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(57)【 要 約 】
【課題】活性が高く、環境に優しいリビングラジカル重合触媒を提供すること
【解決手段】リビングラジカル重合方法のための触媒であって、ゲルマニウム、スズ、ま
たはアンチモンから選択される中心元素と、該中心元素に結合した少なくとも１つのハロ
ゲン原子とを含む触媒が提供される。この触媒の存在下で、ラジカル反応性不飽和結合を
有するモノマーをラジカル重合反応させることにより、分子量分布の狭いポリマーを得る
ことができる。本発明は、触媒の低毒性、低使用量、高溶解性、温和な反応条件、無着色
・無臭（成形品の後処理が不要）などの利点を有し、従来のリビングラジカル重合方法に
比べて格段に環境に優しく経済性に優れる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リビングラジカル重合法のための触媒であって、ゲルマニウム、スズ、またはアンチモ
ンから選択される少なくとも１つの中心元素と、該中心元素に結合した少なくとも１つの
ハロゲン原子とを含む化合物からなる、触媒。
【請求項２】
請求項１に記載の触媒であって、以下の一般式（Ｉ）の化合物からなる、触媒：
Ｒ

１
ｎ

ＭＸ

ここで、Ｒ

１

１

（Ｉ）

ｍ

はアリールまたは置換アリールであり、

ｎは０〜３の整数であり、
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Ｍは中心元素であって、ゲルマニウム、スズ、またはアンチモンであり
Ｘ

１

はハロゲンであり、

ｍは１〜４の整数である。
【請求項３】
請求項２に記載の触媒であって、Ｒ
ルキルオキシフェニルであり、Ｘ

１

１

はフェニル、低級アルキルフェニルまたは低級ア

はヨウ素であり、ｍは２〜４の整数である、触媒。

【請求項４】
請求項３に記載の触媒であって、Ｍはゲルマニウムであり、Ｒ
キルフェニルまたは低級アルキルオキシフェニルであり、Ｘ

１

１

はフェニル、低級アル

はヨウ素であり、ｍは２〜

４の整数である、触媒。
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【請求項５】
請求項２に記載の触媒であって、Ｍはスズまたはアンチモンであり、ｎは０であり、Ｘ
１

はヨウ素であり、ｍは２〜４の整数である、触媒。

【請求項６】
リビングラジカル重合を行う方法であって、請求項１に記載の触媒の存在下で、ラジカ
ル反応性不飽和結合を有するモノマーをラジカル重合反応させる工程を包含する、方法。
【請求項７】
リビングラジカル重合を行う方法であって、炭素−ハロゲン結合を有する有機ハロゲン
化物および請求項１に記載の触媒の存在下で、ラジカル反応性不飽和結合を有するモノマ
ーをラジカル重合反応させる工程を包含する、方法。
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【請求項８】
請求項７に記載の方法であって、前記有機ハロゲン化物が、以下の一般式（ＩＩ）を有
する化合物である、方法：
ＣＲ

２

Ｒ

３

ここで、Ｒ

Ｒ
２

４

Ｘ

２

およびＲ

（ＩＩ）
３

は、独立して、ハロゲン、水素またはアルキルであり、Ｒ

ハロゲン、水素、アルキル、アリールまたはシアノであり、Ｘ

２

４

は

はハロゲンである。

【請求項９】
請求項８に記載の方法であって、触媒濃度が、反応溶液のうちの１重量％以下であり、
反応温度が、２０℃〜９０℃である、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、リビングラジカル重合に用いられる高活性触媒およびそれを用いた重合方法
に関する。より具体的には、本発明は、典型元素（ゲルマニウム、スズ、またはアンチモ
ン）を中心元素として有する触媒をリビングラジカル重合に用いる。
【背景技術】
【０００２】
従来から、ビニルモノマーを重合してビニルポリマーを得る方法として、ラジカル重合
法が周知であったが、ラジカル重合法は一般に、得られるビニルポリマーの分子量を制御
することが困難であるという欠点があった。また、得られるビニルポリマーが、様々な分
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子量を有する化合物の混合物になってしまい、分子量分布の狭いビニルポリマーを得るこ
とが困難であるという欠点があった。具体的には、反応を制御しても、重量分子平均分子
量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）として、２〜３程度にまでしか
減少させることができなかった。
【０００３】
このような欠点を解消する方法として、１９９０年頃から、リビングラジカル重合法が
開発されている。すなわち、リビングラジカル重合法によれば、分子量を制御することが
可能であり、かつ分子量分布の狭いポリマーを得ることが可能である。具体的には、Ｍｗ
／Ｍｎが２以下のものを容易に得ることが可能であることから、ナノテクノロジーなどの
最先端分野に用いられるポリマーを製造する方法として脚光を浴びている。

10

【０００４】
リビングラジカル重合法に現在用いられる触媒としては、主に、ニトロキシル系触媒、
ジチオエステル系触媒、および遷移金属錯体系触媒が知られている。
【０００５】
しかしながら、ニトロキシル系触媒およびジチオエステル系触媒においては、触媒と組
み合わせて特殊な保護基をポリマー成長鎖に導入する必要があり、この保護基が非常に高
価であるという欠点がある。また、重合反応に高温（例えば、１００℃以上）が必要であ
るという欠点がある。さらに、生成するポリマーが好ましくない性能を有しやすいという
欠点がある。すなわち、生成するポリマーがその高分子本来の色と異なる色に着色された
ものになりやすく、また、生成するポリマーが臭気を有するものになりやすいという欠点
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がある。
【０００６】
他方、遷移金属錯体系触媒としては、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｒｅ、Ｒｈ、Ｒｕなどを中
心金属とする化合物に配位子を配位させた錯体が使用されている。このような触媒は、例
えば、以下の文献に記載されている。
【特許文献１】特開２００２−２４９５０５号公報
【特許文献２】特開平１１−３２２８２２号公報
【非特許文献１】Ｊｏｕｒｎａｌ
Ｓｏｃｉｅｔｙ

ｏｆ

Ｔｈｅ

Ａｍｅｒｉｃａｎ

１１９，６７４−６８０（１９９７）

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

特許文献１は、Ｃｕ、Ｒｕ、

Ｆｅ、Ｎｉなどを中心金属とする錯体を触媒として使用することを開示する。
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【０００７】
特許文献２は、ヒドリドレニウム錯体を触媒として使用することを開示する。
【０００８】
非特許文献１は、４，４

