから選ば
れる１種以上である。］を主要構成単位として有する重合体であり、直鎖構造のみからな
るものであってもよく、溶融加工性を有している限りは架橋構造をとっていてもよい。
【０００８】
本発明に用いるポリオレフィン樹脂は、例えばラジカル重合、イオン重合等で得られるオ
レフィン系単量体の単独重合体または共重合体、優位量のオレフィン系単量体と劣位量の
ビニル系単量体との共重合体、オレフィン系単量体とジエン系単量体との共重合体等を主
成分とするものが挙げられ、これらは単独でまたは２種以上組み合わせて用いられる。触
媒としてはチーグラー触媒、クロム触媒、メタロセン触媒など公知のものが用いられる。
ここでいうオレフィン系単量体としては、エチレン、プロピレン、ブテン－１、ヘキセン
－１、デセン－１、オクテン－１、４－メチル－ペンテン－１等が挙げられ、特にエチレ

10

20

30

40

50

(4) JP 3576448 B2 2004.10.13



ン、プロピレンが好ましい。上記オレフィン系単量体の単独重合体または共重合体の具体
例としては、低密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、超々低密度ポリエチレン、線
状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、超高分子量ポリエチレン、ポリプロピレン
、エチレン－プロピレン共重合体、ポリメチルペンテン、ポリブテン等を挙げることがで
きる。また、これらのオレフィン系重合体は、単独でまたは２種以上組み合わせて使用さ
れる。これらの中でポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－プロピレン共重合体から
なる群より選ばれる１種または２種以上の混合物を主成分とするポリオレフィン樹脂が特
に好ましい。
【０００９】
本発明に用いるポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ）は粒子径が１０μｍ以下
のポリテトラフルオロエチレン（ｂ１）と有機系重合体（ｂ２）とからなり、粉体中でポ
リテトラフルオロエチレンは粒子径が１０μｍよりも大きい凝集体となっていないことお
よび、有機系重合体がゴム質重合体であることが必要である。
このようなポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体としては、次の（ｉ）～（ｉｉｉ）
が好ましい。
（ｉ）粒子径が０．０５～１．０μｍのポリテトラフルオロエチレン粒子水性分散液と有
機系重合体粒子水性分散液とを混合して凝固またはスプレードライにより粉体化して得ら
れるもの。
（ｉｉ）粒子径が０．０５～１．０μｍのポリテトラフルオロエチレン粒子水性分散液存
在下で有機系重合体を構成する単量体を重合した後、凝固またはスプレードライにより粉
体化して得られるもの。
（ｉｉｉ）粒子径が０．０５～１．０μｍのポリテトラフルオロエチレン粒子水性分散液
と有機系重合体粒子水性分散液とを混合した分散液中で、エチレン性不飽和結合を有する
単量体を乳化重合した後、凝固またはスプレードライにより粉体化して得られるもの。
【００１０】
本発明に用いるポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ）を得るために用いる、粒
子径が０．０５～１．０μｍのポリテトラフルオロエチレン粒子水性分散液は、含フッ素
界面活性剤を用いる乳化重合でテトラフルオロエチレンモノマーを重合させることにより
得られる。
ポリテトラフルオロエチレン粒子の乳化重合の際、ポリテトラフルオロエチレンの特性を
損なわない範囲で、共重合成分としてヘキサフルオロプロピレン、クロロトリフルオロエ
チレン、フルオロアルキルエチレン、パーフルオロアルキルビニルエーテル等の含フッ素
オレフィンや、パーフルオロアルキル（メタ）アクリレート等の含フッ素アルキル（メタ
）アクリレートを用いることができる。共重合成分の含量は、テトラフルオロエチレンに
対して１０重量％以下であることが好ましい。
ポリテトラフルオロエチレン粒子分散液の市販原料としては、旭フロロポリマーズ社製の
フルオンＡＤ－１、ＡＤ９３６、ダイキン工業社製のポリフロンＤ－１、Ｄ－２、三井デ
ュポンフロロケミカル社製のテフロン３０Ｊ等を代表例として挙げることができる。
【００１１】
