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(54)【発明の名称】硬化性組成物
(57)【要約】
【課題】

4員環の環状エーテル化合物であるオキセタ

ン化合物の新規な反応用途を提供する。
【解決手段】

多官能性オキセタン化合物およびポリフ

ェノール化合物またはフェノール樹脂よりなる硬化性組
成物。好ましくは、そこに更に4級オニウム塩またはク
ラウンエーテル錯体が硬化触媒として添加される。
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【特許請求の範囲】

【０００５】

【請求項１】

【発明の実施の形態】多官能性オキセタン化合物として

多官能性オキセタン化合物およびポリフ

ェノール化合物よりなる硬化性組成物。

は、2官能性またはそれ以上の官能性基を有するオキセ

【請求項２】

タン化合物、例えば一般式

多官能性オキセタン化合物およびフェノ

ール樹脂よりなる硬化性組成物。
【請求項３】

多官能性オキセタン化合物が一般式
R′：低級アルキル基
X ：CH2 O基またはCOO基

(ここで、R′は低級アルキル基であり、 XはCH2 O基また
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で表わされるビスオキセタン化合物[I]、3‑低級アルキ

はCOO基である)で表わされるビスオキセタン化合物であ

ル‑3‑オキセタニルメトキシ基を有するカリックス[4]レ

る請求項１または２記載の硬化性組成物。

ゾルシンアレン誘導体[II]または低級アルキル‑3‑オキ

【請求項４】

セタニルメトキシ基を有するp‑低級アルキルカリックス

多官能性オキセタン化合物が3‑低級アル

キル‑3‑オキセタニルメトキシ基を有するカリックス[4]

アレン誘導体[III]

レゾルシンアレン誘導体である請求項１または２記載の
硬化性組成物。
【請求項５】

多官能性オキセタン化合物が3‑低級アル

キル‑3‑オキセタニルメトキシ基を有するp‑低級アルキ
ルカリックスアレン誘導体である請求項１または２記載
の硬化性組成物。
【請求項６】
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更に、4級オニウム塩またはクラウンエ

ーテル錯体が硬化触媒として添加された請求項１または
２記載の硬化性組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、硬化性組成物に関
する。更に詳しくは、ビスフェノール化合物またはフェ
ノール樹脂を硬化性成分とする硬化性組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】3員環および4員環の環状エーテル化合物

30

は、環の歪エネルギーや環内酸素原子の強い電子吸引性
によって電荷の片寄りが生ずるため、高い反応性を示す

R',R'': 低級アルキル基

ことが知られている。中でも、3員環エーテル構造のエ

n：4〜12、好ましくは6〜8

ポキシ化合物は、種々の求核的試薬や求電子的試薬とは

であるオクタオキセタン化合物等が用いられる。

容易に反応するため、有機合成反応に広く利用されてい

【０００６】前記一般式で表わされるビスオキセタン化

る。一方、4員環の環状エーテル化合物であるオキセタ

合物[I]は、3‑メチル‑3‑メチロールオキセタン、3‑エチ

ン化合物は、開始剤としてルイス酸等を用いると容易に

ル‑3‑メチロールオキセタン等の3‑低級アルキル‑3‑メチ

開環重合し、高分子量のポリエーテルが得られることは

ロールオキセタンに、これに対して2倍モル量のp‑キシ

良く知られているものの、オキセタン化合物を用いた付
加反応などは殆んど報告されていないのが実情である。

リレンジハライドまたはテレフタル酸ジハライドを反応
40

させることによって製造される。この反応は、第4オニ

【０００３】

ウム塩、第3アミン等を触媒に用いて行われ、p‑キシリ

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、4員

レンジハライドの場合には、更にNaOH、KOH等も併用さ

環の環状エーテル化合物であるオキセタン化合物の新規

れる。また、前記一般式で表わされるオキセタン環を有

な反応用途を提供することにある。

するカリックス[4]レゾルシンアレン誘導体[II]または

【０００４】

オキセタン環を有するp‑低級アルキルカリックスアレン

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、

誘導体[III]は、それぞれカリックス[4]レゾルシンアレ

多官能性オキセタン化合物およびポリフェノール化合物

ンまたはp‑低級アルキルカリックスアレンに3‑低級アル

またはフェノール樹脂よりなる硬化性組成物によって達

キル‑3‑メチロールオキセタンを反応させることによっ

成され、好ましくはそこに更に4級オニウム塩またはク

て製造される。

ラウンエーテル錯体が硬化触媒として添加される。
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【０００７】これらの多官能性オキセタン化合物の硬化
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反応は、ポリフェノール化合物やフェノール樹脂を用い