−ジ−（５−ノニル）−２，２

−ビピリジンを臭化銅に配

位させた化合物を触媒として使用することを開示する。
【０００９】
しかしながら、このような遷移金属錯体触媒を用いる場合には、使用量として多量の遷
移金属錯体触媒が必要であり、反応後に使用された大量の触媒を製品から完全に除去する
ことが容易でないという欠点があった。また不要となった触媒を廃棄する際に環境上の問
題が発生し得るという欠点があった。さらに、遷移金属には毒性の高いものが多く、製品
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中に残存する触媒の毒性が環境上問題となる場合があり、遷移金属を食品包装材、生体・
医療材料などに使用することは困難であった。また、反応後に製品から除去された触媒の
毒性が環境上問題となる場合もあった。さらに、導電性の遷移金属がポリマーに残存する
とそのポリマーに導電性が付与されてしまって、レジストなどの電子材料に使用すること
が困難であるという問題もあった。また、錯体を形成させないと反応液に溶解しないため
、配位子となる化合物を用いなければならず、このために、コストが高くなり、かつ、使
用される触媒の総重量がさらに多くなってしまうという問題もあった。さらに、配位子は
、通常、高価であり、あるいは煩雑な合成を要するという問題もあった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
本発明は、上記問題点の解決を意図するものであり、リビングラジカル重合のための高
い活性を有する触媒およびこの触媒を用いた重合法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果として、本発明を完成
させた。すなわち、本発明によれば、以下の触媒および重合方法が提供され、そのことに
より上記課題が解決される。
【００１２】
（１）

リビングラジカル重合法のための触媒であって、ゲルマニウム、スズ、または
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アンチモンから選択される少なくとも１つの中心元素と、該中心元素に結合した少なくと
も１つのハロゲン原子とを含む化合物からなる、触媒。
【００１３】
（２）

上記項１に記載の触媒であって、以下の一般式（Ｉ）の化合物からなる、触媒

：
Ｒ

１
ｎ

ＭＸ

ここで、Ｒ

１

１

（Ｉ）

ｍ

はアリールまたは置換アリールであり、

ｎは０〜３の整数であり、
Ｍはゲルマニウム、スズ、またはアンチモンであり
Ｘ

１

はハロゲンであり、
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ｍは１〜４の整数である。
【００１４】
（３）

上記項２に記載の触媒であって、Ｒ

は低級アルキルオキシフェニルであり、Ｘ

１

１

はフェニル、低級アルキルフェニルまた

はヨウ素であり、ｍは２〜４の整数である、

触媒。
【００１５】
（４）

上記項３に記載の触媒であって、Ｍはゲルマニウムであり、Ｒ

低級アルキルフェニルまたは低級アルキルオキシフェニルであり、Ｘ

１

１

はフェニル、

はヨウ素であり、

ｍは２〜４の整数である、触媒。
【００１６】
（５）
あり、Ｘ

30

上記項２に記載の触媒であって、Ｍはスズまたはアンチモンであり、ｎは０で
１

はヨウ素であり、ｍは２〜４の整数である、触媒。

【００１７】
（６）

リビングラジカル重合を行う方法であって、上記項１に記載の触媒の存在下で

、ラジカル反応性不飽和結合を有するモノマーをラジカル重合反応させる工程を包含する
、方法。
【００１８】
（７）

リビングラジカル重合を行う方法であって、炭素−ハロゲン結合を有する有機

ハロゲン化物および上記項１に記載の触媒の存在下で、ラジカル反応性不飽和結合を有す
るモノマーをラジカル重合反応させる工程を包含する、方法。
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【００１９】
（８）

上記項７に記載の方法であって、前記有機ハロゲン化物が、以下の一般式（Ｉ

Ｉ）を有する化合物である、方法：
ＣＲ

２

Ｒ

３

ここで、Ｒ

Ｒ

４

２

およびＲ

Ｘ

２

（ＩＩ）
３

は、独立して、ハロゲン、水素またはアルキルであり、Ｒ

ハロゲン、水素、アルキル、アリールまたはシアノであり、Ｘ

２

４

は

はハロゲンである。

【００２０】
（９）

上記項８に記載の方法であって、触媒濃度が、反応溶液のうちの１重量％以下

であり、反応温度が、２０℃〜９０℃である、方法。
【発明の効果】
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【００２１】
本発明によれば、高い活性を有するリビングラジカル重合のための触媒およびそれを用
いた重合方法が提供される。この触媒は、低毒性であるという利点を有する。この触媒は
、反応液に高溶解性であるという利点を有し、そのため、配位子を添加して錯体とする必
要もない。この触媒は、高い活性を有するため、重合反応に１００℃以上の高温を必要と
することもなく、そして触媒の使用量を低減することができる。また、ポリマー成長鎖を
反応中に保護するために高価な特殊な保護基を必要とすることもない。さらに、本発明の
方法により得られたポリマーから得られる成形品は、成形時に着色したり臭いがついたり
することが実質的にないという利点を有する。
【００２２】
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このように、本発明によれば、従来法に比べて格段に環境に優しく経済性に優れるリビ
ングラジカル重合法が実現された。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００２４】
（一般的用語）
以下に本明細書において特に使用される用語を説明する。
【００２５】
本明細書において「アルキル」とは、鎖状または環状の脂肪族炭化水素（アルカン）か
ら水素原子が一つ失われて生ずる１価の基をいう。鎖状の場合は、一般にＣｋ Ｈ２
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ｋ ＋ １

−で表される（ここで、ｋは正の整数である）。鎖状のアルキルは、直鎖または分枝鎖で
あり得る。環状のアルキルは、環状構造のみから構成されてもよく、環状構造にさらに鎖
状アルキルが結合した構造であってもよい。アルキルの炭素数は、任意の自然数であり得
る。好ましくは１〜３０であり、より好ましくは１〜２０である。
【００２６】
本明細書において「低級アルキル」とは、炭素数の比較的少ないアルキル基を意味する
。好ましくは、Ｃ１

