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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリマー鎖中に包接構造からなる空隙を有することにより低屈折率を示す重合性ポリマ
ーの製造方法であって、
パラ位が置換されてもよいカリックスアレーン、カリックスレゾルシンアレーン、及び
シクロデキストリンからなる群より選択される包接化合物と、ビスフェノールＡジグリシ
ジルエーテル、１，２−エタンジオールジグリシジルエーテル、１，４−ブタンジオール
ジグリシジルエーテル、１，６−ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、ノボラック型
エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂からなる群より選択される架橋性化
合物と、を反応させることにより高分子量化させてポリマーを得る工程、及び

10

前記ポリマーの分子末端に存在する未反応のグリシジル基と、カルボキシル基を有する
不飽和化合物と、を反応させることにより、前記ポリマーの末端に重合性の不飽和基を導
入する工程、を備えた重合性低屈折率ポリマーの製造方法。
【請求項２】
前記包接化合物が３以上の水酸基を有することにより、この包接化合物を由来とする前
記包接構造を枝分かれ点として、前記ポリマーが複数の枝分かれ構造を有することを特徴
とする請求項１記載の重合性低屈折率ポリマーの製造方法。
【請求項３】
請求項１又は２記載の重合性低屈折率ポリマーを、前記不飽和基を重合させる重合開始
剤により高分子量化させて硬化させる光学材料の製造方法。

20

(2)

JP 5584878 B2 2014.9.10

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポリマー鎖中に空隙構造を有する高分子化合物及びその製造方法に関し、さ
らに詳しくは、ポリマー鎖中に空隙構造を有し、低い屈折率の光学材料を製造するのに有
用な高分子化合物及びその製造方法、並びにそれを使用した硬化性組成物及び光学材料用
組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年の通信技術の進歩は、光ファイバ技術の進歩に依るところが極めて大きい。この光
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ファイバは、無機ガラス製又はプラスチック製のものが知られているが、プラスチック製
のものは曲げ加工性が良好で低価格で製造できる等の利点を有するため、通信用途をはじ
めとして、医療用途、照明用途等に広く利用されている。
【０００３】
このようなプラスチック製の光ファイバは、高い屈折率を示すポリマーからなる芯構造
と、低い屈折率を示すポリマーからなる鞘構造とを組み合わせたものが使用される。光フ
ァイバがこのような構造をとることにより、光ファイバの中を伝わる光は、光ファイバの
内部に閉じ込められ、外部へと漏れ出すことが抑制される。このような光ファイバの光閉
じ込め効果は、芯構造に含まれるポリマーと鞘構造に含まれるポリマーとの間の屈折率の
差が大きいほど大きくなるので、両ポリマーの屈折率の差が大きいほど光ファイバの伝送
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ロスが低減されることになる。このため、芯構造として使用されるポリマーは、より高い
屈折率を示すものが要望され、鞘構造として使用されるポリマーは、より低い屈折率を示
すものが要望されている。
【０００４】
このようなことから、例えば、特許文献１では、光ファイバの鞘材として含フッ素重合
体を使用することが開示されている。ポリマー分子にフッ素原子を導入すると、そのポリ
マーの屈折率を低下させることができるので、このようなポリマーを光ファイバの鞘材と
して使用することにより、高い伝送効率を有する光ファイバを作製できると期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開平８−２１１２３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、フッ素を分子内に含むポリマーは、燃焼時に、環境に影響を及ぼすと考
えられる含ハロゲン化合物を発生させるおそれがある。このため、光ファイバ等を構成す
る光学材料には、フッ素原子を含むポリマーが含まれないことが望ましい。しかしながら
、フッ素原子を分子内に含まず、かつ光学材料用途として十分に低い屈折率を示すポリマ
ーはこれまで存在しなかったのが現状である。
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【０００７】
本発明は、以上の状況に鑑みてなされたものであり、実質的にフッ素原子を分子内に含
まず、かつ低い屈折率を示すポリマーを提供することを目的とする。また、本発明は、そ
のようなポリマーが含まれることにより、低い屈折率を示す光学材料を容易に作製するこ
とのできる硬化性組成物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】
【０００８】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、ポリマー分子中に空隙構
造を導入することにより、そのポリマーの屈折率を低下させることが可能なことを見出し
、本発明を完成するに至った。
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【０００９】
より具体的には、本発明は、以下のものを提供する。
【００１０】
（１）ポリマー鎖中に包接構造からなる空隙を有することにより低屈折率を示す重合性
ポリマーの製造方法であって、パラ位が置換されてもよいカリックスアレーン、カリック
スレゾルシンアレーン、及びシクロデキストリンからなる群より選択される包接化合物と
、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、１，２−エタンジオールジグリシジルエーテ
ル、１，４−ブタンジオールジグリシジルエーテル、１，６−ヘキサンジオールジグリシ
ジルエーテル、ノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂からな
る群より選択される架橋性化合物と、を反応させることにより高分子量化させてポリマー
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を得る工程、及び前記ポリマーの分子末端に存在する未反応のグリシジル基と、カルボキ
シル基を有する不飽和化合物と、を反応させることにより、前記ポリマーの末端に重合性
の不飽和基を導入する工程、を備えた重合性低屈折率ポリマーの製造方法。
【００１１】
（２）前記包接化合物が３以上の水酸基を有することにより、この包接化合物を由来と
する前記包接構造を枝分かれ点として、前記ポリマーが複数の枝分かれ構造を有すること
を特徴とする（１）項記載の重合性低屈折率ポリマーの製造方法。
【００１２】
（３）（１）項又は（２）項記載の重合性低屈折率ポリマーを、前記不飽和基を重合さ
せる重合開始剤により高分子量化させて硬化させる光学材料の製造方法。
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【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、実質的にフッ素原子を分子内に含まず、かつ低い屈折率を示すポリマ
ーが提供される。また、本発明によれば、そのようなポリマーが含まれることにより、低
い屈折率を示す光学材料を容易に作製することのできる硬化性組成物が提供される。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
まず、本発明の高分子化合物について説明する。
【００２４】
本発明の高分子化合物は、そのポリマー鎖中に包接構造からなる空隙を有する。これに
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より、本発明の高分子化合物は、低い屈折率を示すものとなり、光学材料、又は光学材料
の原料として好適に使用される。また、本発明の高分子化合物は、そのポリマー鎖中に空
隙構造を有するので、そのような構造を持たない通常のポリマーに比べて軽量であるとい
う特徴も有する。このため、本発明の高分子化合物は、軽量であることが要求される部材
を構成する材料としても好適に使用される。ポリマー鎖中に含まれる包接構造からなる空
隙は、複数含まれることが好ましいが特に限定されない。
【００２５】
本発明の高分子化合物が低い屈折率を示す理由は、現在調査中であるが、次のような２
つの可能性が考えられる。１つ目は、ポリマー鎖中に含まれる包接構造からなる複数の空
隙に分子レベルで空気が含まれるためと考えられる。最も低い屈折率を示す物質は、空気
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であり、その屈折率は１である。このため、本発明の高分子化合物は、その分子構造の所
々に、空気と同様の低い屈折率を示す箇所が存在することになり、結果として、高分子化
合物全体の屈折率が低下するものと考えられる。
【００２６】
２つ目は、本発明の高分子化合物の密度がその分子内に含まれる空隙構造により低くな
るためと考えられる。物質の屈折率ｎＤは、Ｍを分子量、Ｒを分子屈折、ρを密度とすれ
ば、下記数式（１）のＬｏｒｅｎｔｚ−Ｌｏｒｅｎｚの式で表され、この数式におけるρ
Ｒ項を小さくすれば、屈折率が低くなることがわかる。そのため、本発明の高分子化合物
は、その分子内に含まれる空隙構造によって密度が小さくなり、下記数式（１）における
ρＲ項が小さくなって低い屈折率を示すものと推察される。
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【００２７】
【数１】