本発明に用いるポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ）を得るために用いる有機
系重合体（ｂ２）とはゴム質重合体であり、熱可塑性樹脂の衝撃強度向上に有効なもので
あれば特に制限はない。
ゴム質重合体とは室温でゴム状であるポリマーであり、ガラス転移温度－２０℃以下のも
のが好ましい。具体的には、ポリブタジエン、ポリイソプレン、エチレン－プロピレン－
エチリデンノルボルネン共重合体、エチレン－プロピレン－ジシクロペンタジエン共重合
体、エチレン－プロピレン－５－エチリデン－２－ノルボルネン共重合体、アクリロニト
リル－ブタジエン共重合体、イソプレン－イソブチレン共重合体などのジエン系共重合体
、ｎ－ブチルアクリレートおよびこれらと共重合し得るアクリル酸エステル単量体との共
重合体であるアクリレートゴム、ジメチルシロキサン単位を主成分とするシリコーンゴム
、シリコーンとアクリレートとのシリコーン／アクリル複合ゴム等を挙げることができる
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。これらの中でも、シリコーン／アクリル複合ゴムが好ましい。
【００１２】
ゴム質重合体は、熱可塑性樹脂（Ａ）中での分散性の観点からエポキシ基を有することが
特に好ましい。エポキシ基を有するゴム質重合体としては特に制限はなく、エポキシ基を
有するコアシェル粒子あるいは、エポキシ基を有するエラストマー等を使用し得る。
ここでいう、エポキシ基を有するコアシェル粒子とは、ゴム状ポリマーの存在下、エポキ
シ基含有ビニル系単量体および必要に応じて共重合可能な他のビニル系単量体を重合して
得られる共重合体である。
エポキシ基を有するエラストマーとしては、エチレン－グリシジルメタクリレート共重合
体、エチレン－酢酸ビニル－グリシジルメタクリレート共重合体等の直鎖状共重合体、あ
るいはこれら直鎖状共重合体を主鎖として、ポリスチレンあるいはポリメタクリル酸メチ
ルを側鎖とするグラフト共重合体を挙げることができる。
上記ゴム質重合体の中では、ポリオルガノシロキサンゴムとポリアルキル（メタ）アクリ
レートゴムとからなる複合ゴムに、少なくとも１種のエポキシ基含有ビニル系重合体を含
む１種以上のビニル系単量体をグラフト重合してなるポリオルガノシロキサン系重合体が
特に好ましい。
本発明に用いるポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ）中に占めるポリテトラフ
ルオロエチレンの含有割合は、０．１～９０重量％であることが好ましい。
本発明の樹脂組成物は、熱可塑性樹脂（Ａ）１００重量部に対して、粒子径が１０μｍ以
下のポリテトラフルオロエチレン（ｂ１）と有機系重合体（ｂ２）とからなるポリテトラ
フルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ）が、ポリテトラフルオロエチレン成分が０．０００
１～２０重量部となるように配合されたものである。０．０００１重量部未満では衝撃強
度の改良効果が乏しく、また、２０重量部を超えると溶融時の流動性が低下しすぎる場合
がある。
【００１３】
本発明の樹脂組成物には、本来の目的を損なわない範囲で、顔料や染料、ガラス繊維、金
属繊維、金属フレーク、炭素繊維などの補強剤や充填材、２，６－ジ－ブチル－４－メチ
ルフェノール、４，４’－ブチリデン－ビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）
などのフェノール系酸化防止剤、トリス（ミックスド、モノおよびジニルフェニル）ホス
ファイト、ジフェニル・イソデシルホスファイトなどのフォスファイト系酸化防止剤、ジ
ラウリルチオジプロピオネート、ジミリスチルチオジプロピオネートジアステリアルチオ
ジプロピオネートなどの硫黄系酸化防止剤、２－ヒドロキシ－４－オクトキシベンゾフェ
ノン、２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾトリアゾールなどのベンゾト
リアゾール系紫外線吸収剤、ビス（２，２，６，６）－テトラメチル－４－ピペリジニル
などの光安定剤、ヒドロキシルアルキルアミン、スルホン酸塩などの帯電防止剤、エチレ
ンビスステアリルアミド、金属石鹸などの滑剤、およびテトラブロムフェノールＡ、デカ
ブロモフェノールオキサイド、ＴＢＡエポキシオリゴマー、ＴＢＡポリカーボネートオリ