〜 １ ０

さらに好ましくは、Ｃ１

アルキルであり、より好ましくは、Ｃ１

〜 ３

〜 ５

アルキルであり、

アルキルである。具体例としては、例えば、メチル、エチル

、プロピル、イソプロピルなどである。
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【００２７】
本明細書において「置換アルキル」とは、アルキル基の水素が置換基に置換された基を
意味する。このような置換基としては、例えば、アリールまたはシアノなどが挙げられる
。
【００２８】
本明細書において「ハロゲン化置換アルキル」とは、アルキル基の水素がハロゲンに置
換され、かつアルキル基の別の水素が別の置換基に置換された基を意味する。当該別の置
換基としては、例えば、アリールまたはシアノなどが挙げられる。
【００２９】
本明細書において「アリール」とは、芳香族炭化水素の環に結合する水素原子が１個離
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脱して生ずる基をいう。具体的には、例えば、フェニル、ナフチル、アントラセニルなど
である。
【００３０】
本明細書において「置換アリール」とは、アリールに置換基が結合して生ずる基をいう
。
【００３１】
本明細書において「ハロゲン」とは、周期表７Ｂ族に属するフッ素（Ｆ）、塩素（Ｃｌ
）、臭素（Ｂｒ）、ヨウ素（Ｉ）などの元素の１価の基をいう。
【００３２】
本明細書において「リビングラジカル重合」とは、ラジカル重合反応において連鎖移動
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反応および停止反応が実質的に起こらず、単量体が反応しつくした後も連鎖成長末端が活
性を保持する重合反応をいう。この重合反応では、重合反応終了後でも生成重合体の末端
に重合活性を保持しており、モノマーを加えると再び重合反応を開始させることができる
。
【００３３】
リビングラジカル重合の特徴としては、モノマーと重合開始剤の濃度比を調節すること
により任意の平均分子量をもつ重合体の合成ができること、また、生成する重合体の分子
量分布が極めて狭いこと、ブロック共重合体へ応用できること、などが挙げられる。なお
、リビングラジカル重合は「ＬＲＰ」と略される場合もある。
【００３４】
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本明細書において「中心元素」とは、触媒となる化合物を構成する原子のうち、ハロゲ
ン原子と結合して主に触媒作用を担う原子を意味する。従来技術において使用される「中
心金属」との用語と同じ意味であるが、本発明において用いられるゲルマニウムは一般に
は半導体であって、金属に分類されないことが多いことから、誤解を避けるために、従来
技術における用語「中心金属」の代わりに、「中心元素」との用語を用いる。
【００３５】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００３６】
（触媒）
本発明においては、リビングラジカル重合法のための触媒として、中心元素がゲルマニ
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ウム、スズ、またはアンチモンである化合物を用いる。
【００３７】
この化合物は、少なくとも１つの中心元素を有する。１つの好ましい実施形態では、１
つの中心元素を有するが、２つ以上の中心元素を有しても良い。
【００３８】
中心元素は、ゲルマニウム、スズまたはアンチモンから、ポリマーの用途などに応じて
選択される。例えば、ポリマー中に導電性物質が残存することが望ましくない用途（例え
ば、レジスト材料などの電子材料）に用いられるポリマーの場合には、中心元素としてゲ
ルマニウムを有する触媒を用いることが好ましい。ゲルマニウムを有する触媒を用いるこ
とにより、導電性材料の残存しないポリマーを容易に得ることができるからである。
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【００３９】
また、ゲルマニウムは、人体への毒性および環境への影響においても有利である。この
ため、導電性物質の残存が許容される用途であっても、ゲルマニウムを有する触媒を用い
ることは、従来技術における遷移金属錯体触媒などに比べて著しく有利である。
【００４０】
また、導電性物質の残存が許容される用途においては、スズまたはアンチモンを有する
触媒を好適に使用することができる。
【００４１】
さらに、本発明の触媒は、少ない使用量で触媒作用を行うことができるという特徴があ
るから、上述したように、人体への毒性および環境への影響が少ない材料を、少ない量で

40

使用することが可能になり、従来の触媒に比べて、非常に有利である。
【００４２】
（触媒中のハロゲン原子）
上記触媒の化合物中には、少なくとも１つのハロゲン原子が中心元素に結合している。
上記触媒の化合物が２つ以上の中心元素を有する場合、それぞれの中心元素に対して少な
くとも１つのハロゲン原子が結合している。このハロゲン原子は、好ましくは、塩素、臭
素またはヨウ素である。より好ましくは、ヨウ素である。ハロゲン原子は１分子中に２原
子以上存在してもよい。例えば、２原子、３原子、または４原子存在してもよく、それ以
上存在してもよい。好ましくは、２〜４個である。ハロゲン原子が１分子中に２原子以上
存在する場合、その複数のハロゲン原子は同一であってもよく、異なる種類であってもよ
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い。
【００４３】
（触媒中のハロゲン以外の基）
触媒化合物は、必要に応じて、ハロゲン以外の基を有していてもよい。例えば、中心元
素に、任意の有機基または無機基を結合させることが可能である。
【００４４】
このような基は、有機基であってもよく、無機基であってもよい。有機基としては、ア
リール、置換アリール、アルコキシ基（メトキシ基など）、エステル基（脂肪族カルボン
酸エステルなど）、ハロアルキル基（トリフルオロメチル基など）などが挙げられる。１
つの好ましい実施形態では、アリールまたは置換アリールである。

10

【００４５】
また、無機基としては、水酸基、アミノ基、シアノ基などが挙げられる。
【００４６】
有機基として、アリールまたは置換アリールを有する触媒化合物は、ラジカルの活性が
より高くなる傾向にあり、好ましい。
【００４７】
置換アリールにおいてアリールに結合する置換基としては、置換アリールにおいてアリ
ールに結合する置換基としては、例えば、アルキルまたはアルキルオキシなどが挙げられ
る。このようなアルキルとしては、低級アルキルが好ましく、より好ましくは、Ｃ１ 〜Ｃ
５

アルキルであり、さらに好ましくは、Ｃ１ 〜Ｃ３ アルキルであり、特に好ましくは、メ

20

チルである。アルキルオキシにおけるアルキルとしては、低級アルキルが好ましく、より
好ましくは、Ｃ１ 〜Ｃ５ アルキルであり、さらに好ましくは、Ｃ１ 〜Ｃ３ アルキルであり
、特に好ましくは、メチルである。すなわち、１つの実施形態において、中心元素に結合
する有機基は、フェニル、低級アルキルフェニルまたは低級アルキルオキシフェニルであ
る。
【００４８】
上記有機基および無機基の数は特に限定されないが、好ましくは、３以下であり、より
好ましくは、１である。
【００４９】
なお、置換アリールにおける当該置換基の数は、特に限定されないが、好ましくは１〜
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３であり、より好ましくは１〜２であり、さらに好ましくは、１である。
【００５０】
置換アリールにおける当該置換基の位置は、任意に選択される。アリールがフェニルで
ある場合（すなわち、置換アリールが置換フェニルである場合）、置換基の位置は中心元
素に対してオルト、メタ、パラのいずれの位置であってもよい。好ましくは、パラの位置
である。
【００５１】
なお、本発明の触媒化合物には、配位子を配位結合させて錯体として重合反応に用いる
ことも可能である。しかし、本発明の触媒化合物は、通常、そのままで重合反応に用いる
ことが可能であり、配位子を加えて錯体を形成する必要がない。従来技術における遷移金

40

属錯体系の触媒においては、一般的に、反応溶液に遷移金属化合物が難溶性であり、適切
な配位子を加えて錯体を形成させる必要があったが、本発明においてはそのような必要は
ない。配位子を用いなければ、材料コストの点でも有利であり、また、使用触媒の重量を
減らすことが可能である点でも有利である。また、一般的に配位子に用いられるアミン化
合物は、通常、高価であるか、あるいは煩雑な合成が必要である。さらに、アミンの性質
を考慮すると、遷移金属のアミン錯体は、生成高分子に吸着されやすいと考えられ、その
ため、いっそうその除去に手間がかかると考えられる。
【００５２】
（触媒の製造方法）
本発明の触媒として使用される化合物は、その多くは公知化合物であり、試薬販売会社
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などから市販されているものをそのまま用いることが可能であり、あるいは、公知の方法
により合成することが可能である。
【００５３】
触媒として、ゲルマニウムに有機基Ｒ

１

（例えば、アリールまたは置換アリール）が結

合したものを用いる場合、このような化合物は公知の方法により合成することができる。
例えば、有機基Ｒ
て、Ｒ

１

１

のヨウ化物

Ｒ

１

Ｉ

にヨウ化ゲルマニウムを反応させる方法によっ

Ｇｅｌ３ を合成することができる。

【００５４】
Ｒ

１

−Ｉ

ヨウ化物Ｒ

１

＋

ＧｅＩ２

→

Ｒ

１

Ｇｅｌ３

Ｉは、多くの場合、液体であるので、液体の場合は溶媒なしで反応を行うこ

10

とが可能であり、また、必要に応じて、溶媒（例えば、ベンゼン、トルエンなど）を用い
ても良い。また、ヨウ化物Ｒ

１

Ｉが固体である場合には、溶媒として、例えば、ベンゼン

、トルエンなどを用いることができる。なお、特に触媒を使用しなくてもこの反応は進行
する。このような反応の具体例については、例えば、文献Ｊｏｕｒｎａｌ
ａｎｏｍｅｔａｌｌｉｃ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

