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(57)【要約】
遮断性ナノ複合体組成物及びそれを利用した物品を提供
する。ポリオレフィン樹脂、遮断性樹脂と遮断性ナノ複
合体との溶融混合物、及び相溶化剤が乾燥混合されたこ
とを特徴とする組成物は、遮断性および成形性に優れ、
密閉容器のみならず、遮断性シート、遮断性フィルムの
製造に有用である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 （ａ）ポリオレフィン樹脂３０ないし９５重量部と、
 （ｂ）（ｉ）エチレン－ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）共重合体、ポリアミド、アイオ
ノマー及びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）からなる群から選択された１種以上の遮断性
樹脂と、（ｉｉ）エチレン－ビニルアルコール共重合体／層状粘土化合物ナノ複合体、ポ
リアミド／層状粘土化合物ナノ複合体、アイオノマー／層状粘土化合物ナノ複合体及びポ
リビニルアルコール／層状粘土化合物ナノ複合体からなる群から選択された１種以上の遮
断性ナノ複合体との溶融混合物０．５ないし６０重量部と、
（ｃ）相溶化剤１ないし３０重量部とが乾燥混合されたナノ複合体組成物。
【請求項２】
　（ｉ）遮断性樹脂と（ｉｉ）遮断性ナノ複合体とが２５：７５ないし７５：２５の重量
比で溶融混合されていることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記（ａ）のポリオレフィン樹脂が、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、低密度ポリエ
チレン（ＬＤＰＥ）、線形低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチレン－プロピレン重
合体、及びエチレン－プロピレン共重合体からなる群から選択された１種以上であること
を特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記（ｉｉ）の遮断性ナノ複合体のうち、層状粘土化合物がモンモリロナイト、ベント
ナイト、カオリナイト、マイカ、ヘクトライト、フッ化ヘクトライト、サポナイト、バイ
デル石、ノントロナイト、スチーブンサイト、バーミキュライト、ハロサイト、ヴォルコ
ンスキー石、サッコナイト、マガダイト、及びケニアライトからなる群から選択された１
種以上であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
前記（ｉｉ）の遮断性ナノ複合体のうち、層状粘土化合物が層状粘土化合物内に１ないし
４５重量％の有機物を含むことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記有機物が、一級ないし四級アンモニウム、ホスホニウム、マレエート、コハク酸塩
、アクリレート、ベンジル位水素、オキサゾリン、及びジメチルステアリルアンモニウム
からなる群から選択されるいずれか一つの官能基を含む有機物であることを特徴とする請
求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　前記（ｉ）のエチレン－ビニルアルコール共重合体のうち、エチレン含有量が１０ない
し５０モル％であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記（ｉ）のポリアミドが、１）ナイロン４．６、２）ナイロン６、３）ナイロン６．
６、４）ナイロン６．１０、５）ナイロン７、６）ナイロン８、７）ナイロン９、８）ナ
イロン１１、９）ナイロン１２、１０）ナイロン４６、１１）ＭＸＤ６、１２）非晶質ポ
リアミド、１３）１）～１２）のポリアミドのうち２以上の成分を有する共重合ポリアミ
ド、または１４）１）～１２）のポリアミドのうち２以上の混合物からなる群から選択さ
れた１種以上であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記（ｉ）のアイオノマーが溶融指数０．１ないし１０ｇ／１０分（１９０℃、２，１
６０ｇ）の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記相溶化剤が、エチレン－無水エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－エチルア
クリレート共重合体、エチレン－アルキルアクリレート－アクリル酸共重合体、無水マレ
イン酸変性（グラフト）高密度ポリエチレン、無水マレイン酸変性（グラフト）線形低密
度ポリエチレン、エチレン－アルキルメタクリレート－メタクリル酸共重合体、エチレン
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－ブチルアクリレート共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、及び無水マレイン酸変
性（グラフト）エチレン－酢酸ビニル共重合体からなる群から選択された１種以上である
ことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記（ｉ）遮断性樹脂と前記（ｉｉ）遮断性ナノ複合体とは、同方向回転ニ軸押出機ま
たは単軸押出機を使用して、樹脂の溶融点以上の温度で溶融混合されたことを特徴とする
請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記遮断性ナノ複合体のうち、遮断性樹脂と層状粘土化合物との重量比が、５８．０：
４２．０ないし９９．９：０．１であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
　請求項１ないし請求項１２のうちいずれか一項に記載のナノ複合体組成物を成形して製
造された物品。
【請求項１４】
　前記物品が中空成形、押出成形、圧縮成形、または射出成形して製造されることを特徴
とする請求項１３に記載の物品。
【請求項１５】
　前記物品が遮断性容器であることを特徴とする請求項１３に記載の物品。
【請求項１６】
　前記物品が遮断性パイプであることを特徴とする請求項１３に記載の物品。
【請求項１７】
　前記物品が遮断性シートであることを特徴とする請求項１３に記載の物品。
【請求項１８】
　前記遮断性容器が接着剤層及びポリオレフィン樹脂層をさらに含む多層遮断性容器であ
ることを特徴とする請求項１５の記載の物品。
【請求項１９】
　前記遮断性シートが接着剤層及びポリオレフィン樹脂層をさらに含む多層遮断性シート
であることを特徴とする請求項１７に記載の物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遮断性ナノ複合体組成物及びそれから製造された物品に係り、さらに詳細に
は、ポリオレフィン樹脂に遮断性樹脂／遮断性ナノ複合体の溶融混合物及び相溶化剤が乾
燥混合された、遮断性及び成形性に優れたナノ複合体組成物及びそれから製造された物品
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエチレンやポリプロピレンのような汎用樹脂は、優れた成形性、機械的物性、及び
水分遮断性のために、さまざまな分野に使われている。これらは、ガスに対しても優れた
遮断性を有しているが、酸素遮断性が要求される食品包装や耐化学的遮断性が要求される
農薬容器、食品容器などの適用には限界を有している。
【０００３】
　一方、エチレン－ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）共重合体及びポリアミド系樹脂は、優
れたガス遮断性及び透明性を提供する利点があるが、前記樹脂は、一般的な汎用樹脂より
高価であるため、製品内含有量が制限されている。
【０００４】
　したがって、費用節減のために、エチレン－ビニルアルコール及びポリアミド系樹脂の
ような遮断性樹脂と安価なポリオレフィンとを混練する方法が提案されたが、依然として
遮断性が満足できるほどのベレルではなかった。
【０００５】
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　遮断性を向上させるために、高分子マトリックスにナノサイズの層状粘土化合物が完全
剥離（ｆｕｌｌｙ　ｅｘｆｏｌｉａｔｅｄ）、部分剥離（ｐａｒｔｉａｌｌｙ　ｅｘｆｏ
ｌｉａｔｅｄ）、層間挿入（ｉｎｔｅｒｃａｌａｔｅｄ）、部分挿入（ｐａｒｔｉａｌｌ
ｙ　ｉｎｔｅｒｃａｌａｔｅｄ）の形態に分散されたナノ複合体が使用されている。
【０００６】
　前記のようなナノ複合体を使用して成形品を製造する場合、遮断性を示すモルフォロジ
