
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水相及び油相を有するマイクロエマルジョンの光開始重合生成物を含む、実質的に非孔
質の二重連続構造を有する高分子複合材料であって、前記マイクロエマルジョンが、下記
（ａ）～（ｅ）：
　（ａ）水２～４０重量％；
　（ｂ）下記（１）～（４）、
　（１）実質的に油不溶性のラジカル重合性又は共重合性の極性モノマー；
　（２）不溶性又は水溶性及び油溶性のラジカル重合性又は共重合性の極性オリゴマー；
　（３）水溶性且つ油溶性のラジカル重合性又は共重合性モノマー；
　（４）これらの混合物；
から成る群より選択されたラジカル共重合性のエチレン系不飽和極性種２～６０重量％；
　（ｃ）ラジカル共重合性のエチレン系不飽和疎水性モノマー１５～８５重量％；
　（ｄ）（１）成分（ｂ）の極性種及び成分（ｃ）のモノマーとは共重合しない、非イオ
ン界面活性剤、カチオン界面活性剤、アニオン界面活性剤及びこれらの混合物、（２）成
分（ｂ）の極性種及び成分（ｃ）のモノマーと共重合することができる、エチレン系不飽
和非イオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、アニオン界面活性剤及びこれらの混合物、
（３）（１）と（２）の両方から成る群より選ばれた界面活性剤５～７０重量％；並びに
　（ｅ）親油性光開始剤０．０１～５重量部；
〔但し、前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）の重量％は、それぞれマイクロエマルジ
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ョンの総重量を基準としたものであり、また（ｅ）の光開始剤量は前記（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）及び（ｄ）の総重量を基準としたものである〕
を含んで成り、そして前記光開始重合生成物が

実質的に非孔質の二重連続構造を有する前記高
分子複合材料。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、実質的に非孔質の二重連続構造を有する高分子材料に関する。実質的に非孔質
の二重連続 (bicontinuous)構造とは、親水性ポリマー相と疎水性ポリマー相とがどちらも
連続しており、しかも各々の相がそれぞれのバルク特性を示す構造である。また、本発明
は、水相、油相の両方にラジカル重合性モノマーが存在するマイクロエマルジョン、その
ようなマイクロエマルジョンの製造方法、及びそれから高分子材料を製造する方法にも関
する。
【０００２】
【従来の技術】
マイクロエマルジョンは、適当な界面活性剤混合物〔通常は、石鹸のような界面活性剤及
び短鎖アルコールのような補助界面活性剤 (cosurfactant)〕によって安定化された水／油
系コロイド分散体である。安定性が純粋に速度論に由来する慣例の乳濁エマルジョンとは
対照的に、マイクロエマルジョンは熱力学的に安定であり、接触によって自発的に形成す
る。連続媒体中に分散している球形液滴の大きさが小さい（約１０ｎｍ）ので、光学的に
透明である。  Wiley: New York 1987 Vo
l. 9, p. 718を参照されたい。
【０００３】
マイクロエマルジョンはマクロエマルジョンやミニエマルジョンとは異なる。乳濁液とし
て通常知られているマクロエマルジョンは、不混和性の２種の液体を含む熱力学的に不安
定な混合物であって、一方の液体が、１００ｎｍよりも大きな直径を示す細かい液滴を形
成して他方の液体中に分散しているものである。マクロエマルジョンは濁っており、通常
は乳白色をしている。ミニエマルジョンは、長鎖脂肪アルコール又はｎ－アルカンのよう
な補助界面活性剤とイオン性界面活性剤とを含む混合物を用いて調製される、２種の不混
和性液体を含有する不透明で熱力学的に不安定なエマルジョンである。平均液滴径１００
～５００ｎｍのミニエマルジョンを調製するためには比較的高い機械的剪断力が必要であ
る。
【０００４】
マイクロエマルジョンは、水中油形（水連続型）、油中水形（油連続型）又は二重連続形
であることができる。二重連続マイクロエマルジョンでは、油相と水相とが連続ドメイン
として共存し、その界面に界面活性剤分子が位置している。二重連続マイクロエマルジョ
ン系における水、油及び補助界面活性剤（通常、短鎖アルコール）は、それぞれ純成分の
速度に匹敵する速度で拡散する。
【０００５】
原則として、ビニルモノマーのラジカル重合は、水中油形（ｏ／ｗ）、油中水形（ｗ／ｏ
）又は二重連続マイクロエマルジョンの分散相又は連続相のいずれかにおいて達成するこ
とができる。 Kuo ら (Macromolecules, 1987, 20, p. 1216) は、ｏ／ｗ型マイクロエマル
ジョンの分散相においてスチレンを重合することについて記載している。また、 Candauら
（米国特許第４，６８１，９１２号明細書）は、ｗ／ｏ型マイクロエマルジョンの分散相
において水溶性モノマーを重合することについて記載している。 Chew及び Gan(J. Polym. 
Sci.: Polym. Chem., 1985, 23, p. 2225)は、ポリマーマトリックス中に水を分散させた
ｗ／ｏ型エマルジョンの連続相としてのメチルメタクリレートを重合しようとした。しか
しながら、得られたポリマーが二重連続構造をとっているという証拠はまったく認められ
ていない。 Stoffer 及び Bone(J. Dispersion Sci. Technol., 1980, 1, p. 37) もまた、
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ドデシルスルホン酸ナトリウム、ペンタノール及び水をさらに含有する系における連続相
としてのメチルメタクリレートを重合したことについて報告している。
【０００６】
　 Shahら（欧州特許出願第３９１，３４３号）は、水性マイクロエマルジョンの分散相と
しての、例えばアクリレート系モノマーを重合して非常に小さいポリマー粒子を製造する
ことについて記載している。
Puigら (J. Colloid Interface Sci., 1990, Vol. 137, p. 308) は、モノマーの一方（ア
クリル酸）が水相において著しく可溶性を示すアクリル酸／スチレン系マイクロエマルジ
ョンの重合について論じている。得られたコポリマーは、ポリスチレンブロック体の中に
アクリル酸単位が離散してランダムに分布している形態を成している。
【０００７】
上記の文献は、重合を開始させる熱的方法を教示しているにすぎない。これら文献の中で
、両方の相が固体である二重連続構造を有するポリマー、又は疎水性ポリマーと親水性ポ
リマーとが両方の相において共存する二重連続ポリマーを、しかもマイクロエマルジョン
の重合によって製造することについて記載しているものはない。
【０００８】
Price （米国特許第５，１５１，２１７号明細書）は、特異な付加重合性カチオン界面活
性剤の存在下で、スチレン、アクリレート又はメタクリレートのアルキルエステルのよう
な疎水性モノマー及び架橋剤を含む二重連続マイクロエマルジョンを製造することについ
て記載している。 Price の目的は、光重合法によって、分離プロセスに使用できる固体ポ
リマーを製造することであった。ラジカル重合性モノマーを水相と油相の両方に存在させ
るマイクロエマルジョンの重合法や製造法、或いはいずれかの相に極性モノマーを使用す
ることについては何ら記載がない。最後に、生成物ポリマーは、二つの固体相ではなく、
一つの固体相と一つの液体相とを示すものである。
【０００９】
二重連続マイクロエマルジョンの光重合については Cheungらによる報告がある (Langmuir,
 1991, Vol. 7, pp. 1378ff.及び 2586ff.)。スチレン／水系のマイクロエマルジョンから
多孔質ポリスチレン膜が得られている。メタクリル酸メチル／アクリル酸系マイクロエマ
ルジョンを界面活性剤を存在させた場合とさせない場合とで重合し、どちらの場合も良好
な機械的安定性を有する多孔質ポリマー固体が得られたとされている。報告によると、こ
れらの系では極性モノマーが用いられているが、顕微鏡検査では、得られた共重合材料は
単相多孔質系を示している。
【００１０】
本発明の譲受人に譲渡されている欧州特許出願公開第０　４３２　５１７号公報によると
、生物学的に活性な物質をさらに含有する二重連続マイクロエマルジョンの疎水相を光重
合することで、多孔質の膜、フィルム又はビーズを形成することが記載されている。しか
し、親水相におけるモノマーの重合については何ら記載も特許請求もされていない。
【００１１】
米国特許第５，２３８，９９２号明細書 (Outubuddin)は、親水相と疎水相を両方含有する
マイクロエマルジョンから製造された、多孔性を制御した複合材料及びマイクロエマルジ
ョンポリマーブレンドについて記載している。このマイクロエマルジョンは、親水相中に
界面活性剤系、任意補助溶剤及び親水性モノマーを含み、そして疎水相中に疎水性モノマ
ーを含むものとして調製されている。得られたブレンドは、ミクロン領域及びサブミクロ
ン領域の両方において気孔を示し、また水中油形又は油中水形のいずれと比べてもマイク
ロエマルジョンが二重連続形の場合には多孔性が高くなることが普通である。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
当該技術分野では、実質的に非孔質の二重連続構造を有するポリマーが製造できることも
、またそのようなポリマーに対するニーズも認識されていない。これらの実質的に非孔質
の二重連続構造を有するポリマーは、マイクロエマルジョンの水性（水）相に含まれるラ