ｏｆ

Ｏｒｇ

５６，１−３９（１９７３）などに記載

されており、この文献に記載された方法を応用することにより、様々な有機基Ｒがゲルマ
ニウムに結合した化合物を合成することができる。
【００５５】
触媒として、スズに有機基Ｒ

１

（例えば、アリールまたは置換アリール）が結合したも

のを用いる場合、このような化合物は公知の方法により合成することができる。例えば、
（Ｒ

１

）４ ＳｎにＳｎＩ４ を反応させる方法によって、（Ｒ

１

20

）ｎ Ｓｎｌｍ （ｎ＋ｍ＝４

かつｎ＝１、２、または３）を合成することができる。このような反応の具体例について
は、例えば、文献Ａｎｇｅｗａｎｄｔｅ

Ｃｈｅｍｉｅ

７５，２２５−２３５（１９６

３）などに記載されており、この文献に記載された方法を応用することにより、様々な有
機基Ｒがスズに結合した化合物を合成することができる。
【００５６】
触媒として、アンチモンに有機基Ｒ

１

（例えば、アリールまたは置換アリール）が結合

したものを用いる場合、このような化合物は公知の方法により合成することができる。例
えば、上記ゲルマニウムまたはスズの場合と同様の方法によって、合成することができる
。
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【００５７】
（触媒の使用量）
本発明の触媒は、極めて活性が高く、少量でリビングラジカル重合を触媒することが可
能である。
【００５８】
好ましい実施形態では、反応溶液１リットルに対して、触媒使用量を１０ミリモル（ｍ
Ｍ）以下とすることが可能である。さらに好ましい実施形態では、反応溶液１リットルに
対して、触媒使用量を５ミリモル以下とすることが可能であり、２ミリモル以下とするこ
とも可能である。重量基準では、触媒使用量を反応溶液のうちの１重量％以下とすること
が可能である。さらに好ましい実施形態では、０．５重量％以下とすることが可能であり

40

、０．２重量％以下とすることも可能である。
【００５９】
また、触媒の使用量は、好ましくは、反応溶液１リットルに対して、０．１ミリモル以
上であり、より好ましくは、０．５ミリモル以上であり、さらに好ましくは、０．８ミリ
モル以上である。重量基準では、触媒使用量を反応溶液のうちの０．０１重量％以上とす
ることが好ましく、より好ましくは、０．０５重量％以上であり、さらに好ましくは、０
．０８重量％以上である。触媒の使用量が少なすぎる場合には、分子量分布は広くなり易
い。
【００６０】
（保護基）
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本発明の方法には、リビングラジカル重合の反応途中の成長鎖を保護する保護基を用い
る。このような保護基としては、従来からリビングラジカル重合に用いる保護基として公
知の各種保護基を用いることが可能である。
【００６１】
（有機ハロゲン化物）
１つの好ましい実施形態では、本発明の方法においては、炭素−ハロゲン結合を有する
有機ハロゲン化物を反応材料に添加し、この有機ハロゲン化物から成長鎖に与えられるハ
ロゲンを保護基として用いる。このような有機ハロゲン化物は比較的安価であるので、リ
ビングラジカル重合に用いられる保護基のために用いられる公知の他の化合物に比べて有
利である。

10

【００６２】
有機ハロゲン化物は、分子中に少なくとも１個の炭素−ハロゲン結合を有するものであ
ればよく特に限定されるものではない。しかし、一般的には有機ハロゲン化物の１分子中
にハロゲン原子が１個または２個含まれているものが好ましい。
【００６３】
有機ハロゲン化物のハロゲン原子は、触媒中のハロゲン原子と同一であってもよく、異
なってもよい。異種のハロゲン原子であっても、有機ハロゲン化物と触媒の化合物との間
で、互いにハロゲン原子を交換することが可能であるからである。ただし、有機ハロゲン
化物のハロゲン原子と、触媒中のハロゲン原子とが同一であれば、有機ハロゲン化物と触
媒の化合物との間でのハロゲン原子の交換がより容易であるので、好ましい。

20

【００６４】
１つの実施形態において、有機ハロゲン化物は、以下の一般式（ＩＩ）を有する。
【００６５】
ＣＲ

２

Ｒ

３

ここで、Ｒ

Ｒ

４

２

は、ハロゲン、水素またはアルキルである。好ましくは、水素または低級

Ｘ

２

（ＩＩ）

アルキルである。より好ましくは、水素またはメチルである。
【００６６】
Ｒ

３

は、Ｒ

２

と同一であってもよく、または異なってもよく、ハロゲン、水素またはア

ルキルである。好ましくは、水素または低級アルキルである。より好ましくは、水素また
はメチルである。

30

【００６７】
Ｒ

４

は、ハロゲン、水素、アルキル、アリールまたはシアノである。好ましくは、アリ

ールまたはシアノである。Ｒ
２

またはＲ

３

４

が、ハロゲン、水素またはアルキルである場合、Ｒ

４

はＲ

と同一であってもよく、または異なってもよい。

【００６８】
Ｘ

２

は、ハロゲンである。好ましくは、塩素、臭素またはヨウ素である。Ｒ

ハロゲンが存在する場合、Ｘ

２

は、そのＲ

２

なっていてもよい。１つの実施形態では、Ｘ

〜Ｒ
２

４

２

〜Ｒ

４

に

のハロゲンと同一であってもよく、異

のハロゲンは、触媒化合物に含まれるハロ

ゲンと同じハロゲンとすることができる。しかし、触媒化合物に含まれるハロゲンと異な
るハロゲンであってもよい。

40

【００６９】
上記Ｒ

２

〜Ｒ

４

およびＸ

２

は、それぞれ、互いに独立して選択されるが、Ｒ

２

〜Ｒ

４

の

うちにハロゲン原子が０または１つ存在すること（すなわち、有機ハロゲン化物として、
化合物中に１または２つのハロゲン原子が存在すること）が好ましい。
【００７０】
１つの好ましい実施形態では、有機ハロゲン化物は、ハロゲン化アルキルまたはハロゲ
ン化置換アルキルである。より好ましくは、ハロゲン化置換アルキルである。ここで、ア
ルキルは２級アルキルであることが好ましく、より好ましくは３級アルキルである。すな
わち、有機ハロゲン化物のハロゲンが結合している炭素が有する水素は、２つ以下である
ことが好ましく、１つ以下であることがより好ましく、水素を有さないことがさらに好ま
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しい。
【００７１】
ハロゲン化アルキルまたはハロゲン化置換アルキルにおいてアルキルの炭素数は２また
は３であることが好ましい。従って、有機ハロゲン化物は、さらに好ましくは、ハロゲン
化置換エチルまたはハロゲン化置換イソプロピルであるハロゲン化置換アルキルにおける
置換基としては、例えば、フェニルまたはシアノなどが挙げられる。
【００７２】
有機ハロゲン化物の好ましい具体例としては、例えば、以下の、ＣＨ（ＣＨ３ ）（Ｐｈ
）Ｉ、およびＣ（ＣＨ３ ）２ （ＣＮ）Ｉなどである。
【００７３】