ニウム塩またはクラウンエーテル錯体触媒の存在下で行

ることによって可能となる。

われることが好ましく、その場合には硬化量の増加や硬

【０００８】ポリフェノール化合物としては、ビスフェ

化時間の短縮がみられるようになる。

ノールAまたはそれの3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロ置換

【００１４】触媒として用いられる4級オニウム塩は、

体、ビスフェノ−ルＦ、ビスフェノールAF、ビスフェノ

次のような一般式で表わされ、好ましくは4級ホスホニ

ールＳまたはそれの3,3′ ,5,5′ ‑テトラブロモ置換体、

ウム塩が用いられる。

水添ビスフェノ−ルＡ、ビフェノ−ル等のビスフェノー

(R1 R2 R3 R4 N) X

ル化合物、4,4′ ,4″ ‑メチリデントリスフェノール、4,

R1 〜R4 :炭素数1〜25のアルキル基、アルコキシル基、ア

+

4′ ,4″ ‑エチリデントリスフェノール等のトリスフェノ
ール化合物、カリックス[4]レゾルシンアレン、p‑メチ

‑

または

+

‑

(R1 R2 R3 R4 P) X

リール基、アルキルアリール基、アラルキル基またはポ
10

リオキシアルキレン基であり、あるいはこれらの内2〜3

ルカリックス[6]アレン、p‑第3ブチルカリックス[8]ア

個がNまたはPと共に複素環構造を形成することもでき

レン、ポリ(o‑，m‑またはp‑ヒドロキシスチレン)などが

る。

用いられる。

X :Cl 、Br 、I 、HSO4 、H2 PO4 、RCOO 、ROSO2 、CO3

【０００９】これらのポリフェノール化合物と同様に、

‑ ‑

カリックス[4]レゾルシンアレン、p‑低級アルキルカリ

【００１５】具体的には、テトラブチルアンモニウムブ

ックスアレン等のカリックスアレン類も架橋剤として使

ロマイド、テトラブチルアンモニウムクロライド、テト

用が可能であり、特にこれらの化合物を架橋剤に用いた

ラブチルアンモニウムアイオダイド、テトラエチルアン

場合には、架橋密度が高くなり、また高いガラス転移点

モニウムブロマイド、テトラエチルクロライド、テトラ

(Tg)を有する硬化物が得られるようになる。

エチルアイオダイド、n‑ドデシルトリメチルアンモニウ

【００１０】また、フェノール樹脂としては、一般式

‑

20

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

等のアニオン

ムブロマイド、オクタデシルトリメチルアンモニウムブ
ロマイド、トリメチルベンジルアンモニウムブロマイ
ド、セチルジメチルベンジルアンモニウムクロライド、
セチルピリジウムブロマイド、セチルピリジウムサルフ
ェート、テトラエチルアンモニウムアセテート、トリメ

で表わされるノボラック型フェノール樹脂、一般式

チルベンジルアンモニウムベンゾエート、トリメチルベ
ンジルアンモニウムボレート、5‑ベンジル‑1,5‑ジアザ
ビシクロ[4,3,0]‑5‑ノネニウムクロライド、5‑ベンジル
‑1,5‑ジアザビシクロ[4,3,0]‑5‑ノネニウムテトラフル
オロボレート等の4級アンモニウム塩類、またはテトラ

で表わされるクレゾール型ノボラック樹脂または一般式
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フェニルホスホニウムクロライド、ベンジルトリフェニ
ルホスホニウムブロマイド、ベンジルトリフェニルホス
ホニウムクロライド、トリフェニルメトキシメチルホス
ホニウムクロライド、トリフェニルメチルカルボニルメ

で表わされるレゾルシン型フェノール樹脂のいずれをも

チルホスホニウムクロライド、トリフェニルエトキシカ

用いることができる。

ルボニルメチルホスホニウムクロライド、トリオクチル

【００１１】これらの各種フェノール樹脂において、フ

ベンジルホスホニウムクロライド、トリオクチルメチル

ェノール類としてはフェノール以外にo‑,m‑またはp‑ク

ホスホニウムクロライド、トリオクチルエチルホスホニ

レゾール、2,3‑,2,4‑,2,5‑,2,6‑,3,4‑または3,5‑キシレ

ウムアセテート、テトラオクチルホスホニウムクロライ

ノール、p‑第3ブチルフェノール、p‑フェニルフェノー
ル、レゾルシノール等の少くとも一種を用いることもで

ド、トリオクチルエチルホスホニウムジメチルホスフェ
40

ート等の4級ホスホニウム塩類が用いられる。

きる。

【００１６】多官能性オキセタン化合物のポリフェノー

【００１２】多官能性オキセタン化合物は、これらのポ

ル化合物またはフェノール樹脂による硬化反応はまた、

リフェノール化合物またはフェノール樹脂の水酸基に対

クラウンエーテル錯体を触媒として用いても行われる。

してオキセタン基として、約0.5〜2.0、好ましくは約0.

クラウンエーテルとしては、例えば12‑クラウン‑4、15‑

8〜1.5、特に好ましくは1.0の当量比で用いられる。

クラウン‑5、18‑クラウン‑6、ジベンゾ‑18‑クラウン‑

【００１３】ポリフェノール化合物またはフェノール樹

6、21‑クラウン‑7、24‑クラウン‑8等が用いられ、これ

脂の多官能性オキセタン化合物による硬化反応は、約90

らがKF、KCl、KBr、CsF、CsCl、CsBr、チオシアン酸カ

〜250℃、好ましくは約150〜190℃で約30分間乃至8時

リウム、ナトリウムフェノキサイド、カリウムフェノキ

間、好ましくは約30分間乃至6時間の条件下で行われ、

サイド、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、酢酸

この反応は硬化触媒の不存在下でも行われるが、4級オ
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ナトリウム、酢酸カリウム等の無機塩類あるいは有機塩
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類との錯体として用いられる。

【００２３】参考例２

【００１７】これらの4級オニウム塩またはクラウンエ

容量500mlの三口フラスコに、3‑エチル‑3‑メチロールオ

ーテル錯体触媒は、多官能性オキセタン化合物に対し

キセタン31.95g(0.350モル)を仕込んだ後、そこにテト

て、約1〜20モル%、好ましくは約2〜10モル%の割合で用

ラヒドロフラン100mlを加えて3‑エチル‑3‑メチロールオ

いられ、これ以上の割合で使用されても、それ以上格別

キセタンを溶解させた。その溶液に、テトラヒドロフラ

の効果は認められない。

ン100mlで希釈したテレフタル酸クロライド35.57g(0.17

【００１８】このような触媒の存在下または不存在下で

5モル)を、氷冷下に約20分間かけて滴下し、更にテトラ

の硬化反応は、多官能性オキセタン化合物、ポリフェノ

ヒドロフラン100mlで希釈したトリエチルアミン53.13g

ール化合物またはフェノール樹脂(および硬化触媒)をテ
トラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルア

(0.525モル)を、氷冷下に約20分間かけて滴下し、氷冷
10

しながら約3時間撹拌した。

セトアミド、N‑メチル‑2‑ピロリドン等の可溶性溶媒中

【００２４】反応終了後、反応混合物を500mlの蒸留水

に溶解させ、この溶液を適当な基質上に塗布し、室温乃

中に注いで生成物を沈殿させ、ロ別、n‑ヘキサン‑メチ

至約110℃の条件下で乾燥させた後、前記硬化反応条件

ルエチルケトン(容積比1:1)混合溶媒で再結晶し、減圧

下で加熱することによって行われるが、3本ロール等の

下で60℃、10時間の乾燥を行った。融点126.0〜127.0℃

ロールを用いて混合することによっても行うことがで

の白色結晶として、ビス[3‑(3‑エチルオキセタニル)メ

き、この場合には必ずしも溶媒を用いる必要がない。

チル]テレフタレート[BEOT]が23.41g(収率40%)得られ

【００１９】

た。

【発明の効果】本発明に係る硬化性組成物は、硬化時に
体積収縮が少ないため、寸法安定性にすぐれているばか
りではなく、耐熱性にもすぐれている。また、後記実施

20
‑ 1

例11〜12によれば、オキセタン環とフェノール基との付

赤外線吸収スペクトル: 1711cm (C=O)

加反応が進行すると、その反応の末期において、生成し

1509cm

‑ 1

たアルコール性水酸基と分子内エステル基とのエステル

1253cm

‑ 1

交換反応も進行するため、効果的な架橋反応が進行した

985cm

ためと考えられる。

1

【００２０】

‑ 1

(C=C芳香族)
(C‑O‑Cエーテル)

(C‑O‑C環状エーテル)

H‑NMR(200MHz、TMS、CDCl3 ) δ(ppm):1.44(s, 6.0 H,
‑CH3 ), 4.43(s, 4.0 H, C‑CH2 ‑O), 4.49〜4.65(m, 12.

【実施例】次に、実施例について本発明を説明する。

2 H, ‑CH2 ‑O‑, オキセタン, ‑CH2 ‑芳香核), 8.14(s, 4.

【００２１】参考例１

0 H, 芳香族 H)

容量1Lの三口フラスコに、トルエン320mlに溶解させたp

【００２５】実施例１

‑キシリレンジブロマイド14.17g(0.053モル)、3‑メチル

30

サンプル瓶に、3‑エチル‑3‑オキセタニルメトキシ基を

‑3‑メチロールオキセタン10.96g(0.107モル)、テトラブ

有するカリックス[4]レゾルシンアレン誘導体0.05g(オ

チルアンモニウムブロマイド4.99g(0.015モル)および50

キセタン基として0.167ミリモル)、ビスフェノールA 0.

重量%水酸化ナトリウム水溶液(NaOH85g/H2 O 85ml)を仕

04g(フェノール基として0.167ミリモル)およびテトラフ

込み、スリーワンモータを用いて50℃で2時間激しく撹

ェニルホスホニウムブロマイド(0.01ミリモル)を秤り取

拌した。

り、これらを0.3mlのテトラヒドロフランに溶解させ

【００２２】反応終了後、トルエン相と水相とを分け、

た。

トルエン相を蒸留水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで

【００２６】このテトラヒドロフラン溶液をKBr板に塗

一夜乾燥させた。トルエンを留去し、分取液クロマトグ

布し、室温下で乾燥させた後、150℃、170℃または190

ラフィーを用いて、無色透明な液体として1,4‑ビス[3‑
(3‑メチルオキセタニル)メトキシメチル]ベンゼン[BMO

℃でそれぞれ5時間加熱した。同時に、赤外線吸収スペ
40

B]を3.56g(収率22%)得た。

‑ 1

クトルによる970cm のオキセタン環のエーテル結合に
起因する吸収を経時的に測定し、反応率を測定した。
【００２７】反応率は、反応時間および反応温度が上昇
するにつれて向上し、反応5時間後の反応率は、150℃で
は約45%、170℃では約50%、また190℃では約65%に達し

赤外線吸収スペクトル: 1253cm
‑ 1

985cm
1

‑ 1

(C‑O‑Cエーテル)

た。これら5時間加熱後の各ポリマーフィルムは、いず

(C‑O‑C環状エーテル)

H‑NMR(200MHz、TMS、CDCl3 )

れも前記した4種類の溶媒に不溶性となり、架橋反応が
δ(ppm):1.34(s, 6.0 H,

進行していることが確認された。

‑CH3 ), 3.53(s, 4.0 H, C‑CH2 ‑OCO), 4.45(d, 2.1 H,

【００２８】実施例２

J=5.9Hz, ‑CH2 ‑O‑, オキセタン), 4.65(d, 2.0 H, J=5.
9Hz, ‑CH2 ‑O‑, オキセタン),8.14(s, 4.0 H, 芳香族 H)

実施例１において、ビスフェノールAの代りにノボラッ
50

ク型フェノール樹脂が0.033g(フェノール基として0.3ミ

( 5 )
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リモル)用いられた。反応5時間後の反応率は、150℃で