ゴマー、三酸化アンチモンなどの難燃剤などの各種添加剤を適宜配合することにより、さ
らに望ましい物性、特性に調節することができる。
さらに、本発明の熱可塑性樹脂組成物は、必要に応じてポリフェニレンエーテル樹脂、ポ
リアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）などのビ
ニル共重合体、塩化ビニル樹脂、ＡＢＳ樹脂、スチレン系樹脂、ポリエチレン、ポリプロ
ピレンなどのポリオレフィン樹脂、およびエチレン／プロピレン共重合体、エチレン／ブ
テン－１共重合体、エチレン／プロピレン／ジシクロペンタジエン共重合体、エチレン／
プロピレン／５－エチリデン－２－ルボルネン共重合体、エチレン／プロピレン／１，４
－ヘキサジエン共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体、エチレン／アクリル酸ブチル
共重合体などオレフィン系ゴムを適宜配合することにより、さらに望ましい物性、特性に
調節することができる。
【００１４】
これら上記した必須成分および所望により任意成分を所定量配合し、ロール、バンバリー
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ミキサー、単軸押出機、２軸押出機等の通常の混練機で混練して組成物を調製するが、通
常はペレット状にするのが好ましい。
このようにして得られる本発明の熱可塑性樹脂組成物は、様々な成型方法において剛性な
らびに衝撃強度が高く、ポリテトラフルオロエチレンのマクロな凝集物がなく成型品の表
面性も優れている。
本発明の熱可塑性樹脂組成物の加工法としては特に制限はないが、射出成形、カレンダー
成形、ブロー成形、押し出し成形、熱成形、発泡成形、溶融紡糸などを挙げることができ
る。
本発明の熱可塑性樹脂組成物を用いて得られる有用な成形体としては特に制限はないが、
射出成型品、シート、フィルム、中空成形体、パイプ、角棒、異形品、熱成形体、発泡体
、繊維などを挙げることができる。
【００１５】
【実施例】
特に断らない限り各記載中の「部」は重量部を、「％」は重量％を示し、諸物性の測定は
下記の方法による。
（１）固形分濃度：粒子分散液を１７０℃で３０分乾燥して求めた。
（２）粒子径分布、重量平均粒子径：粒子分散液を水で希釈したものを試料液として、動
的光散乱法（大塚電子（株）製ＥＬＳ８００、温度２５℃、散乱角９０度）により測定し
た。
（３）アイゾット衝撃強度：射出成形により得た試験片を用い、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従
い、厚み３．２ｍｍ、ノッチ付で２３℃において測定した。
（４）曲げ弾性率：射出成形により得た試験片を用い、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０に従い、厚み
６．４ｍｍにおいて測定した。
（５）熱変形温度：ＡＳＴＭ　Ｄ６４８の方法で、１．８２０ＭＰａの荷重で測定した。
（６）外観：射出成形試験片の表面外観を目視にて観察し、下記の基準にて判定した。
○：表面にブツなし
×：表面にブツ有り
【００１６】
なお、熱可塑性樹脂（Ａ－１、２）、エポキシ基を有するゴム質重合体（Ｍ－１）、及び
参考例に示す物質は市販品を使用した。
熱可塑性樹脂（Ａ－１）：
ポリブチレンテレフタレート樹脂（三菱レイヨン製タフペットＰＢＴ、Ｎ１０００）
熱可塑性樹脂（Ａ－２）：
ポリエチレンテレフタレート樹脂（三菱レイヨン製ダイヤナイト、ＰＡ２１０）
エポキシ基を有するゴム質重合体（Ｍ－１）：
エチレン－グリシジルメタクリレート共重合体（住友化学製ボンドファーストＥ）
【００１７】
参考例１＜ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ－１）の製造＞
γ－メタクリロイルオキシプロピルジメトキシメチルシラン２．０部およびオクタメチル
シクロテトラシロキサン９８．０部を混合し、シロキサン混合物１００部を得た。これに
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１部を溶解した蒸留水３００部を添加し、ホモミ
キサーにて１００００ｒｐｍで２分間攪拌した後、ホモジナイザーに３０ＭＰａの圧力で
２回通し、安定な予備混合オルガノシロキサンラテックスを得た。一方、コンデンサー及