10

20

30

40

50

(3) JP 3640996 B2 2005.4.20



ジカル重合性の親水性極性種と有機（油）相に含まれるラジカル重合性の疎水性モノマー
とを同時に重合して、実質的に非孔質の二重連続相を有する２種の固体を有するポリマー
を形成することによって得られる。
【００１３】
このような実質的に非孔質の二重連続構造を有するポリマーは、親水性ポリマーと疎水性
ポリマーの両方のバルク特性が求められる用途に特に有用である。例えば、水分及び／又
はバクテリアに対しては不透過性であると同時に水蒸気の輸送性が高い通気性フィルムが
非常に望まれている。また、このようなポリマーにおいては、疎水性物質又は親水性物質
のいずれかを捕捉したり、徐放したりすることができる。さらに、相の一方または両方の
別のバルク特性が同時に発揮される利点を有する材料を製造することもできる。例えば、
親水相に電解質を含有させることによって導電性にした粘着性のアクリレート型接着剤を
製造することができる。
【００１４】
本発明は、固体の、実質的に非孔質の二重連続高分子材料及びそのような材料の製造方法
、親水性ラジカル重合性極性種と疎水性ラジカル重合性モノマーを両方含むマイクロエマ
ルジョン、並びにそのようなマイクロエマルジョンの形成方法を提供する。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明の高分子複合材料は、実質的に非孔質の二重連続構造を有し、水相及び油相を有す
るマイクロエマルジョンの光開始重合生成物を含む。前記マイクロエマルジョンは、下記
（ａ）～（ｅ）：
（ａ）水約２～約４０重量％；
（ｂ）ラジカル共重合性のエチレン系不飽和極性種約２～約６０重量％；
（ｃ）ラジカル共重合性のエチレン系不飽和疎水性モノマー約１５～約８５重量％；
（ｄ）（１）成分（ｂ）の極性種及び成分（ｃ）のモノマーとは共重合しない、非イオン
界面活性剤、カチオン界面活性剤、アニオン界面活性剤及びこれらの混合物、（２）成分
（ｂ）の極性種及び成分（ｃ）のモノマーと共重合することができる、エチレン系不飽和
非イオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、アニオン界面活性剤及びこれらの混合物、（
３）（１）と（２）の両方から成る群より選ばれた界面活性剤約５～約７０重量％；並び
に
（ｅ）親油性光開始剤約０．０１～約５重量部；
〔但し、前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）の重量％は、それぞれマイクロエマルジ
ョンの総重量を基準としたものであり、また（ｅ）の光開始剤量は前記（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）及び（ｄ）の総重量を基準としたものである〕
を含んで成る。前記重合生成物は、どちらも実質的に非孔質の固体である二重連続構造の
二重相を有する。
【００１６】
本発明の特異な二重連続ポリマー系は、マイクロエマルジョンの水相と有機相の両方にお
いてラジカル重合性種を同時重合した結果得られるものである。各相における同時重合時
に、水相と有機相は、互いに結合した連続ドメイン状態で共存する。それらが二重連続性
である。
【００１７】
こうして、水相における重合が親水性バルク特性を有する親水性ポリマーをもたらす一方
、油相における重合が疎水性バルク特性を有する疎水性ポリマーをもたらす。同時重合が
起こるため、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの両方を有する実質的に非孔質の高分子複
合材料が得られる。いずれか一方のポリマーが分散相となることは実質的に皆無であり、
どちらのポリマーも実質的に連続したドメインとして共存し、その結果得られる複合材料
は実質的に非孔質且つ二重連続性となる。この高分子複合材料は二つの固体相を有し、一
方の親水性ポリマーと他方の疎水性ポリマーとが実質的に非孔質の二重連続構造として共
存する。
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【００１８】
特定の理論に限定されるものではないが、本発明の高分子複合材料は、マイクロエマルジ
ョンを重合した際に形成される形態として疎水性連続相と親水性連続相の両方を有する。
疎水性連続相は疎水性モノマーが重合する際に形成され、親水性連続相は親水性モノマー
が重合する際に形成される。重合して得られたマイクロエマルジョン組成物は、連続した
疎水性と連続した親水性との両方の特性を示し、疎水性ポリマーの溶剤も親水性ポリマー
の溶剤も、重合して得られたマイクロエマルジョン組成物を溶解することはどちらもでき
ない。
【００１９】
溶媒和に抵抗できる機械的集結を形成するように重合時に組み合わされる独立した疎水性
ポリマー及び親水性ポリマーがあるかどうかや、疎水性モノマー及び親水性モノマーが共
重合した領域において化学的共有性の集結を形成するように疎水性モノマーと親水性モノ
マーとがいくらかは共重合しているかどうかについては、現在のところわかっていない。
【００２０】
本発明の高分子複合材料の形態は、正確な形態が分子レベルで記述できない場合であって
も、相の一方が分散しており他方が連続である二相形複合材料とは異なる。というのは、
本発明の組成物は、疎水性ポリマー相の連続性によるバルク特性と親水性ポリマー相の連
続性によるバルク特性とが両立するからである。
「二重連続構造」は、疎水性連続相による特性と親水性連続相による特性とが両立する重
合後のマイクロエマルジョンの形態を記述するための用語である。
【００２１】
本発明の方法もまた、得られる高分子複合材料の形態にとって重要である。混合物が重合
時に安定なマイクロエマルジョンとして残存し、しかも得られた高分子複合材料が構造集
結性を示すためには、どちらの種類のモノマーも迅速に重合する必要がある。重合の際に
マイクロエマルジョンの形態を「凍結」又は安定なままにし且つマイクロエマルジョンの
相分離を最小限に止め、実質的に非孔質の高分子複合材料を得ることを可能にする迅速且
つ制御可能な重合法は、光開始剤及び電磁輻射線を使用するラジカル重合法である。比較
として、ある種の条件下では、米国特許第５，２３８，９９２号明細書 (Outubuddin)に例
示されたモノマーを用いた熱開始ラジカル重合条件下で実質的に非孔質の高分子複合材料
を形成することは可能ではあるが、熱開始反応を制御できる能力には限りがある。重合反
応速度の制御が難しいため、熱誘発重合法では得られる高分子複合材料の形態が変わって
しまう恐れがある。本発明は、重合の際のマイクロエマルジョン（引いては、得られる重
合後のマイクロエマルジョン）の形態が、熱開始法と比べて光開始法による方が制御しや
すく、本発明の高分子複合材料の所望の形態を達成することができるので、光重合法を採
用する。
【００２２】
意外なことに、光開始重合法を採用すると、本発明の所望の実質的に非孔質の複合材料が
確実に形成される。光重合法が非常に信頼できる理由は、重合を開始するために温度を変
更する必要がないこと、重合が制御可能であること（例えば、電磁輻射線が照射されてい
る場合に限り重合が起こる）、そして光重合法は光重合時のマイクロエマルジョンの相分
離を最小限に止めること、である。
【００２３】
さらに、米国特許第５，２３８，９９２号明細書は、熱開始重合法を使用すると多孔質ポ
リマーブレンド及び複合材料が優先的に形成されることについて記載している。
本発明は、熱開始重合法ではなく、光重合法によって調製した実質的に非孔質の二重連続
構造を有する高分子複合材料を提供することによって、多孔質のブレンドや複合材料を排
除するものである。
【００２４】
本明細書における用語「実質的に非孔質の」とは、複合材料中の気孔又は開放空間が直径
０．１μｍを上回るレベルでは存在しないことを意味する。「実質的に非孔質の」は、米
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国特許第５，２３８，９９２号明細書及び Qutubuddinらの「 Preparation and Characteri
zation of Porous Polymers from Microemulsions 」 (ACS Symposium Series 384 の第５
章、 Polymer Association Structures, American Chemical Society, 1989)に記載されて
いるマイクロメートルレベルにある多孔質構造とは明確に区別される。
【００２５】
水相は、水と、少なくとも１種のラジカル共重合性エチレン系不飽和極性種、例えば、モ
ノマー及び／又はオリゴマーとを含む。この水相は、必要に応じて、無反応性極性オリゴ
マー添加剤、ラジカル重合性光化学賦活架橋剤、補助溶剤、水溶性ラジカル光重合開始剤
、水溶性ラジカル熱開始剤並びに（電解質、染料及び医薬品的に活性な物質から成る群よ
り選ばれた添加剤のような）水溶性官能性添加剤から成る群より選ばれた成分を１種以上
さらに含むことができる。
【００２６】
本明細書における用語「極性」とは、測定可能な双極子モーメントを示す種を意味し、ま
た用語「オリゴマー」とは、反復単位を２個以上、最大で約２０００個まで有する高分子
種を意味する。
【００２７】
有機相は、少なくとも１種のラジカル重合性のエチレン系不飽和疎水性モノマー、ラジカ
ル重合性のエチレン系不飽和極性モノマー及び油溶性のラジカル光重合開始剤を含む。こ
の有機相は、必要に応じて、無反応性極性オリゴマー添加剤、得られる組成物のバルク特
性に寄与することができる油溶性架橋剤、油溶性連鎖移動剤、油溶性ラジカル熱開始剤並
びに（可塑剤、染料、医薬品的に活性な物質及び粘着付与剤から成る群より選ばれたよう
な）油溶性官能性添加剤から成る群より選ばれた成分を１種以上さらに含むことができる
。
【００２８】
マイクロエマルジョンの第三の主要成分は、非イオン性又はイオン性（例、アニオン性又
はカチオン性）、好ましくはアニオン性又は非イオン性であることができる相溶性の界面
活性剤である。適当であれば、有機相及び水相のいずれにも溶解しないが、実質的に非孔
質の二重連続構造を有する最終高分子複合材料内部に配置されうる添加剤や充填剤（例え
ば、ウェブ、スクリムもしくはシリカ、活性カーボンブラック又は繊維状フィラー）を含
有させてもよい。
【００２９】
水相、有機相及び界面活性剤を組成する成分をいずれの順序で混合しても透明なマイクロ
エマルジョンが自発的に形成する。次いで、そのマイクロエマルジョンを適当な金型内に
キャストし、電磁輻射線を照射して迅速にラジカル重合させてもよいし、マイクロエマル
ジョンを支持体上に塗布し、その支持体上で電磁輻射線を照射して迅速にラジカル重合さ
せてもよいし、或いはマイクロエマルジョンをシート又はメッシュ状の強化材、例えばス
クリムなど、を包含するようにキャストし、電磁輻射線を照射して迅速にラジカル重合さ
せてもよい。これらの各種方法において、「迅速に」とは、重合の際にマイクロエマルジ
ョンの形態が実質的に変わることなく、高分子複合材料内に実質的に非孔質の二重連続構
造が得られるように重合が起こることを意味する。
【００３０】
好ましくは、電磁輻射線は、マイクロエマルジョン中の光開始剤を活性化し、マイクロエ
マルジョン中のモノマー及び／又はオリゴマーの同時重合を可能にする紫外線である。
得られた実質的に非孔質の二重連続構造を有する高分子複合材料は、使用した疎水性モノ
マーの作用によって粘着性にも不粘着性にもすることができる。また、この系の全体特性
は、水相及び有機相の両方における成分によって調整することができる。
【００３１】
本発明の高分子複合材料の実質的に非孔質の二重連続構造は、走査型電子顕微鏡によって
検査することができる。ミクロン及びサブミクロンレベルでは、例えば図４の走査型電子
顕微鏡写真にあるように、本発明の高分子複合材料中には気孔又は開放空間がまったく無
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いことがわかる。
【００３２】
本発明の特徴は、親水性ポリマー（マイクロエマルジョンの水相において重合）のバルク
特性と、疎水性ポリマー（マイクロエマルジョンの油相において重合）のバルク特性とが
共存する点にある。
本発明の別の特徴は、本発明の複合材料が、従来の疎水性ポリマーを親水性ポリマーのバ
ルク特性で改善すること、及びその逆、を可能にする点にある。
【００３３】
本発明の利点は、高分子複合材料のどちらの相も、複合材料中で連続性の途切れている分
散相にはなっていないことである。
本発明の別の利点は、迅速な光開始重合法が実質的に非孔質の高分子複合材料をもたらす
ことである。
【００３４】
Ｉ．
重合開始前に、マイクロエマルジョンの水相は、水、ラジカル（共）重合性のエチレン系
不飽和極性種、必要に応じて水溶性開始剤、及び、必要に応じて水溶性添加剤を含む。
Ｉ．ａ．
本発明のマイクロエマルジョンはマイクロエマルジョンの総重量基準で約２～約４０重量
％、好ましくは約５～約３０重量％、そして、最も好ましくは約６～約２０重量％の水を
含む。好ましくは、マイクロエマルジョンは脱イオン水を含む。
【００３５】
Ｉ．ｂ．
本発明の水相は、水に加えて、ラジカル重合性のエチレン系不飽和極性種を含む。このよ
うな極性種は油相中に実質的に不溶性であるモノマー、油不溶性モノマー以外の極性モノ
マー（即ち、水溶性且つ油溶性であるモノマー）、及び極性オリゴマー（即ち、油相中に
実質的に不溶性である親水性オリゴマー又は水溶性且つ油溶性であるオリゴマー）から成
る群より選択される。
このようなモノマーは油相中に実質的に不溶性である極性モノマー及び油不溶性モノマー
以外の極性モノマー（即ち、水溶性且つ油溶性モノマー）から成る群より選択される。
【００３６】
マイクロエマルジョンは、高分子複合材料の所望の性質により、マイクロエマルジョンの
総重量基準で約２～約６０重量％、好ましくは約５～約５０重量％、そして、最も好まし
くは約８～約４０重量％の必要な極性種を累積的に含む。
Ｉ．ｂ．ｉ．
油相中に実質的に不溶性である、又は、水溶性且つ油溶性である有用な極性のエチレン系
不飽和ラジカル（共）重合性オリゴマーは、制限するわけではないが、ポリエチレンオキ
シドアクリレート、ポリエチレンオキシドジアクリレート、ポリエチレングリコールアク
リレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリウレタンアクリレート、ポリウ
レタンジアクリレート、Ｎ－ビニルピロリドンマクロマー及びそれらの混合物から成る群
より選択されたものを含む。ポリエチレンオキシドアクリレート及びジアクリレートが好
ましい。最も好ましいオリゴマーは、入手容易性及び配合容易性の理由から、ポリエチレ
ンオキシドアクリレートを含む。有用なオリゴマーは、通常、実質的に非孔質の二重連続
構造を有する高分子複合材料の最適な物性（例えば、吸水性、非孔質性、強度）のために
、約１００～約１００，０００、好ましくは約１００～約６０，０００、そして最も好ま
しくは約１００～約５０００の数平均分子量を有する。
【００３７】
Ｉ．ｂ．ｉｉ．