(フェノール基として0.4ミリモル)を用い、190℃で5時

約30%、170℃で約55%、また190℃で約60%に達した。こ

間加熱すると、反応率は約45%であった。得られたポリ

れら5時間加熱後の各ポリマーフィルムは、実施例１と

マーフィルムは、同様に3種類の溶媒に不溶性であるこ

同様に溶媒不溶性で、架橋反応が進行していることが確

とから、架橋反応が進行していることが確認される。

認された。

【００３６】実施例７

【００２９】実施例３

サンプル瓶に、市販品の1,4‑ビス[(3‑エチル‑3‑オキセ

サンプル瓶に、乳鉢を用いて粉砕したノボラック型フェ

タニル)メトキシメチルベンゼン[BEOB]0.068g(オキセタ

ノール樹脂0.022g(フェノール基として0.22ミリモル)、

ン基として0.22ミリモル)、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロ

参考例１のBMOB 0.068g(オキセタン基として0.22モル)
およびトリフェニルホスホニウムブロマイド0.003g(0.0

ビスフェノールA 0.081g(フェノール基として0.22ミリ
10

モル)およびテトラフェニルホスホニウムブロマイド0.0

1ミリモル)を秤り取り、これらを0.3mlのテトラヒドロ

05g(0.011ミリモル)を秤り取り、これらを0.2mlのN‑メ

フランに溶解させた。

チル‑2‑ピロリドンに溶解させた。

【００３０】このテトラヒドロフラン溶液を用い、以下

【００３７】このN‑メチル‑2‑ピロリドン溶液を用い、

実施例１と同様にして所定時間加熱した。反応率は、15

以下実施例１と同様にして180℃で1時間加熱し、反応率

0℃では8時間後約70%弱であったが、170℃では2〜3時間

を測定すると約40%強であった。得られたポリマーフィ

後に約80〜85%に、また190℃では約1時間で約90%弱に達

ルムは、強靱な硬化物であって、テトラヒドロフラン、

した。これら所定時間加熱後の各ポリマーフィルムは、

ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセトアミドに不

実施例１と同様に溶媒不溶性で、架橋反応が進行してい

溶性であることから、架橋反応が進行していることが確

ることが確認された。

認された。

【００３１】実施例４

20

【００３８】実施例８

サンプル瓶に、3‑エチル‑3‑オキセタニルメトキシ基を

実施例７において、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロビスフェ

有するp‑メチルカリックス[6]アレン0.088g(オキセタン

ノールAの代りに、クレゾール型ノボラック樹脂0.048g

基として0.4ミリモル)、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロビス

(フェノール基として0.44ミリモル)を用い、180℃で3時

フェノールA0.072g(フェノール基として0.2ミリモル)お

間加熱すると、反応率は約50%強であった。得られたポ

よびテトラフェニルホスホニウムクロライド0.008g(0.0

リマーフィルムは、同様に3種類の溶媒に不溶性である

2ミリモル)を秤り取り、これらを1mlのジメチルホルム

ことから、架橋反応が進行していることが確認された。

アミドに溶解させた。

【００３９】実施例９

【００３２】このジメチルホルムアミド溶液を用い、以

実施例７において、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロビスフェ

下実施例１と同様にして170℃で5時間加熱し、反応率を

ノールAの代りに、カリックス[4]レゾルシンアレン0.03

測定すると約60%弱であった。得られたポリマーフィル

30

g(フェノール基として0.22ミリモル)を用い、180℃で3

ムは、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミドおよ

時間加熱すると、反応率は約45%強であった。得られた

びN‑メチル‑2‑ピロリドンに不溶性であることから、架

ポリマーフィルムは、同様に3種類の溶媒に不溶性であ

橋反応が進行していることが確認された。

ることから、架橋反応が進行していることが確認され

【００３３】実施例５

た。

サンプル瓶に、3‑メチル‑3‑オキセタニルメトキシ基を

【００４０】実施例10

有するp‑第3ブチルカリックス[8]アレン0.104g(オキセ

実施例９において、触媒としてテトラフェニルホスホニ

タン基として0.4ミリモル)、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロ

ウムブロマイドの代りに18‑クラウン‑6/kBr 0.005g(0.0

ビスフェノールA 0.072g(フェノール基として0.2ミリモ

11ミリモル)を用いると、反応率は約30%であった。得ら

ル)およびテトラフェニルホスホニウムクロライド0.008
g(0.02ミリモル)を秤り取り、これらを0.5mlのジメチル

れたポリマーフィルムは、同様に3種類の溶媒に不溶性
40

であることから、架橋反応が進行していることが確認さ

アセトアミドに溶解させた。

れた。

【００３４】このジメチルアセトアミド溶液を用い、以

【００４１】実施例11

下実施例１と同様にして180℃で5時間加熱し、反応率を

サンプル瓶に、参考例２のBEOT 0.080g(オキセタン基と

測定すると約55%であった。得られたポリマーフィルム

して0.22ミリモル)、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロビスフ

は、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミドおよび

ェノールA 0.081g(フェノール基として0.22ミリモル)お

ジメチルホルムアミドに不溶性であることから、架橋反

よびテトラフェニルホスホニウムブロマイド0.005g(0.0

応が進行していることが確認された。

11ミリモル)を秤り取り、これらを0.2mlのN‑メチル‑2‑

【００３５】実施例６

ピロリドンに溶解させた。

実施例５において、3,3′ ,5,5′ ‑テトラクロロビスフェ

【００４２】このN‑メチル‑2‑ピロリドン溶液を用い、

ノールAの代りに、ノボラック型フェノール樹脂0.048g

50

以下実施例１と同様にして180℃で1時間加熱し、反応率

( 6 )
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10

を測定すると約50%弱であった。得られたポリマーフィ

秤り取り、これらを0.2mlのN‑メチル‑2‑ピロリドンに溶

ルムは、強靱な硬化物であって、テトラヒドロフラン、

解させた。

ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセトアミドに不

【００４４】このN‑メチル‑2‑ピロリドン溶液を用い、

溶性であることから、架橋反応が進行していることが確