ーが成形後にも維持され、加工性に優れ、容器以外にシートまたはフィルムに製造するの
が容易なものが要求される。
【特許文献１】大韓民国特許出願第２００２－７６５７５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明が解決しようとする第一の技術的課題は、機械的強度に優れ、酸素
遮断性、有機溶媒遮断性及び湿気遮断性の耐化学的遮断性が優れているだけでなく、成形
性に優れた遮断性ナノ複合体組成物を提供することである。
【０００８】
　本発明が解決しようとする第二の技術的課題は、前記遮断性ナノ複合体組成物から製造
された物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記最初の技術的課題を達成するために、本発明の第１態様では、（ａ）ポリオレフィ
ン樹脂３０ないし９５重量部と、（ｂ）（ｉ）エチレン－ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）
共重合体、ポリアミド、アイオノマー及びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）からなる群か
ら選択された１種以上の遮断性樹脂と、（ｉｉ）エチレン－ビニルアルコール共重合体／
層状粘土化合物ナノ複合体、ポリアミド／層状粘土化合物ナノ複合体、アイオノマー／層
状粘土化合物ナノ複合体及びポリビニルアルコール／層状粘土化合物ナノ複合体からなる
群から選択された１種以上の遮断性ナノ複合体との溶融混合物０．５ないし６０重量部と
、（ｃ）相溶化剤１ないし３０重量部とが乾燥混合された組成物を提供する。
【００１０】
　本発明の組成物の一実施態様によれば、（ｉ）遮断性樹脂と（ｉｉ）遮断性ナノ複合体
とは、２５：７５ないし７５：２５の重量比で溶融混合されうる。
【００１１】
　また、本発明の組成物の他の実施態様によれば、（ｉ）遮断性樹脂と（ｉｉ）遮断性ナ
ノ複合体とは、同方向回転ニ軸押出機または単軸押出機を使用して樹脂の溶融点以上の温
度で溶融混合できる。
【００１２】
　本発明の第二の技術的課題を達成するために、本発明の第２態様では、前記遮断性ナノ
複合体組成物から製造された物品を提供する。
【００１３】
　本発明の物品の一実施態様によれば、前記物品は、中空成形、押出成形、圧縮成形、ま
たは射出成形により製造できる。
【００１４】
　本発明の物品の他の実施態様によれば、前記物品は、遮断性容器、遮断性シート、パイ
プまたは遮断性フィルムでありうる。
【００１５】
　以下、本発明についてさらに詳細に説明する。
【００１６】
　本出願人が既に出願した大韓民国特許出願第２００２－７６５７５号には、ポリオレフ
ィン樹脂１ないし９７重量部と、エチレン－ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）共重合体／層
状粘土化合物ナノ複合体、ポリアミド／層状粘土化合物ナノ複合体、アイオノマー／層状
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粘土化合物ナノ複合体、及びポリビニルアルコール（ＰＶＡ）／層状粘土化合物ナノ複合
体からなる群から選択された１種以上の遮断性ナノ複合体１ないし９５重量部と、相溶化
剤１ないし９５重量部とを含むナノ複合体の混合組成物とが開示されており、これに基づ
いて本発明を完成した。
【００１７】
　本発明の遮断性ナノ複合体組成物は、遮断性樹脂に遮断性ナノ複合体を溶融混合したも
のをポリオレフィン樹脂及び相溶化剤と乾燥混合することを特徴とする。
【００１８】
　すなわち、（ａ）ポリオレフィン樹脂３０ないし９５重量部と、（ｂ）（ｉ）エチレン
－ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）共重合体、ポリアミド、アイオノマー及びポリビニルア
ルコール（ＰＶＡ）からなる群から選択された１種以上の遮断性樹脂と、（ｉｉ）エチレ
ン－ビニルアルコール共重合体／層状粘土化合物ナノ複合体、ポリアミド／層状粘土化合
物ナノ複合体、アイオノマー／層状粘土化合物ナノ複合体及びポリビニルアルコール／層
状粘土化合物ナノ複合体からなる群から選択された１種以上の遮断性ナノ複合体との溶融
混合物０．５ないし６０重量部と、（ｃ）相溶化剤１ないし３０重量部とが乾燥混合され
た組成物である。
【００１９】
　本発明に使われる前記ポリオレフィン樹脂は、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、低密
度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、線形低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチレン－プロ
ピレン共重合体、メタロセンポリエチレン、及びポリプロピレンからなる群から選択され
た１種以上を使用できる。前記ポリプロピレンは、プロピレンのホモポリマー、コポリマ
ー、メタロセンポリプロピレン、及びホモポリマーまたはコポリマーにタルク、難燃剤な
どを添加して一般ポリプロピレンの物性を強化した複合樹脂からなる群から１種以上が選
択されて使われうる。
【００２０】
　前記ポリオレフィン樹脂は、３０ないし９５重量部で含まれることが望ましく、さらに
望ましくは、７０ないし９０重量部で含まれることである。前記オレフィン樹脂が３０重
量部未満であれば、成形が容易でなく、９５重量部を超えれば、遮断性の向上効果が落ち
て望ましくない。
【００２１】
　本発明に使われる遮断性樹脂／遮断性ナノ複合体溶融混合物は、まず遮断性樹脂と層状
粘土化合物から剥離または部分剥離形態の遮断性ナノ複合体を形成した後、これを遮断性
樹脂と溶融混合して製造できる。具体的には、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポ
リアミド、アイオノマー及びポリビニルアルコールからなる群から選択された１種以上の
遮断性樹脂と、（ｉｉ）エチレン－ビニルアルコール共重合体／層状粘土化合物ナノ複合
体、ポリアミド／層状粘土化合物ナノ複合体、アイオノマー／層状粘土化合物ナノ複合体
及びポリビニルアルコール／層状粘土化合物ナノ複合体からなる群から選択された１種以
上の遮断性ナノ複合体とを溶融混合して製造できる。
【００２２】
　層状粘土化合物に遮断性樹脂を添加して層状粘土化合物をナノサイズに剥離または部分
剥離させてナノ複合体を製造することによって、遮断性樹脂内部のガス及び液体透過経路
を長くして遮断性樹脂自体の水分遮断性と液体遮断性を増加させるだけでなく、前記層状
粘土化合物は、連続相であるポリオレフィンの溶融強度を増加させて、中空成形において
パリソンの下降を抑制する加工的な長所がある。
【００２３】
　前記遮断性ナノ複合体のうち、遮断性樹脂と層状粘土化合物との重量比は、５８．０：
４２．０ないし９９．９：０．１であり、望ましくは、８５．０：１５．０ないし９９．
０：１．０である。前記遮断性樹脂の重量比が５８．０未満であれば、層状粘土化合物の
凝集現象が発生して分散が適切になされず、遮断性樹脂の重量比が９９．９を超えれば、
遮断性上昇効果が微小であって望ましくない。
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【００２４】
　前記遮断性ナノ複合体と遮断性樹脂との溶融混合物を使用することによって、成形時の
加工温度領域を広くすることが可能になる。具体的に説明すれば、製品成形に必要な加工
温度条件に合わせてブレンドの成分選定及びブレンドの比率調整を行うことで、成形性及
び成形用途を広くすることができる。
【００２５】
　遮断性樹脂／遮断性ナノ複合体の溶融混合物を得るためには、１７５ないし２７０℃の
温度条件で溶融混練することが望ましい。
【００２６】
　本発明に使われる前記層状粘土化合物は、有機物が層状粘土化合物の層間の間に介在し
ている有機化された層状粘土化合物であることが望ましい。前記層状粘土化合物内の有機
物含有量は、１～４５重量％であることが望ましい。有機物含有量が１重量％未満であれ
ば、層状粘土化合物と高分子との相溶性が落ち、４５重量％を超えれば、高分子鎖の層間
挿入が容易でなくて望ましくない。
【００２７】
　前記層状粘土化合物は、モンモリロナイト、ベントナイト、カオリナイト、マイカ、ヘ
クトライト、フッ化ヘクトライト、サポナイト、バイデル石、ノントロナイト、スチーブ
ンサイト、バーミキュライト、ハロサイト、ヴォルコンスキー石、サッコナイト、マガダ
イト、及びケニアライトからなる群から選択された１種以上であることが望ましく、有機
物は、一級ないし四級のアンモニウム、ホスホニウム、マレエート、コハク酸塩、アクリ
レート、ベンジル位水素、ジメチルステアリルアンモニウム、オキサゾリンからなる群か