第一のタイプの極性モノマーは、油相中に実質的に不溶性である水溶性のラジカル（共）
重合性のエチレン系不飽和極性モノマーである。「実質的に油不溶性（油相中に不溶性）
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水

ラジカル（共）重合性のエチレン系不飽和極性種

極性のエチレン系不飽和ラジカル（共）重合性オリゴマー

実質的に油不溶性のラジカル（共）重合性のエチレン系不飽和極性モノマ
ー



」及び「水溶性」の両方は、モノマーが油相中において約０．５重量％未満の溶解度を有
し、且つ、水相中の濃度に対する油相中の濃度といった所定の温度（好ましくは約２５℃
～３５℃）での分配比が約０．００５未満を示すことを意味する。このようなモノマーは
非イオン性、例えば、アクリルアミドであっても又はイオン性であってもよい。非イオン
及びイオン性モノマーの混合物を使用してもよい。これらの基準に適合するイオン性モノ
マーは、制限するわけではないが、スチレンスルホン酸ナトリウム、アクリル酸カリウム
、アクリル酸ナトリウム、メタクリル酸ナトリウム、アクリル酸アンモニウム、ナトリウ
ム－２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホネート、４，４，９－トリメチル－
４－アゾニア－７－オキサ－デス－９－セン－１－スルホネート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ
－（β－メタクリルオキシエチル）アンモニウムプロピオネートベタイン、トリメチルア
ミンメタクリルアミド、１，１－ジメチル－１－（２，３－ジヒドロキシプロピル）アミ
ンメタクリルアミド及び必要な溶解度要件を有する他の両性イオン性のエチレン系不飽和
モノマー、それらの混合物等から成る群より選択されたものを含む。好ましい油不溶性の
極性モノマーは、配合の容易性及び重合したときの所望の物性の理由から、アクリルアミ
ド、スチレンスルホン酸ナトリウム、アクリル酸ナトリウム、２－アクリルアミド－２－
メチルプロパンスルホン酸ナトリウム、メタクリル酸ナトリウム及びそれらの混合物から
成る群より選択されたものを含む。
【００３８】
Ｉ．ｂ．ｉｉｉ　

当業界に知られる多くの極性モノマーは水及び油の両方にある程度の溶解度を示す。それ
らは油相中に約０．５％以上の溶解度を有し、且つ、水相での濃度に対する油相での濃度
の所定の温度（好ましくは約２５℃～３０℃）での分配比が約０．００５以上を示す。本
発明のマイクロエマルジョンの油相及び水相の間に分配可能な有用な極性のエチレン系不
飽和のラジカル（共）重合性モノマーは、制限するわけではないが、Ｎ－ビニルピロリド
ン、Ｎ－ビニルカプロラクタム、（メト）アクリル酸、ヒドロキシエチル（メト）アクリ
レート、イタコン酸、スチレンスルホン酸、Ｎ－置換アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－二置換ア
クリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、２－アクリルアミド－２
－メチルプロパンスルホン酸及びそれらの混合物から成る群より選択されたものを含む。
好ましい極性の分配可能なモノマーは、（メト）アクリル酸、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ
－ビニルカプロラクタム、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアクリルアミド、スチレンスルホン酸、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンス
ルホン酸及びそれらの混合物から成る群より選択されたものを含む。最も好ましい極性の
分配可能なモノマーは、それらが高分子複合材料に付与しうる物理強度のような好ましい
性質の理由から、アクリル酸、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアクリルアミド及びそれらの混合物から成る群より選択されたものを含む。
【００３９】
Ｉ．ｃ．
水相は、必要に応じて、光開始剤と、光開始剤及び熱開始剤の混合物とから成る群より選
択された水溶性のラジカル重合開始剤を更に含んでよい。
Ｉ．ｃ．ｉ．
本発明に有用な水溶性光開始剤は輻射線（通常、紫外線）に暴露されたときにフリーラジ
カルを発生する光開始剤であり、それは親水性モノマー、親油性モノマー、（共）重合性
オリゴマー、及び、存在する場合には下記の（共）重合性界面活性剤の（共）重合のため
の開始剤として作用する。有用な水溶性光開始剤は、制限するわけではないが、イオン部
分、親水性部分又はその両方により置換されたベンゾフェノン；イオン部分、親水性部分
又はその両方により置換されたチオキサントン、及び、４－置換基がイオン又は親水性部
分である４－置換－（２－ヒドロキシ－２－プロピル）フェニルケトンから成る群より選
択されたものを含む。このようなイオン又は親水性部分は、制限するわけではないが、ヒ
ドロキシル基、カルボキシル基及びカルボン酸塩の基から成る群より選択された部分を含
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Ｉ．ｂ．ｉｉ以外のラジカル（共）重合性のエチレン系不飽和極性モノ
マー

