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(57)【要約】
【課題】　本発明の目的は、長時間加熱されたときの収
縮度合いが小さく、熱耐久性に優れる熱膨張性微小球、
その製造方法及び用途を提供することである。
【解決手段】　本発明の熱膨張性微小球は、熱可塑性樹
脂からなる外殻と、それに内包され且つ加熱することに
よって気化する発泡剤とから構成される熱膨張性微小球
であって、前記熱可塑性樹脂が重合性成分を重合して得
られる共重合体から構成され、前記重合性成分が、単量
体成分としてニトリル系単量体と、単量体（Ｉ）とを必
須に含み、前記単量体（Ｉ）が、アクロレイン及びメタ
クロレインから選ばれる少なくとも１種の単量体である
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂からなる外殻と、それに内包され且つ加熱することによって気化する発泡
剤とから構成される熱膨張性微小球であって、
　前記熱可塑性樹脂が重合性成分を重合して得られる共重合体から構成され、
　前記重合性成分が、単量体成分としてニトリル系単量体と、単量体（Ｉ）とを必須に含
み、
　前記単量体（Ｉ）が、アクロレイン及びメタクロレインから選ばれる少なくとも１種の
単量体である、
　熱膨張性微小球。
【請求項２】
　前記単量体（Ｉ）の重量割合が、前記ニトリル系単量体１００重量部に対して０．００
０１～０．１重量部である、請求項１に記載の熱膨張性微小球。
【請求項３】
　前記ニトリル系単量体の重量割合が、前記単量体成分に対して３０～９９重量％である
、請求項１又は２に記載の熱膨張性微小球。
【請求項４】
　前記ニトリル系単量体が、アクリロニトリル及び／又はメタクリロニトリルを含む、請
求項１～３のいずれかに記載の熱膨張性微小球。
【請求項５】
　前記熱膨張性微小球が、トルエン、アセトニトリル、プロパンニトリル及びイソブチロ
ニトリルから選ばれる少なくとも１種である成分（Ａ）を含む、請求項１～４のいずれか
に記載の熱膨張性微小球。
【請求項６】
　前記成分（Ａ）の重量割合が、前記熱膨張性微小球に対して、０．０００１～０．１重
量％である、請求項５に記載の熱膨張性微小球。
【請求項７】
　熱可塑性樹脂からなる外殻と、それに内包され且つ加熱することによって気化する発泡
剤とから構成される熱膨張性微小球の製造方法であって、
　前記発泡剤及び重合性成分を含む油性混合物を水性分散媒中に分散させ、前記重合性成
分を重合させる工程を含み、
　前記重合性成分が、単量体成分としてニトリル系単量体と、単量体（Ｉ）とを必須に含
み、
　前記単量体（Ｉ）が、アクロレイン及びメタクロレインから選ばれる少なくとも１種の
単量体である、
　熱膨張性微小球の製造方法。
【請求項８】
　前記油性混合物が、トルエン、アセトニトリル、プロパンニトリル及びイソブチロニト
リルから選ばれる少なくとも１種である成分（Ａ）を含む、請求項７に記載の熱膨張性微
小球の製造方法。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれかに記載の熱膨張性微小球及び／又は請求項７～８のいずれかに
記載の製造方法により得られる熱膨張性微小球を加熱膨張させて得られる、中空粒子。
【請求項１０】
　請求項１～６のいずれかに記載の熱膨張性微小球、請求項７～８のいずれかに記載の製
造方法により得られる熱膨張性微小球及び請求項９に記載の中空粒子から選ばれる少なく
とも１種の粒状物と、基材成分とを含む、組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の組成物を成形してなる、成形物。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱膨張性微小球、その製造方法及び用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱膨張性微小球は、加熱することによって気化する発泡剤を、熱可塑性樹脂からなる外
殻でマイクロカプセル化したものであり、熱膨張性マイクロカプセルとも呼ばれている。
　一般に、熱膨張性微小球の外殻（シェル）を形成する重合体には、ガスバリア性が良好
で、かつ加熱により軟化する熱可塑性樹脂が用いられる。熱膨張性微小球を加熱すると、
発泡剤が気化し、その膨張する力が外殻に作用すると共に、外殻を形成する重合体の弾性
率が急激に減少するため、ある温度を境にして急激な膨張が起きる。この温度を「膨張開
始温度」といい、加熱温度が膨張開始温度以上になると、前述した膨張現象により中空粒
子（独立気泡体）が形成される。
【０００３】
　その後、更に温度を上げると、気化した発泡剤の圧力及び体積の増加に伴い中空粒子は
更に膨張していくが、ある温度を境にして、中空粒子が収縮する現象（へたり現象）が起
きる。「へたり現象」は、気化した発泡剤が外殻を透過して外部に抜け出し、発泡剤の膨
張する力が外殻を収縮させる方向に働く力より劣るものとなったときに起きると考えられ
、この「へたり現象」が起きる温度は、熱膨張性微小球（中空粒子）の耐熱性と深く関係
している。
【０００４】
　熱膨張性微小球の耐熱性は、主には、外殻を構成する熱可塑性樹脂の物理的性質（軟化
温度や溶融粘度等）と、発泡剤を構成する物質の蒸気圧とのバランスにより決まる。熱膨
張性微小球の耐熱性を調べる典型的な例としては、熱機械分析装置による最大膨張温度の
測定が挙げられる。この測定では、容器に熱膨張性微小球を入れて加熱温度を室温付近か
ら５～１０℃／分程度の昇温速度で連続的に上昇させ、その高さの変位を連続的に測定す
る。ここで、容器内における熱膨張性微小球の高さの変位が始まる温度が膨張開始温度で
あり、高さが最大となる温度が最大膨張温度である。この場合、加熱温度が最大膨張温度
を超える温度に到達したときに熱膨張性微小球（中空粒子）全体としての「へたり現象」
が起きるが、この「へたり現象」がより高温領域まで起きない熱膨張性微小球が一般的に
耐熱性に優れるといわれる。
【０００５】
　ところで、上述した「へたり現象」は、主に加熱温度と「へたり現象」との関係に焦点
を当てたものであり、加熱時間の影響があまり考慮されていない。実際には、たとえ熱膨
張性微小球に対する加熱の温度が最大膨張温度以下の温度であっても、数十分以上の長時
間にわたって加熱され続けることにより、一旦膨張状態にあった熱膨張性微小球（中空粒
子）に「へたり現象」が起きて、中空粒子が収縮することが多々ある。このような「へた
り現象」は、温度的要因よりむしろ時間的要因により起きるものであり、このように加熱
時間が長時間であっても「へたり現象」が起きにくい熱膨張性微小球は熱耐久性に優れる
ということができる。
【０００６】
　前述したように、熱膨張性微小球は、加熱により膨張して軽量な中空粒子を形成する特
性を持つことから、意匠性付与剤、機能性付与剤及び軽量化剤等の広範な分野で用いられ
ている。その一方で、従来の熱膨張性微小球は、比較的加熱時間が短時間である場合は優
れた膨張性を示し、所望とする意匠性、多孔性、軽量性、断熱性、吸音性、衝撃吸収性等
の付与効果が十分に得られるものの、加熱時間が長時間である場合には、熱耐久性が十分
でないために、前述した「へたり現象」が起きて中空粒子が収縮し、所望とする効果が十
分に得られないという問題があった。
【０００７】
　特許文献１には、重合性二重結合を２個以上有する重合性単量体と、ガラス転移温度の
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高い単独重合体を形成し得る単量体とを必須とする重合性成分を重合して得られる共重合
体からなる外殻と、この共重合体の軟化点以下の温度でガス状になる揮発性膨張剤を内包
する、熱膨張性微小球が提案されており、この熱膨張性微小球は、熱膨張性に優れると共
に熱膨張後には優れた熱耐久性を有するマイクロバルーン（中空粒子）となることが記載
されている。しかしながら、これらの熱膨張性微小球でも、さらに長時間加熱されたとき
の熱耐久性は未だ十分なものとはいえず、さらなる熱耐久性の向上が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平０５－２８５３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、熱耐久性に優れる熱膨
張性微小球、その製造方法及び用途を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、重合性成分が、ニトリル
系単量体と、特定の単量体成分とを必須に含む場合に、上記課題を解決することを見出し
、本発明に到達した。
【００１１】
　すなわち、本発明にかかる熱膨張性微小球は、熱可塑性樹脂からなる外殻と、それに内