び攪拌翼を備えたセパラブルフラスコにドデシルベンゼンスルホン酸１０部と蒸留水９０
部とを仕込み、１０％のドデシルベンゼンスルホン酸水溶液を調製した。この水溶液を８
５℃に加熱した状態で、予備混合オルガノシロキサンラテックスを２時間かけて滴下し、
滴下終了後３時間温度を維持した後に冷却した。次いでこの反応物を室温で１２時間保持
した後、水酸化ナトリウム水溶液で中和した。
このようにして得られたシリコーンラテックス（Ｌ－１）の固形分濃度は１８．１％、重
量平均粒子径は３２ｎｍであった。
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シリコーンラテックス（Ｌ－１）を５５．２部採取し、攪拌翼を備えたセパラブルフラス
コの中に入れ、蒸留水を１４９．８部加え、窒素置換をした後５０℃に昇温し、ｎ－ブチ
ルアクリレート（ＢＡ）９０部、アリルメタクリレート０．０４５部及びクメンヒドロパ
ーオキサイド０．３６部の混合液を添加した。次いで硫酸第一鉄０．００１部、エチレン
ジアミン四酢酸二ナトリウム塩０．００３部、ロンガリット０．２部及び蒸留水５部の混
合液を加えラジカル重合を開始して、その後内温５０℃で２時間保持してシリコーン／ア
クリル複合ゴムラテックス（Ｓ－１）を得た。
（Ｓ－１）の固形分濃度は３３．２％で、粒子径分布は単一のピークを示し、重量平均粒
子径は７２ｎｍであった。
【００１８】
ポリテトラフルオロエチレン系粒子分散液として旭フロロポリマーズ社製フルオンＡＤ９
３６を用いた。ＡＤ９３６の固形分濃度は６３．０％であり、ポリテトラフルオロエチレ
ン１００部に対して５部のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルを含むものであ
る。ＡＤ９３６の粒子径分布は単一のピークを示し、重量平均粒子径は２９０ｎｍであっ
た。
８３３部のＡＤ９３６に蒸留水１１６７部を添加し、２６．２％のポリテトラフルオロエ
チレン粒子分散液（Ｆ－１）を得た。（Ｆ－１）は２５％のポリテトラフルオロエチレン
粒子と１．３％のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルを含むものである。
複合ゴムラテックス（Ｓ－１）を２４７部採取し、攪拌翼を備えたセパラブルフラスコに
入れ、窒素置換後６０℃に昇温し、グリシジルメタクリレート（ＧＭＡ）８部とクメンヒ
ドロペルオキシド０．０４部の混合液を８分間で滴下し、内温６０℃で１時間保持した後
、ポリテトラフルオロエチレン粒子分散液（Ｆ－１）を１６部加えた後、メチルメタクリ
レート（ＭＭＡ）１０部とクメンヒドロペルオキシド０．０５部の混合液を１５分間で滴
下し、内温６０℃で２時間保持してラジカル重合を完了し、ポリテトラフルオロエチレン
含有混合粉体（Ｂ－１）のラテックスを得た。（Ｂ－１）ラテックスの固形分濃度は３７
．０％、重量平均粒子径は１２０ｎｍであった。
（Ｂ－１）ラテックスを４０℃で濃度２％の塩化カルシウム水溶液中に、ラテックスと水
溶液の重量比率が１：２となるように添加し、その後、９０℃まで昇温して凝固し、水に
より洗浄を繰り返した後固形分を分離し、８０℃で２４時間乾燥し、（Ｂ－１）の乾粉を
得た。
（Ｂ－１）を２５０℃でプレス成形機により短冊状に賦形した後、ミクロトームで超薄切
片としたものを無染色のまま透過型電子顕微鏡で観察した。ポリテトラフルオロエチレン
は暗部として観察されるが、１０μｍをこえる凝集体は観察されなかった。
【００１９】
参考例２～３＜ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ－２～３）の製造＞
グリシジルメタクリレート、メチルメタクリレート滴下量を表１に示す量とする以外は参
考例１と同様にしてポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ－２～３）の乾粉を得
た。
（Ｂ－２～３）を２５０℃でプレス成形機により短冊状に賦形した後、ミクロトームで超
薄切片としたものを無染色のまま透過型電子顕微鏡で観察した。ポリテトラフルオロエチ
レンは暗部として観察されるが、１０μｍをこえる凝集体は観察されなかった。
参考例４～５＜ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ－４～５）の製造＞