10

【化１】

20

【００７４】
【化２】

30

有機ハロゲン化物の別の具体例としては、例えば、塩化メチル、塩化メチレン、クロロ

40

ホルム、四塩化炭素、クロロエタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロ
エタン、ブロモメチル、ジブロモメタン、ブロモホルム、テトラブロモメタン、ブロモエ
タン、ジブロモエタン、トリブロモエタン、テトラブロモエタン、ブロモトリクロロメタ
ン、ジクロロジブロモメタン、クロロトリブロモメタン、ヨードトリクロロメタン、ジク
ロロジヨードメタン、ヨードトリブロモメタン、ジブロモジヨードメタン、ブロモトリヨ
ードメタン、テトラヨードメタン、ヨードホルム、ジヨードメタン、ヨウ化メチル、塩化
イ ソ プ ロ ピ ル 、 塩 化 t‑ブ チ ル 、 臭 化 イ ソ プ ロ ピ ル 、 臭 化 ｔ − ブ チ ル 、 ト リ ヨ ー ド エ タ ン 、
ヨウ化エチル、ジヨードプロパン、ヨウ化イソプロピル、ヨウ化ｔ−ブチル、ブロモジク
ロロエタン、クロロジブロモエタン、ブロモクロロエタン、ヨードジクロロエタン、クロ
ロジヨードエタン、ジヨードプロパン、クロロヨードプロパン、ヨードジブロモエタン、
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ブロモヨードプロパン等が挙げられる。これらのハロゲン化物は単独で用いてもよく、ま
たは組合せて用いてもよい。
【００７５】
本発明の方法における有機ハロゲン化物の使用量は、重合反応系中におけるラジカル重
合開始剤１モル当たり０．５以上であることが好ましく、より好ましくは０．５モル以上
であり、さらに好ましくは１モル以上である。また、重合系中におけるラジカル重合開始
剤１モル当たり１００モル以下であることが好ましく、より好ましくは３０モル以下であ
り、さらに好ましくは５モル以下である。さらに、ビニル系単量体の１モル当たり０．０
０１モル以上であることが好ましく、より好ましくは０．００５モル以上である。また、
ビニル系単量体の１モル当たり０．５モル以下であることが好ましく、より好ましくは０

10

．１モル以下である。
【００７６】
上記有機ハロゲン化物は、その多くの化合物が公知化合物であり、試薬販売会社などか
ら市販されている試薬などをそのまま用いることが可能である。あるいは、従来公知の合
成方法を用いて合成してもよい。
【００７７】
（モノマー）
本発明の重合方法には、モノマーとして、ラジカル重合性モノマーを用いる。ラジカル
重合性モノマーとは、有機ラジカルの存在下にラジカル重合を行い得る不飽和結合を有す
るモノマーをいう。このような不飽和結合は二重結合であってもよく、三重結合であって

20

もよい。すなわち、本発明の重合方法には、従来から、リビングラジカル重合を行うこと
が公知の任意のモノマーを用いることができる。
【００７８】
より具体的には、いわゆるビニルモノマーと呼ばれるモノマーを用いることができる。
ビニルモノマーとは、一般式「ＣＨ２ ＝ＣＲ

５

Ｒ

６

６

がカルボシキシレートであるモノマーを

」で示されるモノマーの総称である。

【００７９】
この一般式においてＲ

５

がメチルであり、Ｒ

メタクリレート系モノマーといい、本発明に好適に用いることができる。
【００８０】
メタクリレート系モノマーの具体例としては、メチルメタクリレート、エチルメタクリ

30

レート、プロピルメタクリレート、ｎ−ブチルメタクリレート、ｔ−ブチルメタクリレー
ト、ヘキシルメタクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、ノニルメタクリレー
ト、ベンジルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート
、ｎ−オクチルメタクリレート、２−メトキシエチルメタクリレート、ブトキシエチルメ
タクリレート、メトキシテトラエチレングリコールメタクリレート、２−ヒドロキシエチ
ルメタクリレート、２−ヒドロキシプロピルメタクリレート、３−クロロ２−ヒドロキシ
プロピルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、２−ヒドロキシ３−
フェノキシプロピルメタクリレート、ジエチレングリコールメタクリレート、ポリエチレ
ングリコールメタクリレート、２−（ジメチルアミノ）エチルメタクリレート等が挙げら
れる。また、メタクリル酸も用いることができる。
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【００８１】
上記ビニルモノマーの一般式においてＲ

５

が水素であり、Ｒ

６

がカルボキシレートで示

されるモノマーは、一般にアクリル系モノマーと言い、本発明に好適に使用可能である。
【００８２】
アクリレート系モノマーの具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート
、プロピルアクリレート、ｎ−ブチルアクリレート、ｔ−ブチルアクリレート、ヘキシル
アクリレート、２−エチルヘキシルアクリレート、ノニルアクリレート、ベンジルアクリ
レート、シクロヘキシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ｎ−オクチルアクリレー
ト、２−メトキシエチルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、メトキシテトラエ
チレングリコールアクリレート、２−ヒドロキシエチルアクリレート、２−ヒドロキシプ
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ロピルアクリレート、３−クロロ２−ヒドロキシプロピルアクリレート、テトラヒドロフ
ルフリルアクリレート、２−ヒドロキシ３−フェノキシプロピルアクリレート、ジエチレ
ングリコールアクリレート、ポリエチレングリコールアクリレート、２−（ジメチルアミ
ノ）エチルアクリレート、Ｎ，Ｎ−ジメチルアクリルアミド、Ｎ−メチロールアクリルア
ミド、Ｎ−メチロールメタクリルアミドなどが挙げられる。また、アクリル酸も使用可能
である。
【００８３】
が水素であり、Ｒ

６

がフェニルで示されるモ

ノマーはスチレンであり、本発明に好適に使用可能である。Ｒ

６

がフェニルまたはフェニ

上記ビニルモノマーの一般式においてＲ

５

ル誘導体で示されるモノマーは、スチレン誘導体といい、本発明に好適に使用可能である

10

。具体的には、ｏ−、ｍ−、ｐ−メトキシスチレン、ｏ−、ｍ−、ｐ−ｔ−ブトキシスチ
レン、ｏ−、ｍ−、ｐ−クロロメチルスチレン等が挙げられる。
【００８４】
上記ビニルモノマーの一般式においてＲ

５

が水素であり、Ｒ

６

がアルキルであるモノマ

ーはアルキレンであり、本発明に好適に使用可能である。
【００８５】
本発明には、２つ以上のビニル基を有するモノマーも使用可能である。具体的には、例
えば、ジエン系化合物（例えば、ブタジエン、イソプレンなど）、アリル系を２つ有する
化合物（例えば、ジアリルフタレートなど）、ジオール化合物のジメタクリレート、ジオ
ール化合物のジアクリレートなどである。