包され且つ加熱することによって気化する発泡剤とから構成される熱膨張性微小球であっ
て、前記熱可塑性樹脂が重合性成分を重合して得られる共重合体から構成され、前記重合
性成分が、単量体成分としてニトリル系単量体と、単量体（Ｉ）とを必須に含み、前記単
量体（Ｉ）が、アクロレイン及びメタクロレインから選ばれる少なくとも１種の単量体で
ある。
　前記単量体（Ｉ）の重量割合が、前記ニトリル系単量体１００重量部に対して０．００
０１～０．１重量部であると好ましい。前記ニトリル系単量体の重量割合が、前記単量体
成分に対して３０～９９重量％であると好ましい。また、前記ニトリル系単量体が、アク
リロニトリル及び／又はメタクリロニトリルを含むと好ましい。
　前記熱膨張性微小球が、トルエン、アセトニトリル、プロパンニトリル及びイソブチロ
ニトリルから選ばれる少なくとも１種である成分（Ａ）を含むと好ましい。また、前記成
分（Ａ）の重量割合が、前記熱膨張性微小球に対して、０．０００１～０．１重量％であ
ると好ましい。
【００１２】
　本発明にかかる熱膨張性微小球の製造方法は、熱可塑性樹脂からなる外殻と、それに内
包され且つ加熱することによって気化する発泡剤とから構成される熱膨張性微小球の製造
方法であって、前記発泡剤及び重合性成分を含む油性混合物を水性分散媒中に分散させ、
前記重合性成分を重合させる工程を含み、前記重合性成分が、単量体成分としてニトリル
系単量体と、単量体（Ｉ）とを必須に含み、前記単量体（Ｉ）が、アクロレイン及びメタ
クロレインから選ばれる少なくとも１種の単量体である。
　前記油性混合物が、トルエン、アセトニトリル、プロパンニトリル及びイソブチロニト
リルから選ばれる少なくとも１種である成分（Ａ）を含むと好ましい。
【００１３】
　本発明の中空粒子は、前記熱膨張性微小球及び／又は前記製造方法により得られる熱膨
張性微小球を加熱膨張させて得られる。
　本発明の組成物は、前記熱膨張性微小球、前記製造方法により得られる熱膨張性微小球
及び前記中空粒子から選ばれる少なくとも１種の粒状物と、基材成分とを含む。
　本発明の成形物は、前記組成物を成形してなる。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明の熱膨張性微小球は、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、熱耐久性に
優れる。
　本発明の熱膨張性微小球の製造方法は、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、
熱耐久性に優れる熱膨張性微小球を、効率よく製造することができる。
　本発明の中空粒子は、上記熱膨張性微小球及び／又は上記製造方法により得られる熱膨
張性微小球を膨張してなるため、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、熱耐久性
に優れる。
　本発明の組成物は、上記熱膨張性微小球、上記製造方法により得られる熱膨張性微小球
及び上記中空粒子から選ばれる少なくとも１種の粒状物を含むため熱耐久性に優れ、成形
することによって軽量な成形物を得ることができる。
　本発明の成形物は、上記組成物を成形してなるため、軽量である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】熱膨張性微小球の一例を示す概略図である。
【図２】中空粒子の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
〔熱膨張性微小球〕
　本発明の熱膨張性微小球は、図１に示すように、熱可塑性樹脂からなる外殻（シェル）
１１と、それに内包され且つ加熱することによって気化する発泡剤（コア）１２とから構
成される熱膨張性微小球である。この熱膨張性微小球はコア－シェル構造をとっており、
熱膨張性微小球は微小球全体として熱膨張性（微小球全体が加熱により膨らむ性質）を示
す。熱可塑性樹脂は、重合性成分を重合して得られる。
【００１７】
　重合性成分は、重合することによって、熱膨張性微小球の外殻を形成する熱可塑性樹脂
となる成分である。重合性成分は、単量体成分を必須とし架橋剤を含むことがある成分で
ある。
　単量体成分は、重合性二重結合を１個有するラジカル重合性単量体を意味し、付加重合
可能な成分である。また、架橋剤は重合性二重結合を複数有するラジカル重合性単量体を
意味し、橋架け構造を熱可塑性樹脂に導入する成分である。
【００１８】
　重合性成分は、ニトリル系単量体を必須とする。
　ニトリル系単量体としては、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、α－クロルアク
リロニトリル、α－エトキシアクリロニトリル、フマロニトリル等が挙げられる。これら
のニトリル系単量体は、１種又は２種以上を併用してもよい。
【００１９】
　ニトリル系単量体の重量割合は、単量体成分に対して、３０～９９重量％であると好ま
しく、より好ましくは３３～９９重量％、さらに好ましくは４０～９８重量％、特に好ま
しくは５０～９８重量％である。該重量割合が３０～９９重量％であると、得られる熱膨
張性微小球の熱耐久性が優れたものとなる。
【００２０】
　ニトリル系単量体が、アクリロニトリル及び／又はメタクリロニトリルを含むと好まし
く、メタクリロニトリルを含むとより好ましく、アクリロニトリル及びメタクリロニトリ
ルを含むとさらに好ましい。
　ニトリル系単量体がアクリロニトリル（ＡＮ）及びメタクリロニトリル（ＭＡＮ）を含
有する場合、アクリロニトリル及びメタクリロニトリルの重量比率（ＡＮ／ＭＡＮ）につ
いては特に限定はないが、好ましくは１０／９０～９０／１０、より好ましくは３０／７
０～８０／２０、さらに好ましくは４５／５５～７５／２５である。ＡＮ及びＭＡＮ重量
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比率が１０／９０未満であると、ガスバリア性が低下することがある。一方、ＡＮ及びＭ
ＡＮ重量比率が９０／１０を超えると、十分な膨張倍率が得られないことがある。
【００２１】
　重合性成分は、さらに単量体（Ｉ）を必須とする。単量体（Ｉ）は、アクロレイン及び
メタクロレインから選ばれる少なくとも１種の単量体である。単量体（Ｉ）の重量割合は
、ニトリル系単量体１００重量部に対して０．０００１～０．１重量部であると好ましく
、より好ましくは０．０００１～０．０５重量部、さらに好ましくは０．０００２～０．
０１重量部、特に好ましくは０．０００２～０．００５重量部である。詳細な機構は不明
であるが、重合性成分が単量体（Ｉ）を上記特定の範囲で含むことによって、得られる熱
膨張性微小球の熱耐久性が優れたものとなる。
【００２２】
　また、重合性成分に必須に含まれるニトリル系単量体と単量体（Ｉ）との組み合わせと
しては、特に限定されず、例えば、アクリロニトリル及びメタクリロニトリルとアクロレ
イン及びメタクロレインとの組み合わせ、アクリロニトリル及びメタクリロニトリルとア
クロレインとの組み合わせ、アクリロニトリル及びメタクリロニトリルとメタクロレイン
との組み合わせ、アクリロニトリルとアクロレインとの組み合わせ、メタクリロニトリル
とメタクロレインとの組み合わせ等が挙げられる。これらの中では、アクリロニトリル及
びメタクリロニトリルとメタクロレインとの組み合わせが好ましい。
【００２３】
　ここで、本発明における熱耐久性について説明する。本発明における熱耐久性とは、加
熱時間が長時間である場合に、熱膨張性微小球（中空粒子）の「へたり現象」が起きるこ
とが抑制されることを意味する。詳細には、「へたり現象」が起きないか、または「へた
り現象」が起きた場合であっても、熱膨張性微小球（中空粒子）の収縮度合いが小さく、
より最大膨張時に近い膨張状態を維持することを意味する。
【００２４】
　本発明では、熱膨張性微小球の熱耐久性の指標をＴＤ（％）として評価する。ＴＤ（％
）の具体的な測定方法については、後述する実施例で説明する。ＴＤ（％）は熱膨張性微
小球の最大膨張温度において評価し、加熱により一旦最大膨張状態に達した熱膨張性微小
球が、加熱され続けた後にどれくらいその体積膨張状態を維持しているかを示す値である
。なお、上記最大膨張温度とは、後述する実施例の〔最大膨張温度及び最大膨張時真比重
の測定〕で説明される方法により決定される最大膨張温度を意味する。熱膨張性微小球の
ＴＤ（％）については、３０％以上であることが好ましく、より好ましくは４０％以上、
さらに好ましくは５０％以上である。ＴＤ（％）の上限は１００％である。熱膨張性微小
球のＴＤ（％）が３０％未満であると、熱耐久性が不足する。
　なお、本発明における耐熱性とは、加熱時間が比較的短時間である場合に、熱膨張性微
小球が高い温度で使用可能であり、かつ優れた膨張性を示すことを意味する。