【００２８】
以上のことから、本発明の高分子化合物は、実質的にフッ素原子を含まず、かつ低い屈
折率を示すポリマーとなる。なお、「実質的にフッ素原子を含まず」とは、ポリマーの構
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造中に積極的にフッ素原子を導入しないことを意味するものであり、本発明は、原料とな
る化合物に微量に含まれていたフッ素原子によって、ポリマー中にフッ素原子が導入され
てしまうことを排除しない。
【００２９】
本発明の高分子化合物に含まれる包接構造は、環状の構造である。このような構造とし
ては、カリックスアレーン構造、カリックスレゾルシンアレーン構造、シクロデキストリ
ン構造、クラウンエーテル構造等、大環状化合物の構造が挙げられる。これらの中でも、
カリックスアレーン構造、カリックスレゾルシンアレーン構造、シクロデキストリン構造
が好ましく用いられる。なお、本発明において、「カリックスアレーン構造」という用語
は、カリックスアレーン構造に含まれるフェノール性水酸基のパラ位が置換されているも
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の及び置換されていないものの両方を含むものとして使用される。すなわち、「カリック
スアレーン構造」という用語は、パラ位が置換されていないカリックスアレーン構造のみ
ならず、ｐ−ｔｅｒｔ−ブチルカリックスアレーン構造等も含む意味となる。このことは
、「カリックス［６］アレーン構造」及び「カリックス［８］アレーン構造」という用語
にも当てはまる。
【００３０】
また、上記の理由から、分子内に含まれる包接構造による空隙が大きいほど屈折率が低
くなることが考えられる。そのような観点からは、包接構造としてカリックスアレーン構
造を使用する場合には、フェノール単位が６又は８個含まれるカリックス［６］アレーン
構造又はカリックス［８］アレーン構造が好ましく、カリックス［８］アレーン構造がよ
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り好ましい。また、包接構造としてシクロデキストリン構造を使用する場合には、グルコ
ース単位が６、７又は８個含まれるα−シクロデキストリン構造、β−シクロデキストリ
ン構造又はγ−シクロデキストリン構造が好ましく、β−シクロデキストリン構造又はγ
−シクロデキストリン構造がより好ましく、γ−シクロデキストリン構造が最も好ましい
。
【００３１】
また、包接構造は、環状の構造であればよいので、上記カリックスアレーン構造、カリ
ックスレゾルシンアレーン構造、シクロデキストリン構造又はクラウンエーテル構造に限
定されず、高分子化合物のポリマー鎖が部分的にループして形成されたループ構造であっ
てもよい。このようなループ構造としては、１本のポリマー鎖がループした構造の他に、
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ポリマー鎖が高度に枝分かれをし、かつ、これらの枝分かれ構造が互いに再結合すること
によって形成された分子内環状構造も含まれる。後者の例としては、ポリマー鎖が高度に
枝分かれをした構造を有するハイパーブランチポリマーと呼ばれる高分子化合物が挙げら
れる。本発明者らの検討により、ハイパーブランチポリマーは、通常の直鎖状ポリマーよ
りも低い屈折率を示すことが判明している。
【００３２】
本発明の高分子化合物は、上記のように空隙を提供する包接構造がポリマー鎖に含まれ
るが、この包接構造をポリマー鎖の枝分かれ点とし、複数の枝分かれ構造を有することが
好ましい。本発明の高分子化合物は、このような構造を有することによって、ポリマー鎖
が高度に枝分かれをしたハイパーブランチポリマーとなって複屈折性が低下し、光学材料
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としてより優れた特性を備えることになる。また、本発明の高分子化合物がハイパーブラ
ンチポリマーとなることにより、上記のように、より低い屈折率を示すようになる。
【００３３】
このように、包接構造をポリマー鎖の枝分かれ点とさせ、複数の枝分かれ構造を本発明
の高分子化合物に与えるためには、例えば、包接構造に含まれる複数の官能基を利用すれ
ばよい。詳細は後述の高分子化合物の製造方法で説明するが、カリックスアレーン構造、
カリックスレゾルシンアレーン構造又はシクロデキストリン構造の由来となるカリックス
アレーン、カリックスレゾルシンアレーン又はシクロデキストリンには、１分子中に複数
個の水酸基が含まれている。そこで、これらの水酸基を利用して分子間架橋することので
きる架橋性化合物を使用して、架橋性化合物と包接化合物とからなる高分子化合物を合成
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すれば、包接構造をポリマー鎖の枝分かれ点とさせることができる。
【００３４】
本発明の高分子化合物は、ポリマー鎖の側鎖又は末端に少なくとも一つの重合性の不飽
和基を有することが好ましい。このような不飽和基を有することにより、本発明の高分子
化合物は、当該不飽和基を重合させることのできる重合開始剤の存在下、重合して高分子
量化し、硬化することができる。不飽和基が導入された本発明の高分子化合物の一例を、
下記化学式（１）として模式的に示す。
【００３５】
【化１】
20
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【００３６】
上記化学式（１）において、丸い図形で示される部分は、包接化合物を由来とする包接
構造を示し、波線及び直線部分は、包接構造同士を結合させる架橋性化合物からなる架橋
構造を示す。この架橋性化合物は、包接化合物の官能基（例えば、カリックス［８］アレ
ーンのフェノール性水酸基）と反応する置換基（結合性置換基）として、例えば、グリシ
ジル基を有する。このような架橋性化合物として、分子の両端にグリシジル基が導入され
たビスフェノールＡ化合物が例示される。
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【００３７】
ここで、反応条件を選択することにより、架橋性化合物の両端に存在する結合性置換基
のうちの一方を未反応のまま残すことが可能であり、さらにその未反応の結合性置換基と
結合する不飽和化合物を反応させることができる。これにより、高分子化合物に重合性の
不飽和結合を導入することができる。上記化学式（１）は、未反応の結合性置換基（例え
ばグリシジル基）と、その結合性置換基と結合する不飽和化合物（例えばメタアクリル酸
）とを反応させて、高分子化合物に重合性のメタアクロイル基を導入した例を示すもので
ある。
【００３８】
架橋性化合物を由来とする架橋構造としては、ビスフェノールＡ骨格、ビスフェノール
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Ｆ骨格、エチレングリコール骨格、プロピレングリコール骨格、ポリエチレングリコール
骨格、１，６−ヘキサンジオール骨格、１，４−ブタンジオール骨格等が例示されるが特
に限定されない。
【００３９】
重合性の不飽和基としては、ラジカルの存在により重合することのできる不飽和結合を
有する置換基が挙げられ、このような置換基としては、ビニル基、アリル基、スチリル基
、アクリロイル基、メタクリロイル基、プロパルギル基等が例示されるが特に限定されな
い。
【００４０】
このように重合性の不飽和基を有する高分子化合物と、その不飽和基を重合させる重合
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開始剤とを含む硬化性組成物も本発明の一つである。このような硬化性組成物を成形用の
型に流し込み、当該硬化性組成物に含まれる高分子量化合物を重合させることにより、所
望とする形状の硬化物を得ることができる。この硬化物は、低い屈折率を有する光学材料
組成物となり、そのまま、又は更なる加工を経て、低い屈折率を示す光学材料となる。硬
化性組成物には、型に流し込む際の適性を向上させること等を目的として、適切な溶媒が
添加されてもよい。
【００４１】
重合開始剤としては、光重合開始タイプのものであっても、熱重合開始タイプのもので
あってもよい。
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【００４２】
光重合開始タイプの重合開始剤は、紫外線等の活性エネルギー線の照射によりラジカル
を発生させる化合物であり、このような化合物としては、例えば、ベンジル、ジアセチル
等のα−ジケトン類；ベンゾイン等のアシロイン類；ベンゾインメチルエーテル、ベンゾ
インエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル等のアシロインエーテル類；チオ
キサントン、２，４−ジエチルチオキサントン、チオキサントン−４−スルホン酸、ベン
ゾフェノン、４，４

−ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、４，４

−ビス（ジエ

チルアミノ）ベンゾフェノン等のベンゾフェノン類；アセトフェノン、ｐ−ジメチルアミ
ノアセトフェノン、α，α

−ジメトキシアセトキシベンゾフェノン、２，２

−ジメト

キシ−２−フェニルアセトフェノン、ｐ−メトキシアセトフェノン、２−メチル［４−（
メチルチオ）フェニル］−２−モルフォリノ−１−プロパノン、２−ベンジル−２−ジメ
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チルアミノ−１−（４−モルフォリノフェニル）−ブタン−１−オン等のアセトフェノン
類；アントラキノン、１，４−ナフトキノン等のキノン類；フェナシルクロリド、トリブ
ロモメチルフェニルスルホン、トリス（トリクロロメチル）−ｓ−トリアジン等のハロゲ
ン化合物；ジ−ｔ−ブチルパーオキサイド等の過酸化物；２，４，６−トリメチルベンゾ
イルジフェニルホスフィンオキサイド等のアシルホスフィンオキサイド類等が挙げられる
。また、市販品としては、イルガキュア（登録商標）１８４、６５１、５００、９０７、
ＣＧＩ１３６９、ＣＧ２４−６１、ダロキュア１１１６、１１７３（チバ・スペシャリテ
ィ・ケミカルズ株式会社製）、ルシリンＬＲ８７２８、ＴＰＯ（ＢＡＳＦ社製）、ユベク
リルＰ３６（ＵＣＢ社製）等を挙げることができる。
【００４３】
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熱重合開始剤は、室温又は加熱によってラジカルを発生させる化合物であり、このよう
な化合物としては、例えば、過酸化物、アゾ化合物等を挙げることができ、具体例として
は、ベンゾイルパーオキサイド、ｔｅｒｔ−ブチルパーオキシベンゾエート、アゾビスイ
ソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）等を挙げることができる。
【００４４】
本発明の高分子化合物の数平均分子量は、１５００〜５００００であることが好ましく
、２５００〜８０００であることがより好ましい。本発明の高分子化合物の数平均分子量
が１５００以上であることにより、優れたフィルム形成能を有する。また、本発明の高分
子化合物の数平均分子量が５００００以下であることにより、高分子化合物の粘度を比較
的低く抑えることができるので、優れた加工性と他の化合物との優れた混和性・流動性を
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付与することができ、上記硬化性組成物としたときに優れた均一の成形性を得ることがで
きる。
【００４５】
次に、本発明の高分子化合物の製造方法について説明する。本発明の製造方法は、ポリ
マー鎖中に包接構造からなる空隙を有する高分子化合物の製造方法であり、この包接構造
は、複数の官能基を有する包接化合物を由来とするものである。そして、この包接化合物
に含まれる官能基と反応して結合を形成することが可能な結合性置換基を複数有する架橋
性化合物と、上記包接化合物と、を反応させることにより高分子量化させて高分子量化合
物を生成させる。すなわち、本発明の製造方法は、上記で説明した高分子化合物を製造す
る方法である。
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【００４６】
本発明の製造方法で使用される包接化合物としては、例えば、カリックスアレーン類、
カリックスレゾルシンアレーン類、シクロデキストリン類等が挙げられる。そして、既に
説明したように、より大きな空隙を高分子化合物の分子内に導入し、当該高分子量化合物
の屈折率を低下させるという観点からは、包接化合物としてカリックスアレーン類を使用
する場合には、フェノール単位が６又は８個含まれるカリックス［６］アレーン又はカリ
ックス［８］アレーンが好ましく、カリックス［８］アレーンがより好ましい。また、包
接化合物としてシクロデキストリン類を使用する場合には、グルコース単位が６、７又は
８個含まれるα−シクロデキストリン、β−シクロデキストリン又はγ−シクロデキスト
リンが好ましく、β−シクロデキストリン又はγ−シクロデキストリンがより好ましく、
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γ−シクロデキストリンが最も好ましい。これらの化合物は、公知の合成法によって入手
できる他、市販品を入手することもできる。また、カリックスアレーン類は、各フェノー
ル性水酸基のパラ位に各種置換基が結合したものであってもよい。このようなカリックス
アレーン類としては、ｐ−ｔｅｒｔ−ブチルカリックス［６］アレーン、ｐ−ｔｅｒｔ−
ブチルカリックス［８］アレーン等が例示される。なお、本発明において、「カリックス
アレーン」という用語は、特に指定のない場合、カリックスアレーン、ｐ−ｔｅｒｔ−ブ
チルカリックスアレーン等、カリックスアレーンのフェノール性水酸基のパラ位に各種置
換基を有さないもの及び有するものの両方を含むものとして使用される。このことは、「
カリックス［６］アレーン」又は「カリックス［８］アレーン」という用語についても同
様である。
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【００４７】
上記例示した包接化合物のうち、カリックス［６］アレーン又はカリックス［８］アレ
ーンには、複数の官能基として、フェノール性水酸基が１分子中にそれぞれ６個又は８個
含まれる。また、上記例示した包接化合物のうち、カリックスレゾルシンアレーンには、
複数の水酸基として、フェノール性水酸基が１分子中に８個以上含まれる。また、上記例
示した包接化合物のうち、α−シクロデキストリン、β−シクロデキストリン又はγ−シ
クロデキストリンには、複数の官能基として、水酸基が１分子中にそれぞれ１８個、２１
個又は２４個含まれる。
【００４８】
これらの包接化合物には、複数の官能基として、複数の水酸基が含まれる。そして、こ
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れらの水酸基は、後述する架橋性化合物と反応することにより、包接化合物同士の間で分
子間結合を形成させる。これにより、複数の包接化合物同士が架橋性化合物によって架橋
（結合）された構造を有する高分子化合物が生成する。なお、包接化合物に含まれる複数
の官能基は、架橋性化合物との反応性を調整することを目的として、その一部がアセチル
基等により保護されてもよい。これにより、得られる高分子化合物の分子量や架橋密度を
調節することができる。
【００４９】
本発明の製造方法で使用される架橋性化合物は、上記包接化合物に含まれる官能基と反
応し、結合を形成することが可能な結合性置換基を複数有する。これにより、架橋性化合
物は、複数の包接化合物同士を重付加又は重縮合反応によって次々に架橋し、高分子化合
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物を形成させることができる。
【００５０】
包接化合物に含まれる官能基がフェノール性水酸基の場合、結合性置換基としては、グ
リシジル基、オキセタン基等が例示され、中でも、反応性が高いことからグリシジル基が
好ましい。
【００５１】
結合性置換基としてグリシジル基を有する架橋性化合物としては、２官能性のビスフェ
ノールＡジグリシジルエーテル、１，２−エタンジオールジグリシジルエーテル、１，４
−ブタンジトールジグリシジルエーテル、１，６−ヘキサンジオールジグリシジルエーテ
ル、多官能性のノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等が例
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示され、中でも、ビスフェノールＡジグリシジルエーテルが、官能基の数、分子骨格の熱
安定性、剛直さ等を総合的に考慮すると好ましい。ビスフェノールＡジグリシジルエーテ
ルは、グリシジル基を２個有する化合物であり、ビスフェノールＡ骨格の両端にグリシジ
ル基が導入された構造を有する。
【００５２】
上記包接化合物を架橋性化合物と反応させて高分子化合物を作製するには、包接化合物
と、架橋性化合物と、必要なら適切な触媒と、を適切な溶媒中で混合し、撹拌しながら反
応させればよい。一例として、包接化合物の官能基としてフェノール性水酸基が含まれ、
架橋性化合物の結合性置換基としてグリシジル基が含まれる場合には、テトラブチルアン
モニウムブロミドを触媒とし、Ｎ−メチルピロリドンを溶媒として、１５０℃で１２時間
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反応させる方法が挙げられるが、特に限定されず、使用する包接化合物と架橋性化合物と
の組み合わせに応じて、条件を適宜変更して反応させればよい。
【００５３】
本発明の製造方法について、一実施態様を挙げてより具体的に説明する。本実施態様は
、包接化合物としてカリックス［８］アレーンを、架橋性化合物としてビスフェノールＡ
ジグリシジルエーテルをそれぞれ使用したものである。上述の通り、ビスフェノールＡジ
グリシジルエーテルは、２個のグリシジル基がビスフェノールＡ骨格の両端に結合した化
合物である。なお、本発明は、以下の実施態様には何ら限定されない。
【００５４】
カリックス［８］アレーンには、８個のフェノール性水酸基が含まれる。架橋性化合物
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による架橋反応を行うのに先立ち、これらフェノール性水酸基の一部を保護基により保護