ら選択された官能基を含む有機物であることが望ましい。
【００２８】
　前記遮断性樹脂と遮断性ナノ複合体とは、２５：７５ないし７５：２５の重量比で溶融
混合されることが望ましい。前記範囲を外れて、遮断性樹脂が多過ぎれば、遮断性ナノ複
合剤との混合による遮断性上昇効果を得難く、遮断性樹脂が少な過ぎれば、最終成形製品
の衝撃強度が低下するという問題が発生しうる。
【００２９】
　本発明に使われるエチレン－ビニルアルコール共重合体のエチレン含有量は、１０ない
し５０モル％であることが望ましい。前記エチレンの含有量が１０モル％未満である場合
には、加工性が低下して溶融成形が困難であり、５０モル％を超える場合には、酸素遮断
性、及び液体遮断性が十分ではないという問題点がある。
【００３０】
　本発明に使われるポリアミドは、１）ナイロン４．６、２）ナイロン６、３）ナイロン
６．６、４）ナイロン６．１０、５）ナイロン７、６）ナイロン８、７）ナイロン９、８
）ナイロン１１、９）ナイロン１２、１０）ナイロン４６、１１）ＭＸＤ６、１２）非晶
質ポリアミド、１３）１）～１２）のポリアミドのうち２以上の成分を有する共重合ポリ
アミド、または１４）１）～１２）のポリアミドのうち２以上の混合物が選択されて使わ
れうる。
【００３１】
　前記非晶質ポリアミドは、示差走査熱量計（ＤＳＣ）で測定した時（ＡＳＴＭＤ－３４
１７、１０℃／分）、吸熱結晶質融点ピークのない、結晶性の不足したポリアミドを意味
する。
【００３２】
　一般的に、ポリアミドは、ジアミンとジカルボン酸とから製造されうる。ジアミンの例
としては、ヘキサメチレンジアミン、２－メチルペンタメチレンジアミン、２，２，４－
トリメチルヘキサメチレンジアミン、２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジアミン、
ビス（４－アミノシクロヘキシル）メタン、２，２－ビス（４－アミノシクロヘキシル）
イソプロピリデン、１，４－ジアミノシクロヘキサン、１，３－ジアミノシクロヘキサン
、メタ－キシレンジアミン、１，５－ジアミノペンタン、１，４－ジアミノブタン、１，
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３－ジアミノプロパン、２－エチルジアミノブタン、１，４－ジアミノメチルシクロヘキ
サン、メタン－キシレンジアミン、アルキル置換または非置換ｍ－フェニレンジアミン及
びｐ－フェニレンジアミンなどがある。ジカルボン酸の例としては、アルキル置換または
非置換イソフタル酸、テレフタル酸、アジピン酸、セバシン酸、ブタンジカルボン酸など
がある。
【００３３】
　脂肪族ジアミンと脂肪族ジカルボン酸とから製造されるポリアミドは、伝統的な半晶質
ポリアミド（結晶質ナイロンともいう）であり、非晶質ポリアミドではない。芳香族ジア
ミンと芳香族ジカルボン酸とから製造されるポリアミドは、一般的な溶融加工条件のもと
では、処理し難いという点がある。
【００３４】
　したがって、非晶質ポリアミドは、ジアミンとジカルボン酸とのうち、いずれか一方が
芳香族であり、他方が脂肪族である場合に望ましく製造されうる。このとき、非晶質ポリ
アミドの脂肪族基は、望ましくは、炭素数１ないし１５の脂肪族または炭素数４ないし８
の脂環族アルキルである。非晶質ポリアミドの芳香族基は、炭素数１ないし６の置換基を
有する単環または二環の芳香族基であることが望ましい。しかし、前記のような非晶質ポ
リアミドが本発明に必ずしも適するというのではなく、例えば、メタキシレンジアミンア
ジプアミドは、熱成形作業に典型的な加熱条件下で容易に結晶化され、また配向させると
きにも結晶化されるので、望ましくない。
【００３５】
　本発明に適した非晶質ポリアミドの具体的な例としては、ヘキサメチレンジアミンイソ
フタルアミド、イソフタル酸／テレフタル酸の比率が９９／１ないし６０／４０のヘキサ
メチレンジアミンイソフタルアミド／テレフタルアミド三元共重合体、２，２，４－及び
２，４，４、－トリメチルヘキサメチレンジアミンテレフタルアミドの混合物、イソフタ
ル酸またはテレフタル酸、またはこれらの混合物とヘキサメチレンジアミンまたは２－メ
チルペンタメチレンジアミンとの共重合体を含む。テレフタル酸含有量が高いヘキサメチ
レンジアミンイソフタルアミド／テレフタルアミドを基材とするポリアミドも有用である
が、加工処理の可能である非晶質ポリアミドを生成するために、２－メチルジアミノペン
タンのような第２のジアミンが混合されなければならない。
【００３６】
　前記非晶質ポリアミドは、前記単量体だけを基材とする重合体がカプロラクタムまたは
ラウリルラクタムのような少量のラクタム種を共単量体として含有できる。重要なことは
、ポリアミドが全体として非晶質でなければならないということである。したがって、少
量の前記共単量体は、ポリアミドに結晶性を付与しない限り混入可能である。また、グリ
セロール、ソルビトールまたはトルエンスルホンアミド（サンチサイザー（Ｓａｎｔｉｃ
ｉｚｅｒ）８　モンサント）のような液体または固体の可塑剤が約１０重量％以下で非晶
質ポリアミドに共に含まれうる。ほとんどの適用において、非晶質ポリアミドのＴｇ（乾
燥した状態、すなわち約０．１２重量％以下の水分を含有する状態で測定される）は、約
７０℃ないし約１７０℃、望ましくは、約８０℃ないし１６０℃範囲内でなければならな
い。前記のように、特定のブレンドされていない非晶質ポリアミドは、乾燥時に約１２５
℃のＴｇを有する。Ｔｇの下限は明確ではないが、７０℃がおおよその下限である。Ｔｇ
の上限も明確でない。しかし、約１７０℃以上のポリアミドを使用すれば、容易に熱成形
できない。したがって、酸及びアミンの部分いずれにも芳香族基を有するポリアミドは、
Ｔｇが高すぎて熱成形させられず、したがって本発明の目的には一般的に不適である。
【００３７】
　前記ｂ）のポリアミド成分はまた、１種以上の半晶質ポリアミドを含んでもよい。この
用語は伝統的な半晶質ポリアミドをいうが、これは、一般的にナイロン６またはナイロン
１１のようにラクタムまたはアミノ酸により製造されるか、ヘキサメチレンジアミンのよ
うなジアミンをコハク酸、アジピン酸、またはセバシン酸のような二塩基酸と縮合して製
造される。前記ポリアミドの共重合体及び三元共重合体、例えば、ヘキサメチレンジアミ
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ン／アジピン酸とカプロラクタム（ナイロン６、６６）との共重合体がいずれも含まれる
。２以上の結晶質ポリアミドの混合物も使われうる。半晶質及び非晶質ポリアミドは、い
ずれも当業者に周知の縮重合により製造される。本発明に使われるアイオノマーは、アク
リル酸とエチレンとの共重合体であることが望ましく、溶融指数（メルトインデックス）
は、０．１ないし１０ｇ／１０分（１９０℃、２，１６０ｇ）の範囲であることが望まし
い。
【００３８】
　前記遮断性樹脂／遮断性ナノ複合体の溶融混合物は、０．５ないし６０重量部で含まれ
ることが望ましく、さらに望ましくは、８ないし３０重量部で含まれることである。前記
遮断性樹脂／遮断性ナノ複合体の溶融混合物が０．５重量部未満であれば、遮断性の向上
効果が小さく、６０重量部を超えれば、加工が容易でなくて望ましくない。
【００３９】
　本発明に使われる相溶化剤は、前記ポリオレフィン樹脂と遮断性樹脂／遮断性ナノ複合
体との相溶性を向上させて、安定した構造の組成物を形成させる作用を行う。
【００４０】
　前記相溶化剤は、極性基を含有する炭化水素系重合体を使用することが望ましい。極性
基を含有する炭化水素系重合体を使用する場合、重合体の基材からなる炭化水素重合体部
分により、相溶化剤とポリオレフィン樹脂、及び相溶化剤と遮断性樹脂／遮断性ナノ複合
体との親和性が良好になり、結果的に得られる樹脂組成物に安定した構造を形成させる。
【００４１】
　前記相溶化剤は、エポキシ変性ポリスチレン共重合体、エチレン－無水エチレン－アク
リル酸共重合体、エチレン－エチルアクリレート共重合体、エチレン－アルキルアクリレ
ート－アクリル酸共重合体、無水マレイン酸変性（グラフト）高密度ポリエチレン、無水
マレイン酸変性（グラフト）線形低密度ポリエチレン、エチレン－アルキルメタクリレー
ト－メタクリル酸共重合体、エチレン－ブチルアクリレート共重合体、エチレン－酢酸ビ
ニル共重合体、及び無水マレイン酸変性（グラフト）エチレン－酢酸ビニル共重合体から
なる群から選択された１種以上またはこれらの変性物である混合物を使用することができ
る。
【００４２】
　本発明に使われる相溶化剤は、１ないし３０重量部で含まれることが望ましく、さらに
望ましくは、２ないし２０重量部で含まれることである。前記相溶化剤が１重量部未満で
あれば、組成物の成形時に成形物の機械的物性が悪く、３０重量部を超えれば、組成物の
製品成形加工が容易でなくて望ましくない。