【００２５】
　重合性成分は、単量体成分として、ニトリル系単量体及び単量体（Ｉ）以外の単量体を
含有していてもよい。
　ニトリル系単量体及び単量体（Ｉ）以外の単量体としては、特に限定はないが、たとえ
ば、塩化ビニル等のハロゲン化ビニル系単量体；塩化ビニリデン等のハロゲン化ビニリデ
ン系単量体；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエステル系単量体
；（メタ）アクリル酸、エタクリル酸、クロトン酸、ケイ皮酸等のカルボキシル基含有単
量体；マレイン酸、イタコン酸、フマル酸等の無水カルボン酸系単量体；メチル（メタ）
アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ－ブ
チル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ステアリル（メ
タ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート
、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸エステル系単量体；アクリルアミ
ド、置換アクリルアミド、メタクリルアミド、置換メタクリルアミド等の（メタ）アクリ
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ルアミド系単量体；Ｎ－フェニルマレイミド、Ｎ－シクロヘキシルマレイミド等のマレイ
ミド系単量体；スチレン、α－メチルスチレン等のスチレン系単量体；エチレン、プロピ
レン、イソブチレン等のエチレン不飽和モノオレフィン系単量体；ビニルメチルエーテル
、ビニルエチルエーテル、ビニルイソブチルエーテル等のビニルエーテル系単量体；ビニ
ルメチルケトン等のビニルケトン系単量体；Ｎ－ビニルカルバゾール、Ｎ－ビニルピロリ
ドン等のＮ－ビニル系単量体；ビニルナフタリン塩等を挙げることができる。カルボキシ
ル基含有単量体は、一部または全部のカルボキシル基が重合時や重合後に中和されていて
もよい。なお、（メタ）アクリルは、アクリルまたはメタクリルを意味する。これらの単
量体は、１種又は２種以上を併用してもよい。これらのなかでも、重合性成分が、塩化ビ
ニリデン、カルボキシル基含有単量体、（メタ）アクリル酸エステル系単量体及び（メタ
）アクリルアミド系単量体から選ばれる少なくとも１種を含むと好ましい。重合性成分が
塩化ビニリデンを含むとガスバリア性が向上する。重合性成分がカルボキシル基含有単量
体を含むと耐熱性及び耐溶剤性が向上する。重合性成分が（メタ）アクリル酸エステル系
単量体を含むと膨張挙動をコントロールし易くなる。重合性成分が（メタ）アクリルアミ
ド系単量体を含むと耐熱性が向上する。
【００２６】
　重合性成分が塩化ビニリデンを含む場合、塩化ビニリデンの重量割合は、単量体成分に
対して、好ましくは０．１～６９重量％、より好ましくは０．１～６５重量％である。重
合性成分が塩化ビニリデンとともに（メタ）アクリル酸エステル系単量体を含む場合、塩
化ビニリデンの重量割合は、単量体成分に対して、好ましくは０．１～６５重量％、より
好ましくは０．１～６２重量％であり、（メタ）アクリル酸エステル系単量体の重量割合
は、単量体成分に対して、好ましくは０．１～１０重量％、より好ましくは０．１～６重
量％である。
【００２７】
　重合性成分がカルボキシル基含有単量体を含む場合、カルボキシル基含有単量体の重量
割合は、単量体成分に対して、好ましくは０．１～６９重量％、より好ましくは０．１～
６５重量％、さらに好ましくは０．１～５９重量％、特に好ましくは０．１～４９重量％
である。重合性成分がカルボキシル基含有単量体とともに、カルボキシル基含有単量体の
カルボキシル基と反応する単量体を含む場合は、耐熱性がさらに向上し、高温における膨
張性能が向上する。カルボキシル基含有単量体のカルボキシル基と反応する単量体として
は、例えば、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（
メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、ビニルグ
リシジルエーテル、プロペニルグリシジルエーテル、グリシジル（メタ）アクリレート、
グリセリンモノ（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチルアクリレートグリシジルエ
ーテル、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）
アクリレート、２－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メ
タ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート、ｐ
－ヒドロキシスチレン等を挙げることができる。カルボキシル基含有単量体のカルボキシ
ル基と反応する単量体の重量割合は、単量体成分に対して、好ましくは０．１～１０重量
％、より好ましくは０．１～５重量％、さらに好ましくは０．１～２重量％、特に好まし
くは０．１～１重量％である。
【００２８】
　重合性成分が、（メタ）アクリル酸エステル系単量体を含む場合、（メタ）アクリル酸
エステル系単量体の重量割合は、単量体成分に対して、好ましくは０．１～６９重量％、
より好ましくは０．１～６５重量％、さらに好ましくは０．１～５９重量％、特に好まし
くは０．１～４９重量％である。
【００２９】
　重合性成分は、前述のとおり、前記単量体成分以外に架橋剤を含んでいてもよい。架橋
剤を用いて重合させることにより、得られる熱膨張性微小球では、内包された発泡剤の熱
膨張時における保持率（内包保持率）の低下が抑制され、効果的に熱膨張させることがで
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きる。
　架橋剤としては、特に限定はないが、たとえば、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレ
ン等の芳香族ジビニル化合物や、メタクリル酸アリル、トリアクリルホルマール、トリア
リルイソシアネート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，４－
ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレー
ト、１，１０－デカンジオールジ（メタ）アクリレート、ＰＥＧ＃２００ジ（メタ）アク
リレート、ＰＥＧ＃４００ジ（メタ）アクリレート、ＰＥＧ＃６００ジ（メタ）アクリレ
ート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（
メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ＥＯ変性トリ
メチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、グリセリンジ（メタ）アクリレート、ジ
メチロール－トリシクロデカンジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスルトールトリ（メ
タ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリス
ルトールヘキサ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールアクリル酸安息香酸エス
テル、トリメチロールプロパンアクリル酸安息香酸エステル、２－ヒドロキシ－３－アク
リロイロキシプロピル（メタ）アクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコ
ールジ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、
２－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオールジ（メタ）アクリレート、ポリテト
ラメチレングリコールジ（メタ）アクリレート、フェニルグリシジルエーテルアクリレー
トヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレポリマー、フェニルグリシジルエーテル
アクリレートトルエンジイソシアネートウレタンプレポリマー、ペンタエリスリトールト
リアクリレートヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレポリマー、ペンタエリスリ
トールトリアクリレートトルエンジイソシアネートウレタンプレポリマー、ペンタエリス