以下実施例１と同様にして180℃で1時間加熱し、反応率

認された。

を測定すると約40%弱であった。得られたポリマーフィ

【００４３】実施例12

ルムは、強靱な硬化物であって、テトラヒドロフラン、

サンプル瓶に、参考例２のBEOT 0.080g(オキセタン基と

ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセトアミドに不

して0.22ミリモル)、クレゾール型ノボラック樹脂0.048

溶性であることから、架橋反応が進行していることが確

g(フェノール基として0.44ミリモル)およびテトラフェ
ニルホスホニウムブロマイド0.005g(0.011ミリモル)を

認された。
10

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１０年１２月１８日（１９９８．１２．

【発明の詳細な説明】

１８）

【０００１】

【手続補正１】

【発明の属する技術分野】本発明は、硬化性組成物に関

【補正対象書類名】明細書

する。更に詳しくは、ビスフェノール化合物またはフェ

【補正対象項目名】全文

ノール樹脂を硬化性成分とする硬化性組成物に関する。

【補正方法】変更

【０００２】

【補正内容】

【従来の技術】３員環および４員環の環状エーテル化合

【書類名】

明細書

物は、環の歪エネルギーや環内酸素原子の強い電子吸引

【発明の名称】

硬化性組成物

性によって電荷の片寄りが生ずるため、高い反応性を示

【特許請求の範囲】

すことが知られている。中でも、３員環エーテル構造の

【請求項１】

エポキシ化合物は、種々の求核的試薬や求電子的試薬と

多官能性オキセタン化合物およびポリフ

ェノール化合物よりなる硬化性組成物。

は容易に反応するため、有機合成反応に広く利用されて

【請求項２】

いる。一方、４員環の環状エーテル化合物であるオキセ

多官能性オキセタン化合物およびフェノ

ール樹脂よりなる硬化性組成物。

タン化合物は、開始剤としてルイス酸等を用いると容易

【請求項３】

に開環重合し、高分子量のポリエーテルが得られること

多官能性オキセタン化合物が一般式

は良く知られているものの、オキセタン化合物を用いた
付加反応などは殆んど報告されていないのが実情であ
る。
【０００３】
（ここで、Ｒ′は低級アルキル基であり、ＸはＣＨ

Ｏ

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、４員

基またはＣＯＯ基である）で表わされるビスオキセタン

環の環状エーテル化合物であるオキセタン化合物の新規

化合物である請求項１または２記載の硬化性組成物。

な反応用途を提供することにある。

【請求項４】

【０００４】

２

多官能性オキセタン化合物が３−低級ア

ルキル−３−オキセタニルメトキシ基を有するカリック

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、

ス［４］レゾルシンアレン誘導体である請求項１または

多官能性オキセタン化合物およびポリフェノール化合物

２記載の硬化性組成物。

またはフェノール樹脂よりなる硬化性組成物によって達

【請求項５】

成され、好ましくはそこに更に４級オニウム塩またはク

多官能性オキセタン化合物が３−低級ア

ルキル−３−オキセタニルメトキシ基を有するｐ−低級

ラウンエーテル錯体が硬化触媒として添加される。

アルキルカリックスアレン誘導体である請求項１または

【０００５】

２記載の硬化性組成物。

【発明の実施の形態】多官能性オキセタン化合物として

【請求項６】

は、２官能性またはそれ以上の官能性基を有するオキセ

更に、４級オニウム塩またはクラウンエ

ーテル錯体が硬化触媒として添加された請求項１または
２記載の硬化性組成物。

タン化合物、例えば一般式

( 7 )
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で表わされるビスオキセタン化合物［Ｉ］、３−低級ア

ることによって可能となる。

ルキル−３−オキセタニルメトキシ基を有するカリック

【０００８】ポリフェノール化合物としては、ビスフェ

ス［４］レゾルシンアレン誘導体［ＩＩ］または低級ア

ノールＡまたはそれの３，３′，５，５′−テトラクロ

ルキル−３−オキセタニルメトキシ基を有するｐ−低級

ロ置換体、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡＦ、ビ

アルキルカリックスアレン誘導体［ＩＩＩ］

スフェノールＳまたはそれの３，３′，５，５′−テト
ラブロモ置換体、水添ビスフェノールＡ、ビフェノール
等のビスフェノール化合物、４，４′，４″−メチリデ
ントリスフェノール、４，４′，４″−エチリデントリ
スフェノール等のトリスフェノール化合物、カリックス
［４］レゾルシンアレン、ｐ−メチルカリックス［６］
アレン、ｐ−第３ブチルカリックス［８］アレン、ポリ
（ｏ−，ｍ−またはｐ−ヒドロキシスチレン）などが用
いられる。
【０００９】これらのポリフェノール化合物の内、カリ
ックス［４］レゾルシンアレン、ｐ−低級アルキルカリ
ックスアレン等のカリックスアレン類化合物を架橋剤に
用いた場合には、特に架橋密度が高くなり、また高いガ
ラス転移点（Ｔｇ）を有する硬化物が得られるようにな
る。
【００１０】また、フェノール樹脂としては、一般式

であるオクタオキセタン化合物等が用いられる。

で表わされるノボラック型フェノール樹能、一般式

【０００６】前記一般式で表わされるビスオキセタン化
合物［Ｉ］は、３−メチル−３−メチロールオキセタ
ン、３−エチル−３−メチロールオキセタン等の３−低
級アルキル−３−メチロールオキセタンに、これに対し
て２倍モル量のｐ−キシリレンジハライドまたはテレフ
タル酸ジハライドを反応させることによって製造され
る。この反応は、第４オニウム塩、第３アミン等を触媒

で表わされるクレゾール型ノボラック樹脂または一般式

に用いて行われ、ｐ−キシリレンジハライドの場合に
は、更にＮａＯＨ，ＫＯＨ等も併用される。また、前記
一般式で表わされるオキセタン環を有するカリックス
［４］レゾルシンアレン誘導体［ＩＩ］またはオキセタ
ン環を有するｐ−低級アルキルカリックスアレン誘導体

で表わされるレゾルシン型フェノール樹詣のいずれをも

［ＩＩＩ］は、それぞれカリックス［４］レゾルシンア

用いることができる。

レンまたはｐ−低級アルキルカリックスアレンに３−低

【００１１】これらの各種フェノール樹胞において、フ

級アルキル−３−メチロールオキセタンを反応させるこ

ェノール類としてはフェノール以外にｏ−，ｍ−または

とによって製造される。

ｐ−クレゾール、２，３−，２，４−，２，５−，２，

【０００７】これらの多官能性オキセタン化合物の硬化

６−，３，４−または３，５−キシレノール、ｐ−第３

反応は、ポリフェノール化合物やフェノール樹脂を用い

ブチルフェノール、ｐ−フェニルフェノール、レゾルシ

( 8 )
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ノール等の少くとも一種を用いることもできる。