【００４３】
　前記エポキシ変性ポリスチレン共重合体を相溶化剤として使用する場合には、スチレン
７０ないし９９重量部及び下記化学式１で表示されるエポキシ化合物１ないし３０重量部
を含む主鎖と、下記化学式２のアクリル系単量体１ないし８０重量部からなる分枝とを含
む共重合体が望ましい。
【００４４】
【化１】

【００４５】
　前記化学式１において、Ｒ、及びＲ'は、それぞれ独立して分子構造の末端に二重結合
基を有する炭素数１ないし２０の脂肪族または炭素数５ないし２０の芳香族化合物の残基
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である。
【００４６】
【化２】

【００４７】
　また、前記無水マレイン酸変性（グラフト）高密度ポリエチレン、無水マレイン酸変性
（グラフト）線形低密度ポリエチレン、または無水マレイン酸変性（グラフト）エチレン
－酢酸ビニル共重合体は、それぞれ主鎖１００重量部に対して、無水マレイン酸０．１な
いし１０重量部からなる分枝で構成されることが望ましい。無水マレイン酸含有量が０．
１重量部未満であれば、相溶化剤として性能発揮が困難であり、１０重量部以上であれば
、組成物を成形するときに不快臭が出て望ましくない。
【００４８】
　本発明による遮断性ナノ複合体組成物を成形して遮断性容器を製造する。前記遮断性ナ
ノ複合体組成物を乾燥混合（ｄｒｙ－ｂｌｅｎｄｉｎｇ）することで、遮断性ナノ複合体
のモルフォロジーを維持したままで成形して、製造された成形品でも剥離されたナノ複合
体がポリオレフィンマトリックスに分散された構造を維持することにより、優れた遮断性
を有することが可能になる。
【００４９】
　このとき成形方法は、中空成形、押出成形、圧縮成形、射出成形など、一般的な成形方
法を利用できる。
【００５０】
　遮断性容器の以外にも遮断性シートまたは遮断性フィルムを製造することも可能である
。
【００５１】
　前記遮断性容器または遮断性シートは、接着層及びポリオレフィン層をさらに含む多層
遮断性容器または多層遮断性シートでありうる。
【００５２】
例えば、ＨＤＰＥ／接着層／本発明の遮断性ナノ複合体組成物／接着層／ＨＤＰＥからな
る５層のフィルムから製造された遮断性シートまたは遮断性容器でありうる。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明のナノ複合体組成物は、遮断性及び成形性に優れるので、これから製造された物
品は、遮断性容器、遮断性シート及び遮断性フィルムとしてその性能が優れている。
以上、本発明の望ましい実施例を参照して説明したが、当業者ならば、特許請求の範囲に
記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正及び変更
させうるということを理解できるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、実施例を通じて本発明についてさらに詳細に説明する。なお、下記実施例は、本
発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を制限しようとするものではない。
【００５５】
　［実施例］
以下、実施例で使用した材料は次の通りである：
ＥＶＯＨ：Ｅ１０５Ｂ（日本・クラレ社製）
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非晶質ナイロン：ＳＥＬＡＲ２０７２（米国・デュポン社製）
ナイロン６、１２：Ｚｙｔｅｌ１５８Ｌ（米国・デュポン社製）
ナイロン６：ＥＮ５００（ＫＰケミカル社製）
ＨＤＰＥ－ｇ－ＭＡＨ：相溶化剤、ＰＢ３００９（ＣＲＡＭＰＴＯＮ社製）
ＨＤＰＥ：ＭＥ６０００（ＬＧ化学製）
アイオノマー：ＳＵＲＬＹＮ８５２７（米国・デュポン社製）
粘土：Ｃｌｏｓｉｔｅ３０Ｂ（ＳＣＰ社製）
熱安定剤：ＩＲ　１０９８（ソンウォン産業製）
【００５６】
　〔製造例１（ＥＶＯＨ－層状粘土化合物ナノ複合体の製造）〕
　エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ：Ｅ－１０５Ｂ（エチレン含有率４４
モル％）、日本・クラレ社、溶融指数：５．５ｇ／１０分、密度：１．１４ｇ／ｃｍ３）
９７重量％を二軸押出機（ＳＭ　Ｐｌａｔｅｋ、同方向回転二軸押出機、φ４０）の主ホ
ッパーに投入し、層状粘土化合物として有機化されたモンモリロナイト（Ｓｏｕｔｈｅｒ
ｎ Ｃｌａｙ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 、米国、Ｃ２ＯＡ）３重量％、及び前記ＥＶＯＨと層状
粘土化合物とを加えた重量合計１００重量部に対して熱安定剤ＩＲ　１０９８　０．１重
量部をサイドフィーダに分離投入した後、エチレン－ビニルアルコール共重合体／層状粘
土化合物ナノ複合体をペレット形態に製造した。このとき、押出温度は１８０－１９０－
２００－２００－２００－２００－２００℃であり、スクリュー速度は３００ｒｐｍであ
り、吐出条件は１５ｋｇ／ｈｒであった。
【００５７】
　〔製造例２（ナイロン６－層状粘土化合物ナノ複合体の製造）〕
　ポリアミド（ナイロン６）９７重量％を二軸押出機（ＳＭ　ＰＬＡＴＥＫ、同方向回転
二軸押出機、φ４０）の主ホッパーに投入し、層状粘土化合物として有機化されたモンモ
リロナイト３重量％、及び前記ポリアミドと層状粘土化合物とを加えた重量に対して熱安
定剤ＩＲ　１０９８　０．１重量部をサイドフィーダに分離投入した後、ナイロン６／層
状粘土化合物ナノ複合体をペレット形態に製造した。このとき、押出温度は２２０－２２
５－２４５－２４５－２４５－２４５－２４５℃であり、スクリュー速度は３００ｒｐｍ
であり、吐出条件は４０ｋｇ／ｈｒであった。
【００５８】
　〔製造例３（ナイロン６、１２－層状粘土化合物ナノ複合体の製造）〕
　ポリアミド（ナイロン６、１２）９５重量％を二軸押出機（ＳＭ　ＰＬＡＴＥＫ、同方
向回転二軸押出機、φ４０）の主ホッパーに投入し、層状粘土化合物として有機化された
モンモリロナイト５重量％、及び前記ポリアミドと層状粘土化合物とを加えた重量合計１
００重量部に対して熱安定剤ＩＲ　１０９８　０．１重量部をサイドフィーダに分離投入
した後、ナイロン６、１２／層状粘土化合物ナノ複合体をペレット形態に製造した。この
とき、押出温度は、２２５－２４５－２４５－２４５－２４５－２４５－２４０℃であり
、スクリュー速度は３００ｒｐｍであり、吐出条件は４０ｋｇ／ｈｒであった。
【００５９】
　〔製造例４（非晶質ナイロン－層状粘土化合物ナノ複合体の製造）〕
　ポリアミド（非晶質ナイロン）９５重量％を二軸押出機（ＳＭ　ＰＬＡＴＥＫ、同方向
回転二軸押出機、φ４０）の主ホッパーに投入し、層状粘土化合物として有機化されたモ
ンモリロナイト５重量％、及び前記ポリアミドと層状粘土化合物とを加えた重量合計１０
０重量部に対して熱安定剤ＩＲ　１０９８　０．１重量部をサイドフィーダに分離投入し
た後、非晶質ナイロン／層状粘土化合物ナノ複合体をペレット形態に製造した。このとき
、押出温度は２１５－２２５－２３５－２３５－２３５－２３５－２３０℃であり、スク
リュー速度は３００ｒｐｍであり、吐出条件は４０ｋｇ／ｈｒであった。
【００６０】
　〔製造例５（アイオノマー－層状粘土化合物ナノ複合体の製造）〕
　アイオノマー９５重量％を二軸押出機（ＳＭ　ＰＬＡＴＥＫ、同方向回転二軸押出機、
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φ４０）の主ホッパーに投入し、層状粘土化合物として有機化されたモンモリロナイト５
重量％、及び前記アイオノマーと層状粘土化合物とを加えた重量合計１００重量部に対し
て熱安定剤ＩＲ　１０９８　０．１重量部をサイドフィーダに分離投入した後、アイオノ
マー／層状粘土化合物ナノ複合体をペレット形態に製造した。このとき、押出温度は２２
０－２３０－２３５－２３５－２３５－２３５－２３０℃であり、スクリュー速度は３０
０ｒｐｍであり、吐出条件は４０ｋｇ／ｈｒであった。
【００６１】
　［実施例１］
　前記製造例１で製造したＥＶＯＨナノ複合体４０重量部とＥＶＯＨ６０重量部とを１９
０－２００－２１０－２１０－２１０－２００℃で押出して溶融混練して、ＥＶＯＨナノ
複合体／ＥＶＯＨ溶融混合物を製造した。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポリエチレ
ン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤（無水マレイン酸変性（グラフト）高密度ポリエチ
レン（ＨＤＰＥ－ｇ－ＭＡＨ、米国・ｕｎｉｒｏｙａｌ　ｃｈｅｍｉｃａｌ、ＰＢ３００
９（１％ＭＡＨ含有）、溶融指数：５ｇ／１０分、密度：０．９５ｇ／ｃｍ３）１０重量