リトールトリアクリレートイソホロンジイソシアネートウレタンプレポリマー等を挙げる
ことができる。これらの架橋剤は、１種または２種以上を併用してもよい。
【００３０】
　架橋剤の量については、特に限定はないが、単量体成分１００重量部に対して、好まし
くは０～５重量部、より好ましくは０．１～２重量部、さらに好ましくは０．３～１．５
重量部、特に好ましくは０．５～１．０重量部である。
【００３１】
　発泡剤は、加熱することで気化する成分であり、熱膨張性微小球の熱可塑性樹脂からな
る外殻に内包されることによって、熱膨張性微小球は微小球全体として熱膨張性（微小球
全体が加熱により膨らむ性質）を示すようになる。
【００３２】
　発泡剤は、加熱することによって気化する物質であれば特に限定はないが、たとえば、
プロパン、（イソ）ブタン、（イソ）ペンタン、（イソ）ヘキサン、（イソ）ヘプタン、
（イソ）オクタン、（イソ）ノナン、（イソ）デカン、（イソ）ウンデカン、（イソ）ド
デカン、（イソ）トリデカン等の炭素数３～１３の炭化水素；（イソ）ヘキサデカン、（
イソ）エイコサン等の炭素数１３超で２０以下の炭化水素；プソイドクメン、石油エーテ
ル、初留点１５０～２６０℃および／または蒸留範囲７０～３６０℃であるノルマルパラ
フィンやイソパラフィン等の石油分留物等の炭化水素；塩化メチル、塩化メチレン、クロ
ロホルム、四塩化炭素等の炭素数１～１２の炭化水素のハロゲン化物；ハイドロフルオロ
エーテル等の含弗素化合物；テトラメチルシラン、トリメチルエチルシラン、トリメチル
イソプロピルシラン、トリメチル－ｎ－プロピルシラン等の炭素数１～５のアルキル基を
有するシラン類；アゾジカルボンアミド、Ｎ，Ｎ’－ジニトロソペンタメチレンテトラミ
ン、４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）等の加熱により熱分解して
ガスを生成する化合物等が挙げられる。これらの発泡剤は、１種または２種以上を併用し
てもよい。上記発泡剤は、直鎖状、分岐状、脂環状のいずれでもよく、脂肪族であるもの
が好ましい。
【００３３】
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　発泡剤は、加熱することによって気化する物質であるが、発泡剤として熱可塑性樹脂の
軟化点以下の沸点を有する物質を内包すると、熱膨張性微小球の膨張温度において膨張に
十分な蒸気圧を発生させることが可能で、高い膨張倍率を付与することが可能であるため
に好ましい。この場合、発泡剤として、熱可塑性樹脂の軟化点以下の沸点を有する物質と
共に、熱可塑性樹脂の軟化点超の沸点を有する物質を内包していてもよい。
【００３４】
　熱膨張性微小球は、トルエン、アセトニトリル、プロパンニトリル及びイソブチロニト
リルから選ばれる少なくとも１種（以下、これらを成分（Ａ）ということがある）を含む
と好ましい。詳細な機構は不明であるが、成分（Ａ）は熱膨張性微小球の外殻を構成する
熱可塑性樹脂に対して何らかの作用を働き、熱膨張性微小球の熱耐久性を向上させる効果
を持つ成分である。成分（Ａ）は、加熱により気化する物質であるので、本発明における
発泡剤の概念に含まれる成分である。ただし、本発明における成分（Ａ）を除く発泡剤に
は、熱膨張性微小球の熱耐久性を向上させる効果がない。成分（Ａ）は、熱膨張性微小球
全体の中に含まれていればよく、その全部が外殻の内部に内包されている状態であっても
よく、その全部が外殻中に含有されている状態であってもよく、その一部が外殻の内部に
内包されその一部が外殻中に含有されている状態であってもよい。熱膨張性微小球は、成
分（Ａ）の中でも、トルエン及びプロパンニトリルから選ばれる少なくとも１種を含むと
好ましく、トルエンを含むとより好ましい。熱膨張性微小球が成分（Ａ）を特定量含むこ
とによって、得られる熱膨張性微小球の熱耐久性がさらに優れるものとなる。
　成分（Ａ）の重量割合は、熱膨張性微小球に対して、好ましくは０．０００１～０．１
重量％、より好ましくは０．０００１～０．０５重量％、さらに好ましくは０．０００２
～０．０１重量％、特に好ましくは０．０００２～０．００５重量％である。該重量割合
が０．０００１重量％未満であると、熱耐久性を向上させる効果が十分得られないことが
あり、０．１重量％を超えると熱膨張性微小球の膨張性能が低下することがある。
【００３５】
　発泡剤の内包率は、熱膨張性微小球の重量に対する熱膨張性微小球に内包された発泡剤
の重量の百分率で定義される。発泡剤の内包率については、特に限定されないが、熱膨張
性微小球の重量に対して、好ましくは１～５０重量％、より好ましくは２～４５重量％、
さらに好ましくは５～４０重量％、特に好ましくは１０～３０重量％である。なお、熱膨
張性微小球が成分（Ａ）を含む場合の発泡剤の内包率とは、熱膨張性微小球の重量に対す
る、熱膨張性微小球の中に含まれる成分（Ａ）と成分（Ａ）を除く発泡剤との合計重量の
百分率を意味する。
【００３６】
　熱膨張性微小球の平均粒子径については特に限定されないが、好ましくは１～１００μ
ｍ、より好ましくは２～８０μｍ、さらに好ましくは３～６０μｍ、特に好ましくは５～
５０μｍである。平均粒子径が１μｍより小さい場合、熱膨張性微小球の膨張性能が低く
なることがある。一方、平均粒子径が１００μｍより大きい場合、熱膨張性微小球を製造
する工程において凝集体が発生し効率よく熱膨張性微小球が得られないことがある。
【００３７】
　熱膨張性微小球の粒度分布の変動係数ＣＶは、特に限定されないが、好ましくは４５％
以下、より好ましくは４０％以下、さらに好ましくは３０％以下である。変動係数ＣＶは
、以下に示す計算式（１）及び（２）で算出される。
【００３８】
【数１】
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（式中、ｓは粒子径の標準偏差、＜ｘ＞は平均粒子径、ｘｉはｉ番目の粒子径、ｎは粒子
の数である。）
【００３９】
　熱膨張性微小球の膨張開始温度（Ｔｓ）は、特に限定されないが、好ましくは６０～２
００℃、より好ましくは６５～１９０℃、さらに好ましくは７０～１８０℃、特に好まし
くは８０～１７０℃である。
　熱膨張性微小球の最大膨張温度（Ｔｍａｘ）については、特に限定はないが、好ましく
は８０～３５０℃、より好ましくは１００～３００℃、さらに好ましくは１２０～２８０
℃、特に好ましくは１４０～２５０℃である。熱膨張性微小球の最大膨張温度が８０℃未
満であると十分な耐熱性が得られないことがある。
【００４０】
　本発明で得られる熱膨張性微小球は、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、熱
耐久性に優れるので、射出成形、押出成形、混練成形、カレンダー成形、ブロー成形、圧
縮成形、真空成型、熱成形等の成形加工に利用可能である。また、本発明の熱膨張性微小
球は、塩ビペースト等のペースト状物や、ＥＶＡエマルション、アクリルエマルション、
溶剤型バインダー等の液状組成物に混合して使用することも可能であり、特に本発明の熱
膨張性微小球を、最終製品形態とするまでに長時間の加熱を必要とする車輌用塗料組成物
に混合して用いることが有効である。
【００４１】
　熱膨張性微小球の最大膨張倍率は、特に限定されないが、好ましくは３倍以上、より好
ましくは１０倍以上、さらにより好ましくは２０倍以上、特に好ましくは３０倍以上、さ
らに好ましくは５０倍以上、最も好ましくは７０倍以上である。一方、最大膨張倍率の上
限値は、好ましくは２００倍である。
　熱膨張性微小球を加熱膨張して得られる中空粒子の耐圧性が要求される場合には、中空
粒子の外殻の厚みを保持するために、熱膨張性微小球の最大膨張倍率は、好ましくは３倍
以上、好ましい上限値は１００倍である。最大膨張倍率が３倍未満であると、十分な軽量
化効果が得られないことがある。最大膨張倍率が１００倍を超えると、耐圧性が不十分と
なる場合がある。
　熱膨張性微小球を樹脂組成物に混合し、該樹脂組成物を加熱により膨張させ、軽量化物
を得る場合には、最大膨張倍率は２０倍以上が好ましく、上限値は、好ましくは２００倍
である。最大膨張倍率が２０倍未満であると、十分な軽量化効果が得られないことがある
。最大膨張倍率が２００倍を超えると、成形物等で面荒れの原因になることがある。
　本発明の熱膨張性微小球は、以下に詳しく説明する懸濁重合による製造方法によって製
造することができるが、この製造方法に限定されず、たとえば、界面重合法、逆相乳化法
、乳化重合法等で製造することも可能であると考えられる。
【００４２】
〔熱膨張性微小球の製造方法及び用途〕
　本発明の熱膨張性微小球の製造方法は、上記で詳しく説明した特定の単量体成分を含む
重合性成分及び発泡剤を含有する油性混合物を水性分散媒中に分散させ、前記重合性成分
