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(57)【要約】
【課題】広い温度範囲で連続する安定した制振性を発揮する制振樹脂組成物及びその製造
方法を提供する。
【解決手段】複数の損失正接（tanδ）ピークを有する樹脂組成物であって、複数のポリ
マーを反応させて連結したブロック体を含有することを特徴とする制振樹脂組成物、また
、各々異なる温度に損失正接（tanδ）ピークを有しかつ反応基を持つ複数のポリマーを
混合し、前記反応基を反応させ前記複数のポリマーを連結したブロック体を得る制振樹脂
組成物の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の損失正接（tanδ）ピークを有する樹脂組成物であって、
　複数のポリマーを反応させて連結したブロック体を含有することを特徴とする制振樹脂
組成物。
【請求項２】
　前記複数のポリマーは各々異なる温度に損失正接（tanδ）ピークを有し、かつ反応基
を有し、前記ブロック体は前記反応基を反応させ前記複数のポリマーを連結してなる請求
項１記載の制振樹脂組成物。
【請求項３】
　前記複数のポリマーの少なくとも１つは結晶性ポリマーである請求項１又は２に記載の
制振樹脂組成物。
【請求項４】
　２官能性及び／又は３官能性の化学種を介して前記複数のポリマーの反応基を反応結合
させた請求項１～３のいずれか１項に記載の制振性樹脂組成物。
【請求項５】
　前記化学種がカップリング剤及び／又は架橋剤である請求項４記載の樹脂組成物。
【請求項６】
　前記カップリング剤が、イソシアネート化合物、エポキシ化合物、又はオキサゾリン化
合物である請求項１～５のいずれか１項に記載の制振性樹脂組成物。
【請求項７】
　前記ブロック体は、前記反応基を介して連結されたポリマー生成物を前駆体とし、該前
駆体分子内の残存反応基同士または残存反応基同士を化学種を介して結合させ、直鎖連結
構造、長鎖分岐構造、化学架橋構造、またはそれらを組み合わせた構造である請求項１～
６いずれかの１項に記載の樹脂組成物。
【請求項８】
　前記反応基または残存反応基が、カルボキシル基、その酸無水物基、グリシジル基、ア
ミノ基、アミド基、及び水酸基からなる群より選ばれた基である請求項１～７のいずれか
１項に記載の制振樹脂組成物。
【請求項９】
　各々異なる温度に損失正接（tanδ）ピークを有しかつ反応基を持つ複数のポリマーを
混合し、前記反応基を反応させ前記複数のポリマーを連結したブロック体を得る制振樹脂
組成物の製造方法。
【請求項１０】
　さらに２官能性及び／又は３官能性の化学種を添加して、混合し、該化学種を介して前
記複数のポリマーの反応基を反応結合させる請求項９に記載の制振性樹脂組成物の製造方
法。
【請求項１１】
　前記化学種がカップリング剤及び／又は架橋剤である請求項１０記載の樹脂組成物の製
造方法。
【請求項１２】
　前記複数のポリマーの混合物、またはこれを一部反応させ連結させたブロック体あるい
はそれらの混合物を、加熱押出しして前記反応基を反応させる請求項９～１１のいずれか
１項に記載の樹脂組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、様々な分野及び用途において好適に利用される制振樹脂組成物及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　最近、制振性や吸音性が必要とされる場所や機器・設備等は、益々多様化している。そ
れにともない、広い温度範囲で、その制御下に設計された制振性が発揮される制振材が求
められている。特に自動車などへの適用を考慮すると、振動の発生源となるエンジン周り
といった高温域帯で、十分な安定性を有ししかも優れた制振性を発揮するものが求められ
る。特許文献１には、ポリ塩化ビニルに、損失正接のピーク温度が異なる樹脂として、ジ
－２－エチルヘキシルフタレート（ＤＯＰ）及びポリメタクリル酸メチル等を用い、さら
にマイカ鱗片及び炭酸カルシウム等を配合した遮音材が開示されている。これにより、主
に路上の遮音材料として好適に利用することができるとされている。特許文献２には、ガ
ラス転移点の異なるポリエチレン共重合体とポリアミド、ポリカーボネート、もしくはＡ
ＢＳ樹脂とを混合した、振動減衰性を有する高分子組成物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許３５８１９４０号公報
【特許文献２】特開２００５－３０７０９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許文献では複数の異なるポリマーが採用されているが、十分な制振性を発揮し
実際の製造に適した互いに相溶するポリマー材料の組合せは希である。結晶・非晶材料の
多くは異種高分子の混合系において溶融混合しても常温に戻る際に相分離してマトリック
ス構造で存在する。そのため、通常、熱エネルギー転換はマトリックスの海相側の制振性
能が優先し、異種高分子の片方（海相側）の制振性能しか発現しない。また、フィラーを
使用して各々のポリマーの損失正接（tanδ）をブロード化することも考えられるが、い
ずれにせよ相分離しているため実質的にはマトリックスの海相側にしかその効果は認めら
れない。また、アプリケーション等によってはフィラーを添加したことによる影響がある
ため、これを用いずに所望の性能を発揮することが望まれる。
【０００５】
　本発明は、上記の従来技術に関する知見を考慮し、広い温度範囲で連続する安定した制
振性を発揮する制振樹脂組成物及びその製造方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題は以下の手段により解決された。
（１）複数の損失正接（tanδ）ピークを有する樹脂組成物であって、
　複数のポリマーを反応させて連結したブロック体を含有することを特徴とする制振樹脂
組成物。
（２）前記複数のポリマーは各々異なる温度に損失正接（tanδ）ピークを有し、かつ反
応基を有し、前記ブロック体は前記反応基を反応させ前記複数のポリマーを連結してなる
（１）記載の制振樹脂組成物。
（３）前記複数のポリマーの少なくとも１つは結晶性ポリマーである（１）又は（２）に
記載の制振樹脂組成物。
（４）２官能性及び／又は３官能性の化学種を介して前記複数のポリマーの反応基を反応
結合させた（１）～（３）のいずれか１項に記載の制振性樹脂組成物。
（５）前記化学種がカップリング剤及び／又は架橋剤である（４）記載の樹脂組成物。
（６）前記カップリング剤が、イソシアネート化合物、エポキシ化合物、又はオキサゾリ
ン化合物である（１）～（５）のいずれか１項に記載の制振性樹脂組成物。
（７）前記ブロック体は、前記反応基を介して連結されたポリマー生成物を前駆体とし、
該前駆体分子内の残存反応基同士または残存反応基同士を化学種を介して結合させ、直鎖
連結構造、長鎖分岐構造、化学架橋構造、またはそれらを組み合わせた構造である（１）
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～（６）いずれかの１項に記載の樹脂組成物。
（８）前記反応基または残存反応基が、カルボキシル基、その酸無水物基、グリシジル基
、アミノ基、アミド基、及び水酸基からなる群より選ばれた基である（１）～（７）のい
ずれか１項に記載の制振樹脂組成物。
（９）各々異なる温度に損失正接（tanδ）ピークを有しかつ反応基を持つ複数のポリマ
ーを混合し、前記反応基を反応させ前記複数のポリマーを連結したブロック体を得る制振
樹脂組成物の製造方法。
（１０）さらに２官能性及び／又は３官能性の化学種を添加して、混合し、該化学種を介
して前記複数のポリマーの反応基を反応結合させる（９）に記載の制振性樹脂組成物の製
造方法。
（１１）前記化学種がカップリング剤及び／又は架橋剤である（１０）記載の樹脂組成物
の製造方法。
（１２）前記複数のポリマーの混合物、またはこれを一部反応させ連結させたブロック体
あるいはそれらの混合物を、加熱押出しして前記反応基を反応させる（９）～（１１）の
いずれか１項に記載の樹脂組成物の製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の制振樹脂組成物は、広い温度範囲で連続する安定した制振性及び吸音性を発揮
するという優れた作用効果を奏する。また本発明によれば、樹脂の単なるブレンドとは異
なり、組み合わせるポリマー間の制約を解消し、その調製におけるポリマーの実際的な組
み合わせの選択肢を豊富化することができる。
　本発明の製造方法によれば、上記優れた特性を有する制振樹脂組成物を好適に製造する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】積分平均損失正接の求め方を説明する説明図である。
【図２】実施例１２で得られた樹脂組成物の損失正接チャートを比較例１２の組成物との
対比で示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の制振樹脂組成物は異なる温度で損失正接（tanδ）ピークを保有し、複数のポ
リマーを連結させたブロック体を含有する。上記反応基はポリマー分子の末端及び分子内
のいずれにあっても、あるいは両者にあってもよい。複数のポリマーが連結されたブロッ
ク体は、本発明の効果を奏する範囲で樹脂組成物中に含まれていればよく、その全量が上
記ブロック体でなくてもよい。所定の溶剤や機能性の剤との混合物であったり、上記複数
のポリマーの未反応成分が残留していたりしてもよい。通常のアプリケーションを考慮す
ると、上記ブロック体が制振樹脂組成物中に主成分として、少なくとも３０質量％以上含
まれていることが好ましく、５０質量％以上含まれていることがより好ましい。上限は特
になく１００質量％以下の任意の程度に設定すればよい。以下、本発明の制振樹脂組成物
の好ましい実施形態について詳細に説明する。
【００１０】
　本発明の実施形態においては、複数のポリマーを連結（本明細書において「連結」とは
互いに別個のポリマー同士が連なり、結ばれていることを意味し、その結合形態は特に限
定されない。ポリマーがもつ反応基同士が結合して連結されていても、特定の化学種を介
して連結されていてもよい。反応基（同士）を介して連結されたと記載したときにも、同
様に化学種の介在を許容する意味である。また、これをブロック化と称することがある。
）する際に、各々のポリマーが保有する反応性官能基の反応性に差異がある場合には反応
速度を調整するために多官能の化学種を作用させてもよい。また得られたポリマーのブロ
ック体の分子構造は特に制限されず、長鎖分岐構造（複数の方向に典型的には放射状にポ
リマー鎖が延びた構造）、あるいは異なる温度で損失正接を保有するポリマーが直鎖状で
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ブロック化された構造（直鎖連結構造）や、そのブロック体同士が一部架橋する構造（化
学架橋構造）も含まれる。
【００１１】
　ブロック反応の手順を同時でなく、逐次反応の形態を選択してもよく、直鎖状でブロッ
ク化された構造体を前駆体として得て、あらたに前駆体をカップリングする際に２官能の
カップリング剤を作用させるか、その一部に３官能の化学種を適量用いて直鎖状ブロック
体同士を再度カップリング反応し、長鎖分岐構造を含有するブロック体混合物であっても
良い。そのいずれにあっても主に分岐構造を有する場合には分子の絡み合いが顕著に起こ
り、疑似架橋状態を持つため個々のポリマーが保有する機械的損失よりも高くなる事例も
広く知られている。またこのような構造体は伸長粘度が高く、疑似架橋であるため、流動
性は保持され機械的損失ばかりか発泡成形や中空成形、押出し成形、あるいは真空圧空等
の熱成形に優れた賦形性を保有するため、のぞましい分子構造体を保有していると言える
。
【００１２】
　本発明では、製品設計で仕様温度に対応した損失正接温度を保有するポリマー材料を組
み合わせ選択して任意に温度範囲が制御した制振性能樹脂組成物とすることができる。こ
のブロック体樹脂組成物の好ましい調製条件を説明する。
【００１３】
［調製方法等］
・カップリング剤のマスターバッチの準備
　カップリング剤は単分子化合物あるいは多官能を有するオリゴマー（あるいは「反応性
マクロモノマー」と称す）であるため、粘度が低い。溶融ポリマーと押出機で混練りを行