部を乾燥混合した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度
は１８０－１９５－１９５－１９５－１９５－１９０℃あり、スクリュー速度は２２ｒｐ
ｍであった。また、前記乾燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。
このとき、加工温度は１８５－１９５－１９５－１９５－１９５－１９０℃であり、スク
リュー速度は１６ｒｐｍであった。
【００６２】
　［実施例２］
　前記製造例１で製造したＥＶＯＨナノ複合体４０重量部とナイロン６ ６０重量部とを
２１５－２２０－２１０－２１０－２１０－２００℃で押出して溶融混練して、ＥＶＯＨ
ナノ複合体／ナイロン６溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポリエチ
レン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形して１０
００ｍｌの容器を製作し、このとき加工温度は１９０－２２５－２２５－２２０－２１０
℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押出成形して
厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３５－２
３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１６ｒｐｍであった。
【００６３】
　［実施例３］
　前記製造例１で製造したＥＶＯＨナノ複合体４０重量部とナイロン６、１２ ６０重量
部とを２２５－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、Ｅ
ＶＯＨナノ複合体／ナイロン６、１２溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高
密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空
成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は２００－２２０－２３０
－２２５－２１０℃であり、スクリュー速度は２１ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合
物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２
３５－２３５－２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１４ｒｐｍであった
。
【００６４】
　［実施例４］
　前記製造例１で製造したＥＶＯＨナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０重量部と
を２２５－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、ＥＶＯ
Ｈナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポ
リエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形し
て１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２００－２１０－２０
０－１９０℃であり、スクリュー速度は２２ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押
出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－
２３５－２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１６ｒｐｍであった。
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【００６５】
　［実施例５］
　前記製造例１で製造したＥＶＯＨナノ複合体４０重量部とアイオノマー６０重量部とを
２２５－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、ＥＶＯＨ
ナノ複合体／アイオノマー溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポリエ
チレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形して１
０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９０－２１０－２２５－２２０－
２１０℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押出成
形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３
５－２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１４ｒｐｍであった。
【００６６】
　［実施例６］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部とＥＶＯＨ６０重量部とを２
２０－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、ナイロン６
ナノ複合体／ＥＶＯＨ溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポリエチレ
ン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形して１００
０ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－１９５－２２５－２１５－２０
０℃であり、スクリュー速度は１４ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押出成形し
て厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３５－
２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍであった。
【００６７】
　［実施例７］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部とナイロン６ ６０重量部と
を２２０－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、ナイロ
ン６ナノ複合体／ナイロン６溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポリ
エチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形して
１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２１５－２２０－２１５
－２００℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押出
成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２４５－２
４５－２４５－２４５－２４０℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍであった。
【００６８】
　［実施例８］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部とナイロン６、１２ ６０重
量部とを２３０－２４０－２４５－２４５－２４５－２３５℃で押出して溶融混練して、
ナイロン６ナノ複合体／ナイロン６、１２溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部
に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、
中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２２５－２
２５－２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。また、前記乾燥
混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０
－２３５－２３５－２４５－２４５－２４５℃であり、スクリュー速度は１２ｒｐｍであ
った。
【００６９】
　［実施例９］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０重量部