水溶性開始剤

水溶性光開始剤



む。有用な水溶性のベンゾフェノンは、制限するわけではないが、４－トリメチルアミノ
メチルベンゾフェノン塩酸塩及びベンゾフェノン４－メタンスルホン酸ナトリウムから成
る群より選択されたものを含む。有用な水溶性のチオキサントンは、制限するわけではな
いが、３－（２－ヒドロキシ－３－トリメチルアミノプロポキシ）チオキサントン塩酸塩
、３－（３－トリメチルアミノプロポキシ）チオキサントン塩酸塩、チオキサントン３－
（２－エトキシスルホン酸）ナトリウム塩、及び、チオキサントン３－（３－プロポキシ
スルホン酸）ナトリウム塩から成る群より選択されたものを含む。有用な水溶性のフェニ
ルケトンは、制限するわけではないが、（２－ヒドロキシ－２－プロピル）（４－ジエチ
レングリコールフェニル）ケトン、（２－ヒドロキシ－２－プロピル）（フェニル－４－
ブタンカルボキシレート）ケトン、及びそれらの水溶性塩から成る群より選択されたもの
を含む。好ましい水溶性光開始剤は４－トリメチルアミノメチルベンゾフェノン塩酸塩で
ある。
【００４０】
水相は、マイクロエマルジョン中の全ての（共）重合性種１００重量部を基準に、約０．
０５～約１重量部、好ましくは約０．１～約１重量部の光開始剤を、使用されるときには
含む。
Ｉ．ｃ．ｉｉ．
本発明に有用な水溶性熱開始剤は、親水性モノマー、親油性モノマー、（共）重合性オリ
ゴマー、及び、存在する場合には（共）重合性界面活性剤の（共）重合を開始する、熱に
晒されたときにフリーラジカルを発生する開始剤であり、下記に詳細に記載する。これら
の熱開始剤はモノマーの完全な重合に懸念がある場合に光開始剤の補助としてのみ使用さ
れる。適切な水溶性熱開始剤は、制限するわけではないが、過硫酸カリウム、過硫酸アン
モニウム、過硫酸ナトリウム及びそれらの混合物；酸化還元開始剤、例えば、メタ重亜硫
酸ナトリウム及び重亜硫酸ナトリウムから成る群より選択されるような還元剤と上記の過
硫酸塩との反応生成物；並びに４，４’－アゾビス（４－シアノペンタノン酸及びその可
溶性塩（例えば、ナトリウム塩、カリウム塩）から成る群より選択されたものを含む。好
ましい水溶性熱開始剤は過硫酸アンモニウムである。好ましくは、殆どの水溶性熱開始剤
は約５０℃～約７０℃の温度で使用され、一方、酸化還元タイプの開始剤は約３０℃～約
５０℃の温度で使用される。使用されるときに、水溶性熱開始剤はマイクロエマルジョン
中の（共）重合性種１００重量部を基準に約０．０５～約１重量部、好ましくは約０．１
～約１重量部を含む。
【００４１】
Ｉ．ｄ．
水相は、特定の性質及び／又は外観を有する高分子複合材料を製造するために、必要に応
じて種々の水溶性添加剤を更に含んでよい。各々の添加剤は所望の最終製品を製造するよ
うに選択される。例えば、もし導電性ポリマーが望まれるならば、電解質が加えられうる
。もし着色ポリマーが望まれるならば、染料が加えられうる。有用な添加剤の例は、制限
するわけではないが、水溶性架橋剤（例えば、メチレンビスアクリルアミド）、ｐＨ調整
剤、電解質、染料、顔料、医薬品的に活性な化合物、生理学的に活性な化合物、補助溶剤
、非共重合性極性オリゴマー、それらの混合物等から成る群より選択されたものを含む。
制限するわけではないが、特に、塩化カリウム、塩化リチウム、塩化ナトリウム及びそれ
らの混合物から成る群より選択されたものを含む電解質は、高分子複合材料が導電性であ
ることが望ましいときに、本発明の種々の配合物で有用であることが判明した。水相の全
ての１００重量部を基準に、最大で約５重量部までの電解質が含まれてよく、好ましくは
約０．５重量部～約３重量部が含まれる。
【００４２】
添加剤として有用な非共重合性の極性オリゴマーは、制限するわけではないが、ポリ（Ｎ
－ビニルピロリドン）、ポリエチレングリコール、ポリ（オキシエチレン）アルコール、
ポリ（エチレンイミン）及びそれらの混合物から成る群より選択されたものを含む。この
ようなオリゴマーは得られた高分子複合材料のバルク特性に影響を与えるように、例えば
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、該材料に親水性を付与するように加えられる。
通常の補助溶剤は、制限するわけではないが、約１～約８個の炭素原子を有する脂肪族ア
ルコール（例えば、グリセリン）、ポリエーテル（例えば、ブチルセロソルブ（商標）、
ブチルカルビトール（商標）、ヘキシルセロソルブ（商標）及びヘキシルカルビトール（
商標）であって、全てＵｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅから市販）、及びそれらの混合物から
成る群より選択されたものを含む。
【００４３】
水相に加えられる本質的に全ての有機の水溶性添加剤はマイクロエマルジョンの有機相中
で特定の溶解度を示すことは容易に理解されるであろう。各々の添加剤は水相及び有機相
の間にその独自の分配比を有する。このため、特に指示がないかぎり、水相の上記の構成
成分は有機相中にも存在し、そして、その性質に影響を与えるであろう。これまで記載し
てきた添加剤の各々及び全ての特定の分配比を定量化することは、本発明の理解及び実施
に必要ない。
ＩＩ．
用語「有機相」、「油相」及び「親油相」は本明細書中で相互互換的に使用される。
重合開始前に、マイクロエマルジョンの油相は、疎水性ラジカル（共）重合性モノマー、
ラジカル（共）重合性極性モノマー、油溶性開始剤、及び、必要に応じて反応性の親油性
添加剤を含む。
【００４４】
ＩＩ．ａ．
本発明のマイクロエマルジョンの親油相中において有用な疎水性のラジカル重合性のエチ
レン系不飽和モノマーは、制限するわけではないが、アクリル酸若しくはメタクリル酸の
約Ｃ 1  ～約Ｃ 1 8アルキルエステル、即ち、アクリル酸若しくはメタクリル酸と約Ｃ 1  ～約
Ｃ 1 8アルコールから誘導されたエステルから成る群より選択されたものを含む。好ましい
アクリル（メト）アクリレートはイソノニルアクリレート、イソオクチルアクリレート、
２－エチルヘキシルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、デシ
ルアクリレート、ドデシルアクリレート、イソボルニルアクリレート、メチルメタクリレ
ート及びそれらの混合物から成る群より選択されたものを含む。最も好ましいアルキルア
クリレートモノマーはエチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、イソオクチルアク
リレート、イソボルニルアクリレート、メチルメタクリレート及びそれらの混合物から成
る群より選択されたものである。
【００４５】
有機相は、得られる高分子複合材料のガラス転移温度（Ｔｇ）を変更するために、上記の
アルキルアクリレートモノマーと共重合可能であるラジカル重合性エチレン系不飽和コモ
ノマーを必要に応じて更に含む。好ましいコモノマーはスチレン、アクリロニトリル、及
びビニルエステル（例えば、ビニルアセテート、ビニルプロピオネート及びビニルネオペ
ンタノエート等）から成る群より選択されたものを含み、最終の固体の二重連続ポリマー
の所望の性質によりコモノマーが選択される。
本発明の二重連続マイクロエマルジョンは、それから製造されて得られる高分子複合材料
に充分な強度及び凝集性を付与するために、マイクロエマルジョンの総重量基準で、約１
５～約８５重量％、好ましくは約２５～約７５重量％、そして、最も好ましくは約３０～
約６５重量％の疎水性モノマーを含む。上記で述べたように、マイクロエマルジョン中の
各構成成分の組成パーセントはコポリマーの所望の性質を基礎に当業者により決定される
であろう。以下の実施例及び図１～３の相図は構成成分の比の選択がどのようになされる
かを更に説明し、且つ例示するものである。
【００４６】
ＩＩ．ｂ．
上記のように、マイクロエマルジョンの有機相／水相間で有機物質が分配するため、マイ
クロエマルジョンの有機相は、使用される場合、上記のＩ．ｂ．ｉｉ．及びＩ．ｂ．ｉｉ
ｉ．で記載したラジカル重合性極性モノマーを一部含むであろう。その中に記載された各
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モノマーはその独自の分配比を示し、その列挙は本発明の理解及び実施のために必要では
ない。
ＩＩ．ｃ．
油相は油溶性のラジカル光重合開始剤（光開始剤）を含み、そして、必要に応じて更に熱
開始剤を含む。
【００４７】
ＩＩ．ｃ．ｉ．
本発明により有用な油溶性光開始剤は輻射線（通常、紫外線）に暴露されたときにフリー
ラジカルを発生するものであり、それは親水性モノマー及び／又はオリゴマー、親油性モ
ノマー、及び、存在する場合には（共）重合性界面活性剤の（共）重合のための開始剤と
して作用する。有用な光開始剤は、制限するわけではないが、１）ミヒラーケトン及びベ
ンジル又はベンゾフェノンの混合物であって、好ましくは約１：４の重量比である、２）
米国特許第４，２８９，８４４号に記載のクマリンベースの光開始剤系、及び、好ましく
は、３）ジメトキシフェニルアセトフェノン及び／又はジエトキシアセトフェノンをベー
スとする系から成る群より選択されたものを含む。油溶性光開始剤は、最初は有機相の一
部としてマイクロエマルジョン中に含まれる。照射時に発生したフリーラジカルは水及び
有機相の両方でモノマーの（共）重合並びに（共）重合性界面活性剤の（共）重合を行う
。
有機相は、マイクロエマルジョンの全（共）重合性種１００重量部を基準に、約０．０１
～約５重量部の油溶性光開始剤を含む。
【００４８】
ＩＩ．ｃ．ｉｉ．
油溶性熱開始剤は、重合反応を完了するために、上記に記載のような光重合工程に次いで
、必要に応じて、本発明の二重連続ポリマーの製造において使用されてよい。
本発明に有用な油溶性熱開始剤は、熱に晒されたときにフリーラジカルを発生する開始剤
であって、それは親水性モノマー、オリゴマー、親油性モノマー、及び、存在する場合に
は重合性界面活性剤の（共）重合を開始するものであり、それを下記に詳細に説明する。
適切な油溶性熱開始剤は、制限するわけではないが、Ｖａｚｏ　６４（商標）（２，２’
－アゾビス（イソブチロニトリル））及びＶａｚｏ　５２（商標）（２，２’－アゾビス
（２，４－ジメチルペンタンニトリル））（両方ともｄｕＰｏｎｔから入手可能）のよう
なアゾ化合物；ベンゾイルペルオキシド及びラウロイルペルオキシドのような過酸化物、
及びそれらの混合物から成る群より選択されるものを含む。好ましい油溶性熱開始剤は２
，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）である。
【００４９】
有機相は、マイクロエマルジョン中の（共）重合性化合物の総重量１００重量部を基準に
、約０～約５重量部、通常には約０．０５～約５重量部、好ましくは約０．１～約５重量
部の油溶性熱開始剤を、もし使用されるならば、含む。
ＩＩ．ｄ．
有機相は、必要に応じて、１種以上の更なるラジカル反応性構成成分を更に含んでよく、
それらは、制限するわけではないが、油溶性架橋剤、連鎖移動剤及びそれらの混合物から
成る群より選択されたものを含む。有用な架橋剤の例は、制限するわけではないが、ジビ
ニルベンゼン；１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジア
クリレート、１，８－オクタンジオールジアクリレートから成る群より選択されるような
約Ｃ 4  －約Ｃ 8  アルキルジアクリレート；及びそれらの混合物から成る群より選択された
ものを含む。好ましい架橋剤は１，６－ヘキサンジオールジアクリレートである。架橋剤
は、もし加えられるならば、最終のポリマーの物性、例えば、凝集強度を変える。有機相
は、全油相１００重量部を基準に、約０～約７５重量部又はそれ以上、通常には約０．１
～約７５重量％の架橋剤を、もし使用されるならば、必要に応じて更に含む。使用される
架橋剤の量はポリマーの物性、例えば、溶剤中への不溶性、弾性率及び内部強度を決定す
る。このような用途では、有機相は、通常、油相１００重量部を基準に、約５～約７５重
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量部の架橋剤を含む。当業者は所望の物性を得るために適切な架橋剤の量を決定すること
ができ、そして、このような当業者は本発明の配合物において使用されうる架橋剤の実際
上の上限はないことを理解するであろう。
【００５０】
有機相は必要に応じて更に連鎖移動剤を含む。有用な連鎖移動剤の例は、制限するわけで
はないが、四臭化炭素、アルコール、メルカプタン及びそれらの混合物から成る群より選
択されたものを含む。存在するときに、好ましい連鎖移動剤はイソオクチルチオグリコレ
ートである。油相は、もし使用されるならば、全ての油相１００重量部を基準に、最大で
約０．５重量部までの連鎖移動剤、通常には、約０．０１～約０．５重量部、好ましくは
約０．０５～約０．２重量部の連鎖移動剤を更に含んでよい。
ＩＩ．ｅ．
油相は、必要に応じて、１種以上の無反応性油溶性添加剤を更に含む。多種の無反応性油
溶性添加剤はマイクロエマルジョン中に含まれてよい。これらの材料は最終のポリマー系
が特定の物性又は外観を有して製造されるように加えられる。このような任意の親油性添
加剤の例は、制限するわけではないが、当業界によく知られる１種のフタル酸エステルの
ような可塑剤から成る群より選択されたものを含む。油相は、もし使用されるならば、油
相１００重量部を基準に約０～約２０重量部、通常には約５～約２０重量部、好ましくは
約８～約１５重量部の可塑剤を含む。
【００５１】