うと粘度が低いため、押出し機が混練り性能の高い二軸タイプであってもバレル表面に偏
在し、粘度の高いポリマーはスクリュー溝に偏在する。その結果、加熱されたバレル表面
では溶融温度より遙かに高い（一般には６００℃付近である）ため、ブロック化反応より
も先に熱分解が進み、充分な反応が完結しにくい。このため、ポリマーが溶融するまで熱
分解や酸化からの回避を目的としてカップリング剤はマスターバッチにして添加する。マ
スターバッチに使用する樹脂はブロック化する際に組み合わせた複数ポリマーで分子内に
その分子構造内に官能基を有しない類似ポリマーであって、一番高い融点の類似ポリマー
を用いてマスターバッチ化することが望ましい。
　あるいはマスターバッチ作成を行う際に分解や不安定な場合には直接、不活性雰囲気中
で押出機に注入することが望ましい。組み合わせた複数ポリマーが押出し機内で溶融混合
し、分散した後に押出し機にベント口を設けておき、溶融した部位から液体、あるいは粉
末状のカップリング剤を注入することが望ましい。
【００１４】
・ブロック化反応条件
　ブロック化反応では望ましくは複数のポリマーの保有する官能基は末端あるいは分子内
に反応に必要量だけ存在することが望ましい。また相互にカップリング反応しやすい官能
基でなければならない。例えば両末端にアミノ基と酸無水物を保有するポリマーの組み合
わせ、あるいはグリシジルと酸無水物、水酸基と酸無水物等の縮合反応の形態となる官能
基が望ましい。その場合には直鎖状のブロック体が得られるがポリマー同志の反応性が低
い場合が多くカップリング剤を用いる方が幅広い官能基の組み合わせ選択することができ
る。カップリング剤を用いると同じような反応性官能基であっても異なるポリマー間のブ
ロック化を行う事も出来る。例えば異なるポリマーがカルボン酸基や水酸基、アミノ基等
の組み合わせであってもイソシアネート、グリシジル基、オキサゾリン等の官能基を複数
有する化合物等が上げられる。
【００１５】
　またカップリング剤を用いてもポリマー側の反応性官能基が多数ある場合はそれらの官
能基とカップリング剤の反応性が高く、同種ポリマーと異種ポリマーを組み合わせたブロ
ック協奏反応になることが多い。また異種ポリマー同士が優先的に生成しても架橋度が高
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い反応が進む場合もある。この場合には押出し機の滞留時間を短くし、可能な限り温度を
下げて、緩やかな反応を行うと反応のポリマーの自由空間が大きい末端基あるいは末端基
に近い官能基同士が反応した前駆体を得る。これらの前駆体を再度、最適な押出し条件を
選んでカップリング剤を追加して逐次反応を進めると前駆体同士の残存官能基を結合させ
て分子量の増大を図ることもできる。分子量の増大によってブロック体同志の結合は長鎖
分岐の導入による分子間の絡み合いや分子間架橋が一部成形され、分子間の緩やかな拘束
は更なる大きな長周期的な緩和を付与することができる。その結果、温度範囲が広くブロ
ック体を構成する内で主鎖となるポリマーのセグメント部分の損失正接（tanδ）が高い
特性が得られる。
【００１６】
　あるいは触媒を用いて選択的にポリマーの保有する官能基とカップリング剤を反応させ
て、その後反応条件を変えて分子量の増大を図るような逐次反応を採用しても良い。
　本実施形態では更にそのブロック体混合物を反応させて分子量の増大を図ることで各々
のポリマーのｔａｎδの値よりもブロック体混合物そのものの平均損失係数を高めること
ができる。その方法として、第一工程で得られたブロック混合体を用いて分子量の増大の
為の反応を行うことができる。分子量の増大には長鎖分岐の導入や部分化学架橋を形成さ
せることが好ましい。その結果ブロック体分子間での絡み合いが形成される。このような
分子間の絡み合いの形成では、長周期的な機械的緩和機能が追加され、平均的な損失正接
を元のポリマーの各々の損失正接（tanδ）ピークよりも向上させことができる。この分
子量増大反応工程でできあがった構造体は長鎖分岐やブロック体間の部分架橋も含まれる
。
　本実施形態によれば、このようなブロック化を行って広い温度範囲で連続的な複数のta
nδの機械的損失の分散を保有することが可能となる。そのピークの高さはブロック体を
構成する各々の高分子の固有のｔａｎδの各々のセグメントのモル分率の積の総和で近似
される。したがって構成する各々の高分子のｔａｎδを適宜選定して所定の適用温度によ
って高い損失正接に係る性能が得られる設定としてもよい。
【００１７】
　本実施形態においては、幅広い温度範囲で損失正接が高い複数のピークを有するブロッ
ク体を得るために、以下の調製方法を用いることが好ましい。
・方法１．
　ブロック体を生成後、長鎖分岐を形成させ分子量の増大による平均的損失正接を向上さ
せることができる。例えば低い温度で損失正接（tanδＡ）を保有するポリマーＡと高い
温度で損失正接（tanδＢ）を保有するポリマーＢとをブロック化する場合を説明する。
　ブロック化にはポリマーＡとポリマーＢを２官能のカップリング剤を用いて反応押出し
により直鎖状のブロック体混合物を得る。次にブロック体混合生成物に３官能のカップリ
ング剤を作用させて押出し成形を行うとブロック体は長鎖分岐を保有する樹脂組成物を得
ることができる。長鎖分岐の導入は分子間の絡み合いが生じるため長周期的緩和を生じる
ため平均的損失正接の向上に繋がる。カップリング剤は３官能だけでブロック体に作用さ
せると溶剤に可溶であっても、絡み合いが多く流動性がない場合は２官能と３官能の併用
を行ってもよい。またその際に反応を優先的に進めるには触媒を用いて反応を加速させて
もよい。あるいはブロック体の反応性が悪い場合は架橋剤を用いてブロック体同士を部分
架橋してもよい。
【００１８】
・方法２．
　予め一方のポリマーＡに３官能のカップリング剤を作用させて長鎖分岐構造を形成させ
たスターポリマーＡａ’を生成しておき、その後、ブロック化する為にポリマーＢを反応
押し出しで結合する方法がある。この場合は先に損失係数の高いスターポリマーを形成し
ておき、その後の再度のブロック化反応で幅広い温度領域で平均損失係数を保持すること
ができる。この場合はポリマーＡの分子量が低い場合に分子量の増大の粘度が比較的低い
ため、後のブロック化工程が容易である。その理由は手法１を採用するとポリマーＡの分
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子量が低いとポリマーＡ同志での反応が速く、ポリマーＡとポリマーＢとのブロック化が
しにくい場合には有効な手法である。またこの場合にはブロック化工程は２官能のカップ
リング剤を用いるか、架橋剤も用いてもよい。なお用いるポリマーについて後に記述する
ポリマーの項目に例示されたものが好ましい。
【００１９】
［適用ポリマー］
　本発明においては、反応基を有するポリマーの中で、損失正接（tanδ）のピーク温度
が異なるポリマーを複数組み合わせて構成される。かかるポリマーとしてはポリオレフィ
ン系並びにポリビニル系化合物が挙げられる。それらにはエポキシ基やエステル基、酸無
水物基等で変性されたポリエチレン、ポリプロピレン、又はエチレン／酢酸ビニル共重合
体（ＥＶＡ）、エチレンーメチルアクリレート共重合樹脂（ＥＭＡ）、エチレンーエチル
アクリレート共重合樹脂（ＥＥＡ）、エチレンーブチルアクリレート共重合樹脂（ＥＢＡ
）、グリシジルメタアクリレート共重合体、エチレン／グリシジルメタアクリレート／無
水マレイン酸三元共重合体、エチレン／グリシジルメタアクリレート／アクリル酸三元共
重合体、グリシジルメタアクリル酸エチレングリシジルメタアクリル酸変性ポリプロピレ
ンより好ましくはエチレングリシジル－メタアクリレート共重合体、エチレン無水マレイ
ン酸グリシジル－メタアクリレート三元共重合体（Ｅ－ＭＡＨ－ＭＡ）、エチレングリシ
ジルメタアクリレート／アクリル酸三元共重合体、グリシジルメタアクリル酸変性ポリエ
チレン及びグリシジルメタアクリル酸変性ポリプロピレン等が挙げられる。一例としては
市販されている商品名では具体的には以下のものが挙げられる。
【００２０】
（ａ）メタクリル系共重合体：エチレングリシジルメタクリレート共重合体（Ｅ－ＧＭＡ
；共重合重量組成、例えばＥ／ＧＭＡ＝１００／６～１２）、エチレングリシジルメタク
リレート－ビニルアルコール共重合体（Ｅ－ＧＭＡ－ＶＡ；共重合重量組成、例えばＥ／
ＧＭＡ／ＶＡ＝１００／３～１２／８～５）、エチレングリシジルメタクリレート－メタ
クリレート共重合体（Ｅ－ＧＭＡ－ＭＡ；共重合重量組成、
例えばＥ／ＧＭＡ／ＭＡ＝１００／３～６／３０）等が挙げられる。具体的には、住友化
学製、ボンドファーストＥ［商品名］、ボンドファースト２Ｃ［商品名］；日本ポリオレ
フィン製、レクスパールＲＡ［商品名］、レクスパールＥＴ［商品名］、レクスパールＲ
Ｃ［商品名］が挙げられる。
【００２１】
（ｂ）アクリル酸系共重合体：エチレン無水マレイン酸エチルアクリレート共重合体（Ｅ
－ＭＡＨ－ＥＡ；住友化学製、ボンダイン［商品名］）等が挙げられる。
【００２２】
（ｃ）スチレン系共重合体：エチレングリシジルメタクリレート－アクリロニトリルスチ
レン（ＥＧＭＡ－ＡＳ；共重合重量組成、例えばＥＧＭＡ／ＡＳ＝７０／３０）、エチレ
ングリシジルメタクリレート－ポリスチレン（ＥＧＭＡ－ＰＳ；共重合重量組成、例えば
ＥＧＭＡ／ＰＳ＝７０／３０）、エチレングリシジルメタクリレート－ポリメチルメタク
リレート（ＥＧＭＡ－ＰＭＭＡ、例えばＥＧＭＡ／ＰＭＭＡ＝７０／３０）等が挙げられ
る。具体的には、日本油脂製、モディパー［商品名］が挙げられる。
【００２３】
（ｄ）酸変性ポリオレフィン系重合体：酸変性型ポリエチレンワックス（ＡＰＥＷ；三井
化学製、ハイワックス［商品名］）等が挙げられる。
【００２４】
（ｅ）グラフト変性ポリオレフィン系重合体：ＣＯＯＨ化ポリエチレングラフトポリマー
、ＣＯＯＨ化ポリプロピレングラフトポリマー等が挙げられる。
【００２５】
　これらのポリマー群の内から選ばれる熱可塑性樹脂と組み合わせることができる、高い
ガラス転移点を有し、高い温度の損失正接（tanδ）ピークを保有するポリマーとしては
、ポリアミド（ＰＡ）、アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン三元共重合体（ＡＢＳ
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）、アクリロニトリル／スチレン共重合体（ＡＳ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリカ
ーボネート／グラフト無水マレイン酸スチレン共重合体、あるいはポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）及びリサイクルによって加水分解され、水酸基とカルボン酸を対にして
官能基を保有する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（ＰＢＴ）
及び、ポリフッ化ビニル（ＰＶＦ）、ポリビニリデンフロライド（ＰＶＤＦ）　ポリ乳酸
（ＰＬＡ）、　ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、脂肪族ポリアミド、半芳香族ポ
リアミド、ポリアミドイミド等が挙げられる。
【００２６】
　本発明においては、上記複数のポリマーのうち少なくとも１つが結晶性ポリマーである
ことが好ましい。ここで結晶性ポリマーとは当該ポリマーが構成する樹脂内部に少なくと
も1部において結晶構造が形成されているものを言う。結晶構造の組織は数十nmのラメラ
構造を基本構造とし、各種の高次構造をとる。全体が結晶化することはなく、結晶部分の
全体に対する割合（重量分率）は結晶化度と呼ばれる。当該結晶構造により、結晶性X線
回折が認められる。また、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）による融点ピークの有無により非
結晶性ポリマーと区別することができる。
　上記に例示したポリマーのうち結晶性ポリマーにあたるものは、代表的には、ポリエチ
レン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
ブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリフェニレンスルフ
ィド（ＰＰＳ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ），ポリアミド（ＰＡ）である。非結晶性ポリマーに
あたるものは、代表的には、　ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリフェニレンエーテル（Ｐ
ＰＥ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリサルフォン（ＰＳＵ）である。
【００２７】
　本発明においては、上述したポリマーのうち、損失正接ピーク温度が低いポリマーとそ
れが高いポリマーとの組み合わせが採用されるが、さらに３種類以上のポリマーを複数組
み合わせてブロック化反応を繰り返してもよい。
【００２８】
　異なるポリマーに由来する隣接する機械的正接ピークの温度差（Δｔａｎδ）は、tan
δのピーク高さによっても異なるため、特に限定するものではない。ブロック体あるいは
それを含有する樹脂組成物になった場合、例えば隣接する機械的正接ピーク高さが両者と
も同程度であるときなど、２つのピークを区別する観点から、５℃以上の差があることが
好ましい。その差を所定の範囲に収める設定とするならば、前記機械的正接ピーク温度の
差は５～４０℃の範囲であることが好ましく、５～２０℃であることがより好ましい。逆
に広い温度範囲で差をつける場合には、４０℃以上の差をつけることが好ましく、６０℃
以上１００以下の差をつけることがより好ましい。反応して連結されるそれぞれのポリマ
ーの機械的正接ピークの温度差も同様である。
　前記ｔａｎδピーク温度差が大きい場合は、隣接する損失正接ピーク温度の間に損失正
接（tanδ）ピーク温度を保有する第３番目のポリマーをブロック化する際に構成ポリマ
ーとして組み合わせるか、あるいは用いるポリマーで共重合体を用いるとコポリマーのセ
グメントに由来する力学的分散のtanδピークが出現するようにすることが好ましい。こ
のような幅広いピークでtanδが複数存在したポリマーをブロック化に利用することでピ
ーク値の離れすぎによるピーク値の谷を防ぎ、目的とする温度範囲の制振性をどの温度で
も維持することができる。ただし、本発明においては各ピークが連続していなくてもよい
。例えばアプリケーション上対応できる範囲であれば間欠的であったりピークの谷があっ
たりしてもよい。また、ピークのショルダーが広がる形で広範な温度での制振性を示す設
定としてもよい。
【００２９】
　ポリマーが有する反応基としては、カルボキシル基、その酸無水物基、グリシジル基、
アミノ基、アミド基、及び水酸基からなる群より選ばれる少なくとも一種の基が挙げられ
、中でも、カルボキシル基、グリシジル基、アミド基、又は水酸基が好ましい。
【００３０】
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　本発明において採用されるポリマーの損失正接ピーク温度及び損失係数は下記のように
して測定及び算出した値をいう。
【００３１】
　＜損失正接及び正接ピーク温度（ガラス転移温度）の測定＞
　高分子物質を加熱した場合にガラス状の硬い状態からゴム状に変わる現象をガラス転移
といい、ガラス転移がおこる温度がガラス転移点である。損失正接及びガラス転移温度の
測定方法は、長さ４０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ０．５ｍｍの試料について、動的粘弾性装
置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）を用いて２～５℃/分で昇温
させ、貯蔵弾性率（Ｅ’）、損失弾性率を求め（Ｅ”）、その比（Ｅ"／Ｅ’）により損
失正接を求めた。損失正接のピーク温度をガラス転移温度とした。
【００３２】
　＜損失係数測定＞
　損失係数（η）は、損失正接と同様、制振材料の制振特性を評価する際の指標である。
長さ２５０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ３ｍｍ（鉄基材１ｍｍ）の試料について、中央加振法
により、周波数応答関数（機械インピーダンス（力／速度））を測定し、半値幅法により
損失係数を算出する。さらに制振材の損失係数を以下の式より求める（ηは系全体の損失
係数で測定できるので制振材のη２との関係が下式で算出される。）。
【００３３】
【数１】

　Ｅ１　Ｅ２：基板，制振材のヤング率
　　ａ＝Ｅ２／Ｅ１

　ｈ１　ｈ２：基板，制振材の厚さ
　　ξ＝ｈ２／ｈ１

　　η２・・・制振材の損失係数
【００３４】
　上記ポリマーの粘度および分子量は特に限定されないが、構成するポリマーは末端基あ
るいは分子内に反応性官能基を有し、その重量平均分子量（Ｍｗ）はＧＰＣのスチレン分
子量換算で５０００以上から３００,０００の間が望ましい。Ｍｗが上記下限値以上であ
ると溶融粘度が十分に大きく直鎖状のブロック体でも２,０００ＣＰＳ（センチポイズ）
程度で高分子としての特性が失われず好ましい。例えば、分子が絡み合う様に3官能の単
分子カップリング剤を用いて長鎖分岐（スターポリマー）構造のブロック化しても１０,
０００ＣＰＳには達しないため高分子としての特性が失われず好ましい。またＭｗが上記
上限値以下であると、流動しやすい材料となり成形性の観点から望ましい。以下に分子量
測定の具体的な条件を示す。なお、下記の設定は例えばポリメチルメタクリレートの測定
の条件であって、カラムの種類や移動層の溶媒は測定するポリマーに応じて適宜選定すれ
ばよい。
　・分子量測定装置
　　装置：SHIMAZU　ＬＣ－ＶＰ
　　プレカラム：なし
　　サンプル側カラム
　　　・LF-804　(Shodex)　300×7.5mm／２本
　　　・HFIPgel　(Polymer　Laboratories)　300×7.5mm／２本　など
　　リファレンス側カラム：サンプル側カラムに同じ
　　恒温槽温度：４０℃（一般的な条件である）
　　移動層：テトラヒドロフラン
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　　サンプル側移動層流量：１.０ｍＬ／分
　　リファレンス側移動層流量：１.０ｍＬ／分
　　試料濃度：約１％（0.5％～数％）
　　試料注入量：１００μＬ（50～200μ）
【００３５】
［ポリマーの組成比］
　本実施形態においては、２種類のポリマーでブロック化を行う場合は望ましくは両者ポ
リマーのtanδの大きさ（ピーク面積）が同じ程度になることが望ましい。そのために、
構成する両者のモル比は、各々が保有するｔａｎδとそのモル比での可撓性を勘案して定
めることが好ましい。ポリマーＡ／Ｂの構成比は５／９５～９５／５モル比の範囲で構成
することができる。しかしながら両者が相分離しやすい領域ではポリマー単独のカップリ
ング反応が生じやすいことを考慮すべきである。その点を考慮するとポリマーＡ／Ｂのモ
ル比を９５／５～６０／４０の混合物１とポリマーＡ／Ｂのモル比を５／９５～４０／６
０の混合物２を予め調製しておき、これらを上記構成比になるように調合して反応押し出
しを行うことで、ブロック化反応の際に同一ポリマー同士の不均一な反応を回避すること
ができる。
　ポリマー構成が３種類以上の場合は例えばポリマーＡ、ＢおよびＣにおいてポリマーが
保有するtanδの温度で中心となるポリマーが全体を構成するモル数の中で望ましくはそ
の各々の構成は５～５０モル％の範囲でその全量が１００モル％とする。望ましくは各々
の構成は８～４０モル％の範囲でその全量が１００モル％とする。好適な条件としては各
々の構成は１０～３５モル％の範囲でその全量が１００モル％の場合が優れた結果を期待
できる。
【００３６】
［ブロック化反応の同定］
　上記複数のポリマーのブロック化の確認は以下のようにして行うことができる。
　まず１つの方法を例示すると、反応押し出しによって生成した混合物ポリマーを溶媒に
溶解させ、それらをゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）によって分子量
を確認する。さらに、これを分別後、１３Ｃ－ＮＭＲによってブロック化した際のカップ
リング部分について、その結合炭素は官能基が異種元素によってシフトが異なることを利
用して、定量化することができる。しかしながら、これらの操作は精度のある確認手段と
しては好適ではあるが、ブロック反応性スクリーニングの際には多大な時間を消費しえる
ため、簡便法として下記のような粘弾性測定によってtanδの挙動観察から判定する方法
を採用するもことができる。
【００３７】
　また、ブロック反応の粘弾性測定による簡便な同定方法が挙げられる。ポリマーＡの損
失係数tanδ１及びピーク温度Ｔgaとし、ポリマーＢの損失係数tanδ２及びピーク温度Ｔ
gｂとすると、これらを完全混合した状態（ブロック化しないで混合している状態）では
そのｔａｎδはそのモル比率に応じた材料の異なるｔａｎδ１並びにｔａｎδ２のピーク
の高さが合成されたものが損失係数を測定した際に観測される。いわゆるモル分率による
加成性がみられる。またその完全混合物の各々のtanδ１及びtanδ２の温度はポリマーＡ
及びポリマーＢの損失係数を測定した際の温度と一致して観測される。
　一方、ポリマーＡ及びポリマーＢのセグメントの運動量がブロック化の際に構成するポ
リマーＡ及びポリマーＢが結合していると、ポリマーの運動量はセグメントの長いポリマ
ーの影響をされる。たとえばポリマーＡの主鎖セグメント長さがポリマーＢより長い（す
なわち分子量がポリマーＢより分子量が大きく繰り返しユニット数が大きい）場合で、ブ
ロック体になった場合はセグメントの長いポリマーＡ側の運動量の影響を受けるはずであ
る。言い換えれば、セグメントの長いポリマーＡの拘束をポリマーＢ側は受けるため、
tanδ２のピーク温度ＴｇｂはポリマーＡ側にシフトすることが観測される。もし反対に
ポリマーＢ側のセグメントがポリマーＡより長く場合はポリマーＡ側のｔａｎδ１のピー
ク温度（Ｔｇａ）はＴｇｂ側にシフトする。
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　上記の前提のもとにピークシフトからブロック化の有無を確認することができる。また
その（ブロック化）生成量はシフトしたtanδのピーク高さから可撓性を利用して逆に算
出することも可能であると考えられる。
【００３８】
［ブロック体の制振性能の評価］
　本発明の制振樹脂組成物においては、そのブロック体を主とする混合物が、各々の機械
的分散で観測される異なる温度間でのtanδプロファイルがブロードなピークとなること
が好ましい。特定のものについては、ブレンドする前の各々のピークの間はそのスロープ
間の重なり合う高さにモル分離を乗じた高さになることが経験的に分かっている。前者（
ブロック化混合物）はセグメント間で運動の伝達があるためｔａｎδ間の高さは単純に各
々のポリマーを混合した場合（各々のピークの間はそのスロープ間の重なり合う高さにモ
ル分離を乗じた）高さより高く且つ主鎖の長いセグメントに引きずられてもう一方の損失
正接ピークの温度はシフトする。これを台形状の連続ピーク（あるいは台形ピーク）、単
純ブレンドの時に観測されたものを独立ピークとして、ブロック化の制振性を判定するこ
とができる（豊田暢之　ＪＳＲ　ＣＥＭＩＣＡＬ　ＲＥＶＩＥＷ　Ｎｏ１１０，２００３
参照）。このとき観測される損失正接ピーク（tanδのピーク）の温度幅が広く、より高
いものが、広範な温度領域で高い制振性を示す良好なものであるとして判定される。
【００３９】
　本発明においては、上記損失正接ピークの異なる温度間での連続性をより定量的に評価
するために、下記で定義される積分平均損失正接（ｔａｎδの加重平均値）Ｈを用いるこ
とができる。
　材料の制振性能の優劣はある温度幅で機械的正接の大きさは単なる一点の温度でのtan
δのピーク値で比較することは通常できない。そのため、ここでは、材料を用いた製品の
使用される温度範囲において、温度とtanδの積の積分したものを温度幅で割った加重平
均値を成分平均損失正接と定義する。材料の制振能力を比較する場合に商品を設計する場
合に決められた温度範囲での制振性能を比較する場合に振動エネルギー吸収の積分値を意
味する。その加重平均は下記数式２で表される（図１を併せて参照）。
【００４０】

【数２】