とを２３０－２４０－２４５－２４５－２４５－２３５℃で押出して溶融混練して、ナイ
ロン６ナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成
形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２２０－２２０－
２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物
を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３
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５－２３５－２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１５ｒｐｍであった。
【００７０】
　［実施例１０］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部とアイオノマー６０重量部と
を２１０－２２５－２３５－２３５－２３５－２３０℃で押出して溶融混練して、ナイロ
ン６ナノ複合体／アイオノマー溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポ
リエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形し
て１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２３５－２３５－２３
５－２３５－２３０℃であり、スクリュー速度は２１ｒｐｍであった。また、前記乾燥混
合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－
２３５－２３５－２３５－２４０－２４０℃であり、スクリュー速度は１２ｒｐｍであっ
た。
【００７１】
　［実施例１１］
　前記製造例３で製造したナイロン６、１２ナノ複合体４０重量部とＥＶＯＨ６０重量部
とを２２０－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、ナイ
ロン６、１２ナノ複合体／ＥＶＯＨ溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成
形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２２５－２２５－
２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２１ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物
を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２１５－２２
５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１５ｒｐｍであった。
【００７２】
　［実施例１２］
　前記製造例３で製造したナイロン６、１２ナノ複合体４０重量部とナイロン６ ６０重
量部とを２２０－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、
ナイロン６、１２ナノ複合体／ナイロン６溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部
に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、
中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２４５－２
４５－２４５－２４０℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。また、前記乾燥
混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２０５
－２２５－２３５－２４０－２４０－２４５℃であり、スクリュー速度は１２ｒｐｍであ
った。
【００７３】
　［実施例１３］
　前記製造例３で製造したナイロン６、１２ナノ複合体４０重量部とナイロン６、１２ 
６０重量部とを２２０－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練
して、ナイロン６、１２ナノ複合体／ナイロン６、１２溶融混合物を得た。前記溶融混合
物２０重量部に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥
混合した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９０
－２１５－２３０－２３０－２２５－２１０℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであ
った。また、前記乾燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このと
き、加工温度は２１０－２２５－２４５－２４５－２４５－２４５℃であり、スクリュー
速度は１３ｒｐｍであった。
【００７４】
　［実施例１４］
　前記製造例３で製造したナイロン６、１２ナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０
重量部とを２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２３０℃で押出して溶融混練して
、ナイロン６、１２ナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０
重量部に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合し
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た後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９０－２２
０－２２５－２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。また、前
記乾燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は
２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１２ｒｐ
ｍであった。
【００７５】
　［実施例１５］
　前記製造例３で製造したナイロン６、１２ナノ複合体４０重量部とアイオノマー６０重
量部とを２１５－２３５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、
ナイロン６、１２ナノ複合体／アイオノマー溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量
部に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後
、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２２５－
２２５－２２５－２００℃であり、スクリュー速度は２２ｒｐｍであった。また、前記乾
燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２
５－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍで
あった。
【００７６】
　［実施例１６］
　前記製造例４で製造した非晶質ナイロンナノ複合体４０重量部とＥＶＯＨ６０重量部と
を２０５－２１５－２１５－２１５－２１５－２１０℃で押出して溶融混練して、非晶質
ナイロンナノ複合体／ＥＶＯＨ溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポ
リエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形し
て１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２０５－２１５－２１
０－２００℃であり、スクリュー速度は２０ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押
出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－
２３５－２３５－２３５－２３５℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍであった。