することが好ましい。このような保護基としては、アセチル基、ベンゾイル基、アルキル
またはアリールエーテル基、カルバモイル基等が例示され、中でも、反応プロセスの容易
さ、原料の入手の容易さ、取り扱いやすさ等を総合的に判断するとアセチル基が好ましい
。これらの保護基を導入する方法は、公知の通りである。例えば、保護基としてアセチル
基を導入する場合、カリックス［８］アレーンにアセチルクロリドを作用させればよい。
なお、保護基としてアセチル基を選択した場合、実際には、このアセチル基もビスフェノ
ールＡジグリシジルエーテルのグリシジル基と反応することが、本発明者らの熱分析計に
よる反応熱の解析によって明らかになっている。このため、保護基としてアセチル基を使
用する場合、カリックス［８］アレーンに含まれるフェノール性水酸基と保護基であるア
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セチル基とが、ビスフェノールＡジグリシジルエーテルに含まれるグリシジル基と競争的
に反応することになる。この場合であっても、フェノール性水酸基とグリシジル基との反
応が優勢であるので、反応制御という観点で、保護基を導入することの効果を期待するこ
とができる。
【００５５】
カリックス［８］アレーンに保護基が導入された後、カリックス［８］アレーン１分子
に残存するフェノール性水酸基の数は、平均２．１〜８．０が好ましく、平均２．８〜３
．５が好ましい。カリックス［８］アレーン１分子に導入される保護基の数が２．１以上
であることにより、高分子化合物を多分岐化することができる。なお、カリックス［８］
アレーン１分子に残存するフェノール性水酸基の数が２．０以下であることにより、高分
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子化合物は直鎖状となる。なお、保護基としてアセチル基を導入する場合、カリックス［
８］アレーンへの保護基の導入率は、１Ｈ−ＮＭＲにおけるアセチル基のメチルプロトン
のケミカルシフトの積分値から算出することができる。そして、この導入率をもとに、カ
リックス［８］アレーン１分子に、平均何個の保護基が導入されたのかを知ることができ
る。なお、カリックス［８］アレーン１分子に導入される保護基の数は、カリックス［８
］アレーンと保護基の導入剤とのモル比を調節することにより適宜調整することができる
。
【００５６】
続いて、保護基を導入されたカリックス［８］アレーンと、架橋性化合物であるビスフ
ェノールＡジグリシジルエーテルとを、テトラブチルアンモニウムブロミド触媒の存在下
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で反応させる。反応に使用する溶媒としては、Ｎ−メチルピロリドンが例示される。
【００５７】
この反応における反応温度は、８０℃以上であれば時間をかければ反応は進行するが、
反応プロセスとしては１３０℃〜１６０℃の範囲であることが好ましい。反応温度が１３
０℃以上であることにより、良好にこの反応を進行させることができる。また、反応温度
が１６０℃未満であることにより、反応物がミクロゲルとなることを抑制することができ
る。反応温度は、１５０℃であることが最も好ましい。
【００５８】
この反応における触媒としては、テトラブチルアンモニウムブロミド（ＴＢＡＢ）の他
に、テトラブチルアンモニウムクロリド（ＴＢＡＣ）、テトラブチルホスホニウムクロリ
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ド（ＴＢＰＣ）、テトラブチルホスホニウムブロミド（ＴＢＰＢ）、テトラフェニルホス
ホニウムクロリド（ＴＰＰＣ）、テトラフェニルホスホニウムブロミド（ＴＰＰＢ）等を
使用することができる。いずれの化合物を触媒として使用してもよいが、対アニオンがブ
ロミドである化合物の方がクロリドである化合物よりも効率良く反応が進行する。他の触
媒としてはトリブチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアニリン、アルキルイミダゾール類等の
第三アミン類やトリフェニルホスフィン等の第三フホスフィン類も触媒として使用できる
が触媒活性の観点からは第四オニウム塩類の使用が好ましい。また、触媒の使用量は、ビ
スフェノールＡジグリシジルエーテルに対して５モル％程度を例示することができるが、
特に限定されない。
【００５９】
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この反応におけるカリックス［８］アレーンとビスフェノールＡジグリシジルエーテル
との仕込み比は、カリックス［８］アレーンに対する保護基の導入量により異なるが、例
えば、カリックス［８］アレーンの水酸基残存量が１分子当たり３．３の場合、カリック
ス［８］アレーン：ビスフェノールＡジグリシジルエーテル＝１：１．７５〜１：２．１
５の範囲を例示することができる。この範囲であれば、数平均分子量（Ｍｎ）３２００〜
８５００、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）１．５〜２．７の高分子量化合物を収率１４〜５０
％の範囲で得ることができる。この比率よりもカリックス［８］アレーンの仕込み量が多
くなると、可溶性ポリマーの収率が減少し、ゲル化合物の収率が増加するので好ましくな
い。なお、上記比率よりもビスフェノールＡジグリシジルエーテルの仕込み量を多くする
と、高分子化合物の末端エポキシ基の存在量を増加させることができる。
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【００６０】
反応溶液中における総モノマー濃度は、０．１〜１．５Ｍが好ましく、０．１〜１．０
Ｍが好ましい。なお、ここでいう「総モノマー濃度」とは、カリックス［８］アレーンと
ビスフェノールＡジグリシジルエーテルとの濃度の和を意味する。反応溶液中の総モノマ
ー濃度が０．１Ｍ以上であることにより、架橋反応の進行を良好とすることができ、反応
溶液中の総モノマー濃度が１．５Ｍ以下であることにより、ミクロゲルの生成による高分
子化合物の可溶性成分の収率の低下を抑制することができる。
【００６１】
以上の反応を行うことにより、下記化学式（２）で模式的に示すような高分子化合物が
得られる。下記化学式（２）中、丸い図形で示される部分は、原料であるカリックス［８
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］アレーンに由来する包接構造である。この包接構造は、ポリマー鎖に含まれる空隙とな
る。そして、下記化学式（２）中、破線及び直線で示す部分は、架橋性化合物であるビス
フェノールＡジグリシジルエーテルに由来する構造である。下記化学式（２）で示すよう
に、架橋性化合物（ビスフェノールＡジグリシジルエーテル）が複数のカリックス［８］
アレーンを架橋して高分子構造を形成する。そして、カリックス［８］アレーンが３以上
の官能基を有することにより、包接構造（カリックス［８］アレーン）を枝分かれ点とし
て、高分子化合物が複数の枝分かれ構造を有するハイパーブランチポリマーとなることが
理解される。高分子化合物をハイパーブランチポリマーとすることの利点については、既
に述べた通りである。
【００６２】
【化２】
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【００６３】
上記化学式（２）で模式的に示すように、作製された高分子化合物には、架橋性化合物
（ビスフェノールＡジグリシジルエーテル）の末端にカリックス［８］アレーンが結合せ
ず、フリーとなっている箇所が存在する。このフリーとなっている架橋性化合物の末端に
は、未反応の結合性置換基（グリシジル基）が存在する。この未反応の結合性置換基と反
応して結合を形成することが可能な基及び重合性の不飽和基の両方を有する化合物を、上
記化学式（２）で模式的に示す高分子化合物に反応させることによって、下記化学式（３
）として模式的に示す重合性高分子化合物が得られる。
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【００６４】
【化３】
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【００６５】
上記化学式（３）で模式的に示す重合性高分子化合物は、上記化学式（２）で模式的に
示す高分子化合物の末端に重合性の不飽和基であるメタクリロイル基が導入されたもので
ある。既に説明したように、この化合物は、当該不飽和基を重合させる重合開始剤により
高分子量化されて硬化し、光学材料となる。このような光学材料の製造方法も本発明の一
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つである。上記化学式（３）で模式的に示す高分子化合物に含まれる不飽和基を重合させ
る重合開始剤、この高分子化合物を重合させて硬化物とする方法、及びこの硬化物を光学
材料とする方法については既に述べた通りであるので、ここでの説明は省略する。
【００６６】
上記化学式（２）で模式的に示す高分子化合物の末端に重合性の不飽和基を導入するの
に使用される化合物は、本実施態様のように高分子化合物の末端がグリシジル基である場
合には、アクリル酸、メタアクリル酸、プロピオン酸、ソルビン酸等のようにカルボキシ
ル基を有する不飽和化合物が例示される。
【００６７】
本実施態様において、上記化学式（２）で模式的に示す高分子化合物の末端に重合性の