マイクロエマルジョンを調製するために本発明に使用される非イオン及びイオン（アニオ
ン及びカチオン）界面活性剤を下記に議論する。界面活性剤はマイクロエマルジョン中に
存在するモノマーと共重合性であっても又は非共重合性であってもよい。界面活性剤は、
得られる高分子複合材料が水にあまり過敏性にならないように、共重合性であることが好
ましい。水への耐性が必要ないときには、非共重合性界面活性剤は、その一般的に低いコ
ストの理由から好ましい。
１．
非イオン界面活性剤は、通常、有機脂肪族若しくはアルキル芳香族疎水性化合物と親水性
であるアルキレンオキシド、例えば、エチレンオキシドの縮合生成物である。遊離水素が
存在するカルボキシ、ヒドロキシ、アミド又はアミノ基を有する殆どあらゆる疎水性化合
物はエチレンオキシドと縮合して非イオン界面活性剤を形成することができる。縮合生成
物のエチレンオキシド鎖の長さは、所望の疎水性及び親水性成分のバランス（親水性－疎
水性バランス、即ち、ＨＬＢ）を達成するように調整されうる。界面活性剤のＨＬＢは、
界面活性剤の親水性（求水性又は極性）及び疎水性（求油性又は無極性）基のサイズ及び
強さのバランスの表現したものである。マイクロエマルジョンを調製するために本発明に
有用な非イオン界面活性剤のＨＬＢは約６～約１９、好ましくは約９～約１８、そして、
最も好ましくは約１０～約１６である。有用な非イオン界面活性剤は、非（共）重合性の
非イオン界面活性剤、エチレン系不飽和の共重合性の非イオン界面活性剤及びそれらの混
合物から成る群より選択されたものを含む。
【００５２】
１．ａ．
特に有用な無反応性の非イオン界面活性剤は、制限するわけではないが、上記に規定した
ＨＬＢを達成するように、直鎖状または分枝鎖状の高級脂肪族アルコール、例えば、約８
～約２０個の炭素原子を含む脂肪族アルコールと約３～約１００モルの、好ましくは約５
～約４０モルの、最も好ましくは約５～約２０モルのエチレンオキシドとが縮合した縮合
生成物から成る群より選択されるものを含む。このような非イオンのエトキシ化脂肪族ア
ルコール界面活性剤の例はＵｎｉｏｎ　ＣａｒｂｉｄｅのＴｅｒｇｉｔｏｌ（商標）１５
－Ｓシリーズ及びＩＣＩのＢｒｉｊ（商標）界面活性剤である。Ｔｅｒｇｉｔｏｌ（商標
）１５－Ｓ界面活性剤はＣ 1 1－Ｃ 1 5第二級アルコールポリエチレングリコールエーテルを
含む。Ｂｒｉｊ（商標）５８界面活性剤はポリオキシエチレン（２０）セチルエーテルで
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あり、そして、Ｂｒｉｊ（商標）７６界面活性剤はポリオキシエチレン（１０）ステアリ
ルエーテルである。
他の適切な無反応性非イオン界面活性剤は、制限するわけではないが、上記に規定したＨ
ＬＢを達成するように、直鎖状または分枝鎖状の約６～１２個の炭素原子を含むアルキル
フェノール１モルとエチレンオキシド約３～約１００モル、好ましくは約５～約４０モル
、最も好ましくは約５～約２０モルとのポリエチレンオキシド縮合物から成る群より選択
されたものを含む。無反応性の非イオン界面活性剤の例はＲｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃの
Ｉｇｅｐａｌ（商標）ＣＯ及びＣＡシリーズである。Ｉｇｅｐａｌ（商標）ＣＯ界面活性
剤はノニルフェノキシポリ（エチレンオキシ）エタノールを含む。Ｉｇｅｐａｌ（商標）
ＣＡ界面活性剤はオクチルフェノキシポリ（エチレンオキシ）エタノールを含む。
【００５３】
使用可能な無反応性非イオン界面活性剤の別のグループは、制限するわけではないが、約
６～約１９、好ましくは約９～約１８、最も好ましくは約１０～約１６のＨＬＢ値を有す
るエチレンオキシド及びプロピレンオキシド若しくはブチレンオキシドのブロックコポリ
マーから成る群より選択されたものを含む。このような非イオンブロックコポリマー界面
活性剤の例はＢＡＳＦのＰｌｕｒｏｎｉｃ（商標）及びＴｅｔｒｏｎｉｃ（商標）シリー
ズの界面活性剤である。Ｐｌｕｒｏｎｉｃ（商標）界面活性剤はエチレンオキシド－プロ
ピレンオキシドブロックコポリマーを含む。Ｔｅｔｒｏｎｉｃ（商標）界面活性剤はエチ
レンオキシド－プロピレンオキシドブロックコポリマーを含む。
更なる他の満足される無反応性非イオン界面活性剤は、制限するわけではないが、約６～
約１９、好ましくは約９～約１８、そして最も好ましくは約１０～約１６のＨＬＢを有す
る、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル及びポリ
オキシエチレンステアレートから成る群より選択されたものを含む。このような脂肪酸エ
ステル非イオン界面活性剤の例はＩＣＩのＳｐａｎ（商標）、Ｔｗｅｅｎ（商標）、Ｍｙ
ｒｊ（商標）界面活性剤である。Ｓｐａｎ（商標）界面活性剤はＣ 1 2－Ｃ 1 8ソルビタンモ
ノエステルを含む。Ｔｗｅｅｎ（商標）界面活性剤はポリ（エチレンオキシド）Ｃ 1 2－Ｃ