ルメチルホスホニウムクロライド、トリオクチルエチル

【００１２】多官能性オキセタン化合物は、これらのポ

ホスホニウムアセテート、テトラオクチルホスホニウム

リフェノール化合物またはフェノール樹脂の水酸基に対

クロライド、トリオクチルエチルホスホニウムジメチル

してオキセタン基として、約０．５〜２．０、好ましく

ホスフェート等の４級ホスホニウム塩類が用いられる。

は約０．８〜１．５、特に好ましくは１．０の当量比で

【００１６】多官能性オキセタン化合物のポリフェノー

用いられる。

ル化合物またはフェノール樹能による硬化反応はまた、

【００１３】ポリフェノール化合物またはフェノール樹

クラウンエーテル錯体を触媒として用いても行われる。

脂の多官能性オキセタン化合物による硬化反応は、約９

クラウンエーテルとしては、例えば１２−クラウン−

０〜２５０℃、好ましくは約１５０〜１９０℃で約３０

４、１５−クラウン−５、１８−クラウン−６、ジベン

分間乃至８時間、好ましくは約３０分間乃至６時間の条

ゾ−１８−クラウン−６、２１−クラウン−７、２４−

件下で行われ、この反応は硬化触媒の不存在下でも行わ

クラウン−８等が用いられ、これらがＫＦ，ＫＣｌ，Ｋ

れるが、４級オニウム塩またはクラウンエーテル錯体触

Ｂｒ，ＣｓＦ，ＣｓＣｌ，ＣｓＢｒ、チオシアン酸カリ

媒の存在下で行われることが好ましく、その場合には硬

ウム、ナトリウムフェノキサイド、カリウムフェノキサ

化量の増加や硬化時間の短縮がみられるようになる。

イド、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、酢酸ナ

【００１４】触媒として用いられる４級オニウム塩は、

トリウム、酢酸カリウム等の無機塩類あるいは有機塩類

次のような一般式で表わされ、好ましくは４級ホスホニ

との錯体として用いられる。

ウム塩が用いられる。

【００１７】これらの４級オニウム塩またはクラウンエ

（Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｎ）
３

Ｒ４ Ｐ）

＋

＋

−

Ｘ

または

（Ｒ１ Ｒ２ Ｒ

−

Ｘ

ーテル錯体触媒は、多官能性オキセタン化合物に対し
て、約１〜２０モル％、好ましくは約２〜１０モル％の

Ｒ１ 〜Ｒ４ ：炭素数１〜２５のアルキル基、アルコキシ

割合で用いられ、これ以上の割合で使用されても、それ

ル基、アリール基、アルキルアリール基、アラルキル基

以上格別の効果は認められない。

またはポリオキシアルキレン基であり、あるいはこれら

【００１８】このような触媒の存在下または不存在下で

の内２〜３個がＮまたはＰと共に複素環構造を形成する

の硬化反応は、多官能性オキセタン化合物、ポリフェノ

こともできる。

ール化合物またはフェノール樹脂（および硬化触媒）を

Ｘ
−

−

：Ｃｌ

−

、ＲＣＯＯ

−

、Ｂｒ
−

、Ｉ

−

、ＲＯＳＯ２

、ＨＳＯ４

−

−

− −

、ＣＯ３

、Ｈ２ ＰＯ４
等のアニオ

テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチル
アセトアミド、Ｎ−メチル−２−ピロリドン等の可溶性