10

不飽和基を導入する場合、当該高分子化合物と、上記例示した不飽和基を導入するための
化合物とをＮ−メチルピロリドン等の溶媒に溶解させて溶液とし、ＴＢＡＢ等の触媒の存
在下で加温すればよい。反応温度は、４０〜２００℃の範囲が例示される。また、上記化
学式（２）で模式的に示す高分子化合物を合成した反応溶液に、上記例示した不飽和基を
導入するための化合物を加えて加温することにより、高分子化合物の末端に不飽和基をワ
ンポットで導入させるワンポット合成法を使用してもよい。
【００６８】
また、本実施態様と異なり、高分子化合物の末端がグリシジル基ではない結合性置換基
である場合には、当該結合性置換基と反応して結合を形成させる置換基及び重合性の不飽
20

和基を併せ持つ化合物を適宜選択して使用すればよい。
【００６９】
以上のように、本発明の高分子化合物は、当該高分子化合物の構造中に空気を保持する
ことのできる空隙を含むので、低い屈折率を示す。このことを違う観点から見ると、本発
明は、高分子化合物からなる光学材料の分子の少なくとも一部に、空気を内側に保持でき
る適切な大きさの空隙を備える分子構造を導入することにより、当該光学材料の屈折率を
下げる方法を提供するともいえる。このような、光学材料の屈折率を下げる方法もまた、
本発明の一つである。
【実施例】
【００７０】
以下、実施例を示すことにより、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、下記
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実施例の記載に何ら限定されるものではない。
なお、以下の記載において、ｐ−ｔｅｒｔ−ブチルカリックス［８］アレーンは、スガ
イ化学工業株式会社より入手したものをそのまま使用し、アセチルクロライドは、東京化
成工業株式会社より入手したものをそのまま使用し、メタアクリル酸は、シグマアルドリ
ッチジャパン株式会社より入手したものをそのまま使用した。また、ビスフェノールＡジ
グリシジルエーテルは、ジャパンエポキシレジン株式会社より入手したものをメタノール
：メチルエチルケトン＝４：１混合溶媒で２回再結晶して精製したものを使用した。また
、Ｎ−メチルピロリドンは、水素化カルシウム（ＣａＨ２）により脱水後、蒸留精製した
ものを使用した。また、テトラブチルアンモニウムブロミド（ＴＢＡＢ）は、酢酸エチル
で再結晶して精製したものを使用し、２−メチル−１−［４−（メチルチオ）フェニル］