　ここで得られる値について特に限定はないが、本発明においては、広い温度範囲での制
振性を考慮し、積分平均損失正接Ｈが０．１０以上であることが好ましく、０．２０以上
であることがより好ましい。混合物の積分平均損失正接Ｈ（Ｈｍ）とそのブロック体組成
物の積分平均損失正接Ｈ（Ｈｂ）との比率としては、Ｈｂ／Ｈｍとして１．２～４倍に上
昇することが好ましい。
【００４１】
［２官能性及びまたは３官能性の化学種］
　本発明においては、２官能性又は３官能性の化学種としてカップリング剤または架橋剤
を用いることが好ましい。これにより、好ましくは、上記複数のポリマーが持つ反応性基
に作用し、該反応性基どうしを直接あるいは該化学種を介して結合させる。これにより、
前記反応性基で連結された直鎖分岐構造もしくは化学架橋構造のブロック体が得られる。
　２官能または３官能をもつ化学種としては、水酸基や、カルボキシル基、酸無水物基、
エステル基、エポキシ基やイソシアネート基、オキサゾリン基、カルボジイミド基等の官
能基を２及びまたは３官能以上保有する化合物が挙げられ、ＤＣＰなどの架橋剤やシラン
カップリング剤等の結合剤でもよい。なかでも、イソシアネート化合物、エポキシ化合物
、又はオキサゾリン化合物を用いることが好ましい。
　カップリング剤は単分子で２官能及びまたは３官能を有するものあるいはオリゴマーで
もよい。官能基としては、エポキシ化合物、イソシアネート、オキサゾリン基、カルボキ
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シル基、無水マレイン酸基等が挙げられる。なお、本明細書においてオリゴマーとは、特
にポリマーと区別していうときには、重合度が２～１００程度の範囲のものをいう。
【００４２】
　多官能イソシアネート化合物にはメチレンジフェニルジイソシアネート（ＭＤＩあるい
は４，４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート）、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ
）、キシリレンジイソシアネート（ＸＤＩ）、ナフチレン１，５－ジイソシアネート（Ｎ
ＤＩ）、テトラメチルキシレンジイソシアネート（ＴＭＸＤＩ）、イソホロンジイソシア
ネート（ＩＰＤＩ）、水添キシリレンジイソシアネート（Ｈ６ＸＤＩ）、ジシクロヘキシ
ルメタンジイソシアネート（Ｈ１２ＭＤＩ）、ヘキサメチンジイソシアネート（ＨＤＩ）
、ダイマー酸ジイソシアネート（ＤＤＩ）、ノルボルネン・ジイソシアネート（ＮＢＤＩ
）、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート（ＴＭＤＩ）等が上げられる。
【００４３】
　またエポキシ化合物では２官能の化合物はジエチレングリコールジグリシジルエーテル
、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、環状エポキシとしては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ーボネート（旭チバＣＹ－１７９
）、３官能ではトリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、トリアジン環を有する
トリグリシジルエーテルシアヌレート、トリメチロールエチルトリグリシジルエーテル（
東都化成ＹＨ－３３０，ＤＩＣ（大日本インキ化学）７２５，旭電化ＥＤ－５０５）ある
いは多官能エポキシ化合物にはフェノール系ではオルソクレゾールノボラックエポキシ（
ＤＩＣ（大日本インキ化学）７３０），Ｎ，Ｎ’－ジグリシジルエーテルジアミノジフェ
ーネールメタン（住友化学ＥＬＭ－４３４，ＤＩＣ（大日本インキ化学）４３０－Ｌ，東
都化成ＹＨ－４３４）等がある。これらをブレンド時にポリマー同時が溶融してから反応
する様に官能基を持たない不活性で両者の融点の近傍で溶けるポリマー等を用いてマスタ
ーバッチ化を行うことが均一な反応をさせるために望ましい。
【００４４】
　上記２官能又は３官能性の化学種の使用量は特に限定されないが、複数のポリマーの各
々の末端基同志が結合する場合はと等モルになるように配合することが好ましい。一部お
よびまたは全量がポリマーを長鎖分岐とするスターポリマー構造とする場合もその末端基
の反応量に応じて対応の等モルとすることが望ましい。化学種が過剰であるとポリマーに
比べて分子量が小さいため反応が進み、部分的な結合が形成され、動的粘弾性装置で測定
するとtanδの変化が見ることができ、上記上限値の対応モル数以下とすることでまた未
反応残差を抑え、それにより過剰な反応を抑制することもできる。
【００４５】
［触媒］
　また、これら複数の樹脂で化学種を用いて結合させるときは触媒等を入れてもよい。触
媒にはルイス酸、強塩基、４級アンモニウム塩、脂肪酸金属塩、３級アミン、有機チタン
触媒、アンチモン系触媒、スズ系触媒、イミダゾール系等があげられる。
　上記触媒の使用量は特に限定されないが、複数のポリマーの総量に対して０.０１～０
．１質量部であることが好ましく、０．０１～０．０５質量部であることがより好ましい
。上記下限値以上とすることで、触媒としての機能の発現する最低量であり、上記上限値
以下とすることで過剰な反応を抑制することができる。
【００４６】
［架橋剤・架橋助剤］
　架橋剤としては、例えば、ジ-α-クミルパーオキサイド、ｔ－ブチル-α-クミルパーオ
キサイド、２，５ジメチル－２，５ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、２，５ジメチ
ル－２，５ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキシン－３、ジ-ｔ-ブチルパーオキサイド、ベ
ンゾイルパーオキサイド，２，４－ジクロロ－ベンゾイルパーオキサイド等を用いること
ができる。添加割合は樹脂成分の合計量（複数のポリマーの総量）１００重量部に対して
、０．５～５重量部の範囲が好ましい。この割合が上記下限値以上であると架橋が十分で
均質な発泡体が得られやすい。逆に上限値以下であると架橋密度が上がり過ぎず、発泡体
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に耳割れや気泡粗大等が起こさず、良好な発泡体が得られる。さらに架橋助剤を用いるこ
とができ、架橋助剤としては、例えば、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ト
リメチロールプロパ２０ントリアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート等を
挙げることができる。これらの架橋助剤の添加割合は、所望の架橋度合に応じて適宜定め
ることができるが、樹脂成分の合計量（複数のポリマーの総量）に対して、通常０．２～
５重量部の範囲が好ましい。必要に応じて各種添加剤、例えば、酸化防止剤、整泡剤、滑
剤、紫外線吸収剤、重合調整剤、顔料等を加えることができる。
【００４７】
　また、さらに用いることができる架橋剤はベンゾチアジル基を有する化合物、ベンゾト
リアゾール基を有する化合物、ジフェニルアクリレート基を有する化合物、ベンゾフェノ
ン基を有する化合物等が挙げられる。ベンゾチアジル基を有する化合物としては、Ｎ，Ｎ
－ジシクロヘキシルベンゾチアジル－２－スルフェンアミド（ＤＣＨＢＳＡ）、２－メル
カプトベンゾチアゾール（ＭＢＴ）、ジベンゾチアジルスルフィド（ＭＢＴＳ）、Ｎ－シ
クロヘキシルベンゾチアジル－２－スルフェンアミド（ＣＢＳ）、Ｎ－ｔ－ブチルベンゾ
チアジル－２－スルフェンアミド（ＢＢＳ）、Ｎ－オキシジエチレンベンゾチアジル－２
－スルフェンアミド（ＯＢＳ）、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルベンゾチアジル－２－スルフェ
ンアミド（ＤＰＢＳ）等が挙げられる。ベンゾトリアゾール基を有する化合物としては、
ベンゼン環にアゾール基が結合したベンゾトリアゾールを母核とし、これにフェニル基が
結合したものであって、２－［２’－ハイドロキシ－３’－（３’’，４’’，５’’，
６’’－テトラハイドロフタルイミドメチル）－５’－メチルフェニル］ベンゾトリアゾ
ール（２ＨＰＭＭＢ）、２－（２’－ハイドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリ
アゾール（２ＨＭＰＢ）、２－（２’－ハイドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチル
フェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール（２ＨＢＭＰＣＢ）、２－（２’－ハイドロ
キシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール（２ＨＤ
ＢＰＣＢ）、２－（２’－ハイドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾ
ール（２ＨＯＰＢ）等が挙げられる。ジフェニルアクリレート基を有する化合物としては
、エチル－２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート（ＥＣＤＰＡ）、オクチル－２
－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート（ＯＣＤＰＡ等が挙げられる。ベンゾフェノ
ン基を有する化合物としては、２－ハイドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン（ＨＭＢ
Ｐ）、２－ハイドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルフォニックアシド（Ｈ
ＭＢＰＳ）等が挙げられる。
【００４８】
　上記架橋剤又は架橋助剤の使用量は特に限定されないが、複数のポリマーの総量に対し
て０．０２～１０質量部であることが好ましく、０．１～３質量部であることがより好ま
しい。上記下限値以上とすることで、架橋剤効果により制振性が向上をみることができ、
上記上限値以下とすることで過架橋による成形流動性の悪化を防ぐことができる。
【００４９】
［作用機構と利点等］
　分子構造的に見ると高分子鎖のマクロブラウン運動、ミクロブラウン運動による分子間
の相互効果（摩擦、分子間凝集力等）により外部からの振動エネルギーを熱エネルギーに
変換する事によって制振性能が生じる。このような挙動を高分子の粘弾性の貯蔵弾性率（
Ｅ’）と複素弾性率（Ｅ”）から得られた損失正接（ｔａｎδ＝Ｅ”／Ｅ’）で説明され
る。一般に高分子の損失正接はガラス領域とゴム弾性領域の中間、すなわちガラス転移領
域に於いて力学的エネルギーの蓄積と損失が共存する粘弾性領域とされる挙動を示し、分
子間の熱エネルギーが極大値となる。高分子の二次転移点（あるいはガラス転移点と称す
る）が単一ポリマー材料では損失正接ピーク温度に対応する。この領域では分子間に束縛
力が作用するため分子セグメントの一部が分子運動を開始するため部分的に制約された分
子運動をとなる。この領域では温度が低いと分子運動は不活発となる。マクロブラウン運
動が停止し、停止し、更にはミクロブラウン運動も停止する。いわゆる分子凍結状態にな
る温度でこの温度を境にして
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弾性率の変化が著しく、比容積、屈折率等の物理定数も急激に変化する。
【００５０】
　また分子構造にかかる熱的運動とガラス転移点（Ｔｇ）の関係を観ると高分子材料に於
いてＴｇの温度をシフトする要素は分子の回転のしやすさ、セグメントの動きやすさに起
因する。分子運動が動きやすい構造になればＴｇは低下するすなわち損失正接ピーク温度
は低下する。分子の回転運動は以下の要因に起因する（Ｒ．Ｊ．Ｓｈａｆｅｒ（Ｒｕｂｂ
ｅｒ　Ｗｏｒｌｄ，　Ｊｕｎｅ　１９９５）参照）。
　（１）主鎖の可撓性
　（２）側鎖の大きさ、長さ及びその可撓性
　（３）立体障害による分子運動の制約
　（４）分子の対称性
　（５）分子の保有する極性（いわゆる分子間凝集力で電気陰性度に基づく正電場力やロ
ンドン力、水素結合等が含まれる）