1 8ソルビタンモノエステルを含む。Ｍｙｒｊ（商標）界面活性剤はポリエチレンオキシド
ステアレートを含む。
【００５４】
１．ｂ．
本発明のマイクロエマルジョン中に含ませるのに適切な非イオン界面活性剤はエチレン系
不飽和共重合性非イオン界面活性剤であり、制限するわけではないが、一般式
Ｒ－Ｏ－（Ｒ’Ｏ） m  －（ＥＯ） ( n - 1 )  －ＣＨ 2  ＣＨ 2  ＯＨ
（式中、Ｒは（約Ｃ 2  －約Ｃ 1 8アルケニル、アクリリル、アクリリル（約Ｃ 1  －約Ｃ 1 0）
アルキル、メタクリリル、メタクリリル（約Ｃ 1  －約Ｃ 1 0）アルキル、ビニルフェニル、
ビニルフェニレン（約Ｃ 1  －約Ｃ 6  ）アルキルから成る群より選択され；Ｒ’Ｏは２個以
上の炭素原子、好ましくは３個又は４個の炭素原子を有するエポキシ化合物から誘導され
た二価のアルキレンオキシ基から成る群より選択され、例えば、プロピレンオキシド、ブ
チレンオキシド等及びそれらの混合物から成る群より選択され；Ｅは二価のエチレン基で
あり；ｍは約５～約１００の整数を表し；ｎは約５～約１００の整数を表し；ｍとｎの比
は約２０：１～約１：２０である。）
に該当するものから成る群より選択されたものを含む。ｍ及びｎの比を変化させると、重
合性界面活性剤のＨＬＢが変化する。本発明の非イオン界面活性剤に必要なＨＬＢは約６
～約１９であり、好ましくは約９～約１８であり、そして最も好ましくは約１０～約１６
である。このような共重合性の非イオン界面活性剤の例はアルキレンポリアルコキシエタ
ノール界面活性剤であり、ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから商品名Ｍａｚｏｎ　ＢＳＮ
（商標）１８５、１８６及び１８７で入手可能である。Ｍａｚｏｎ　ＢＳＮ（商標）界面
活性剤はアルキレンポリアルコキシエタノールを含む。
【００５５】
２．
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アニオン界面活性剤は、通常、（約Ｃ 6  －約Ｃ 2 0）アルキル、アルキルアリール及びアル
ケニル基から成る群より選択された疎水性部分、及び、スルフェート、スルホネート、ホ
スフェート、ポリオキシエチレンスルフェート、ポリオキシエチレンスルホネート、ポリ
オキシエチレンホスフェート並びに、このようなアニオン基のアルカリ金属塩、アンモニ
ウム塩及び第三級アミノ塩から成る群より選択されたアニオン基を含む。疎水性部分とし
て（約Ｃ 2  －約Ｃ 1 8）アルケニルポリオキシプロピレン若しくは（約Ｃ 2  －約Ｃ 1 8）アル
ケニルポリオキシブチレン及びポリオキシエチレンスルフェートのアニオン基を含む特定
のエチレン系不飽和共重合性界面活性剤も本発明においてマイクロエマルジョンを製造す
るのに有用である。本発明に有用な更なるアニオン界面活性剤を下記に記述する。
【００５６】
２．ａ．
本発明において使用されることができる無反応性アニオン界面活性剤は、制限するわけで
はないが、（約Ｃ 6  －約Ｃ 2 0）アルキル若しくはアルキルアリールスルフェート若しくは
スルホネート、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム（Ｓｔｅｐａｎ　Ｃｏ．からＰｏｌｙｓ
ｔｅｐ（商標）Ｂ－３として市販）及びドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム（Ｒｈｏ
ｎｅ－ＰｏｕｌｅｎｃからＳｉｐｏｎａｔｅ（商標）ＤＳ－１０として市販）；ポリオキ
シエチレン（約Ｃ 6  －約Ｃ 2 0）アルキル若しくはアルキルフェノールエーテルスルフェー
トであって、界面活性剤中のエチレンオキシド繰り返し単位が約３０単位を下回り、好ま
しくは約２０単位を下回り、最も好ましくは約１５単位を下回るもの、例えば、Ｓｔｅｐ
ａｎ　Ｃｏ．から市販のＰｏｌｙｓｔｅｐ（商標）Ｂ－１及びＲｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎ
ｃのＡｉｌｐａｌ（商標）ＥＰ１１０及び１１５；燐酸の（約Ｃ 6  －約Ｃ 2 0）アルキル若
しくはアルキルフェノキシポリ（エチレンオキシ）エチルモノエステル及びジエステル並
びにその塩であって、界面活性剤中のエチレンオキシド繰り返し単位が約３０単位を下回
り、好ましくは約２０単位を下回り、最も好ましくは約１５単位を下回るもの、例えば、
ＧＡＦのＧａｆａｃ（商標）ＰＥ－５１０及びＧａｆａｃ（商標）ＲＥ－６１０から成る
群より選択されたものを含む。
【００５７】
２．ｂ．
本発明のマイクロエマルジョン中に含ませるのに適切なアニオン界面活性剤は、制限する
わけではないが、式
Ｒ－Ｏ－（Ｒ’Ｏ） m  －（ＥＯ） n - 1  －ＣＨ 2  ＣＨ 2  Ｘ
〔式中、Ｒは（約Ｃ 2  －約Ｃ 1 8アルケニル、アクリリル、アクリリル（約Ｃ 1  －約Ｃ 1 0）
アルキル、メタクリリル、メタクリリル（約Ｃ 1  －約Ｃ 1 0）アルキル、ビニルフェニル及
びビニルフェニレン（約Ｃ 1  －約Ｃ 6  ）アルキルから成る群より選択され；Ｒ’Ｏは２個
以上の炭素原子、好ましくは３個又は４個の炭素原子を有するエポキシ化合物から誘導さ
れた二価のアルキレンオキシ基、例えば、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド等及び
このようなアルキレンオキシ基の混合物から成る群より選択され；Ｅは二価のエチレン基
であり；ｍは約５～約１００の整数を表し；ｎは約５～約１００の整数を表し；ｍとｎの
比は約２０：１～約１：２０である。〕のエチレン系不飽和共重合性界面活性剤から成る
群より選択されたものを含む。ｍ及びｎの比を変化させると、重合性界面活性剤のＨＬＢ
が変化する。本発明のアニオン共重合性界面活性剤に必要なＨＬＢは、Ｘ－基を除いて、
約３～約１６である。Ｘはスルホネート、スルフェート、ホスフェート及びこのようなア
ニオン基のアルカリ金属塩又はアンモニウム塩又は第三級アミノ塩から成る群より選択さ
れたアニオン基である。このような共重合性のアニオン界面活性剤の例はＰＰＧ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．のＭａｚｏｎ（商標）ＳＡＭ　２１１である。
【００５８】
１．
本発明において有用なカチオン界面活性剤は、制限するわけではないが、少なくとも１個
のより高い分子量の基及び２個又は３個のより低い分子量の基が共通の窒素原子に結合し
てカチオンを形成した第四級アンモニウム塩から成る群より選択されたものを含む。ここ
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で、電気的にバランスさせるアニオンはハロゲン化物（臭化物、塩化物等）、アセテート
、ニトリット及び低級アルコスルフェート（メトスルフェート等）から成る群より選択さ
れる。窒素上のより高分子量の置換基はしばしば高級アルキル基であり、約１０～約２０
個の炭素原子を含み、そして、より低分子量の置換基は約１～約４個の炭素原子の低級ア
ルキル、例えば、メチル又はエチルであることができ、それは場合によっては、例えば、
ヒドロキシ等で置換されていてもよい。１個以上の置換基がアリール部分を含んでもよく
、また、アリール、例えば、ベンジルやフェニルで置換されていてもよい。約１～約４個
の炭素原子の低級アルキル、例えば、メチル又はエチルであって、ポリオキシエチレン部
分のような低級ポリアルコキシ部分により置換されており、ヒドロキシ末端基を含み、そ
して、一般式－Ｒ（ＣＨ 2  ＣＨ 2  Ｏ） ( n - 1 )  ＣＨ 2  ＣＨ 2  ＯＨ（式中、－Ｒは窒素と結合
したＣ 1 - 4  の二価のアルキル基であり、そして、ｎは約１～約１５の整数を表す。）に該
当するものは可能な低分子量置換基に含まれる。別には、末端のヒドロキシルを有するこ
のような低級ポリアルコキシ部分の１個又は２個が、上記の低級アルキルを通して第四級
窒素に結合されるのではなく、第四級窒素に直接結合されてもよい。本発明での使用に有
用な第四級ハロゲン化アンモニウム界面活性剤の例は、制限するわけではないが、Ａｋｚ
ｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｃ．からのメチルビス（２－ヒドロキシエチル）ココ－アン
モニウムクロリド又はオレイル－アンモニウムクロリド（それぞれ、Ｅｔｈｏｑｕａｄ（
商標）Ｃ／１２及びＯ／１２）及びメチルポリオキシエチレン（１５）オクタデシルアン
モニウムクロリド（Ｅｔｈｏｑｕａｄ（商標）１８／２５）から成る群より選択されたも
のを含む。
【００５９】
本発明のマイクロエマルジョンにおける典型的な成分濃度（重量％）は以下の表１の通り
である。
【００６０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６１】
表１における数値は、いずれも概算値を示すものである。これらの数値は、マイクロエマ
ルジョンの総重量に対する重量％を表す。各成分の濃度は、全体が１００％となるように
選定される。
【００６２】