40

−２−モルフォリノプロパン−１−オン（イルガキュア（登録商標）９０７）は、チバ・
スペシャリティ・ケミカルズ株式会社より入手したものをそのまま使用した。
さらに、以下の記載において、赤外分光光度計（ＩＲ）は、日本分光株式会社製ＦＴ−
ＩＲ４２０型、又は日本バイオラットラボラトリーズ株式会社製Ｒｅａｌｔｉｍｅ−ＩＲ
ＦＴＳ３０００型（検出器：Ｍｅｒｃｕｒｙ
１

用し、

Ｃａｄｍｉｕｍ

Ｔｅｌｌｉｄｅ）を使

Ｈ核磁気共鳴装置（

１

Ｈ−ＮＭＲ）は、日本電子株式会社製ＪＮＭ−ＥＣＡ−６

００型を使用し、サイズ排除クロマトグラフィ（ＳＥＣ）は、東ソー株式会社製ＨＬＣ−
８０２０型（カラム：ＴＳＫｇｅｌＧ１０００Ｈ、溶媒：ＴＨＦ、検出器：ＨＬＣ−８０
２０、内蔵ＲＩ・ＵＶ−８０２０）においてポリスチレンを標準として使用した。
【００７１】
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［合成例１］
・部分アセチル化されたｐ−ｔｅｒｔ−ブチルカリックス［８］アレーン誘導体（ＢＣＡ
［８］−Ａｃ３．３）の合成
５００ｍＬ三口フラスコに、ｐ−ｔｅｒｔ−ブチルカリックス［８］アレーン（ＢＣＡ
［８］）１３．０ｇ（１０ｍｍｏｌ）を量り取り、フラスコ内をアルゴン置換し、脱水テ
トラヒドロフラン（ＴＨＦ）２５０ｍＬを加えた。この溶液にトリエチルアミン１９．３
ｍＬ（ＢＣＡ［８］の水酸基に対して３当量）を加え、氷冷し、アセチルクロライド３．
５６ｍＬ（３．９３ｇ、５０．０ｍｍｏｌ）を加え、室温で２４時間反応させた。反応溶
液をクロロホルムで希釈し、０．５Ｎ水酸化ナトリウム水溶液で３回、０．５Ｎ塩酸水溶
液で３回、水で３回、それぞれ洗浄し、有機層を分取して無水硫酸マグネシウムで乾燥さ

10

せた。乾燥に使用した硫酸マグネシウムを濾別した後、濾液である有機層を濃縮し、この
有機層に貧溶媒としてメタノールを加えて沈殿を生成させ、白色粉末のＢＣＡ［８］−Ａ
Ｃ３．３を１３．２ｇ（収率８８．８％）得た。
得られた化合物の各物性値は、次の通りである。
ＩＲ（ＫＢｒ、ｃｍ−１）：１７６２（νＣ＝Ｏ），２８６９，２９０６，２９６２（
ν−ＣＨ２−ａｌｉｐｈａｔｉｃ），３０５０（νＣ−Ｈａｒｏｍａｔｉｃ），３４１２
（νＯ−Ｈ）
１

Ｈ−ＮＭＲ（６００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）

δ（ｐｐｍ）：１．１０−１．２７（ｂ

ｒ，７１．７Ｈ），１．９７（ｂｒ，１３．４Ｈ），３．４６−３．７０（ｂｒ，１６．
０Ｈ），６．９７−７．１９（ｂｒ，１５．５Ｈ）

20

なお、ＢＣＡ［８］に含まれる８個のフェノール性水酸基に対するアセチル基の導入率
は、１Ｈ−ＮＭＲスペクトルにおける１．９７ｐｐｍのピークの積分値より算出される。
上記の合成手順において、算出されたアセチル基の導入率は５５．８％であり、このこと
から、合成された化合物においてフェノール性水酸基の官能基数は、１分子当たり平均３
．３個であることがわかった。なお、上記「ＢＣＡ［８］−Ａｃ３．３」という名称にお
ける「３．３」とは、残存するフェノール性水酸基が１分子当たり平均３．３個であるこ
とを意味する。
【００７２】
［合成例２］
・ＢＣＡ［８］−Ａｃ３．３とビスフェノールＡジグリシジルエーテル（ＢＰＧＥ）との

30

重付加反応
１０ｍＬナス型フラスコに、ＢＰＧＥを５１．１ｍｇ（０．１５ｍｍｏｌ）、ＢＣＡ［
８］−Ａｃ３．３を１５０ｍｇ（０．１ｍｍｏｌ）、触媒としてテトラブチルアンモニウ
ムブロミド（ＴＢＡＢ）を２．５ｍｇ（ＢＰＧＥに対して５ｍｏｌ％）、及び溶媒として
Ｎ−メチルピロリドン１ｍＬを量り取り、フラスコ内をアルゴン置換した後、１５０℃に
て１２時間反応を行った。反応終了後、反応溶液をＴＨＦで希釈し、この希釈した反応溶
液を水２００ｍＬに注ぎ、生成したポリマーを析出させた。析出したポリマーを回収して
ＴＨＦに溶解させ、このＴＨＦ溶液を無水硫酸マグネシウムにより乾燥後、溶媒を留去さ
せた。その後、良溶媒としてＴＨＦ、貧溶媒としてｎ−ヘキサンをそれぞれ使用して、再
沈精製を行い、得られた精製物を６０℃で減圧乾燥することにより、白色固体のポリマー

40

を９２．５ｍｇ（収率４６％）得た。
得られたポリマーの各物性値は、次の通りである。なお、以下の物性値において、数平
均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は、ＴＨＦを溶離液に用いたＳＥＣによ
り算出した。
ＳＥＣ（ＴＨＦ）：

Ｍｎ：４４００、Ｍｗ／Ｍｎ：１．８
−１

ＩＲ（ＫＢｒ、ｃｍ

）：１７５９（νＣ＝Ｏ），２８７０，２９０６，２９６２（

ν−ＣＨ２−ａｌｉｐｈａｔｉｃ），３０３７（νＣ−Ｈａｒｏｍａｔｉｃ），３４４６
（νＯ−Ｈ）
１

Ｈ−ＮＭＲ（６００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）

δ（ｐｐｍ）：１．１０−１．２５（ｂ

ｒ，７２Ｈ），１．５７−２．１０（ｂｒ，３０．６Ｈ），３．６５−４．００（ｂｒ，
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３３．１Ｈ），６．７７−７．１４（ｂｒ，３０．０Ｈ）
【００７３】
［合成例３］
・ＢＣＡ［８］−Ａｃ３．３とＢＰＧＥとの重付加反応、及びメタクリロイル基の導入に
よる重合性高分子化合物の合成（ｏｎｅ−ｐｏｔ

ｔｗｏ−ｓｔａｇｅ法）（実施例１）

１０ｍＬ二口フラスコに、ＢＰＧＥを１５３．３ｍｇ（０．４５ｍｍｏｌ）、ＢＣＡ［
８］−Ａｃ３．３を３３５．４ｍｇ（０．３ｍｍｏｌ）、触媒としてＴＢＡＢを７．５ｍ
ｇ（ＢＰＧＥに対して５ｍｏｌ％）、及び溶媒としてＮ−メチルピロリドン０．５１ｍＬ
を量り取り、空気雰囲気下、１５０℃にて２時間反応を行った。反応終了後、反応容器を
氷水につけることにより急冷し重合反応を停止させた。その後、反応溶液に酸素を吹き込