【００７７】
　［実施例１７］
　前記製造例４で製造した非晶質ナイロンナノ複合体４０重量部とナイロン６ ６０重量
部とを２２５－２３５－２３５－２３５－２３５－２３０℃で押出して溶融混練して、非
晶質ナイロンナノ複合体／ナイロン６溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高
密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空
成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２１５－２２０
－２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合
物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２
３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍであった
。
【００７８】
　［実施例１８］
　前記製造例４で製造した非晶質ナイロンナノ複合体４０重量部とナイロン６、１２ ６
０重量部とを２２５－２４０－２４０－２４０－２４０－２３５℃で押出して溶融混練し
て、非晶質ナイロンナノ複合体／ナイロン６、１２溶融混合物を得た。前記溶融混合物２
０重量部に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合
した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は２００－２
２０－２２５－２１５－２０５℃であり、スクリュー速度は２２ｒｐｍであった。また、
前記乾燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度
は２１５－２２５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１２ｒ
ｐｍであった。
【００７９】
　［実施例１９］
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　前記製造例４で製造した非晶質ナイロンナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０重
量部とを２２５－２４０－２４０－２４０－２４０－２３５℃で押出して溶融混練して、
非晶質ナイロンナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量
部に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後
、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９０－２０５－
２１５－２０５－１９５℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。また、前記乾
燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２０
０－２１５－２１５－２１５－２１５－２２０℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍで
あった。
【００８０】
　［実施例２０］
　前記製造例４で製造した非晶質ナイロンナノ複合体４０重量部とアイオノマー６０重量
部とを２２５－２４０－２４０－２４０－２４０－２３５℃で押出して溶融混練して、非
晶質ナイロンナノ複合体／アイオノマー溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中
空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２１５－２２
０－２１５－２０５℃であり、スクリュー速度は２２ｒｐｍである。また、前記乾燥混合
物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２
３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１２ｒｐｍであった
。
【００８１】
　［実施例２１］
　前記製造例５で製造したアイオノマーナノ複合体４０重量部とＥＶＯＨ６０重量部とを
２２５－２３５－２３５－２４０－２４０－２３５℃で押出して溶融混練して、アイオノ
マーナノ複合体／ＥＶＯＨ溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポリエ
チレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形して１
０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９０－２１５－２２０－２１５－
２００℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押出成
形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２１０－２２５－２３
５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１４ｒｐｍであった。
【００８２】
　［実施例２２］
　前記製造例５で製造したアイオノマーナノ複合体４０重量部とナイロン６ ６０重量部
を２２５－２４０－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、アイオ
ノマーナノ複合体／ナイロン６溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密度ポ
リエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中空成形し
て１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２１５－２２５－２２
０－２１０℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。また、前記乾燥混合物を押
出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－
２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１３ｒｐｍであった。
【００８３】
　［実施例２３］
　前記製造例５で製造したアイオノマーナノ複合体４０重量部とナイロン６.１２ ６０重
量部とを２２５－２４５－２４５－２４５－２４５－２４０℃で押出して溶融混練して、
アイオノマーナノ複合体／ナイロン６.１２溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量
部に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後
、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は２２５－２４５－
２４５－２４５－２４５－２４０℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。また
、前記乾燥混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温
度は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１４
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ｒｐｍであった。
【００８４】
　［実施例２４］
　前記製造例５で製造したアイオノマーナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０重量
部とを２１５－２３０－２３５－２３５－２３５－２３０℃で押出して溶融混練して、ア
イオノマーナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、中
空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１８５－２１５－２２
０－２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２４ｒｐｍであった。前記乾燥混合物を
押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度は２１５－２３５
－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１５ｒｐｍであった。
【００８５】