を重合させる工程（以下では、重合工程ということがある。）を含む方法である。
　重合工程では、重合開始剤を含有する油性混合物を用いて、重合性成分を重合開始剤の
存在下で重合させることが好ましい。
【００４３】
　重合開始剤としては、特に限定はないが、ごく一般に用いられる過酸化物やアゾ化合物
等を挙げることができる。
　過酸化物としては、例えば、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ジ－ｓｅｃ－
ブチルパーオキシジカーボネート、ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート、
ジベンジルパーオキシジカーボネート等のパーオキシジカーボネート；ラウロイルパーオ
キサイド、ベンゾイルパーオキサイド等のジアシルパーオキサイド；メチルエチルケトン
パーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド等のケトンパーオキサイド；２，２－
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ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）ブタン等のパーオキシケタール；クメンハイドロパーキサ
イド、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド等のハイドロパーオキサイド；ジクミルパーオ
キサイド、ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド等のジアルキルパーオキサイド；ｔ－ヘキシル
パーオキシピバレート、ｔ－ブチルパーオキシイソブチレート等のパーオキシエステルを
挙げることができる。
【００４４】
　アゾ化合物としては、例えば、２，２′－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチル
バレロニトリル）、２，２′－アゾビスイソブチロニトリル、２，２′－アゾビス（２，
４－ジメチルバレロニトリル）、２，２′－アゾビス（２－メチルプロピオネート）、２
，２′－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）、１，１‘－アゾビス（シクロヘキサン
－１－カルボニトリル）等を挙げることができる。
　これらの重合開始剤は、１種又は２種以上を併用してもよい。重合開始剤としては、単
量体成分に対して可溶な油溶性の重合開始剤が好ましい。重合開始剤は、油性混合物を水
性分散媒に分散させる前にあらかじめ油性混合物に添加して用いてもよく、油性混合物を
水性分散媒中に分散させた後の水系懸濁液に添加して用いてもよい。
【００４５】
　重合開始剤の配合量については、特に限定はないが、重合性成分１００重量部に対して
、好ましくは０．０５～１０重量部であり、より好ましくは０．１～８重量部、さらに好
ましくは０．２～５重量部である。
【００４６】
　重合工程では、油性混合物は連鎖移動剤等をさらに含有していてもよい。
　本発明の製造方法では、油性混合物を水性分散媒中に分散させた水系懸濁液を調製し、
重合性成分を重合させる。
　水性分散媒は、油性混合物を分散させるイオン交換水等の水を主成分とする媒体であり
、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコールや、アセトン等の親水性有機性
の溶媒をさらに含有してもよい。本発明における親水性とは、水に任意に混和できる状態
であることを意味する。水性分散媒の使用量については、特に限定はないが、重合性成分
１００重量部に対して、１００～１０００重量部の水性分散媒を使用するのが好ましい。
【００４７】
　水性分散媒は、電解質をさらに含有してもよい。電解質としては、例えば、塩化ナトリ
ウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ア
ンモニウム、炭酸ナトリウム等を挙げることができる。これらの電解質は、１種又は２種
以上を併用してもよい。電解質の含有量については、特に限定はないが、水性分散媒１０
０重量部に対して０．１～５０重量部含有するのが好ましい。
【００４８】
　水性分散媒は、カルボン酸（塩）基及びホスホン酸（塩）基から選ばれた親水性官能基
が置換したアルキル基が窒素原子と結合した構造を少なくとも１つ有する分子量１０００
以上のポリアルキレンイミン類、水酸基、カルボン酸（塩）基及びホスホン酸（塩）基か
ら選ばれる親水性官能基とヘテロ原子とが同一の炭素原子に結合した構造を有する水溶性
１，１－置換化合物類、重クロム酸カリウム、亜硝酸アルカリ金属塩、金属（ＩＩＩ）ハ
ロゲン化物、ホウ酸、水溶性アスコルビン酸類、水溶性ポリフェノール類、水溶性ビタミ
ンＢ類及び水溶性ホスホン酸（塩）類から選ばれる少なくとも１種の水溶性化合物を含有
してもよい。なお、本発明における水溶性とは、水１００ｇあたり１ｇ以上溶解する状態
であることを意味する。
【００４９】
　水性分散媒中に含まれる水溶性化合物の量については、特に限定はないが、重合性成分
１００重量部に対して、好ましくは０．０００１～１．０重量部、より好ましくは０．０
００３～０．１重量部、さらに好ましくは０．００１～０．０５重量部である。水溶性化
合物の量が少なすぎると、水溶性化合物による効果が十分に得られないことがある。また
、水溶性化合物の量が多すぎると、重合速度が低下したり、原料である重合性成分の残存
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量が増加したりすることがある。
【００５０】
　水性分散媒は、電解質や水溶性化合物以外に、分散安定剤や分散安定補助剤を含有して
いてもよい。
　分散安定剤としては、特に限定はないが、たとえば、コロイダルシリカ、コロイダル炭
酸カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化アルミニウム、水酸化第
二鉄、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、蓚酸カルシウム、メタケイ酸カルシウム、炭酸カ
ルシウム、炭酸バリウム、炭酸マグネシウム、リン酸カルシウム、リン酸マグネシウム、
リン酸アルミニウム、リン酸亜鉛等のリン酸塩、ピロリン酸カルシウム、ピロリン酸アル
ミニウム、ピロリン酸亜鉛等のピロリン酸塩、アルミナゾル等の難水溶性無機化合物の分
散安定剤を挙げることができる。これらの分散安定剤は、１種または２種以上を併用して
もよく、得られる熱膨張性微小球の粒子径と重合時の分散安定性等を考慮してその種類が
適宜選択される。なかでも、第三リン酸カルシウム、複分解生成法により得られるピロリ
ン酸マグネシウム、ピロリン酸カルシウムや、コロイダルシリカが好ましい。
【００５１】
　分散安定剤の配合量は、重合性成分１００重量部に対して、好ましくは０．１～３０重
量部、より好ましくは０．５～２０重量部である。
　分散安定補助剤としては、特に限定はないが、たとえば、高分子タイプの分散安定補助
剤、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、両性イオン界面活性剤、ノニオン性
界面活性剤等の界面活性剤を挙げることができる。これらの分散安定補助剤は、１種また
は２種以上を併用してもよく、得られる熱膨張性微小球の粒子径と重合時の分散安定性等
を考慮して、適宜選択される。
【００５２】
　高分子タイプの分散安定補助剤としては、たとえば、ジエタノールアミンと脂肪族ジカ
ルボン酸の縮合生成物、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース、ポリエチ
レンオキサイド、ポリビニルアルコール等を挙げることができる。
　分散安定補助剤の配合量は、特に限定されないが、重合性成分１００重量部に対して、
好ましくは０．０００１～５重量部、より好ましくは０．０００３～２重量部である。
【００５３】
　水性分散媒は、たとえば、イオン交換水等の水に、必要に応じて、電解質、水溶性化合
物、分散安定剤、分散安定補助剤等を配合して調製される。重合時の水性分散媒のｐＨは
、水溶性化合物、分散安定剤、分散安定補助剤の種類によって適宜決められる。分散安定
剤としてコロイダルシリカを用いる場合、重合時の水性分散媒のｐＨは、２～７が好まし
く、より好ましくは２～６．５、さらに好ましくは２～６、特に好ましくは２～４である
。
【００５４】
　本発明の製造方法では、水酸化ナトリウムや、水酸化ナトリウム及び塩化亜鉛の存在下
で重合を行ってもよい。
　本発明の製造方法では、所定粒子径の球状油滴が調製されるように油性混合物を水性分
散媒中に懸濁分散させる。
【００５５】