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、上記のような作用機構を利用することもできるが
、例えば単にＴｇ（ガラス転移点）の調節のみにより制御するのでは難しい制振性の制御
も可能となる。
【００５２】
　複合材料では高分子／フィラー界面の摩擦によって分子運エネルギーが熱エネルギーに
なるとされている。その場合、フィラーの配向やフィラーのサイズ、界面の接着性が大き
く性能を左右すると言われている。たとえば板状フィラーを多数添加して成形時に配向さ
せ、両面拘束モデルの集合体として制振性を向上させると共に異なる機械的正接ピークの
スロープをブロード化することが挙げられる。しかしながら、フィラーの配向度や成形時
の板状フィラーのアスペクト比の低減による調節には限界があり、さらにフィラーの添加
は成形上の制約を招く。また金属板の間にサンドイッチ構造樹脂を挟んだ複合多層化によ
って制振性能を向上させた複合材料もあるが、樹脂単独に比べて弾性率の高い金属材料の
組み合わせから成形の際の形状の自由度の制約、サンドイッチ構造のため製造コストが高
く、製品としての成形コスト等の観点から制約が大きい。
【００５３】
　本発明の制振樹脂組成物においてフィラーや金属板を組み合わせて適用することが妨げ
られるものではないが、そうした手段のみによるのでは難しかった領域の制振性の制御の
可能性を広げることができる。また、フィラーや金属板を用いることによる弊害を回避す
ることができ、より広範なアプリケーションへの適用や性能の向上が見込める。
【００５４】
　単に複数の樹脂を混合するのでは、相溶可能な組み合わせは自ずと限定されてしまう。
その場合、ガラス転移点からゴム領域に移行する部分は損失正接ピークとして観測される
ので、上記相溶可能な樹脂組成物は限られた温度範囲でtanδの複数ピークに挟まれる温
度範囲しか確保できないことが示唆される。また、このときに可塑剤を用いることが挙げ
られるが、可塑剤はゴム領域を増大する為、ＰＶＣ等の損失正接の低減を招くので、結果
として平均的な制振性を低減することとなる。
【００５５】
　製品としては制振機能で高い性能を発揮が求められる使用温度範囲は１０℃～６０℃付
近を望ましくは１０℃～８０℃の範囲が求められ、用途によっては好適には１０℃～１０
０℃の温度範囲が望まれている。しかしながら、そもそも、適用できるポリマーアロイは
ゴム材料を除いては極めて少なく、またゴム材では工業部品等に要求される耐熱性があっ
て高剛性材料への適用材料からの課題は大きく、幅広く適用するには大きな制約がある。
そして、上記特許文献２をみても、互いに相溶しないポリマーでは、幅広い温度に於いて
機械的損失の高い特性は得られていない。
　これに対し、本願発明の実施形態によれば、実際に非相溶のポリマー同士であっても、
高い制振性を実現するよう三次元的に重合させた転移領域の広い材料とすることが可能で
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ある。したがって非相溶ポリマー同士での混合系で、固化する際に相分離することが専ら
で、マトリックス分散形を形成となるため相互のポリマーの平均的な損失が期待しがたい
場合でも、本願発明の実施形態によればそれに対応して所望の制振性を発現させる可能性
が広がる。また、本願発明の実施形態によれば、溶媒を用いないで押出し混合のような融
液混合系では高濃度状態であり、非相溶系ポリマー同志の混合では界面エネルギーが大き
く異なる為、相分離するような場合でも、上記と同様に対応して所望の制振性を付与する
ことができる。
【００５６】
　すなわち、本願発明の好ましい実施形態によれば、相分離する異種高分子であっても、
それらの複数ポリマー同志をブロック化することで、そのブロック体分子のセグメントと
して複数保有させることができる。それにより振動エネルギーは分子内を伝搬するので、
ブロック体において、異なる温度で損失正接（ｔａｎδ）を示す複数のセグメント部位が
存在するものとして機能させることができる。振動エネルギーはそれらの温度範囲におい
ては熱エネルギーに変換する。つまり、本実施形態によれば、このようにブロック化する
ことにより幅広い温度で振動エネルギーを熱エネルギーに緩和することができる。
【００５７】
　既に上述したことを含むが、異なる温度で機械的正接を保有するブロック化反応による
分子量増大では下記のようにしてその好ましいものを得ることができる。
（１）カップリング剤を用いて異なる温度で機械的正接（tanδ）を保有するポリマー同
志を直鎖状にブロック体及びまたはブロック体を主とする混合物を得る。
（２）スターポリマーの如く多官能を有するカップリング剤を用いて異なる温度で機械的
正接（tanδ）をブロック体及びまたはブロック体を主とする混合物を得る。
（３）主に直鎖状にブロック体を得てからそれらに架橋剤を作用させて主に分子量の増大
化したブロック体及びそれらの前駆体との混合物等の構造を有する混合物とする。
【００５８】
　本実施形態の制振樹脂組成物は、多様なニーズや用途に幅広く適用することができ、特
に高温でも十分な性能を発揮する。分野としては、自動車・車両・船舶用、家電・電気電
子・ＯＡ機器・音響機器・機械器具用及び建築・建材用等，多岐にわたる。例えば、自動
車や車両などの運送機器においては、車両が路面や線路を走行する時に発生する振動や、
エンジンやモーターの回転に起因して発生する振動等防止抑制、また、電気電子・ＯＡ機
器・音響機器では、モーター、リレー、トランス、歯車、カム、ギヤボックスのような稼
働部品や振動を発生する電気・電子・機械部品の振動や騒音防止、機械器具用は、工場プ
ラント機器等の電気・機械器具に組み込まれているエンジンやモーター等の回転に起因し
て発生する振動や騒音防止、また建材分野では、ビルディング、家屋等の水道・ガス等の
導管類や空調用ダクト等により発生する振動や騒音、床下など振動・騒音防止等広く一般
に使われている制振材として優れた性能を得られる。なかでも、自動車のオイルパンやシ
リンダーカバーなどのエンジン周辺部の制振材として最適な効果をもたらすものである。
具体的には、制振材が幅広い温度領域で制振性能を発現できる。特に８０℃以上になって
も高い損失係数を維持し、自動車のオイルパンやシリンダーカバーなどのエンジン周辺部
の制振材として薄肉で性状の自由度を保有した材料として適している。
【実施例】
【００５９】
　本発明について、実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明がこれにより限定し
て解釈されるものではない。
【００６０】
［実施例１］
　第一工程として、変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレー
ト共重合体樹脂（住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、ポリ乳酸
（以下ＰＬＡ；三井化学製　商品名；レイシアＨ４４０、メルトフロー＝２.４ｇ／１０
０ｇ、分子量Ｍｗ；８０,０００万）２０質量部とを２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ
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－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ：４５）で１９０℃
にて混練し均一分散化した。続いてこの均一混合物１２０質量部に対して反応基の保有し
ないポリエチレンを用いて１０％マスターバッチ化したカップリング剤の４，４‘－ジフ
ェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）をそのカップリング剤の有効の有効含有
が０.００１モルとなる様に０.２５質量部なるように配合し、さらに触媒Ａとしてステア
リン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比）を０.０５重量部
、配合し、ドライブレンド後に同じ押出機で１９０℃の条件で混練した。得られたペレッ
トを１９０℃で１０分間熱プレスし、０.５ｍｍのシートを作成した。得られた樹脂組成
物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）に
てｔａｎδの測定を１０Ｈｚで行った。元のボンドファーストの機械的分散のｔａｎδは
エチレンセグメントに由来するｔａｎδエチレン（－１１℃）とグリシジルメタアクリレ
ートセグメントに由来するｔａｎδＧＭＡ（６６℃）またポリ乳酸に由来するｔａｎδＰ

ＬＡ（７1℃）は、ｔａｎδエチレン（－９.５℃），ｔａｎδＧＭＡ（６６℃），ｔａｎ
δＰＬＡ（６７.０℃）とシフトして観測された。低温側の機械的分散のピークは高温側
へまたＰＬＡは低温側にシフトしている。これらは明らかに両者がブロック化した結果、
分子運動がブロック化したセグメント内を伝達していることを示唆している。さらに上記
で得られた混合物を、今度は２５０℃で１０分間プレス機で再加熱して反応を充分進める
と第一段目の機械的分散のｔａｎδエチレン（－９.５℃）はｔａｎδエチレン（－７．
１℃）へシフトした。また、ｔａｎδＧＭＡ（６６℃），ｔａｎδＰＬＡ（６７℃）のピ
ークは１つになり、６２℃へシフトした。そのピークは、元のｔａｎδＧＭＡ（６６℃）
よりも低温側に移動することが観測されることになり、且つそのピーク値は、加成性から
予測されるピーク高さより高くなった。これらは主鎖のエチレンセグメントの全モル分率
高い事を示唆している。言い換えれば、全体としてはエチレンセグメントが長くなる様な
分子量増大が分子間で起きていていることを示唆している。このような結果からブロック
化することにより制振樹脂組成物が広い温度範囲で損失正接ピークを保有し、且つ元のピ
ークより高い損失正接を得ることが可能となった。
【００６１】
［比較例１］
　実施例１において、第1工程を行なった後、第２工程のカップリング剤の添加と触媒Ａ
の添加を行わなかった。この生成物を液体窒素にて－１５０℃に低温凍結させた後、サン
プルを折って、その破面観察を走査電子顕微鏡で観察するとマトリックス分散が観察され
、多量のボンドファーストの中に島相としてポリ乳酸が分散されていることが分かった。
またそこで得られた生成物に触媒Ａを作用させた分散体を同じように走査電子顕微鏡で観
察しても同様の結果が認められた。第２工程のカップリング剤を用いたジブロック化の工
程がないと相互に相溶化しないため、分散状態が悪く、触媒Ａによる縮合反応も進まない
ことが分かった。且つ、得られた損失正接も損失係数も実施例１と比べ低い値であった。
【００６２】
［実施例２］
　第１工程として、変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレー
ト共重合体樹脂（住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、半芳香族
ナイロン（三菱エンジニアリング　ノバミットＸ２１［商品名］）２６質量部とを２軸押
出機（テクノベル社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ
　Ｌ／Ｄ４５）で２５０℃にて混練し均一分散化した。続いてこの均一混合物１２６ｇに
対して反応基の保有しないポリエチレンを用いて１０％マスターバッチ化したカップリン
グ剤の４，４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）をそのカップリン
グ剤の有効の有効含有が０.００１モルとなる様に０.２５重量部なるように配合し、さら
に触媒Ａとしてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量
比）を０.０５重量部を配合し、ドライブレンド後に同じ押出機で１９０℃で混練した。
得られたペレットを２５０℃で５分間熱プレスし、０.５ｍｍのシートを作成した。得ら
れた樹脂組成物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［
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商品名］）にてｔａｎδの測定を行った。第２工程の反応後の結果を表に示す。半芳香族
ナイロンの損失正接ピークは１３７℃であったのに対し、反応後は８２℃にピークがシフ