参考例１で使用した（Ｆ－１）の添加量を表１に示す量とする以外は参考例１と同様にし
てポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（Ｂ－４～５）の乾粉を得た。
Ｂ－４～５を２５０℃でプレス成形機により短冊状に賦形した後、ミクロトームで超薄切
片としたものを無染色のまま透過型電子顕微鏡で観察した。ポリテトラフルオロエチレン
は暗部として観察されるが、１０μｍをこえる凝集体は観察されなかった。
参考例６＜エポキシ基を有するゴム質重合体（Ｍ－２）の製造＞
参考例１に使用した（Ｆ－１）を添加しない以外は参考例１と同様にしてエポキシ基を有
するゴム質重合体（Ｍ－２）の乾粉を得た。
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【００２０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
［実施例１～８、比較例１～７］
熱可塑性樹脂（Ａ－１、２）、ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体等を表２に示す
割合で配合し、二軸押出機（ＷＥＲＮＥＲ＆ＰＦＬＥＩＤＥＲＥＲ社製ＺＳＫ３０）によ
りスクリュー回転速度２００ｒｐｍにて押し出し、ペレット状の各熱可塑性樹脂組成物を
調製した。
得られた熱可塑性樹脂組成物を用いて射出成形機で各種物性測定用試験片を作製し、衝撃
強度、曲げ弾性率、熱変形温度、外観を評価した。結果を表２に示す。
比較のために熱可塑性樹脂単独で押出したもの、（比較例１，７）、Ｍ－１を配合したも
の（比較例２－４）、Ｍ－２を配合したもの（比較例５）、さらにポリテトラフルオロエ
チレンファインパウダー（旭ＩＣＩ社製ＣＤ１２３）を添加したもの（比較例６）を同様
に評価した。結果を表２に示す。
押出機および射出成形機のシリンダー温度は、ＰＢＴの場合は２４０℃、ＰＥＴの場合は
２８０℃とし、金型温度はＰＢＴの場合は８０℃、ＰＥＴの場合は１２０℃とした。
【００２２】
【表２】
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【００２３】
［実施例９、比較例８］
熱可塑性樹脂として６，６ナイロン（宇部興産（株）製ＵＢＥ６６ナイロン２０２０Ｂ）
を１００部、参考例２で得たポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体Ｂ－２を１５部配
合し、二軸押出機（ＷＥＲＮＥＲ＆ＰＦＬＥＩＤＥＲＥＲ社製ＺＳＫ３０）を用い、シリ
ンダー温度２５０℃にてペレット化し、得られたペレットを乾燥後、射出成形機でシリン
ダー温度２６０℃、金型温度７５℃で各種物性測定用試験片を作製し、衝撃強度、曲げ弾
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性率、熱変形温度、外観を評価した。ただし熱変形温度の測定は荷重０．４５５ＭＰａと
した。
また、比較のため６、６ナイロンのみの場合についても評価した。結果を表３に示す。
【００２４】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
［実施例１０、比較例９］
熱可塑性樹脂としてポリフェニレンサルファイド（トープレン社製、トープレンＴ－４）
を１００部、参考例１で得たポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体Ｂ－１を１５部配
合し、二軸押出機（ＷＥＲＮＥＲ＆ＰＦＬＥＩＤＥＲＥＲ社製ＺＳＫ３０）を用いシリン
ダー温度３００℃にてペレット化し、得られたペレットを乾燥後、射出成形機を用い、シ
リンダー温度３００℃、金型温度１４０℃で各種物性測定用試験片を作製し、衝撃強度、
曲げ弾性率、熱変形温度、外観を評価した。
また、比較のためポリフェニレンサルファイド（トープレン社製、トープレンＴ－４）の
みの場合についても評価した。結果を表４に示す。
【００２６】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２７】
【発明の効果】
本発明の熱可塑性樹脂組成物は、少量のゴム添加で高い衝撃強度を示し、得られる成型品
の表面性にも優れ、幅広い用途に用いることができる。
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