　油性混合物を懸濁分散させる方法としては、例えば、ホモミキサー（例えば、プライミ
クス社製）等により攪拌する方法や、スタティックミキサー（例えば、株式会社ノリタケ
エンジニアリング社製）等の静止型分散装置を用いる方法、膜懸濁法、超音波分散法等の
一般的な分散方法を挙げることができる。
　次いで、油性混合物が球状油滴として水性分散媒に分散された分散液を加熱することに
より、懸濁重合を開始する。重合反応中は、分散液を攪拌するのが好ましく、その攪拌は
、例えば、単量体の浮上や重合後の熱膨張性微小球の沈降を防止できる程度に緩く行えば
よい。
【００５６】
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　重合温度は、重合開始剤の種類によって自由に設定されるが、好ましくは３０～１００
℃、より好ましくは４０～９０℃の範囲で制御される。重合反応中、反応温度は段階的に
変化させてもよく、一段階であってもよい。反応温度を保持する時間は、１～２０時間程
度が好ましい。重合初期圧力については特に限定はないが、ゲージ圧で０～５ＭＰａ、よ
り好ましくは０．１～３ＭＰａの範囲である。
【００５７】
　重合反応終了後、所望により、分散安定剤を塩酸等により分解し、得られた生成物（熱
膨張性微小球）を吸引濾過、遠心分離、遠心濾過等の操作により、分散液から単離する。
さらに、得られた熱膨張性微小球の含水ケーキを水洗し、乾燥して熱膨張性微小球を得る
ことができる。
【００５８】
　本発明の中空粒子は、本発明の熱膨張性微小球及び／又は本発明の製造方法で得られる
熱膨張性微小球を加熱膨張させることによって製造できる。
　中空粒子は、熱可塑性樹脂からなる外殻およびそれに囲まれた中空部から構成される。
中空粒子は、（ほぼ）球状で、内部に大きな空洞に相当する中空部を有している。中空粒
子の形状を身近な物品で例示するならば、軟式テニスボールを挙げることができる。
【００５９】
　中空部は、（ほぼ）球状であり、外殻の内表面と接している。中空部は、基本的には発
泡剤が気化した気体で満たされており、発泡剤の一部は液化した状態であってもよい。ま
た、発泡剤の全部または一部は空気等の他の気体で置換されていてもよい。中空部は、通
常は、大きな中空部１つであることが好ましいが、中空粒子中に複数あってもよい。
【００６０】
　中空粒子の平均粒子径については特に限定はないが、好ましくは１～１０００μｍ、よ
り好ましくは５～８００μｍ、さらに好ましくは１０～５００μｍである。また、中空粒
子の粒度分布の変動係数ＣＶについても、特に限定はないが、４５％以下が好ましく、よ
り好ましくは４０％以下、さらに好ましくは３０％以下である。
【００６１】
　中空粒子の真比重については、特に限定はないが、好ましくは０．００５～０．３、よ
り好ましくは０．０１０～０．２５、さらに好ましくは０．０１５～０．２０である。中
空粒子の真比重が０．００５より小さい場合は、耐圧性が低くなることがある。一方、中
空粒子の真比重が０．３より大きい場合は、低比重化効果が低くなるため、中空粒子を用
いて組成物を調製する際、その添加量が大きくなり、非経済的であることがある。
　中空粒子は、図２に示すように、その外殻の外表面に付着した微粒子充填剤からさらに
構成されていてもよい。以下では、微粒子充填剤が付着した中空粒子を「微粒子付着中空
粒子」ということがある。ここでいう付着とは、単に中空粒子（１）の外殻（２）の外表
面に微粒子充填剤（４および５）が、吸着された状態（４）であってもよく、外表面近傍
の外殻を構成する熱可塑性樹脂が加熱によって融解し、中空粒子の外殻の外表面に微粒子
充填剤がめり込み、固定された状態（５）であってもよいという意味である。微粒子充填
剤の粒子形状は不定形であっても球状であってもよい。
【００６２】
　微粒子充填剤と中空粒子との重量比率（微粒子充填剤／中空粒子）については、特に限
定はないが、好ましくは９０／１０～６０／４０、より好ましくは８５／１５～６５／３
５、さらに好ましくは８０／２０～７０／３０である。微粒子充填剤／中空粒子（重量比
率）が９０／１０より大きい場合は、微粒子付着中空粒子の真比重が大きくなり、低比重
化効果が小さくなることがある。一方、微粒子充填剤／中空粒子（重量比率）が６０／４
０より小さい場合は、微粒子付着中空粒子の真比重が低くなり、粉立ち等のハンドリング
が悪化することがある。
【００６３】
　微粒子付着中空粒子の真比重については、特に限定はないが、好ましくは０．０１～０
．５であり、より好ましくは０．０３～０．４、さらに好ましくは０．０５～０．３５、
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特に好ましくは０．０７～０．３０である。微粒子付着中空粒子の真比重が０．０１より
小さい場合は、耐圧性が低くなることがある。一方、微粒子付着中空粒子の真比重が０．
５より大きい場合は、低比重化効果が低くなるため、微粒子付着中空粒子を用いて組成物
を調製する際、その添加量が大きくなり、非経済的であることがある。
　微粒子充填剤の平均粒子径については、適宜選択され、特に限定はないが、好ましくは
０．００１～３０μｍ、より好ましくは０．００５～２５μｍ、さらに好ましくは０．０
１～２０μｍである。
【００６４】
　微粒子充填剤の平均粒子径と微粒子付着中空粒子の平均粒子径との比率（微粒子充填剤
の平均粒子径／微粒子付着中空粒子の平均粒子径）は、微粒子充填剤の付着性の観点から
好ましくは１以下、より好ましくは０．８以下、さらに好ましくは０．６以下である。
　微粒子充填剤としては、種々のものを使用することができ、無機物、有機物のいずれの
素材であってもよい。微粒子本体の形状としては、球状、針状や板状等が挙げられる。
【００６５】
　微粒子充填剤を構成する無機物としては、たとえば、石灰石（重質炭酸カルシウム）、
石英、珪石（シリカ）、ウオラスナイト、石膏、アパタイト、マグネタイト、ゼオライト
、クレイ（モンモリロナイト、サポナイト、ヘクトライト、バイデライト、スティブンサ
イト、ノントロナイト、バーミキュライト、ハロイサイト、タルク、雲母、マイカ等）等
の鉱物；元素の周期表において、１族～１６族の金属酸化物（酸化チタン、酸化亜鉛、酸
化アルミニウム、酸化マンガン、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化バナジウム、
酸化スズ、酸化鉄（磁性酸化鉄を含む）、酸化インジウム等）、金属水酸化物（水酸化ア
ルミニウム、水酸化金、水酸化マグネシウム等）、炭酸金属塩（炭酸カルシウム（軽質炭
酸カルシウム）、炭酸水素カルシウム、炭酸水素ナトリウム（重曹）、炭酸鉄等）、硫酸
金属塩（硫酸アルミニウム、硫酸コバルト、硫酸水素ナトリウム、硫酸銅、硫酸ニッケル
、硫酸バリウム等）、その他の金属塩（チタン酸塩（チタン酸バリウム、チタン酸マグネ
シウム、チタン酸カリウム等）、ホウ酸塩（ホウ酸アルミニウム、ホウ酸亜鉛等）、燐酸
塩（リン酸カルシウム、燐酸ナトリウム、燐酸マグネシウム等）、硝酸塩（硝酸ナトリウ
ム、硝酸鉄、硝酸鉛等））等の金属化合物等が挙げられる。
　微粒子充填剤を構成する無機物は、また、合成炭酸カルシウム、フェライト、ゼオライ
ト、銀イオン担持ゼオライト、ジルコニア、ミョウバン、チタン酸ジルコン酸鉛、アルミ
ナ繊維、セメント、ゾノトライト、酸化珪素（シリカ、シリケート、ガラス、ガラス繊維
を含む）、窒化珪素、炭化珪素、硫化珪素、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、
グラファイト、活性炭、竹炭、木炭、フラーレン等であってもよい。
【００６６】
　微粒子充填剤を構成する有機物は、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキ
シエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、ニトロセルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピ
ロリドン、ポリアクリル酸ナトリウム、カルボキシビニルポリマー、ポリビニルメチルエ
ーテル、（メタ）アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ナイロン樹脂、シリコン樹脂、ウレタ
ン樹脂、ポリエチレン樹脂、フッ素系樹脂等が挙げられる。
　微粒子充填剤を構成する無機物や有機物は、脂肪酸、樹脂酸、ウレタン化合物、脂肪酸
エステル等の表面処理剤で処理されていてもよく、未処理のものでもよい。
【００６７】
　中空粒子の製造方法は、熱膨張性微小球を加熱膨張する方法であれば、特に限定はない
が、乾式加熱膨張法、湿式加熱膨張法のいずれでもよい。
　乾式加熱膨張法としては、日本国特開２００６－２１３９３０号公報に記載されている