本発明のマイクロエマルジョンの製造方法は、激しい攪拌をほとんど必要とすることなく
自発的にマイクロエマルジョンが形成するので、比較的簡単である。しかしながら、油溶
性光開始剤を疎水性モノマーに予め溶解し、且つすべての水溶性添加剤又は油不溶性イオ
ン性モノマー又は水溶性光開始剤を水に予め溶解して、溶液を形成しておくことが望まし
い。次いで、この疎水性モノマー混合物及び水溶液を、極性モノマー、界面活性剤及び他
のすべての添加剤と混合して、経時変化しても相分離することのない透明で均質なマイク
ロエマルジョンを製造する。熱を使用する必要はなく、ほとんどの混合工程がほぼ室温（
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２０～３０℃）で好適に実施される。
【００６３】
本発明の一相系の透明なマイクロエマルジョンと二相系の濁ったエマルジョンとの間の相
転移を図１～図３に示す。これらの図は、ある特定のマイクロエマルジョンについて、親
水性重合性相、疎水性重合性相及び界面活性剤（重合性又は非重合性）の濃度に関する三
相図を示すが、これらは例示にすぎない。
【００６４】
図１は、本発明の好ましい組成物について透明なマイクロエマルジョン領域と濁ったエマ
ルジョン領域とを示す相図である。この組成物では、界面活性剤は PPG Industriesより市
販されている重合性アニオン界面活性剤、 Mazon(商標 ) SAM 211 であり、親水性の重合性
相は、ポリオキシエチレンアクリレート (PEOA)、脱イオン水及び塩化カリウムを重量比 68
:30:2 で含む混合物であり、そして疎水性の重合性相は、イソボルニルアクリレート及び
アクリル酸を重量比 85:15 で含む混合物である。図１の斜線領域は、本発明による有用な
マイクロエマルジョンが得られた濃度範囲を示す。
【００６５】
図２は、本発明の好ましい組成物について透明なマイクロエマルジョン領域と濁ったエマ
ルジョン領域とを示す相図である。この組成物では、界面活性剤は Union Carbide より市
販されている非重合性非イオン界面活性剤、 Tergitol (商標 )15-S-12であり、親水性の重
合性相は、ポリオキシエチレンアクリレート、脱イオン水及び塩化カリウムを重量比 68:3
0:2 で含む混合物であり、そして疎水性の重合性相は、イソボルニルアクリレート及びア
クリル酸を重量比 85:15 で含む混合物である。図２の斜線領域は、本発明による有用なマ
イクロエマルジョンが得られた濃度範囲を示す。
【００６６】
図３は、本発明の好ましい組成物について透明なマイクロエマルジョン領域と濁ったエマ
ルジョン領域とを示す相図である。この組成物では、界面活性剤は非重合性カチオン界面
活性剤、 Ethoquad (商標 ) C/12であり、親水性の重合性相は、ポリオキシエチレンアクリ
レート、脱イオン水及び塩化カリウムを重量比 68:30:2 で含む混合物であり、そして疎水
性の重合性相は、イソボルニルアクリレート及び N-ビニルピロリドンを重量比 85:15 で含
む混合物である。図３の斜線領域は、本発明による有用なマイクロエマルジョンが得られ
た濃度範囲を示す。
【００６７】
マイクロエマルジョンが得られたならば、当業者には周知の技法により電磁輻射線を照射
することによってラジカル重合を開始させて重合を起こさせる。
ローラーコーティング、ディップコーティング、ナイフコーティング又は押出コーティン
グなど常用のいずれかの手段により可撓性の担体ウェブ上にマイクロエマルジョンを塗布
した後、当該技術分野で周知のように窒素雰囲気を使用するなど、不活性雰囲気（すなわ
ち、酸素を含まない雰囲気）において重合する。
【００６８】
紫外線を実質的に透過するが酸素は透過しないプラスチックフィルム、好ましくはマイク
ロエマルジョンと接触する表面にシリコーン系剥離剤を有するポリエステルフィルムにマ
イクロエマルジョンを組み合わせた後、用いた光開始剤が吸収する波長範囲のＵＶ光を発
する蛍光型紫外線ランプを使用し、このフィルムを通してマイクロエマルジョンを照射す
ることによって、空気中でマイクロエマルジョンを重合させることもできる。
市販されている数種類のランプを使用することができる。これらの中には、中圧水銀灯や
低強度蛍光灯があり、それぞれ各種の発光スペクトルを有し、また２８０～４００ｎｍの
間に発光極大を示す。便宜上、発光の９０％が３００～４００ｎｍの範囲にあり且つ極大
が約３５１ｎｍにある市販の蛍光ブラックライトを利用することが好ましい。
【００６９】
一般に、全照射線量は約２００～７００ミリジュール／ｃｍ 2  にすべきである。重合の最
大効率及び速度は、使用した光活性化合物の吸収特性及び照射源の放射特性の関係式によ
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って示される。好ましい光開始剤である２，２－ジメトキシ－２－フェニル－アセトフェ
ノン（２，２－ジメトキシ－２－フェニル－１－フェニルエタノン及びベンジルジメチル
ケタールとしても知られている）を使用した場合には、輻射線の約７５％以上が３００～
４００ｎｍの間にあることが好ましい。
【００７０】
光重合は、不活性雰囲気中で実施することもできるが、米国特許第４，３０３，４８５号
明細書に記載されているように組成物中に被酸化性スズ化合物を含有させることによって
対酸素許容性を向上させることができる。
光重合法の一つとして、最初に、波長が約２８０～５００ｎｍで平均光強度が０．０１～
２０ミリワット／ｃｍ 2  の電磁輻射線をマイクロエマルジョンに照射した後、波長が約２
８０～５００ｎｍで平均光強度が２０ミリワット／ｃｍ 2  よりも高い電磁輻射線を照射す
る方法がある。
【００７１】
好ましい光重合法は、約３５１ｎｍの電磁輻射線でマイクロエマルジョンを十分な時間照
射して約６８０ミリジュール／ｃｍ 2  を与える方法である。この場合には約１０分間の光
重合時間が必要である。このマイクロエマルジョンを照射する紫外線エネルギー量は、製
造要件によって連続的に与えても、バッチ的で与えてもよい。
マイクロエマルジョンの重合を周囲条件下で行ってもよい。周囲温度、周囲圧力及び周囲
湿度が許容できる。
【００７２】
重合が完了したならば、必要に応じて、対流炉や赤外線源を使用した蒸発法により過剰な
水分を除去してもよい。

４点プローブ式の抵抗測定法によりポリマーの導電率を測定した。等しい間隔Ｄ（ｃｍ）
を置いた４本の金属ピンをバネによってポリマー試料に押し当てた。外側のピンに強度Ｉ
（アンペア）の電流を流した。内側のプローブ間の電圧降下量Ｖ（ボルト）を測定した。
抵抗率は下式で算出される。
抵抗率（Ωｃｍ）＝２πＤＶ／Ｉ
導電率は下式で算出される。
導電率＝１／抵抗率
参考文献： L. J. van der Pauw, Philips Res. Repts. 16 (1961) 187; J. Hornstra and
 L. J. van der Pauw, J. Electronics and Control 7 (1959) 169.
【００７３】