ン

溶媒中に溶解させ、この溶液を適当な基質上に塗布し、

【００１５】具体的には、テトラブチルアンモニウムブ

室温乃至約１１０℃の条件下で乾燥させた後、前記硬化

ロマイド、テトラブチルアンモニウムクロライド、テト

反応条件下で加熱することによって行われるが、３本ロ

ラブチルアンモニウムアイオダイド、テトラエチルアン

ール等のロールを用いて混合することによっても行うこ

モニウムブロマイド、テトラエチルアンモニウムクロラ

とができ、この場合には必ずしも溶媒を用いる必要がな

イド、テトラエチルアンモニウムアイオダイド、ｎ−ド

い。

デシルトリメチルアンモニウムブロマイド、オクタデシ

【００１９】

ルトリメチルアンモニウムブロマイド、トリメチルベン

【発明の効果】本発明に係る硬化性組成物は、硬化時に

ジルアンモニウムブロマイド、セチルジメチルベンジル

体積収縮が少ないため、寸法安定性にすぐれているばか

アンモニウムクロライド、セチルピリジウムブロマイ

りではなく、耐熱性にもすぐれている。また、後記実施

ド、セチルピリジウムサルフェート、テトラエチルアン

例１０〜１１によれば、オキセタン環とフェノール基と

モニウムアセテート、トリメチルベンジルアンモニウム

の付加反応が進行すると、その反応の末期において、生

ベンゾエート、トリメチルベンジルアンモニウムボレー

成したアルコール性水酸基と分子内エステル基とのエス

ト、５−ベンジル−１，５−ジアザビシクロ［４，３，

テル交換反応も進行するため、効果的な架橋反応が進行

０］−５−ノネニウムクロライド、５−ベンジル−１，

したためと考えられる。

５−ジアザビシクロ［４，３，０］−５−ノネニウムテ

【００２０】

トラフルオロボレート等の４級アンモニウム塩類、また

【実施例】次に、実施例について本発明を説明する。

はテトラフェニルホスホニウムクロライド、ベンジルト

【００２１】参考例１

リフェニルホスホニウムブロマイド、ベンジルトリフェ

容量１Ｌの三口フラスコに、トルエン３２０ｍｌに溶解

ニルホスホニウムクロライド、トリフェニルメトキシメ

させたｐ−キシリレンジブロマイド１４．１７ｇ（０．

チルホスホニウムクロライド、トリフェニルメチルカル

０５３モル）、３−メチル−３−メチロールオキセタン

ボニルメチルホスホニウムクロライド、トリフェニルエ

１０．９６ｇ（０．１０７モル）、テトラブチルアンモ

トキシカルボニルメチルホスホニウムクロライド、トリ

ニウムブロマイド４．９９ｇ（０．０１５モル）および

オクチルベンジルホスホニウムクロライド、トリオクチ

５０重量％水酸化ナトリウム水溶液（ＮａＯＨ８５ｇ／

( 9 )
Ｈ２ Ｏ

８５ｍｌ）を仕込み、スリーワンモータを用い

特開２０００−７２８６９
Ｈ３ ），４．４３（ｓ，４．０

Ｈ，Ｃ−ＣＨ２ −

て５０℃で２時間激しく撹拌した。

Ｏ），４．４９〜４．６５（ｍ，１２．２

【００２２】反応終了後、トルエン相と水相とを分け、

２

Ｈ，−ＣＨ

トルエン相を蒸留水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで

（ｓ，４．０

一夜乾燥させた。トルエンを留去し、分取クロマトグラ

【００２５】実施例１

フィーを用いて、無色透明な液体として１，４−ビス

サンプル瓶に、３−エチル−３−オキセタニルメトキシ

［３−（３−メチルオキセタニル）メトキシメチル］ベ

基を有するカリックス［４］レゾルシンアレン誘導体

ンゼン［ＢＭＯＢ］を３．５６ｇ（収率２２％）得た。

０．０５ｇ（オキセタン基として０．１６７ミリモ

−Ｏ−，オキセタン，−ＣＨ２ −芳香核），８．１４
Ｈ，芳香族

Ｈ）

ル）、ビスフェノールＡ０．０４ｇ（フェノール基とし
て０．１６７ミリモル）およびテトラフェニルホスホニ
ウムブロマイド（０．０１ミリモル）を秤り取り、これ
らを０．３ｍｌのテトラヒドロフランに溶解させた。
赤外線吸収スペクトル：１２５３ｃｍ

− １

（Ｃ−Ｏ−Ｃ

エーテル）
９８５ｃｍ
１

【００２６】このテトラヒドロフラン溶液をＫＢｒ板に
塗布し、室温下で乾燥させた後、１５０℃、１７０℃ま

−

１

（Ｃ−Ｏ−Ｃ環状エーテル）

たは１９０℃でそれぞれ５時間加熱した。同時に、赤外

Ｈ−ＮＭＲ（２００ＭＨｚ，ＴＭＳ、ＣＤＣｌ３ ）

線吸収スペクトルによる９７０ｃｍ

−

１

のオキセタン環

δ（ｐｐｍ）：１．３４（ｓ，６．０Ｈ，−ＣＨ３ ），

のエーテル結合に起因する吸収を経時的に測定し、反応

３．５３（ｓ，４．０Ｈ，Ｃ−ＣＨ２ −ＯＣＯ），４．

率を測定した。

４５（ｄ，２．１

【００２７】反応率は、反応時間および反応温度が上昇

Ｈ，Ｊ＝５．９Ｈｚ，−ＣＨ２ −Ｏ

−，オキセタン），４．６５（ｄ，２．０

Ｈ，Ｊ＝

するにつれて向上し、反応５時間後の反応率は、１５０

５．９Ｈｚ，−ＣＨ２ −Ｏ−，オキセタン），８．１４

℃では約４５％、１７０℃では約５０％、また１９０℃

（ｓ，４．０

では約６５％に達した。これら５時間加熱後の各ポリマ

Ｈ，芳香族

Ｈ）

【００２３】参考例２

ーフィルムは、いずれも前記した４種類の溶媒に不溶性

容量５００ｍｌの三口フラスコに、３−エチル−３−メ

となり、架橋反応が進行していることが確認された。

チロールオキセタン３１．９５ｇ（０．３５０モル）を

【００２８】実施例２

仕込んだ後、そこにテトラヒドロフラン１００ｍｌを加

実施例１において、ビスフェノールＡの代りにノボラッ

えて３−エチル−３−メチロールオキセタンを溶解させ

ク型フェノール樹脂が０．０３３ｇ（フェノール基とし

た。その溶液に、テトラヒドロフラン１００ｍｌで希釈

て０．３ミリモル）用いられた。反応５時間後の反応率

したテレフタル酸クロライド３５．５７ｇ（０．１７５

は、１５０℃で約３０％、１７０℃で約５５％、また１

モル）を、氷冷下に約２０分間かけて滴下し、更にテト

９０℃で約６０％に達した。これら５時間加熱後の各ポ

ラヒドロフラン１００ｍｌで希釈したトリエチルアミン

リマーフィルムは、実施例１と同様に溶媒不溶性で、架

５３．１３ｇ（０．５２５モル）を、氷冷下に約２０分

橋反応が進行していることが確認された。

間かけて滴下し、氷冷しながら約３時間撹拌した。

【００２９】実施例３

【００２４】反応終了後、反応混合物を５００ｍｌの蒸

サンプル瓶に、乳鉢を用いて粉砕したノボラック型フェ

留水中に注いで生成物を沈殿させ、口別、ｎ−ヘキサン

ノール樹詣０．０２２ｇ（フェノール基として０．２２

−メチルエチルケトン（容積比１：１）混合溶媒で再結

ミリモル）、参考例１のＢＭＯＢ

晶し、減圧下で６０℃、１０時間の乾燥を行った。融点

セタン基として０．２２モル）およびトリフェニルホス

１２６．０〜１２７．０℃の白色結晶として、ビス［３

ホニウムブロマイド０．００３ｇ（０．０１ミリモル）

−（３−エチルオキセタニル）メチル］テレフタレート

を秤り取り、これらを０．３ｍｌのテトラヒドロフラン

［ＢＥＯＴ］が２３．４１ｇ（収率４０％）得られた

に溶解させた。

０．０６８ｇ（オキ

【００３０】このテトラヒドロフラン溶液を用い、以下
実施例１と同様にして所定時間加熱した。反応率は、１
５０℃では８時間後約７０％弱であったが、１７０℃で
は２〜３時間後に約８０〜８５％に、また１９０℃では
赤外線吸収スペクトル：１７１１ｃｍ