トしており、両者がブロック化していることを示す。得られた損失正接は、広い温度範囲
でピークを保有しており、良好な制振組成物といえる。損失係数も６０℃において0.1以
上であり、高温側で使用するのに適した制振組成物といえる。
【００６３】
［比較例２］
　実施例２において第２段目の反応工程でカップリング剤の添加と触媒Ａの使用をやめた
。生成物の粘弾性測定をするとそれらのいずれも損失正接はボンドファーフトの損失正接
しか測定できなかった。走査電子顕微鏡で観察するとマトリックス分散が観察され、多量
のボンドファーストの中に島相としてポリアミドが分散されていることが分かった。また
そこで得られた生成物に触媒を作用させた分散体を同じように走査電子顕微鏡で観察して
も同様の結果が認められ、第２段回目の反応工程がないと相互に相溶化しないため、触媒
による縮合反応も進まないことが分かった。得られた損失正接も、高温側のピークは見ら
れず、ボンドファースト由来のピークが現れるにとどまった。損失係数は実施例２に比較
して全体的に低い値になり、特に６０℃での値は低くなった。これはポリアミドとボンド
ファーストの界面制御がうまくいかず、ほぼボンドファーストの損失係数となった。
【００６４】
［実施例３］
　エチレン／アクリル酸／無水マレイン酸共重合体（ボンダイン　ＬＸ４１１０［商品名
］無水マレイン酸含有量９％　ＭＦＲ（１９０℃）で７ｇ／１０分　酸当量；９２ｍｅｑ
／１００ｇ（ポリマー重量））６６質量部とリサイクルポリエチレンテレフタレート（Ｍ
ｗ；８０００）（回収ＰＥＴ）１００質量部を２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ－１５
－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ４５）で２７０℃にて混練
し均一分散化した。第２工程として得られた組成物１６６質量部に対して、スチレン／グ
リシジルメタアクリレート／アクリレート三元共重合体（東亜合成化学；アルフォンＵＧ
－４０４０[商品名]　重量分子量（Ｍｗ＝１,１００）Ｔｇ＝６３℃、エポキシ当量：２
１０ｍｅｑ／１００ｇ））１０質量部をドライブレンドした後、同押出機を用いて均一混
練させた。第３工程として、得られた組成物１７６質量部に対して、反応基の保有しない
ポリエチレンを用いてマスターバッチ化した４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネー
ト（和光化学特級）を有効成分が０．５質量部になる様に加え、また触媒としてステアリ
ン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比）を０.１質量部添加
して、１９０℃で同押出機にて反応押し出しを行い反応させた。反応量は赤外吸光度でフ
ィルムの厚みの指標となる２,９１５ｃｍ－１のメチレンバンドとグリシジル基の赤外吸
光度の１,２６０ｃｍ－１の吸光度比の減少量から確認を行うと共にとＣＨＮの元素分析
が略一致することから定量した。次いで得られたペレットを２５０℃で５分間熱プレスし
、０.５ｍｍのシートを作成し動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２０
０［商品名］）にてｔａｎδの測定を１０Ｈｚで行った。
【００６５】
　その際の機械的分散でボンダインに帰属するｔａｎδの温度は元の－７℃から－３.５
℃にシフトし、その値は０.１７５であった。また元のマクロモノマー自体のｔａｎδに
由来する温度は５８℃でそのｔａｎδ値は０.１０であり、またリサイクルポリエステル
に由来するｔａｎδは１２４℃でその値は０.１０であるが、得られた組成物のｔａｎδ
は、５２℃へシフトしその値は０．２４となった。これはモル分率で想定した値より遙か
に高いことが分かった。
【００６６】
［比較例３］
　実施例３に於いて４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートと触媒Ａを用いないで
他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤外吸光分析でのフィルム厚み当たりグ
リシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認された。このことから単なる混合物である
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ことが示唆された。そこで生成物を液体窒素にて－１５０℃に低温凍結させた後、サンプ
ルを折って、その破面観察を行うと、ドメインが多数認められ、且つドメイン界面のボイ
ドも大きく相分離していることが判明した。そのときの各々のポリマーに由来するｔａｎ
δのピークシフトは観測されず、ピーク値も低い値であった。
【００６７】
［実施例４］
　エチレン／アクリル酸／無水マレイン酸共重合体（ボンダイン　ＬＸ４１１０［商品名
］無水マレイン酸含有量９％　ＭＦＲ（１９０℃）で７ｇ／１０分　酸当量；９２ｍｅｑ
／１００ｇ（ポリマー重量））６６質量部と半芳香族ポリアミド（三菱エンジニアリング
プラスチックス；；ノバミットＸ２１[商品名]）１００質量部を２軸押出機（テクノベル
社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ４５）で
２５０℃にて混練し均一分散化した。第２工程として得られた組成物１６６質量部に対し
て、スチレン／グリシジルメタアクリレート／アクリレート三元共重合体（東亜合成化学
；商品名：ＵＧ－４０４０　重量分子量（Ｍｗ＝１,１００）Ｔｇ＝６３℃、エポキシ当
量：２１０ｍｅｑ／１００ｇ））１０質量部をドライブレンドした後、同押出機を用いて
均一混練させた。第３工程として、得られた組成物１７６質量部に対して、反応基の保有
しないポリエチレンを用いてマスターバッチ化した４，４’－ジフェニルメタンジイソシ
アネート（和光化学特級）を反応含有量で０．５質量部になる様に加え、また触媒として
ステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比）を０.１質
量部添加して、１９０℃で同押出機にて反応押し出しを行い反応させた。反応量は赤外吸
光度でフィルムの厚みの指標となる２,９１５ｃｍ－１のメチレンバンドとグリシジル基
の赤外吸光度の１,２６０ｃｍ－１の吸光度比の減少量から確認を行うと共にとＣＨＮの
元素分析が略一致することから定量した。次いで得られたペレットを２５０℃で５分間熱
プレスし、０.５ｍｍのシートを作成し動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製Ｄ
ＭＳ２００［商品名］）にてｔａｎδの測定を１０Ｈｚで行った。
　その際の機械的分散でボンダインに帰属するｔａｎδの温度は元の－７℃から－５．１
℃にシフトし、その値は０.０９であった。また元のマクロモノマー自体のｔａｎδに由
来する温度は５８℃でそのｔａｎδ値は０.１０であるが、得られた組成物のｔａｎδは
、１１２℃へシフトしその値は０．１１となった。
【００６８】
［比較例４］
　実施例４に於いて第3ステップで４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートを用い
ないで混合し、次に触媒を用いないで混練りした他は同じ条件で押出し混練りを行った。
次に触媒を用いないで他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤外吸光分析での
フィルム厚み当たりグリシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認された。このことか
ら単なる混合物であることが示唆された。そこで生成物を－２００℃に低温凍結させた後
、サンプルを破断して、その破面観察を行うと、分散製の悪いドメインが多数認められ、
且つドメイン界面のボイドも大きく相分離していることが判明した。そのときの各々のポ
リマーに由来するｔａｎδの温度はシフトせず、変化しない。
【００６９】
［実施例５］
　変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレート共重合体樹脂（
住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、分子内にアクリル基を有す
るポリメチルメタクリレート（株式会社クラレ；パラペットＧＦ１０００［商品名］）８
質量部とを２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュ
ー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ４５）で１９０℃にて混練し均一分散化した。この均一混合物
にカップリング剤の４，４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）を作
用させた。カップリング剤は官能基の保有しないポリエチレンを用いて１０％マスターバ
ッチを作成し、そのカップリング剤の有効の有効含有量が０．２５重量部となる様に計量
して先の均一混合物とドライブレンドした後、再度、同じ２軸押出機にて１９０℃で混練
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した。次いで得られた組成物に触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシ
ュウム＝５０／５０（重量比）を０．０５質量部添加して１９０℃で再度混練りをし、ペ
レットにした。得られたペレットを２５０℃で５分間熱プレスし、０．５ｍｍのシートを
作成した。得られた樹脂組成物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製
ＤＭＳ２００［商品名］）にてｔａｎδの測定を行った。第３ステップの反応後の結果を
表に示す。
【００７０】
［比較例５］
　実施例５に於いて第２ステップで４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートを用い
ないで混合し、次に触媒を用いないで他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤
外吸光分析でのフィルム厚み当たりグリシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認され
た。このことから単なる混合物であることが示唆された。そこで生成物を－１５０℃に低
温凍結させた後、サンプルを破断して、その破面観察を行うと、分散製の悪いドメインが
多数認められ、且つドメイン界面のボイドも大きく相分離していることが判明した。その
ときの各々のポリマーに由来するｔａｎδの温度はシフトせず、変化しない。
【００７１】
［実施例６］
　押出機を用いてエチレン／グリシジルメタアクリレート／アクリロニトリルスチレン共
重合体（日油株式会社；商品名：モディパーＡ４４００　ＥＧＭＡ－ｇ－ＡＳ；７０／３
０　ＧＭＡ；１５％）　１２５質量部とエチレン／アクリル酸／無水マレイン酸共重合体
（商品名；ボンダイン　ＬＸ４１１０無水マレイン酸含有量９％　ＭＦＲ（１９０℃）で
７ｇ／１０分　酸当量；９２ｍｅｑ／１００ｇ（ポリマー重量））１００質量部とを低密
度ポリエチレンでマスターバッチ化した４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート（
和光化学特級）を反応含有量０．２５質量部になる様に加えて、１９０℃で反応押し出し
を行い、反応させた。反応量は赤外吸光度分析でフィルム平均厚み当たりのグリシジル基
の赤外吸光度の１，２６０ｃｍ－１の減少量から確認した。次に末端にシアノ基を保有す
るアクリロニトリルスチレン共重合樹脂（旭化成；スタイラックＡＳ７６７「商品名」）
１２質量部と、低密度ポリエチレンでマスターバッチ化した４，４’－ジフェニルメタン
ジイソシアネート（和光化学特級）が反応含有量で０．２５質量部になる様に加え、さら
に触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比
）を０.０５質量部添加して１９０℃で再度混練りをし、ペレットにした。得られたペレ