本明細書では以下の略号と商標を使用している。
Comp. ；比較例
DI水；脱イオン水
IBOA；イソボルニルアクリレート
IOA ；イソオクチルアクリレート
MMA ；メチルメタクリレート
AA；アクリル酸
NVP ；Ｎ－ビニルピロリドン
AcM ；アクリルアミド
KAA ；アクリル酸カリウム
Mazon T M  SAM 211； PPG Industries社製のアルキレンポリアルコキシスルフェート界面活
性剤
　 KCl ；塩化カリウム
PEOA；ポリ（エチレンオキシド）アクリレート又はポリ（オキシエチレン）アクリレート
M.W.；分子量
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　 TergitolT M  15-S-12； Union Carbide 社製のエトキシル化脂肪アルコール界面活性剤
　 Texapon T M  L100 ； Henkel社製のラウリル硫酸ナトリウム界面活性剤
　 SiponateT M  DS10 ； Rhone-Poulenc 社製のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム界面
活性剤
　 Gafac T M  RE610； GAF 社製のアルキルポリ（エチレンオキシ）エチルホスフェート界面
活性剤
PolystepT M  B-1； Stepan Chemical 社製のアンモニウムアルキルフェノールエトキシレー
トスルフェート界面活性剤
　 AlipalT M  EP110； Rhone-Poulenc 社製のアンモニウムアルキルフェノキシポリ（エチレ
ンオキシ）エタノールスルフェート界面活性剤
【００７４】
【実施例】
以下の実施例により本発明をさらに説明するが、これらの実施例は本発明を限定するもの
ではない。特に断らないかぎり、これらの実施例及び明細書残部における部、パーセント
、比率、等はすべて重量を基準としたものである。

実施例１～６は、重合性及び非重合性のアニオン界面活性剤によって製造された重合性の
水相（親水相）と油相（疎水相）を有するマイクロエマルジョンを例１するものである。
【００７５】

２００ミリリットルのジャーの中で、７．５グラムの脱イオン水に０．５グラムの塩化カ
リウム（ＫＣｌ）を含む溶液を室温で調製した。この溶液に９．４グラムのアクリル酸（
ＡＡ）と２２．２グラムのポリ（エチレンオキシド）アクリレート（ＰＥＯＡ）を加えて
親水相を調製した。次いで、その親水相に４８．０グラムのイソボルニルアクリレート（
ＩＢＯＡ）と１２．５グラムの Mazon T M  SAM 211界面活性剤とを混合して、透明なマイク
ロエマルジョンを得た。

実施例２～６のマイクロエマルジョンは、実施例１に記載した成分及び量の代わりに以下
の表２に表示した成分及び量を使用したことを除いて、実施例１と同様に調製した。
【００７６】
【表２】
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実施例１～６

実施例１

実施例２～６



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７７】
＊パーセントはすべてマイクロエマルジョンの総重量を基準とする。
**PolystepT M  B-1及び AlipalT M  EP110のアニオン界面活性剤は、マイクロエマルジョンの
調製に使用する前に、１０５℃の炉内で約１０～１５時間乾燥して活性を１００％とした
。 Mazon T M  SAM 211、 Texapon T M  L100 、 SiponateT M  DS10 及び Gafac T M  RE610のアニオ
ン界面活性剤はそのまま使用した。 Mazon T M  SAM 211は共重合性アニオン界面活性剤であ
る。 Texapon T M  L100 、 SiponateT M  DS10 、 PolystepT M  B-1、 AlipalT M  EP110及び Gafac 
T M  RE610は、非共重合性アニオン界面活性剤である。
*** ＰＥＯＡの数平均分子量＝７５０
【００７８】

実施例７～１４は、共重合性及び非共重合性の非イオン界面活性剤によって製造された重
合性の水相（親水相）と油相（疎水相）を有するマイクロエマルジョンの製法を例示する
ものである。これらのマイクロエマルジョンは、実施例１に記載した成分及び量の代わり
に以下の表３に表示した成分及び量を使用したことを除いて、実施例１と同様に調製した
。
【００７９】
【表３】
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実施例７～１４



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８０】
＊パーセントはすべてマイクロエマルジョンの総重量を基準とする。
** BSNT M  186は、 PPG Industries社製の共重合性非イオン界面活性剤であり、そのまま使
用（すなわち、使用前に乾燥しない）した。表３の残りの非イオン界面活性剤は非共重合
性非イオン界面活性剤であり、これらについてもそのまま使用（すなわち、使用前に乾燥
しない）した。
*** ＰＥＯＡの数平均分子量＝７５０
【００８１】

実施例１５及び１６は、非共重合性カチオン界面活性剤によって製造された重合性の親水
相と疎水相を有するマイクロエマルジョンの製法を例示するものである。これらのマイク
ロエマルジョンは、実施例１と同様に調製したものであるが、但し、アクリル酸の代わり
にＮ－ビニルピロリドン（ＮＶＰ）を使用し、しかも以下の表４に表示した成分及び量を
使用した。
【００８２】
【表４】
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実施例１５及び１６



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８３】
＊パーセントはすべてマイクロエマルジョンの総重量を基準とする。
**カチオン界面活性剤はそのまま使用（すなわち、使用前に乾燥しない）した。 *** ＰＥ
ＯＡの数平均分子量＝７５０
【００８４】
以下の実施例１７～２５は、マイクロエマルジョンの重合による二重連続構造を有する高
分子複合材料の製法を説明するものである。

２００ミリリットルのジャーの中で、８．８グラムの脱イオン水に０．５グラムのＫＣｌ
を含む溶液を室温で調製した。この溶液に、９．４グラムのＡＡと２０．８グラムのＰＥ
ＯＡを加えて親水相を形成させた。次いで、この親水相に、４７．７グラムのＩＢＯＡと
、１２．５グラムの Mazon T M  SAM 211界面活性剤と、０．３グラムのベンジルジメチルケ
タール光開始剤とを混合して透明なマイクロエマルジョンを得た。その後、この透明なマ
イクロエマルジョンを、レリースライナーを有する一対のガラスで画定された５ｃｍ×１
５ｃｍ×２ｍｍのセルの中に注入した。次いで、マイクロエマルジョンを含むセルに、６
ｃｍ離れたところから１．９ｍＪを発生する General Electric社製  F40BL型の４０ワット
ＵＶ光を室温で２０分間照射して重合を起こさせた。重合後、４点プローブ式抵抗測定法
によると表５に示したようにポリマー固体は導電性を示し、高分子複合材料が二重連続構
造をとっていることを示唆した。
【００８５】
実施例１８～２４では、上記の方法に従い表５に記載した成分を混合してマイクロエマル
ジョンを調製し、そしてそのマイクロエマルジョンから固体ポリマーを調製した。親水性
及び疎水性の二重連続高分子複合材料による粘着性及び非粘着性のポリマーをこの方法で
製造した。

比較例２５は、二重連続ではないポリマーの製法を例示するものである。実施例１７の手
順を採用したが、但し、脱イオン水を省いたのでマイクロエマルジョンが形成されなかっ
た。得られたポリマーは、表５に示したように本質的に非導電性であった。
【００８６】
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マイクロエマルジョンの重合による二重連続構造を有するポリマーの製法
実施例１７

比較例２５



【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８７】
＊パーセントはすべてマイクロエマルジョンの総重量を基準とする。
**Ω - 1ｃｍ - 1

＊＊＊　ＰＥＯＡの数平均分子量＝７５０
【００８８】
実施例１７及び２４に従い得られたポリマーの形態を走査型電子顕微鏡ＳＥＭ（ Bedford,
 MA.の Amray 社から市販されている商品 Amray 1810顕微鏡）で観察した。試料を液体窒素
中で凍結破壊し、そしてスパッタリング装置（ Agawam, MA. の Energy Beam Sciences社か
ら市販されている商品 Ultra-Spec 90 LVC スパッタリング装置）を用いて１０ｋＶで４分
間金－パラジウムをスパッタコーティングした。倍率は３０００倍以上とした。
【００８９】
図４は、実施例１７のポリマーのＳＥＭ顕微鏡写真を示したものである。実施例１７のポ
リマーは、実質的に非孔質の形態を有する柔軟な非粘着性ポリマーである。直径が０．１
μｍ以上ある気孔や開放空間はまったく認められず、ポリマーは実質的に非孔質であった
。
図５は、実施例２４のポリマーのＳＥＭ顕微鏡写真を示したものである。実施例２４のポ
リマーは、実質的に非孔質の形態を有する柔軟性のない非粘着性ポリマーである。直径が
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０．１μｍ以上ある気孔や開放空間はまったく認められず、ポリマーは実質的に非孔質で
あった。
【００９０】
　比較のため、 例２ のポリマーを、米国特許第５，２３８，９９２号明細書（ Outu
buddin）の実施例に記載されている方法による熱誘発重合法で調製した。この高分子複合
材料は、内部に大きなバブルが閉じ込められた柔軟性のない非粘着性ポリマーであった。
このポリマーには開放空間が許容できないほど充填されており、実質的に非孔質ではなか
った。
【００９１】
本発明を特別な実施態様との関連で説明したが、さらに変更が可能であることを理解され
たい。本明細書中の特許請求の範囲は、ここに記載したものと化学的に均等であると当業
者であれば認めるであろうそのような変型をすべて包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】界面活性剤が共重合性アニオン界面活性剤である本発明の好ましいマイクロエマ
ルジョンについての相図を示す。
【図２】界面活性剤が非共重合性非イオン界面活性剤である本発明の好ましいマイクロエ
マルジョンについての相図を示す。
【図３】界面活性剤が非共重合性カチオン界面活性剤である本発明の好ましいマイクロエ
マルジョンについての相図を示す。
【図４】本発明の高分子複合材料の組織を示す図面に代わる走査型電子顕微鏡写真である
。
【図５】本発明の高分子複合材料の組織を示す図面に代わる走査型電子顕微鏡写真である
。
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比較 ５



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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