内部噴射方法を挙げることができる。この内部噴射方法は、熱膨張性微小球を含む気体流
体を、出口に分散ノズルを備え且つ熱風流の内側に設置された気体導入管に流し、前記分
散ノズルから噴射させる工程（噴射工程）と、前記気体流体を前記分散ノズルの下流部に
設置された衝突板に衝突させ、熱膨張性微小球を前記熱風流中に分散させる工程（分散工
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程）と、分散した熱膨張性微小球を前記熱風流中で膨張開始温度以上に加熱して膨張させ
る工程（膨張工程）とを含む乾式加熱膨張法である。内部噴射方法では、原料となる熱膨
張性微小球の外殻を構成する熱可塑性樹脂の種類にかかわらず均一物性の中空粒子を得る
ことができるので好ましい。また、別の乾式加熱膨張法としては、日本国特開２００６－
９６９６３号公報に記載の方法等がある。
　湿式加熱膨張法としては、日本国特開昭６２－２０１２３１号公報に記載の方法等があ
る。
【００６８】
　微粒子付着中空粒子の製造方法としては、たとえば、熱膨張性微小球と微粒子充填剤と
を混合する工程（混合工程）と、前記混合工程で得られた混合物を前記熱膨張性微小球の
膨張開始温度以上の温度に加熱して、前記熱膨張性微小球を膨張させるとともに、前記微
粒子充填剤を外殻の外表面に付着させる工程（付着工程）とを含む製造方法を挙げること
ができる。
【００６９】
　本発明の中空粒子は、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、熱耐久性に優れる
ので、射出成形、押出成形、混練成形、カレンダー成形、ブロー成形、圧縮成形、真空成
型、熱成形等の成形加工に利用可能である。また、本発明の中空粒子は、塩ビペースト等
のペースト状物や、ＥＶＡエマルション、アクリルエマルション、溶剤型バインダー等の
液状組成物に混合して使用することも可能であり、特に本発明の中空粒子を、最終製品形
態とするまでに長時間の加熱を必要とする車輌用塗料組成物に混合して用いることが有効
である。
【００７０】
〔組成物、成形物及びその用途〕
　本発明の組成物は、本発明の熱膨張性微小球、本発明の製造方法で得られる熱膨張性微
小球及び本発明の中空粒子から選ばれる少なくとも１種の粒状物と、基材成分とを含む。
基材成分としては特に限定はなく、無機成分及び／又は有機成分であればよい。以下では
、本発明の熱膨張性微小球、本発明の製造方法で得られる熱膨張性微小球及び本発明の中
空粒子から選ばれる少なくとも１種の粒状物を単に粒状物ということがある。
　無機成分としては、特に限定はないが、例えば、普通ポルトランドセメント、早強セメ
ント、アルミナセメント、高炉スラグセメント、フライアッシュセメント等のセメント類
；高炉スラグ、電気炉酸化スラグ、電気炉還元スラグ等のスラグ；生石灰、消石灰等の石
灰類；チタニア、アルミナ、ジルコニア、シリカ、マグネシア、ジルコン、ジルコン酸バ
リウム、コージェライト、チタン酸鉛、チタン酸バリウム、ムライト、酸化亜鉛、酸化錫
、炭化珪素、窒化珪素、フェライト等のセラミック類等を挙げることができ、これらの無
機成分は、１種または２種以上を併用してもよい。
【００７１】
　有機成分としては、特に限定はないが、例えば、天然ゴム、イソプレンゴム（ＩＲ）、
ブタジエンゴム（ＢＲ）、スチレンーブタジエンゴム（ＳＢＲ）、クロロプレンゴム（Ｃ
Ｒ）、ニトリルゴム（ＮＢＲ）、ブチルゴム、シリコンゴム、アクリルゴム、ウレタンゴ
ム、フッ素ゴム、エチレン－プロピレン－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）等のゴム類；エポキシ
樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン等の熱硬化性樹脂；ポリ
エチレンワックス、パラフィンワックス等のワックス類；エチレン－酢酸ビニル共重合体
（ＥＶＡ）、ポリエチレン、変性ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリプロピレン、
変性ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、アクリル樹脂、熱可塑性ポリウレタン
、アクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）、アクリロニトリル－ブタジエン－
スチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリアミド樹脂（ナイロン６
、ナイロン６６等）、変性ポリアミド、ポリカーボネート、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
フェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）、変性ポリフェ
ニレンエーテル等の熱可塑性樹脂；エチレン系アイオノマー、ウレタン系アイオノマー、
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スチレン系アイオノマー、フッ素系アイオノマー等のアイオノマー樹脂；オレフィン系エ
ラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー等の熱可塑性エラス
トマー；ポリ乳酸（ＰＬＡ）、酢酸セルロース、ＰＢＳ、ＰＨＡ、澱粉樹脂等のバイオプ
ラスチック；変性シリコン系、ウレタン系、ポリサルファイド系、アクリル系、シリコン
系、ポリイソブチレン系、ブチルゴム系等のシーリング材料；ウレタン系、エチレン－酢
酸ビニル共重合物系、塩化ビニル系、アクリル系の塗料成分等を挙げることができ、これ
らの有機成分は、１種または２種以上を併用してもよい。
【００７２】
　本発明の組成物は、これらの基材成分と粒状物とを混合することによって調製すること
ができる。また、基材成分と粒状物とを混合して得られた組成物を更に別の基材成分と混
合して本発明の組成物とすることもできる。
　粒状物の重量割合は、基材成分１００重量部に対して、好ましくは０．１～７０重量部
、より好ましくは０．５～６５重量部、さらに好ましくは１～６０重量部である。
　混合方法は、特に限定はないが、ニーダー、ロール、ミキシングロール、ミキサー、単
軸混練機、二軸混練機、多軸混練機等により混合することが好ましい。
　本発明の組成物は、基材成分や粒状物以外に、必要に応じて、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシルメチルセ
ルロース、ポリビニルアルコール、ポリエチレンテレフタレート等のバインダーや；エチ
レングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコール等の分散剤等を含有してい
ても良い。
　本発明の組成物の用途としては、例えば、成形用組成物、塗料組成物、粘土組成物、繊
維組成物、接着剤組成物、粉体組成物等を挙げることができる。
【００７３】
　本発明の成形物は、上記で説明した組成物を成形して得られる。本発明の成形物として
は、例えば、成形品や塗膜等の成形物等を挙げることができる。本発明の成形物では、軽
量性、多孔性、吸音性、断熱性、低熱伝導性、低誘電率化、意匠性、衝撃吸収性、強度等
の諸物性が向上している。
　基材成分として無機物を含む成形物は、さらに焼成することによって、セラミックフィ
ルタ等が得られる。
【実施例】
【００７４】
　以下に、本発明の実施例について、具体的に説明する。なお、本発明はこれらの実施例
に限定されるものではない。以下の実施例および比較例において、断りのない限り、「％
」とは「重量％」、「部」とは「重量部」をそれぞれ意味するものとする。
　以下の実施例及び比較例で挙げた熱膨張性微小球、中空粒子、組成物及び成形物等につ
いて、次に示す要領で物性を測定し、さらに性能を評価した。以下では、熱膨張性微小球
を簡単のために「微小球」ということがある。
【００７５】
〔粒子径及び粒度分布の測定〕
　微小球の粒子径及び粒度分布の測定には、レーザー回折散乱式粒度分布測定装置（Ｍｉ
ｃｒｏｔｒａｃ　ＡＳＶＲ　日機装社製）を使用した。体積基準の累積５０％粒子径（Ｄ
５０）の値を平均粒子径とした。なお、体積基準の累積粒子径とは、全粒子を体積順に小
さい側から積算して累積した分布の所定の比率に対する粒子の直径を意味する。
【００７６】
〔微小球の含水率の測定〕
　測定装置として、カールフィッシャー水分計（ＭＫＡ－５１０Ｎ型、京都電子工業株式
会社製）を用いて測定した。
【００７７】
〔微小球及び中空粒子の真比重の測定〕
　微小球及び中空粒子の真比重は、以下の測定方法で測定した。