20

【００８６】
本発明には、上述した以外のビニルモノマーも使用可能である。具体的には、例えば、
ビニルエステル類（例えば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビニル、酢酸ビ
ニル）、ビニルケトン類（例えば、ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン、メチル
イソプロペニルケトン）、Ｎ−ビニル化合物（例えば、Ｎ−ビニルピロリドン、Ｎ−ビニ
ルピロール、Ｎ−ビニルカルバゾール、Ｎ−ビニルインドール）、（メタ）アクリル酸誘
導体（例えば、アクリロニトリル、メタアクリロニトリル、アクリルアミド、イソプロピ
ルアクリルアミド、メタクリルアミド）、ハロゲン化ビニル類（例えば、塩化ビニル、塩
化ビニリデン、テトラクロロエチレン、ヘキサクロロプロピレン、フッ化ビニル）、アク
リル酸、メタアクリル酸などである。

30

【００８７】
これらは単独で使用してもよいし、また２種類以上併用してもよい。
【００８８】
上述したモノマーの種類と、本発明の触媒の種類との組み合わせは特に限定されず、任
意に選択されたモノマーに対して任意に選択された本発明の触媒を用いることが可能であ
る。ただし、メタクリレート系モノマーについては、芳香環を有する置換基を有する触媒
、より具体的にはアリールまたは置換アリールを有する触媒を使用することが、反応性の
点で、それ以外の触媒よりも好ましい。
【００８９】
（ラジカル反応開始剤）

40

本発明のリビングラジカル重合方法においては、必要に応じて、必要量のラジカル反応
開始剤を用いる。このようなラジカル反応開始剤としては、ラジカル反応に使用する開始
剤として公知の開始剤が使用可能である。例えば、アゾ系のラジカル反応開始剤および過
酸化物系のラジカル開始剤などが使用可能である。アゾ系のラジカル反応開始剤の具体例
としては、例えば、アゾビス（イソブチロニトリル）が挙げられる。過酸化物系のラジカ
ル開始剤の具体例としては、例えば、ベンゾイルパーオキサイドが挙げられる。
【００９０】
ラジカル開始剤の使用量は特に限定されないが、好ましくは、反応液１リットルに対し
て、１ミリモル以上であり、より好ましくは、５ミリモル以上であり、さらに好ましくは
、１０ミリモル以上である。また、好ましくは、反応液１リットルに対して、５００ミリ
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モル以下であり、より好ましくは、１００ミリモル以下であり、さらに好ましくは、５０
ミリモル以下である。
【００９１】
（溶媒）
モノマーなどの反応混合物が反応温度において液体であれば、必ずしも溶媒を用いる必
要はない。必要に応じて、溶媒を用いてもよい。溶媒としては、従来、リビングラジカル
重合に用いられていた溶媒をそのまま使用することが可能である。
【００９２】
（反応温度）
本発明の方法における反応温度は特に限定されない。好ましくは、１０℃以上であり、

10

より好ましくは、２０℃以上であり、さらに好ましくは、３０℃以上であり、いっそう好
ましくは、４０℃以上であり、特に好ましくは、５０℃以上である。また、好ましくは、
１３０℃以下であり、より好ましくは、１１０℃以下であり、さらに好ましくは、１００
℃以下であり、いっそう好ましくは、９０℃以下であり、特に好ましくは、８５℃以下で
ある。
【００９３】
温度が高すぎる場合には、加熱のための設備等にコストがかかるという欠点がある。温
度が室温以下の場合には、冷却のための設備等にコストがかかるという欠点がある。また
、室温以下で重合するように反応混合物を調製すると、その反応混合物が室温では不安定
で反応してしまうために、反応混合物の保管が困難になるという欠点がある。したがって

20

、上記の、室温より少し高く、かつ過度に高すぎない温度範囲（例えば、５０℃から８５
℃）は、実用的な意味において非常に好適である。
【００９４】
（反応時間）
本発明の方法における反応時間は特に限定されない。好ましくは、１５分間以上であり
、より好ましくは、３０分間以上であり、さらに好ましくは、１時間以上である。また、
好ましくは、３日以下であり、より好ましくは、２日以下であり、さらに好ましくは、１
日以下である。
【００９５】
反応時間が短すぎる場合には、充分な分子量を得ることが難しい。反応時間が長すぎる

30

場合には、プロセス全体としての効率が悪い。適切な反応時間とすることにより、優れた
性能（適度な重合速度と副反応の軽減）が達成され得る。
【００９６】
（反応メカニズム）
本発明は特に理論に束縛されないが、その推定されるメカニズムを説明する。
【００９７】
リビングラジカル重合法の基本概念はドーマント種（Ｐ−Ｘ）の成長ラジカル（Ｐ・）
への可逆的活性化反応にあり、保護基

Ｘにハロゲンを、活性化の触媒として遷移金属錯

体を用いた系は、有用なリビングラジカル重合法の一つである。本発明によれば、Ｇｅ化
合物、Ｓｎ化合物またはＳｂ化合物を用いて、高い反応性で、有機ハロゲン化物のハロゲ

40

ンを引き抜くことが可能であり、ラジカルを可逆的に生成させることができる（スキーム
１）。
【００９８】
従来から、一般に、遷移金属はその電子が様々な遷移状態にあり得るため、各種化学反
応を触媒する作用に優れることが知られている。このため、リビングラジカル重合の触媒
としても、遷移金属が優れていると考えられていた。逆に、典型元素はこのような触媒に
は不利であると考えられていた。
【００９９】
しかしながら、予期せぬことに、本発明によれば、典型元素のうち、ゲルマニウム、ス
ズまたはアンチモンを中心元素とする触媒を用いることにより、図１の模式図に示すよう
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に、触媒化合物と反応中間体との間でハロゲンを交換しながら、極めて効率よく重合反応
が進行する。これは、中心元素とハロゲンとの結合が、反応中間体とのハロゲンの交換を
行う上で適切であることによると考えられる。従って、基本的には、この中心元素とハロ
ゲンとの結合を有する化合物であれば、中心元素およびハロゲン以外の置換基を有する化
合物であっても、良好にリビングラジカル重合を触媒できると考えられる。
（スキーム１）
【０１００】
【化３】
10

（ポリマーの用途）
上述した本発明のリビングラジカル重合方法によれば、分子量分布の狭いポリマーが得
られる。例えば、反応材料の配合や反応条件を適切に選択することにより、重合平均分子

20

量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎとの比Ｍｗ／Ｍｎが１．５以下のポリマーを得ることが可能で
あり、さらに反応材料配合および反応条件を適切に選択することにより、Ｍｗ／Ｍｎが１
．４以下、１．３以下、１．２以下、さらには１．１以下のポリマーを得ることが可能と
なる。
【０１０１】
本発明のリビングラジカル重合方法により得られるポリマーは、各種用途に使用可能で
ある。例えば、レジスト、接着剤、潤滑剤、塗料、インク、包装材、薬剤、パーソナルケ
ア製品（整髪料・化粧品など）などの生産に使用可能である。
【０１０２】
また、触媒の中心元素として、ゲルマニウムを用いた場合、ゲルマニウムには導電性が