ットを２５０℃で５分間熱プレスし、０．５ｍｍのシートを作成した。得られた樹脂組成
物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）に
てtanδの測定を行った。第２ステップの反応後の結果を表に示す。
【００７２】
［比較例６］
　実施例６に於いて第１ステップ及び第２ステップとも４，４’－ジフェニルメタンジイ
ソシアネートと触媒Ａを用いないで他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤外
吸光分析でのフィルム厚み当たりグリシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認された
。このことから単なる混合物であることが示唆された。そこで生成物を－２００℃に低温
凍結させた後、サンプルを破断して、その破面観察を行うと実施例６に比べ、分散製の悪
いドメインが多数認められ、且つドメイン界面のボイドも大きく相分離していることが判
明した。そのときの各々のポリマーに由来するｔａｎδの温度は比較例１と同様にシフト
せず、変化しない。
【００７３】
［実施例７］
　変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレート共重合体樹脂（
住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、ＰＥＴＧ（イーストマンケ
ミカル　ＰＥＴＧ６７６３）１６質量部とを２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ－１５－
４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ４５）で２７０℃にて混練し
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均一分散化した。次に、この均一混合物にカップリング剤の４，４’－ジフェニルメタン
ジイソシアネート（和光化学特級）を官能基の保有しないポリエチレンを用いて１０％マ
スターバッチを作成し、そのカップリング剤の有効含有量が０.２５質量部になる様に計
量して、さらに触媒Ａとしてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０
／５０（重量比）を０.０５質量部計量してドライブレンドした後、１９０℃で再度混練
りをし、ペレットにした。得られたペレットを２５０℃で５分間熱プレスし、０.５ｍｍ
のシートを作成した。得られた樹脂組成物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツ
ルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）にてｔａｎδの測定を行った。第２ステップの反応
後の結果を表に示す。
【００７４】
［比較例７］
　実施例７に於いて第２ステップに４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートと触媒
Ａを用いない他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤外吸光分析でのフィルム
厚み当たりグリシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認された。このことから単なる
混合物であることが示唆された。そこで生成物を－１５０℃に低温凍結させた後、サンプ
ルを破断して、その破面観察を行うと実施例７に比べ、分散製の悪いドメインが多数認め
られ、且つドメイン界面のボイドも大きく相分離していることが判明した。そのときの各
々のポリマーに由来するtanδの温度はシフトせず、変化しない。
【００７５】
［実施例８］
　押出機を用いてエチレン－メタクリル酸共重合体（三井デュポンケミカル；商品名：ニ
ュクレル　Ｎ０９０３ＨＣ酸含有量９％））１００質量部とエチレン／グラフト無水マレ
イン酸スチレン共重合体［商品名；ボンダイン　ＬＸ４１１０無水マレイン酸含有量９％
　ＭＦＲ（１９０℃）で７ｇ／１０分　酸当量；９２ｍｅｑ／１００ｇ（ポリマー重量）
］１００質量部とを低密度ポリエチレンでマスターバッチ化したエチレングリコールジグ
リシジルエーテル（東京化成工業株式会社）が含有量で０．３質量部になる様に加えて１
９０℃で反応押出しを行い反応させた。次に末端に水酸基を保有するポリカーボネート樹
脂（三菱エンジニアリングプラスチック（株）：ユーピロンＳ－３０００[商品名]）８０
質量部反応させた。その際に低密度ポリエチレンでマスターバッチ化した４，４’－ジフ
ェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）が反応含有量で０．２５質量部になる様
に加えて２７０℃で反応押し出しを行なった。次いで得られた組成物１００質量部に対し
て触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比
）を０．０５質量部添加して１９０℃で再度混練りをし、ペレットにした。得られたペレ
ットを２５０℃で５分間熱プレスし、０.５ｍｍのシートを作成し動的粘弾性装置（セイ
コーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）にてｔａｎδの測定を１０Ｈｚで行っ
た。第３ステップの反応後の結果を表に示す。
【００７６】
［比較例８］
　実施例８に於いて第１ステップの反応に於いてエチレングリコールジグリシジルエーテ
ルを用いないで、さらに第２ステップに４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートを
用いないで、次に触媒を用いないで他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤外
吸光分析でのフィルム厚み当たりグリシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認された
。このことから単なる混合物であることが示唆された。そこで生成物を液体窒素にて－１
５０℃に低温凍結させた後、サンプルを折って、金蒸着後その破面観察を走査型電子顕微
鏡で行うと実施例８に比べドメインが多数認められ、且つドメインとマトリックス界面の
ボイドも大きく、界面の剥離が観察された。このようなことから相分離していることが判
明した。そのときの各々のポリマーに由来するｔａｎδは変わらない。
【００７７】
［実施例９］
　押出機を用いてエチレン－メタクリル酸共重合体（三井デュポンケミカル；商品名：ニ
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ュクレル　Ｎ０９０３ＨＣ酸含有量９％））１００質量部とオキサゾリン変性スチレン［
日本触媒　エポクロスＲＰＳ－１００５］２４質量部とを２軸押出機（テクノベル社製Ｋ
ＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機スクリュー：口径１５ｍｍＬ／Ｄ４５）で１９０℃に
て混練し均一分散化した。続いて、この均一混合物にポリエチレンで１０％に希釈したカ
ップリング剤の４，４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）を、その
カップリング剤の含有量が０.２５質量部になる様に計量して先の均一混合物とドライブ
レンドした後、再度、同じ２軸押出機にて１９０℃で混練した。次いで得られた組成物に
触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比）
を０.０５質量部添加して１９０℃で再度混練りをし、ペレットにした。得られたペレッ
トを２５０℃で５分間熱プレスし、０.５ｍｍのシートを作成した。得られた樹脂組成物
Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）にて
ｔａｎδの測定を行った。第２ステップの反応後の結果を表に示す。
【００７８】
［比較例９］
　実施例９に於いて第２ステップで４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートを用い
ないで混合し、次に触媒を用いないで他は同じ条件で押出し混練りを行った。生成物は赤
外吸光分析でのフィルム厚み当たりグリシジル基の吸光度はほぼ変ら無いことが確認され
た。このことから単なる混合物であることが示唆された。そこで生成物を－２００℃に低
温凍結させた後、サンプルを破断して、その破面観察を行うと実施例９に比べ、分散製の
悪いドメインが多数認められ、且つドメイン界面のボイドも大きく相分離していることが
判明した。そのときの各々のポリマーに由来するｔａｎδの温度はにシフトせず、変化し
ない。
【００７９】
［実施例１０］
　変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレート共重合体樹脂（
住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］　グリシジルメタアクリレート（ＧＭＡ）共重
合量１２％）１００質量部と、液晶ポリマー（ポリプラスチックス　ベクトラＡ９５０［
商品名］）２４質量部とを２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押
出機スクリュー：口径（Ｄ）１５ｍｍでスクリュー長さ／スクリュー径比；Ｌ／Ｄ＝４５
）で３００℃にて混練し均一分散化した。続いて、この均一混合物にカップリング剤の４
，４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）を作用させた。官能基の保
有しないポリエチレンで１０％に希釈したジフェニルメタンジイソシアネート（和光化学
特級）をそのカップリング剤の有効含有が０．２５質量部になる様に計量して先の均一混
合物とドライブレンドしたブレンド物に加えた後、再度、同じ２軸押出機にて１９０℃で
混練した。
　次いで得られた組成物に触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウ
ム＝５０／５０（重量比）を０.０５質量部添加して１９０℃で再度混練りをし、ペレッ
トにした。得られたペレットを２５０℃で５分間熱プレスし、０．５ｍｍのシートを作成
した。得られた樹脂組成物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭ
Ｓ２００［商品名］）にてｔａｎδの測定を行った。
　第２ステップの反応後の結果を表に示す。
【００８０】
［比較例１０］
　実施例１０において第二段目の反応工程でカップリング剤の添加と第三段目の反応工程
での触媒の使用をやめた。生成物の粘弾性測定をするとそれらのいずれも機械的分散はボ
ンドファーフトの分散しか測定できなかった。走査電子顕微鏡で観察するとマトリックス
分散が観察され、多量のボンドファーストの中に島相として液晶ポリマーが分散されてい
ることが分かった。またそこで得られた生成物に触媒を作用させた分散体を同じように層
さ電子顕微鏡で観察しても同様の結果が認められ、第一段の反応工程でジブロック化しな
いと相互に相溶化がしないため、触媒による縮合反応も進まないことが分かった。
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【００８１】
［実施例１１］
　エチレン／アクリル酸／無水マレイン酸共重合体［商品名；ボンダイン　ＬＸ４１１０
無水マレイン酸含有量９％　ＭＦＲ（１９０℃）で７ｇ／１０分　酸当量；９２ｍｅｑ／
１００ｇ（ポリマー重量）］１００質量部と末端に水酸基とカルボン酸を対で保有するリ
サイクルポリエチレンテレフタレート（Ｍｗ；８,０００）１８質量部を２軸押出機（Ｔ
テクノベル社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／
Ｄ４５）で２７０℃にて混練し均一分散化した。次に、この均一混合物にカップリング剤
の２，２－（１，３－フェニレン）ビス－２－オキサゾリン（三国製薬工業株式会社）を
作用させた。カップリング剤は官能基の保有しないポリエチレンを用いて１０％マスター