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　真比重は環境温度２５℃、相対湿度５０％の雰囲気下においてイソプロピルアルコール
を用いた液浸法（アルキメデス法）により測定した。
　具体的には、容量１００ｃｃのメスフラスコを空にし、乾燥後、メスフラスコ重量（Ｗ
Ｂ１）を秤量した。秤量したメスフラスコにイソプロピルアルコールをメニスカスまで正
確に満たした後、イソプロピルアルコール１００ｃｃの充満されたメスフラスコの重量（
ＷＢ２）を秤量した。
【００７８】
　また、容量１００ｃｃのメスフラスコを空にし、乾燥後、メスフラスコ重量（ＷＳ１）
を秤量した。秤量したメスフラスコに約５０ｃｃの粒子を充填し、粒子の充填されたメス
フラスコの重量（ＷＳ２）を秤量した。そして、粒子の充填されたメスフラスコに、イソ
プロピルアルコールを気泡が入らないようにメニスカスまで正確に満たした後の重量（Ｗ
Ｓ３）を秤量した。そして、得られたＷＢ１、ＷＢ２、ＷＳ１、ＷＳ２及びＷＳ３を下式
に導入して、粒子の真比重（ｄ）を計算した。
ｄ＝｛（ＷＳ２－ＷＳ１）×（ＷＢ２－ＷＢ１）／１００｝／｛（ＷＢ２－ＷＢ１）－（
ＷＳ３－ＷＳ２）｝
　上記で、粒子として微小球及び中空粒子を用いて、真比重を計算した。
【００７９】
〔最大膨張温度及び最大膨張時真比重の測定〕
　アルミ箔で縦１２ｃｍ、横１３ｃｍ、高さ９ｃｍの底面の平らな箱を作製し、その中に
乾燥した微小球１．０ｇを均一になるように入れ、この箱を所定温度に設定されたギア式
オーブン中に所定時間入れて微小球を加熱膨張させた。具体的には、ギア式オーブンの温
度は５０～３００℃の範囲で５℃間隔として設定し、加熱時間は１～１０分の範囲で１分
間隔として設定した。それぞれの温度及び時間で加熱膨張させた微小球（中空粒子）の真
比重を上記測定方法にしたがって測定し、それらの中で最も小さい真比重の値を示した温
度を最大膨張温度（Ｔｍａｘ）とし、その真比重の値を最大膨張時真比重ｄｍａｘとした
。
【００８０】
〔熱耐久性ＴＤの評価〕
　熱耐久性ＴＤの評価は、上記で求めた最大膨張温度において実施した。具体的には、上
記と同様の方法により、微小球を最大膨張温度で６０分加熱膨張させて得られる中空粒子
の真比重ｄｓを測定し、熱耐久性ＴＤ（％）を下式により算出した。
　熱耐久性ＴＤ（％）＝（ｄｍａｘ／ｄｓ）×１００
【００８１】
［実施例Ａ１］
　イオン交換水６００ｇに、シリカ有効成分量が２０重量％であるコロイダルシリカ８０
ｇ、ポリビニルピロリドン１．０ｇおよびカルボキシメチル化されたポリエチレンイミン
類（ＣＭＰＥＩ；置換アルキル基：－ＣＨ２ＣＯＯＮａ、置換率：８０％、重量平均分子
量：５万）を０．１０ｇ加えた後、得られた混合物のｐＨを２．８～３．２に調整し、水
性分散媒を調製した。
　これとは別に、アクリロニトリル１６０ｇ、メタクリロニトリル１２０ｇ、メチルメタ
クリレート２０ｇ、メタクロレイン０．００４５ｇ、エチレングリコールジメタクリレー
ト１．０ｇ、発泡剤としてのイソブタン３５ｇ、イソペンタン２５ｇ、成分（Ａ）として
のトルエン０．００３０ｇ、プロパンニトリル０．００３０ｇ及び開始剤としての２，２
′－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）３．０ｇを混合して油性混合物を調製
した。水性分散媒と油性混合物を混合し、得られた混合液をホモミキサー（プライミクス
社製、ＴＫホモミキサー）により、回転数１１０００ｒｐｍで２分間分散して、懸濁液を
調製した。この懸濁液を容量１．５リットルの加圧反応器に移して窒素置換をしてから反
応初期圧０．５０ＭＰａにし、８０ｒｐｍで攪拌しつつ重合温度５５℃で２０時間重合反
応した。重合後、重合生成物を濾過、乾燥して、微小球を得た。得られた微小球の物性を
評価し、結果を表１に示した。
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【００８２】
［実施例Ａ２～Ａ９及び比較例Ａ１～Ａ９］
　実施例Ａ２～Ａ９及び比較例Ａ１～Ａ９では、油性混合物を表１～４に示すものに変更
すること以外は実施例１と同様にして微小球をそれぞれ得た。さらに、その物性を評価し
、結果を表１～４に示した。
【００８３】
【表１】

【００８４】
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【表２】

【００８５】
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【表３】

【００８６】
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【表４】

【００８７】
　表１～４では以下の略号が使用されている。
ＰＶＰ：ポリビニルピロリドン
ＣＭＰＥＩ：カルボキシメチル化ポリエチレンイミン・Ｎａ塩（置換アルキル基：－ＣＨ

２ＣＯＯＮａ、置換率：８０％、重量平均分子量：５万）
ＥＤＴＡ：エチレンジアミン４酢酸・４Ｎａ塩
ＡＮ：アクリロニトリル
ＭＡＮ：メタクリロニトリル
ＭＡ：アクリル酸メチル
ＭＭＡ：メタクリル酸メチル
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ＩＢＸ：イソボルニルメタクリレート
ＶＣｌ２：塩化ビニリデン
ＭＡＡ：メタクリル酸
ＭＡＭ：メタクリルアミド
ＥＤＭＡ：エチレングリコールジメタクリレート
ＴＭＰ：トリメチロールプロパントリメタクリレート
Ｖ－６５：２，２′－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）
ＯＰＰ：ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート（純度７０重量％）
【００８８】
　表１～４に示すとおり、本発明の熱膨張性微小球は、最大膨張時の真比重が小さく膨張
倍率に優れるとともに、最大膨張温度で６０分加熱した後であっても収縮度合いが小さく
、熱耐久性に優れることが明らかである。
【００８９】
［実施例Ｂ１］
（未膨張ＰＶＣ塗膜の作製）
　実施例Ａ１で得られた熱膨張性微小球１重量部に対してポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）（新
第一塩化ビニル社製）２５重量部とＤＩＮＰ（新日本理化社製）５０重量部と炭酸カルシ
ウム（備北粉化工業社製）２４重量部を加えてコンパウンドを調製した。調製したコンパ
ウンドをテフロン（登録商標）のシート上に１．５ｍｍ厚みで塗工して、ギア式オーブン
にて１００℃で１０分間加熱してゲル化させて、未膨張ＰＶＣ塗膜を得た。
【００９０】
（膨張ＰＶＣ塗膜の作製）
　上記未膨張ＰＶＣ塗膜を、実施例Ａ１の微小球の最大膨張温度に設定したギア式オーブ
ン中で６０分加熱して、膨張ＰＶＣ塗膜を得た。
　未膨張ＰＶＣ塗膜の比重（ｄＡ）と膨張ＰＶＣ塗膜の比重（ｄＢ）をそれぞれ測定して
、発泡前後の比重低下率（＝（ｄＡ－ｄＢ）×１００／ｄＡ）を計算し、軽量性を評価し
た。その結果を表５に示した。比重低下率が大きいほど、軽量化、クッション性、弾力性
、衝撃強度等の物性に優れていることになる。なお、ＰＶＣ塗膜の比重は、島津製作所社
製、精密比重計ＡＸ２００を用いた液浸法にて測定した。
【００９１】
［実施例Ｂ２、比較例Ｂ１及び比較例Ｂ２］
　実施例Ｂ２、比較例Ｂ１及び比較例Ｂ２では、使用する微小球を表５に示すものにそれ
ぞれ変更し、未膨張ＰＶＣ塗膜を加熱する温度をそれぞれ使用する微小球の最大膨張温度
に変更する以外は、実施例Ｂ１と同様にして膨張ＰＶＣ塗膜をそれぞれ得た。得られた膨
張ＰＶＣ塗膜について、実施例Ｂ１と同様にして比重低下率を求め、その結果を表５に示
した。
【００９２】
【表５】

【００９３】
　表５の結果より、本発明の熱膨張性微小球から得られた膨張ＰＶＣ塗膜は、軽量化、ク
ッション性、弾力性、衝撃強度等の物性に非常に優れた性能を有することが明らかである
。
【産業上の利用可能性】
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【００９４】
　本発明の熱膨張性微小球は、長時間加熱されたときの収縮度合いが小さく、熱耐久性に
優れる。したがって、意匠性の向上、多孔化、軽量化、断熱性、吸音性、衝撃吸収性等を
意図する用途において有用である。本発明の熱膨張性微小球の製造方法は、上記熱膨張性
微小球を効率よく製造できる。
【符号の説明】
【００９５】
　１１　熱可塑性樹脂からなる外殻
　１２　発泡剤
　１　　中空粒子（微粒子付着中空粒子）
　２　　外殻
　３　　中空部
　４　　微粒子充填剤（吸着された状態）
　５　　微粒子充填剤（めり込み、固定された状態）
 

【図１】

【図２】
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