30

ないため、導電性不純物がポリマー中に残存しないことが必要とされる、例えばレジスト
等の用途においても、好適に使用可能なポリマーが得られる。
【実施例】
【０１０３】
以下に、本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例により限定されるも
のではない。
【０１０４】
（実施例１および比較例１）
ハロゲン化アルキルとして、０．０１８６ｇの１−フェニルエチルヨージド（ＰＥ−Ｉ
）を用いた。Ｇｅ化合物として０．００２９ｇのＧｅＩ４ を用いた。ラジカル開始剤とし

40

て０．００４８ｇの過酸化ベンゾイル（ＢＰＯ）を用いた。これらの材料を１ｇのスチレ
ンに溶解して反応溶液とした。これらの材料の溶解性は良好であり、均一な溶液が形成さ
れた。反応溶液中の濃度は、以下のとおりであった。
ＰＥ−Ｉ

８０ｍＭ、

ＧｅＩ４

５

ＢＰＯ

２０

ｍＭ、
ｍＭ

アルゴンにて残存酸素を置換し、この反応溶液を８０℃に加熱することにより重合反応を
行った。
【０１０５】
なお、濃度の「ｍＭ」は、モノマー１リットルを基準とするミリモル数を示す。例えば
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、８０ｍＭは、モノマー１リットルに８０ミリモルが溶解していることを意味する。
【０１０６】
表１および表２に示すとおりに、反応材料および反応条件を変更しながら、Ｎｏ．１〜
Ｎｏ．１２ならびに比較１および比較２の実験を行った。Ｎｏ．１〜Ｎｏ．１２の実験が
実施例１の実験であり、Ｎｏ．Ｃ１およびＣ２の実験が比較例１の実験である。
【０１０７】
この重合では、ＢＰＯの開裂により生じたラジカルＰ
ヨウ素を引き抜き、Ｐ−Ｘと活性化剤ＧｅＩ３

・

・

が、ＧｅＩ４ （不活性化剤）の

が生成する。このようにして可逆的活性

化反応が生ずる。
【０１０８】

10

図２の黒丸に重合結果を示す。数平均分子量Ｍｎ は重合率に比例して増大し、理論値と
よく一致した。分子量分布指数Ｍｗ ／Ｍｎ は重合初期から約１．２であって、小さく、活
性化（ハロゲン交換）の頻度は十分高いと言える。重合率は２１ｈで５０％であった。Ｇ
ｅＩ４ を含まない場合では、重合後期においても、Ｍｗ ／Ｍｎ は１．５程度であった。Ｇ
ｅＩ４ に代えて、ＧｅＩ２ 、ＳｎＩ４ 、またはＳｎＩ２ を用いた場合も、図２に示すよう
に、Ｍｗ ／Ｍｎ は重合初期から約１．２と小さかった。いずれの化合物においても、少量
（５ｍＭ、反応溶液中の０．２９重量％）の添加で、分子量分布の狭いポリマーが得られ
、それらの触媒活性が高いことが理解された。
【０１０９】
表２にスチレンの重合実験の結果をまとめる。表中、「ＰＤＩ」の欄に、Ｍｗ／Ｍｎの
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値を記載する。適当な条件下で、Ｍｗ／Ｍｎが１．１を下回るきわめて分子量分布の狭い
ポリマーを得ることができた（Ｎｏ．１０）。また、高重合率を達しつつ、分子量分布の
狭いポリマーを得ることもできた（例えば、Ｎｏ．３、４、６、７、９、１３）。仕込み
のＰＥ−Ｉ濃度を下げることにより、例えば、ＧｅＩ４ 系でＭｎ＝１１４００、Ｍｗ／Ｍ
ｎ＝１．２９（Ｎｏ．５）、ＳｎＩ４ 系でＭｎ＝２２０００、Ｍｗ／Ｍｎ＝１．１８（Ｎ
ｏ．１１）のポリマーを得るなど、比較的高分子量で分子量分布の狭いポリマーを得るこ
ともできた。触媒量を上述した量（５ｍＭ）よりもさらに減らした実験においても（１−
２ｍＭ、反応溶液中の０．０６−０．１２重量％）、分子量分布の狭いポリマーを得るこ
とができた（Ｎｏ．２、４、１１）。比較例１、すなわち、触媒を含まない系では、重合
後期においても、Ｍｗ／Ｍｎは１．５以上であって、本発明の触媒を用いたスチレンの重
合実験結果よりも分子量分布が広かった（Ｎｏ．Ｃ１、Ｃ２）。分子量分布の制御は触媒
の作用によると言える。生成したポリマーのタクティシティから本重合がラジカル重合で
あることを確認した。
【０１１０】
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【表１】

10

20
ＢＰＯ：

ベンゾイルパーオキサイド

ＡＩＢＮ：アゾビス（イソブチロニトリル）
【０１１１】
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【表２】

10

20

30
ａ

８０℃においては、ベンゾイルパーオキサイド（ＢＰＯ）
６０℃においては、アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）

b

［ Ｍ ］ 、 ［ Ｐ Ｅ − Ｉ ］ お よ び 重 合 率 に よ り 計 算 さ れ る Ｍ ｎ の 理 論 的 計 算 値 。 Mは モ ノ マ

ーを表す。
【０１１２】
（実施例２および比較例２：メタクリル酸メチル（ＭＭＡ））
実施例１と同様に実験を行った。ただし、一部の実験においては、２級アルキルのＰＥ
−Ｉに替え、３級アルキルのメタクリロニトリル型ヨウ化アルキル（ＭＡＮ−Ｉ）を使用
した。また、ラジカルの活性が高いと考えられる触媒を合成した。スキーム２に示す既知
の反応を利用して、置換基の異なる３種類の触媒、ＣＨ３ ＰｈＧｅＩ３ （ＴＧｅＩ３ ）、
ＣＨ３ ＯＰｈＧｅＩ３ （ＡＧｅＩ３ ）、およびＰｈＧｅＩ３ を合成した（下式）。
【０１１３】
スキーム
Ｒ−Ｉ

２：
＋

ＧｅＩ２

→

ＲＧｅｌ３

ＰｈＧｅＩ３ 、ＴＧｅＩ３ 、およびＡＧｅＩ３ の構造式を以下に示す。
【０１１４】
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【化４】

ヨウ化アルキル、合成した触媒、ラジカル開始剤としてＡＩＢＮを用いてＭＭＡの重合
を７０℃で行った。表４に重合結果を示す。Ｎｏ．１〜Ｎｏ．１０の実験が実施例２の実

10

験であり、Ｎｏ．Ｃ１の実験が比較例２の実験である。
【０１１５】
Ｎｏ．１の実験では、比較的分子量が低く、分子量分布も比較的広かったが、従来技術
における遷移金属錯体系触媒と比較すると優れた活性を示す結果であり、本発明の作用効
果を奏していることが確認された。
【０１１６】
ヨウ化アルキルとしてＭＡＮ−Ｉを用いることで開始効率が上がった（Ｎｏ．５対Ｎｏ
．６）。触媒として、ＰｈＧｅＩ３ 、ＡＧｅＩ３ 、ＴＧｅＩ３ を用いることで重合速度（
活性化速度）が大きくなった。分子量、分子量分布の制御されたポリマーを得ることがで
きた（Ｎｏ．２−５）。最も重合結果が良かった（重合速度および活性化速度が大きかっ