10

みながら、８０℃にて、メタクリル酸９６ｍｇ（１．１ｍｍｏｌ）を１分間で滴下し、２
４時間反応させた。反応終了後、反応溶液をＴＨＦで希釈し、この希釈した反応溶液を水
２００ｍＬに注ぎ、生成したポリマーを析出させた。析出したポリマーを回収してＴＨＦ
に溶解させ、このＴＨＦ溶液を無水硫酸マグネシウムにより乾燥後、溶媒を留去させた。
その後、良溶媒としてＴＨＦ、貧溶媒としてｎ−ヘキサンをそれぞれ使用して、再沈精製
を行い、得られた精製物を室温で減圧乾燥することにより、白色固体のポリマーを２０９
．９ｍｇ（収率４３％）得た。このポリマーを実施例１のポリマーとした。実施例１のポ
リマーは、上記化学式（３）にて模式的に示すように、高度に分岐した構造を有するハイ
パーブランチポリマーとなっており、かつ、ポリマー鎖の末端及び側鎖にメタクリロイル
基を有するものである。ポリマー鎖の側鎖にもメタクリロイル基が存在する理由は、フェ
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ノール性水酸基とグリシジル基とが反応してポリマー鎖の側鎖に水酸基が生じ、この水酸
基がメタアクリル酸と反応してエステル結合を生じさせるためである。
得られたポリマーの各物性値は、次の通りである。なお、以下の物性値において、数平
均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は、ＴＨＦを溶離液に用いたＳＥＣによ
り算出した。
ＳＥＣ（ＴＨＦ）：

Ｍｎ：２２００、Ｍｗ／Ｍｎ：１．７
−１

ＩＲ（ＫＢｒ、ｃｍ

）：３４３５（νＯ−Ｈ），３０１４（νＣ−Ｈａｒｏｍａｔ

ｉｃ），２９６３，２９０６，２８７０（ν−ＣＨ２−ａｌｉｐｈａｔｉｃ），１７５７

（νＣ＝Ｏ），１６７３（νＣ＝Ｃｍｅｔｈａｃｒｙｌ），１６０７，１５８３（νＣ＝
30

Ｃａｒｏｍａｔｉｃ）
１

Ｈ−ＮＭＲ（６００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）

δ（ｐｐｍ）：１．０９−１．２５（ｂ

ｒ，７２．０Ｈ），１．５９−１．９６（ｂｒ，３６．７Ｈ），４．００−４．３６（ｂ
ｒ，３７．０Ｈ），５．６１（ｓ，１．３Ｈ，ｍｅｔｈａｃｒｙｌ），６．１５（ｓ，１
．２Ｈ，ｍｅｔｈａｃｒｙｌ），６．７９−７．１５（ｂｒ，３２．７Ｈ）
【００７４】
［合成例４］
・ＢＰＧＥとビスフェノールＡとの重付加反応による直鎖状ポリエーテルの合成（比較例
１）
すり付き試験管に、ＢＰＧＥを１７０ｍｇ（０．５ｍｍｏｌ）、ビスフェノールＡ（Ｂ
ＰＡ）を１１４ｍｇ（０．１５ｍｍｏｌ）、触媒としてテトラフェニルホスホニウムクロ
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リド（ＴＰＰＣ）を１９ｍｇ（ＢＰＧＥに対して５ｍｏｌ％）、及び溶媒としてｏ−ジク
ロロベンゼン０．５ｍＬを量り取り、容器内を窒素置換した後、１００℃にて１２時間反
応を行った。反応終了後、反応溶液をＴＨＦで希釈し、この希釈した反応溶液を約２００
ｍＬのエタノール：ｎ−ヘキサン＝１：５混合溶媒中に注ぎ、生成したポリマーを析出さ
せた。析出したポリマーを回収してテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）に溶解させ、その後、
良溶媒としてＴＨＦ、貧溶媒としてエタノール：ｎ−ヘキサン＝１：１混合溶媒およびｎ
−ヘキサンを用いて、それぞれ１回ずつ再沈精製を行った。得られた精製物を室温で減圧
乾燥することにより、白色固体のポリマーを２４０ｍｇ（収率８２％）得た。このポリマ
ーを比較例１のポリマーとした。比較例１のポリマーは、包接構造を含まない直鎖状のポ
リマーである。
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得られたポリマーの各物性値は、次の通りである。なお、以下の物性値において、数平
均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は、ＴＨＦを溶離液に用いたＳＥＣによ
り算出した。
ＳＥＣ（ＴＨＦ）：

Ｍｎ：３８０００、Ｍｗ／Ｍｎ：２．８
−１

ＩＲ（ＫＢｒ、ｃｍ

）：３４０７（νＯ−Ｈ）１６０７，１５１０（νＣ＝Ｃａｒ

ｏｍａｔｉｃ）１２９６，１０４３，（νＣ−Ｏ−Ｃｅｓｔｅｒ）
１

Ｈ−ＮＭＲ（６００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）

δ（ｐｐｍ）：１．５４（ｓ，６．０Ｈ

），３．９２−４．０２（ｂｒ，３．９Ｈ），４．０７−４．１３（ｂｒ，１．０Ｈ），
５．３４（ｄ，１．０Ｈ，Ｊ＝４．８Ｈｚ，ＯＨ），６．８２（ｄ，４．０Ｈ，Ｊ＝８．
10

４Ｈｚ），７．０７（ｄ，４．０Ｈ，Ｊ＝８．４Ｈｚ）
【００７５】
［合成例５］
・１，１

，１

−トリス（４−グリシジルオキシフェニル）メタン（ＴＧＯＰＭ）とビ

スフェノールＡとの重付加反応によるハイパーブランチポリエーテルの合成（比較例２）
すり付き試験管に、ＴＧＯＰＭを９２ｍｇ（０．２ｍｍｏｌ）、ビスフェノールＡ（Ｂ
ＰＡ）を６８ｍｇ（０．３ｍｍｏｌ）、触媒としてＴＢＡＢを９．７ｍｇ（ＢＰＧＥに対
して５ｍｏｌ％）、及び溶媒としてｏ−ジクロロベンゼン０．６ｍＬを量り取り、容器内
を窒素置換した後、１００℃にて２時間反応を行った。反応終了後、反応溶液をＴＨＦで
希釈し、この希釈した反応溶液を約２００ｍＬのｎ−ヘキサンに注ぎ、生成したポリマー
を析出させた。析出したポリマーを回収してテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）に溶解させ、
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その後、良溶媒としてＴＨＦ、貧溶媒として水およびｎ−ヘキサンを用いて、それぞれ１
回ずつ再沈精製を行った。得られた精製物を室温で減圧乾燥することにより、白色固体の
ポリマーを１２０ｍｇ（収率７６％）得た。このポリマーを比較例２のポリマーとした。
比較例２のポリマーは、包接構造を含まないハイパーブランチポリマーである。
得られたポリマーの各物性値は、次の通りである。なお、以下の物性値において、数平
均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は、ＴＨＦを溶離液に用いたＳＥＣによ
り算出した。
ＳＥＣ（ＴＨＦ）：