　［実施例２５］
　前記製造例５で製造したアイオノマーナノ複合体４０重量部とアイオノマー６０重量部
とを２１５－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃で押出して溶融混練して、アイ
オノマーナノ複合体／アイオノマー溶融混合物を得た。前記溶融混合物２０重量部に高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）７０重量部、相溶化剤１０重量部を乾燥混合した後、５層（
ＨＤＰＥ／接着剤／ナノ複合体組成物／接着剤／ＨＤＰＥ）の構造で中空成形して１００
０ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は１９５－２２５－２２５－２２５－２１
５℃であり、スクリュー速度は２３ｒｐｍであった。前記乾燥混合物を５層（ＨＤＰＥ／
接着剤／ナノ複合体組成物／接着剤／ＨＤＰＥ）の構造に押出成形して厚さ３０μｍのフ
ィルムを製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２
４０℃であり、スクリュー速度は１２ｒｐｍであった。
【００８６】
　［実施例２６］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０重量部
とを２３０－２４０－２４５－２４５－２４５－２３５℃で押出して溶融混練して、ナイ
ロン６ナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物４重量部に高密度
ポリエチレン（ＨＤＰＥ）９４重量部、相溶化剤２重量部を乾燥混合してナノ複合体組成
物を得た。製造されたナノ複合体組成物を使用して５層（ＨＤＰＥ／接着剤／ナノ複合体
組成物／接着剤／ＨＤＰＥ）の構造で中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。この
とき、加工温度は１９５－２２５－２２５－２２５－２１５℃であり、スクリュー速度は
２３ｒｐｍであった。また前記ナノ複合体組成物を使用して５層（ＨＤＰＥ／接着剤／ナ
ノ複合体組成物／接着剤／ＨＤＰＥ）の構造に押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製
作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であ
り、スクリュー速度は１２ｒｐｍであった。
【００８７】
　［実施例２７］
　前記製造例２で製造したナイロン６ナノ複合体４０重量部と非晶質ナイロン６０重量部
とを２３０－２４０－２４５－２４５－２４５－２３５℃で押出して溶融混練して、ナイ
ロン６ナノ複合体／非晶質ナイロン溶融混合物を得た。前記溶融混合物６０重量部に高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）３５重量部、相溶化剤５重量部を乾燥混合してナノ複合体組
成物を得た。製造されたナノ複合体組成物を使用して５層（ＨＤＰＥ／接着剤／ナノ複合
体組成物／接着剤／ＨＤＰＥ）の構造に中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。こ
のとき、加工温度は１９５－２２５－２２５－２２５－２１５℃であり、スクリュー速度
は２３ｒｐｍであった。また、前記ナノ複合体組成物を使用して５層（ＨＤＰＥ／接着剤
／ナノ複合体組成物／接着剤／ＨＤＰＥ）の構造に押出成形して厚さ３０μｍのフィルム
を製作した。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃
であり、スクリュー速度は１２ｒｐｍであった。
【００８８】



(17) JP 2008-506832 A 2008.3.6

10

20

30

40

　［比較例１］
　高密度ポリエチレン７０重量部、相溶化剤１０重量部、及びエチレン－ビニルアルコー
ル共重合体２０重量部を混合した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。この
とき、加工温度は１８０－１９０－１９０－１８５－１８０℃であり、スクリュー速度は
２２ｒｐｍであった。また、前記混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作し
た。このとき、加工温度は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、
スクリュー速度は１４ｒｐｍであった。
【００８９】
　［比較例２］
　高密度ポリエチレン７０重量部、相溶化剤１０重量部、及びナイロン６ ２０重量部を
混合した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は２１０
－２２０－２２５－２１５－２００℃であり、スクリュー速度は２１ｒｐｍであった。ま
た、前記混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度
は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１３ｒ
ｐｍであった。
【００９０】
　［比較例３］
　高密度ポリエチレン７０重量部、相溶化剤１０重量部、及びナイロン６.１２ ２０重量
部を混合した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は２
１５－２２５－２３０－２１５－２０５℃であり、スクリュー速度は２２ｒｐｍであった
。また、前記混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工
温度は２２０－２３５－２４０－２４０－２４０－２４５℃であり、スクリュー速度は１
２ｒｐｍであった。
【００９１】
　［比較例４］
　高密度ポリエチレン７０重量部、相溶化剤１０重量部、及びアイオノマー２０重量部を
混合した後、中空成形して１０００ｍｌの容器を製作した。このとき、加工温度は２０５
－２１５－２２５－２２０－２１５℃であり、スクリュー速度は１４ｒｐｍであった。ま
た、前記混合物を押出成形して厚さ３０μｍのフィルムを製作した。このとき、加工温度
は２２０－２３５－２３５－２３５－２３５－２４０℃であり、スクリュー速度は１４ｒ
ｐｍであった。
【００９２】
　前記実施例及び比較例で製造した中空成形容器及びフィルムに対して遮断性試験を行い
、その結果を表１及び表２に表した。
【００９３】
　［遮断性試験］
　前記実施例及び比較例で製造した容器にトルエン及びＭ１５（トルエン／イソオクタン
（５０／５０）８５％とメタノール１５％との混合物）をそれぞれ充填した後、重量を計
り、５０℃の乾燥オーブンで１５日間放置した後の重量を測って、その重量変化率を測定
した。
　また、前記実施例及び比較例で製造したフィルムを１日間２３℃の温度及び５０％の相
対湿度で放置した後、ガス透過率測定器（Ｍｏｃｏｎ　ＯＸ－ＴＲＡＮ　２／２０、米国
）を使用して測定した。
【００９４】
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【表１】

【００９５】
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【表２】

【００９６】
　前記表１及び表２から分かるように、ポリオレフィン樹脂及び相溶化剤に、遮断性樹脂
／遮断性ナノ複合体の溶融混合物を乾燥混合した組成物を使用した実施例による容器及び
フィルムは、遮断性樹脂のみを混合した組成物を使用した比較例による容器及びフィルム
に比べていずれも優れた遮断性を示した。
【００９７】
　また、前記実施例７で製造した中空成形容器の断面を電子顕微鏡で観察した結果を図１
（ｘ２００）及び図２（ｘ５０００）に示した。図１及び図２から分かるように、本発明
による遮断性ナノ複合体組成物から製造した容器は、ポリオレフィン連続相に遮断性ナノ
複合体分散相が形成されて、優れた遮断性を示した。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の一実施形態によるナノ複合体組成物から製造された中空成形容器の断面
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を電子顕微鏡（ｘ２００）で観察した写真である。
【図２】本発明の一実施形態によるナノ複合体組成物から製造された中空成形容器の断面
を電子顕微鏡（ｘ５０００）で観察した写真である。

【図１】

【図２】
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【国際調査報告】
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