20

た）ＴＧｅＩ３ を触媒として用い、組成比を変えて重合を行ったところ、Ｍｗ ／Ｍｎ が１
．２を下回る分子量分布のかなり狭いポリマーを得ることができ（Ｎｏ．７）、また、Ｍ
ｎ

が１００００を超える比較的高分子量で分子量分布の狭いポリマーを得ることもできた

（Ｎｏ．９）。高重合率を達しつつ、分子量分布の狭いポリマーを得ることもできた（例
えば、Ｎｏ．５、９、１０）。比較例２、すなわち、触媒を含まない系では、重合後期に
おいても、Ｍｗ／Ｍｎは１．８以上と分子量分布は制御されなかった（Ｎｏ．Ｃ１）。
【０１１７】
【表３】
30

40

【０１１８】
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【表４】

10

20

ａ

アゾビス（イソブチロニトリル）

ｂ

［Ｍ］、［Ｒ−Ｘ］および重合率により計算されるＭｎの理論的計算値

（ＡＩＢＮ）。

なお、上記実験に加えて、さらに、Ｇｅ（ＩＩ）を中心元素とする触媒を用いて、同様
の実験を行った。その結果、Ｇｅ（ＩＩ）を中心元素とする触媒がリビングラジカル重合
反応の触媒として充分に作用することを確認した。
【０１１９】

30

（実施例３：イソプレン（ジエン類））
イソプレン１ｇに対して、ヨウ化アルキルとして０．００９３ｇのＰＥ−Ｉ、触媒とし
て０．００３１ｇのＳｎＩ４ 、ラジカル開始剤として０．００９７ｇのＢＰＯを添加し、
８０℃でイソプレンの重合を行った。重合結果を以下の表５に示す。
【０１２０】
【表５】

40

ａ
ｂ

ベンゾイルパーオキサイド（ＢＰＯ）。
［Ｍ］、［Ｒ−Ｘ］および重合率により計算されるＭｎの理論的計算値
（比較例３）
以下の配合を用いた以外は、実施例１と同様に重合実験を行った。

モノマー：スチレン、８．０Ｍ（１ｇ）
ハロゲン化アルキル：１−フェニルエチルブロミド、８０ｍＭ（０．０１６ｇ）
（以下の表中では「ＰＥＢ」と略す）
触媒：ＣｕＢｒ

５ｍＭ（０．０００７１ｇ）

50
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−ビピリジン

１０ｍＭ（０．００３

５ｇ）
なお、この実験においては、過酸化物を用いなかった。銅錯体触媒の場合には過酸化物
を用いないことが当業者の技術常識であったからである。その理由は、（１）銅錯体触媒
の場合には、過酸化物を用いなくてもラジカル反応が開始されること、および、（２）銅
錯体触媒に過酸化物を加えると、成長種の失活反応が起こってしまって却って分子量分布
が広くなってしまうことである。具体的には、例えば、上記非特許文献１においても、過
酸化物を含まない反応材料が用いられることが記載されている。
【０１２１】
これらの材料をモノマーに溶解して反応溶液とした。この反応溶液を、８０℃に加熱し

10

た。結果は以下のとおりであった。
【０１２２】
【表６】

20
この結果、実施例１におけるスチレンの重合率と比較して、重合率がかなり低かった。
また、反応後のＭｎは１２００〜１４００であって著しく低く、高分子量のポリスチレン
が得られなかった。またＭｗ／Ｍｎの値（ＰＤＩ）も、実施例１における本発明の触媒に
おける値よりもかなり大きくなっている。従って、遷移金属触媒の活性が、本発明の触媒
の活性に比べて著しく劣ることが理解される。
【０１２３】
この比較例３の結果と、実施例１の結果との対比からも理解されるとおり、本発明の触
媒は、先行技術における遷移金属錯体触媒に比べて、著しく活性が高い。
【０１２４】

30

上記の実施例は、先行技術に開示された先行技術の触媒の性能と比べても本発明が優れ
ることを示している。
【０１２５】
例えば、上述した非特許文献１に記載された実験例では、以下の反応溶液を反応させる
：
スチレン

（１

ｇ）

１−フェニルエチルブロミド

８７

ＣｕＢｒ
４，４

８．７
８７

Ｍ
ｍＭ

ｍＭ

（０．０１３

−ジ−（５−ノニル）−２，２

（０．０１６

ｇ）

ｇ）
−ビピリジン

１７４

ｍＭ

（０．０７６

ｇ）

40

この反応溶液を１１０℃で７時間加熱して、ポリマーを得ている。モノマー１ｇに対して
、錯体化合物を０．０８９ｇ、すなわち、モノマーに対して８．９重量％という多量の触
媒を用いている。
【０１２６】
本発明においては、この例と比較して、触媒使用量を格段に減らすことができ、反応温
度を３０〜５０℃下げることができ、かつ、配位子を用いる必要もない。
【０１２７】
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
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な好ましい実施形態の記載から、当業者の技術常識に基づいて特許請求の範囲と等価な範
囲を理解することができる。本明細書において引用した特許、特許出願および文献は、そ
の内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細書に対する
参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
上述したとおり、本発明者らは、典型元素（ゲルマニウム、スズ、またはアンチモン）
を触媒として利用した新しいタイプのリビングラジカル重合方法（精密制御ラジカル重合
）を発明した。その特徴は、触媒の低毒性、低使用量、高溶解性（配位子が不要）、温和
な反応条件、無着色・無臭（重合反応後の処理が不要）などにあり、従来のリビングラジ

10

カル重合に比べて格段に環境に優しく経済性に優れる。
【０１２９】
世界の高分子化合物生産量の半分以上はラジカル重合によるが、リビングラジカル重合
は、高付加価値材料である、レジスト、接着剤、潤滑剤、塗料、インク、包装材、薬剤、
パーソナルケア製品などの生産に応用でき、市場規模は極めて大きい。あるいは、新しい
電子材料、光学材料、分離材料、または生体材料を生産する優れたプロセスとして幅広く
利用され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の概念を示す模式図である。
【図２】スチレン重合におけるＭｎ およびＭｗ ／Ｍｎ 対Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ（重合率）
のプロットを示す。
【０１３１】
［ＰＥ−Ｉ］０ ＝８０ｍＭ；
［ＢＰＯ］０ ＝２０ｍＭ；
［ＸＡ］０ ＝５ｍＭ
ＸＡは、ＧｅＩ４ 、ＧｅＩ２ 、ＳｎＩ４ 、またはＳｎＩ２ である。温度は、Ｓｎ化合物
について６０℃である。Ｇｅ化合物について８０℃である。
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【図１】

【図２】
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