Ｍｎ：２０００、Ｍｗ／Ｍｎ：２．２
−１

ＩＲ（ＫＢｒ、ｃｍ

）：３４０１（νＯ−Ｈ）１６０８，１５０８（νＣ＝Ｃａｒ

ｏｍａｔｉｃ）１２９９，１０４１，（νＣ−Ｏ−Ｃｅｓｔｅｒ）

０ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）

１

Ｈ−ＮＭＲ（６０
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δ（ｐｐｍ）：１．５４（ｓ，６．０Ｈ），２．６５−２．７

０（ｍ，０．９Ｈ），２．７９−２．８５（ｍ，０．９Ｈ），３．２７−３．３２（ｍ，
１．０Ｈ），３．７５−３．８１（ｍ，１．０Ｈ），３．９２−４．０４（ｂｒ，５．２
Ｈ），４．１４−４．２２（ｂｒ，１．３Ｈ），４．２２−４，３０（ｍ，０．９Ｈ），
５．３１−５．３７（ｂｒ，１．３Ｈ，ＯＨ），５．３８−５．４６（ｂｒ，０．７Ｈ）
，６．６１−６．６６（ｂｒ，１．３Ｈ），６．８０−６．８４（ｂｒ，２．８Ｈ），６
．８４−６．９０（ｂｒ，４．３Ｈ），６．９２−７．００（ｂｒ，５．７Ｈ），７．０
５−７．１２（ｂｒ，２．７Ｈ），９．１１−９．１８（ｂｒ，０．７Ｈ，Ｐｈ−ＯＨ）
【００７６】
［屈折率の測定］
実施例１、比較例１又は比較例２のポリマーのそれぞれについて、サンプル瓶にポリマ
ー２０ｍｇを量り取り、このポリマーにクロロホルム１．０ｍＬを加えて、均一になるま
で静置しポリマー溶液を調製した。その後、このポリマー溶液を使用し、スピンコート法
によりシリコンウェーハ（１５ｍｍ角）上に膜厚１０００Å付近のポリマーの薄膜を形成
させ、エリプソンメーター（株式会社溝尻光学工業所製、ＤＨＡ−ＯＬＸ／Ｓ４型、測定
波長：６３２．８ｎｍ）を用いて屈折率を測定した。その結果を表１に示す。
【００７７】
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【表１】

10
【００７８】
表１から明らかなように、ポリマー鎖中に包接構造からなる空隙を有する高分子化合物
である実施例１のポリマーは、そのような構造を持たない比較例１及び２のポリマーより
も低い屈折率を示すことが理解される。このため、実施例１のポリマーは、実質的にフッ
素原子を分子内に含まず、かつ低い屈折率を示すことが理解され、光学材料用途として有
用であることが示された。
【００７９】
［硬化性組成物の作製］
実施例１のポリマーは、ポリマー鎖中に包接構造からなる空隙を有し、低い屈折率を示
す材料であるのと同時に、そのポリマー鎖の側鎖又は末端に少なくとも一つのメタクリロ
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イル基（重合性の不飽和基）を有する。そこで、以下の通り、実施例１のポリマーと光重
合開始剤とを組み合わせて硬化性組成物を調製した。
【００８０】
［試験例１］
サンプル瓶に、実施例１のポリマーを５８．５ｍｇ（９７質量部）、光重合開始剤とし
てイルガキュア（登録商標）９０７を１．５ｍｇ（３質量部）、及び溶媒として乾燥ＴＨ
Ｆを０．１２５ｍＬ加え、均一な溶液になるまで静置した。この溶液には、実施例１のポ
リマーと光重合開始剤とからなる硬化性組成物が含まれることになる。得られた溶液をＫ
Ｂｒ板に塗布し、次いで常圧で数時間乾燥させることで、ＫＢｒ板上に硬化性組成物のフ
ィルムを作製した。作製された硬化性組成物のフィルムに、２５０Ｗ超高圧水銀灯を光源
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２

とした紫外線（照度：５．０ｍＷ／ｃｍ

、２５４ｎｍ）を１５分間照射し、その後２４

時間減圧乾燥を行った。
【００８１】
その結果、ＩＲ吸収試験において、メタクリロイル基のνＣ＝Ｃに由来する１６３６ｃ
ｍ−１のピークが減少し、その転化率が６６％であることがわかった。このことから、上
記硬化性組成物において、光ラジカル重合反応が進行することが確認された。また、得ら
れた硬化物について熱分析を行った。その結果、光照射前のガラス転移温度は１２８℃で
あり、光照射後のガラス転移温度は１９５℃であった。さらに、熱安定性については、光
照射前における５％質量減少温度が３１５℃、１０％質量減少温度が３４７℃であったの
に対し、光照射後では５％質量減少温度が３２４℃、１０％質量減少温度が３５３℃であ
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った。以上のことから本材料は優れた熱安定性を有している材料である。
【００８２】
［試験例２］
試験例１と同様に硬化性組成物が含まれる溶液を調製し、この溶液をメンブランフィル
ター（０．４５μｍ）に通した。得られた溶液のうち約５μＬをシリコンウェーハ（１５
ｍｍ角）上に滴下し、スピンコーター（１５００ｒｐｍ）を用いて、当該シリコンウェー
ハ上に約０．１μｍに調整した薄膜を作製した。この薄膜を常圧にて数時間乾燥させ、エ
リプソンメーター（株式会社溝尻光学工業所製、ＤＨＡ−ＯＬＸ／Ｓ４型、測定波長：６
３２．８ｎｍ）を用いて、硬化前（紫外線照射前）の屈折率を測定した。その後、作製し
た薄膜に２５０Ｗ超高圧水銀灯を光源とした紫外線（照度：５．０ｍＷ／ｃｍ２、２５４
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ｎｍ）を１５分間照射し、エリプソンメーターを用いて硬化後（紫外線照射後）の薄膜の
屈折率を測定した。
【００８３】
その結果、光照射後では、光照射前に比べて薄膜の屈折率が０．００３減少した。この
ことは、メタクリロイル基が反応し、メチレン鎖となることによる分子屈折［Ｒ］の減少
によるものと考えられる。また、膜厚は、光照射の前後で３９Å（３．７％）収縮した。
これは、架橋反応に伴う体積収縮と考えられる。
【００８４】
試験例１及び試験例２からわかるように、上記硬化性組成物は紫外線照射によって硬化
させることが可能であり、硬化後であっても依然として低い屈折率を維持することが理解
される。以上の通り、本発明の硬化性組成物は、例えば、それを成形用の型に流し込んで
から紫外線照射することにより、容易に屈折率の低い光学材料の成形体とすることが可能
である。このことから、本発明の硬化性組成物を使用すれば、低い屈折率を示す光学材料
を容易に作製できることが理解される。
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