バッチを作成し、そのカップリング剤の有効含有が０．２２質量部になる様に計量して先
の均一混合物とドライブレンドした後、再度、同じ２軸押出機にて１９０℃で混練した。
次いで触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重
量比）を０．０５質量部添加して１９０℃で再度混練りをし、ペレットにした。得られた
ペレットを２５０℃で５分間熱プレスし、０．５ｍｍのシートを作成した。得られた樹脂
組成物Ａについて動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］
）にてｔａｎδの測定を行った。第２ステップの反応後の結果を表に示す。
【００８２】
［比較例１１］
　実施例１１において第二段目の反応工程でカップリング剤の添加と第三段目の反応工程
での触媒の使用をやめた。生成物の粘弾性測定をするとそれらのいずれも機械的分散はボ
ンダインの分散しか測定できなかった。走査電子顕微鏡で観察するとマトリックス分散が
観察され、多量のボンダインの中に島相としてＰＥＴが分散されていることが分かった。
またそこで得られた生成物に触媒を作用させた分散体を同じように層さ電子顕微鏡で観察
しても同様の結果が認められ、第二段目の反応工程でジブロック化しないと相互に相溶化
がしないため、触媒による縮合反応も進まないことが分かった。
【００８３】
［実施例１２］
　第一工程として、変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレー
ト共重合体樹脂（住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、ポリ乳酸
（以下ＰＬＡ；三井化学製　商品名；レイシアＨ４４０、メルトフロー＝２.４ｇ／１０
０ｇ、分子量Ｍｗ；８０,０００万）２０質量部とを２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ
－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ：４５）で１９０℃
にて混練し均一分散化した。続いてこの均一混合物１００質量部に対して反応基の保有し
ないポリエチレンを用いて１０％マスターバッチ化したカップリング剤の４，４‘－ジフ
ェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）をそのカップリング剤の有効の有効含有
が０.００１モルとなる様に０.２５質量部なるように配合し、さらに触媒Ａとしてステア
リン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比）を０.０５重量部
、配合し、ドライブレンド後に同じ押出機で１９０℃の条件で混練した。
　得られた組成物１２２．５質量部に、２－２－ハイドロキシ－５－メチルフェニル－５
－ベンゾトリアゾール（ＨＭＰＢ）（住友化学　スミソーブ２００（商品名））１２質量
部と２－メルカプトベンゾチアゾール（ＭＢＴ）（大内新興化学（株）ノクセラーＭ（商
品名））１２質量部を、２軸押出機（Ｔテクノベル社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押
出機　スクリュー：口径１５ｍｍＬ／Ｄ４５）で混練りを行い、ペレットにした。得られ
たペレットを２４０℃×５分でプレスし、０．５ｍｍのシートを作成した。このシートを
。動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２００［商品名］）にてｔａｎδ
の測定を１０Ｈｚで行った。
　元のボンドファーストの損失正接のｔａｎδはエチレンセグメントに由来するｔａｎδ

エチレン（－１１℃）は、５．３℃にシフトし、高さが０.１０２から０.２７５となった
。またポリ乳酸に由来するｔａｎδＰＬＡ（７０.１℃）は、５５.５℃にシフトし、高さ



(23) JP 2012-171989 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

は０.０９から０.８９２となった。分子量の増大が起こったことを示唆する。
　なお、本実施例で得られた損失正接のチャートを、下記比較例１２との対比として、添
付の図２に示した。
【００８４】
［比較例１２］
　実施例１２においてカップリング剤の添加と、２－２－ハイドロキシ－５－メチルフェ
ニル－５－ベンゾトリアゾール（ＨＭＰＢ）と２－メルカプトベンゾチアゾール（ＭＢＴ
）の添加を行わなかった。
　得られた損失正接は、実施例１２に比べて低い値であった。
【００８５】
［実施例１３］
　第１工程として、変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレー
ト共重合体樹脂（住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、半芳香族
ナイロン（三菱エンジニアリング　ノバミットＸ２１［商品名］）２６質量部とを２軸押
出機（テクノベル社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ
　Ｌ／Ｄ４５）で２５０℃にて混練し均一分散化した。続いてこの均一混合物１２６ｇに
対して反応基の保有しないポリエチレンを用いて１０％マスターバッチ化したカップリン
グ剤の４，４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）をそのカップリン
グ剤の有効の有効含有が０.００１モルとなる様に０.２５重量部なるように配合し、さら
に触媒Ａとしてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量
比）を０.０５重量部を配合し、ドライブレンド後に同じ押出機で１９０℃で混練した。
　得られた組成物１２８．５質量部に、２－２－ハイドロキシ－３－（３４５６テトラハ
イドロフタリミデメチル－５－メチルフェニル－ベンゾトリアゾール（２ＨＰＭＭＢ）（
住友化学　スミソーブ２５０（［商品名］）１３質量部とハイドロキシ－３’，５’－ジ
－ｔ－ブチルフェニル｝－５－クロロベンゾトリアゾール（２ＨＤＢＰＣＢ）（共同薬品
株式会社製ＶＩＯＳＯＲＢ５８０［商品名］）を１３質量部、２軸押出機（Ｔテクノベル
社製ＫＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍＬ／Ｄ４５）で混
練りを行い、ペレットにした。得られたペレットを２４０℃×５分でプレスし、０．５ｍ
ｍのシートを作成した。このシートを。動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製Ｄ
ＭＳ２００［商品名］）にてｔａｎδの測定を１０Ｈｚで行った。得られた機械的分散の
結果を表に示す。
【００８６】
［比較例１３］
　実施例１３においてカップリング剤の添加と、２－２－ハイドロキシ－３－（３４５６
テトラハイドロフタリミデメチル－５－メチルフェニル－ベンゾトリアゾール（２ＨＰＭ
ＭＢ）とイドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル｝－５－クロロベンゾトリア
ゾール（２ＨＤＢＰＣＢ）の配合を行わなかった。得られた損失正接は、実施例１２に比
べて低い値であった。
【００８７】
［実施例１４］
　第一工程として、変性ポリエチレンであるエチレン－エチレングリシジルメタクリレー
ト共重合体樹脂（住友化学：ボンドファーストＥ［商品名］）１００質量部と、ポリ乳酸
（以下ＰＬＡ；三井化学製　商品名；レイシアＨ４４０、メルトフロー＝２.４ｇ／１０
０ｇ、分子量Ｍｗ；８０,０００万）８０質量部とを２軸押出機（テクノベル社製ＫＺＷ
－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍ　Ｌ／Ｄ：４５）で１９０℃
にて混練し均一分散化した。続いてこの均一混合物１００質量部に対して反応基の保有し
ないポリエチレンを用いて１０％マスターバッチ化したカップリング剤の４，４‘－ジフ
ェニルメタンジイソシアネート（和光化学特級）をそのカップリング剤の有効の有効含有
が０.００１モルとなる様に０.２５質量部なるように配合し、さらに触媒Ａとしてステア
リン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム＝５０／５０（重量比）を０.０５重量部
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、配合し、ドライブレンド後に同じ押出機で１９０℃の条件で混練した。
　得られた組成物１８２．５質量部に、ジベンゾチアゾリルジスルフィド（ＭＢＴＳ）（
大内新興化学（株）ノクセラーＭ（商品名））３６部を２軸押出機（Ｔテクノベル社製Ｋ
ＺＷ－１５－４５－ＭＧ２軸押出機　スクリュー：口径１５ｍｍＬ／Ｄ４５）で混練りを
行い、ペレットにした。得られたペレットを２４０℃×５分でプレスし、０．５ｍｍのシ
ートを作成した。このシートを。動的粘弾性装置（セイコーインスツルメント製ＤＭＳ２
００［商品名］）にてｔａｎδの測定を１０Ｈｚで行った。得られた機械的分散の結果を
表に示す。
［比較例１４］
　実施例１４においてジベンゾチアゾリルジスルフィド（ＭＢＴＳ）（大内新興化学（株
）ノクセラーＭ（商品名））の配合を行わなかった。得られた損失正接は、実施例１２に
比べて低い値であった。
【００８８】
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【表１】

【００８９】
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【表２】

【００９０】



(27) JP 2012-171989 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【表３】

【００９１】
・Et/GMA：エチレン－エチレングリシジルメタクリレート共重合体樹脂
・St/GMA/Ac：スチレン／グリシジルメタアクリレート／アクリレート三元共重合体
・Et/AA/Maｌ：エチレン／アクリル酸／無水マレイン酸共重合体
・Et/GMA/AS：エチレン／グリシジルメタアクリレート／アクリロニトリルスチレン共重
合体
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・Et/Mal-St：エチレン／グラフト無水マレイン酸スチレン共重合体
・PETG：ポリエチレンテレフタレートにグリコールを加えたコポリエステル樹脂
・ＡＳ：アクリロニトリル/スチレン共重合
・EGGE：エチレングリコールジグリシジルエーテル
・PC：ポリカーボネート樹脂
・O-PS：オキサゾリン変性スチレン
・LCP：液晶ポリマー
・Et/MA：エチレン－メタクリル酸共重合体樹脂
・PLA：ポリ乳酸
・hAr-PA：半芳香族ポリアミド
・PMMA：ポリメタクリル酸メチル
・CatA：触媒としてステアリン酸リチウム及びステアリン酸カルシュウム（50/50）
・MDI：４、４‘－ジフェニルメタンジイソシアネート
・HMPB：２－２－ハイドロキシ－５－メチルフェニル－５－ベンゾトリアゾール
・MBT:２－メルカプトベンゾチアゾール
・2HPMMB：２－２－ハイドロキシ－３－（３４５６テトラハイドロフタリミデメチル－５
－メチルフェニル－ベンゾトリアゾール
・2HDBPCB：ハイドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル｝－５－クロロベンゾ
トリアゾール
・MBTS：ジベンゾチアジルスルフィド
・PbO: ２，２－（１，３－フェニレン）ビス－２－オキサゾリン
＊　ｔａｎδlow：　損失正接ピークの温度の低い側のピーク
　　ｔａｎδhigh：　損失正接ピークの温度の高い側のピーク
・加重平均値（２０～６０℃）：前記［ブロック体の制振性能の評価］で示した手順及び
数式２により求めた積分平均損失正接Ｈ
　なお、ポリマーに下線を付したものは非結晶性のポリマーであることを意味する。
【００９２】
　上記の結果より、本発明の実施例によれば、比較例のものに比し、制振適用温度幅が広
く連続する安定した制振性を示すことが分かる。
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