− １

（Ｃ＝Ｏ）

約１時間で約９０％弱に達した。これら所定時間加熱後

１５０９ｃｍ

−

１

（Ｃ＝Ｃ芳香族）

の各ポリマーフィルムは、実施例１と同様に溶媒不溶性

１２５３ｃｍ

−

１

（Ｃ−Ｏ−Ｃエーテル）

で、架橋反応が進行していることが確認された。

１

（Ｃ−Ｏ−Ｃ環状エーテル）

９８５ｃｍ
１

−

Ｈ−ＮＭＲ（２００ＭＨｚ，ＴＭＳ，ＣＤＣｌ３ ）

δ（ｐｐｍ）：１．４４（ｓ，６．０

Ｈ，−Ｃ

【００３１】実施例４
サンプル瓶に、３−エチル−３−オキセタニルメトキシ
基を有するｐ−メチルカリックス［６］アレン０．０８

( 10 )

特開２０００−７２８６９

８ｇ（オキセタン基として０．４ミリモル）、３，

ドロフラン、ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセ

３′，５，５′−テトラクロロビスフェノールＡ０．０

トアミドに不溶性であることから、架橋反応が進行して

７２ｇ（フェノール基として０．２ミリモル）およびテ

いることが確認された。

トラフェニルホスホニウムクロライド０．００８ｇ

【００３８】実施例８

（０．０２ミリモル）を秤り取り、これらを１ｍｌのジ

実施例７において、クレゾール型ノボラック樹脂の代り

メチルホルムアミドに溶解させた。

に、カリックス［４］レゾルシンアレン０．０３ｇ（フ

【００３２】このジメチルホルムアミド溶液を用い、以

ェノール基として０．２２ミリモル）を用いると、反応

下実施例１と同様にして１７０℃で５時間加熱し、反応

率は約４５％強であった。得られたポリマーフィルム

率を測定すると約６０％弱であった。得られたポリマー

は、同様に３種類の溶媒に不溶性であることから、架橋

フィルムは、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミ

反応が進行していることが確認された。

ドおよびＮ−メチル−２−ピロリドンに不溶性であるこ

【００３９】実施例９

とから、架橋反応が進行していることが確認された。

実施例８において、触媒としてテトラフェニルホスホニ

【００３３】実施例５

ウムブロマイドの代りに１８−クラウン−６／ＫＢｒ

サンプル瓶に、３−メチル−３−オキセタニルメトキシ

０．００５ｇ（０．０１１ミリモル）を用いると、反応

基を有するｐ−第３ブチルカリックス［８］アレン０．

率は約３０％であった。得られたポリマーフィルムは、

１０４ｇ（オキセタン基として０．４ミリモル）、３，

同様に３種類の溶媒に不溶性であることから、架橋反応

３′，５，５′−テトラクロロビスフェノールＡ０．０

が進行していることが確認された。

７２ｇ（フェノール基として０．２ミリモル）およびテ

【００４０】実施例１０

トラフェニルホスホニウムクロライド０．００８ｇ

サンプル瓶に、参考例２のＢＥＯＴ０．０８０ｇ（オキ

（０．０２ミリモル）を秤り取り、これらを０．５ｍｌ

セタン基として０．２２ミリモル）、３，３′，５，

のジメチルアセトアミドに溶解させた。

５′−テトラクロロビスフェノールＡ０．０８１ｇ（フ

【００３４】このジメチルアセトアミド溶液を用い、以

ェノール基として０．２２ミリモル）およびテトラフェ

下実施例１と同様にして１８０℃で５時間加熱し、反応

ニルホスホニウムブロマイド０．００５ｇ（０．０１１

率を測定すると約５５％であった。得られたポリマーフ

ミリモル）を秤り取り、これらを０．２ｍｌのＮ−メチ

ィルムは、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド

ル−２−ピロリドンに溶解させた。

およびジメチルアセトアミドに不溶性であることから、

【００４１】このＮ−メチル−２−ピロリドン溶液を用

架橋反応が進行していることが確認された。

い、以下実施例１と同様にして１８０℃で１時間加熱

【００３５】実施例６

し、反応率を測定すると約５０％弱であった。得られた

実施例５において、３，３′，５，５′−テトラクロロ

ポリマーフィルムは、強靱な硬化物であって、テトラヒ

ビスフェノールＡの代りに、ノボラック型フェノール樹

ドロフラン、ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセ

脂０．０４８ｇ（フェノール基として０．４ミリモル）

トアミドに不溶性であることから、架橋反応が進行して

を用い、１９０℃で５時間加熱すると、反応率は約４５

いることが確認された。

％であった。得られたポリマーフィルムは、同様に３種

【００４２】実施例１１

類の溶媒に不溶性であることから、架橋反応が進行して

サンプル瓶に、参考例２のＢＥＯＴ０．０８０ｇ（オキ

いることが確認される。

セタン基として０．２２ミリモル）、クレゾール型ノボ

【００３６】実施例７

ラック樹脂０．０４８ｇ（フェノール基として０．４４

サンプル瓶に、市販品の１，４−ビス［（３−エチル−

ミリモル）およびテトラフェニルホスホニウムブロマイ

３−オキセタニル）メトキシメチル］ベンゼン［ＢＥＯ

ド０．００５ｇ（０．０１１ミリモル）を秤り取り、こ

Ｂ］０．０６８ｇ（オキセタン基として０．２２ミリモ

れらを０．２ｍｌのＮ−メチル−２−ピロリドンに溶解

ル）、クレゾール型ノボラック樹脂０．０４８ｇ（フェ

させた。

ノール基として０．４４ミリモル）およびテトラフェニ

【００４３】このＮ−メチル−２−ピロリドン溶液を用

ルホスホニウムブロマイド０．００５ｇ（０．０１１ミ

い、以下実施例１と同様にして１８０℃で１時間加熱

リモル）を秤り取り、これらを０．２ｍｌのＮ−メチル

し、反応率を測定すると約４０％弱であった。得られた

−２−ピロリドンに溶解させた。

ポリマーフィルムは、強靱な硬化物であって、テトラヒ

【００３７】このＮ−メチル−２−ピロリドン溶液を用

ドロフラン、ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセ

い、以下実施例１と同様にして１８０℃で３時間加熱

トアミドに不溶性であることから、架橋反応が進行して

し、反応率を測定すると約５０％強であった。得られた

いることが確認された。

ポリマーフィルムは、強靱な硬化物であって、テトラヒ

