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(57)【要約】
【課題】樹脂加工時における紫外線吸収性成分の揮散や
分解がなく、さらに他の樹脂との相溶性が高い高分子紫
外線吸収剤を提供する。
【解決手段】
下記の一般式（１）で表されるベンゾトリアゾール誘
導体化合物と、構成単位として１，２−ビニル構造を必
須として含むポリブタジエンとを重合してなる新規のベ
ンゾトリアゾール系共重合体を用いた高分子紫外線吸収
剤とする。

[好ましくはＲ１が炭素数２〜８のアルキル基、Ｒ２が
エチレン基］
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の一般式（１）で表されるベンゾトリアゾール誘導体化合物と、
下記の一般式（２）もしくは下記の一般式（３）である構成単位によってその骨格が構
成されるとともに前記構成単位として前記一般式（２）が１以上含まれるポリブタジエン
とを
重合してなることを特徴とするベンゾトリアゾール系共重合体。
【化１】
10

一般式（１）
［式中、Ｒ１は水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、フェニル基、トリル基、ホルミル
基、アルキル炭素数１〜７のアルキルカルボニル基、ベンゾイル基、またはトルオイル基
を表し、Ｒ２は炭素数１〜８のアルキレン基を表し、Ｒ３は水素原子、またはメチル基を
表す］
【化２】
20

一般式（２）
【化３】

一般式（３）
［一般式（３）中の炭素−炭素二重結合はシス構造、トランス構造のいずれであってもよ
い。］
【請求項２】
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前記一般式（１）のベンゾトリアゾール誘導体化合物において、前記一般式（１）式中
、Ｒ１が炭素数２〜８のアルキル基であり、Ｒ２がエチレン基である請求項１記載のベン
ゾトリアゾール系共重合体。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のベンゾトリアゾール系共重合体を含有する紫外線吸収
剤。
【請求項４】
樹脂に、請求項１または請求項２に記載のベンゾトリアゾール系共重合体を配合した紫
外線吸収性樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規なベンゾトリアゾール系共重合体に関する。さらにはこれを用いた紫外
線吸収剤に関し、詳しくは、高温状態でも揮散や分解が起こりにくい高い耐熱性を示し、
樹脂と高い相溶性を示す紫外線吸収剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
樹脂は自然光の紫外線の作用によって劣化を生じて、軟化、脆化または変色などの現象
を伴ってその機械的強度が著しく低下することはよく知られている。このような光による
劣化を防ぐため、従来より各種の紫外線吸収剤が樹脂の加工工程中に添加され、使用され
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ている。このような紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾ
ール系、ベンゾエート系、サリシレート系またはトリアジン系の化合物が知られている。
【０００３】
しかし、従来より使用されている紫外線吸収剤は、樹脂加工時の高温状態でそれ自身の
揮散や分解が起こることから、樹脂加工時における紫外線吸収剤の揮散による樹脂成型金
型の汚染、紫外線吸収剤の熱分解による樹脂の着色等の問題があった。
【０００４】
これらの問題を解決するため、上記の紫外線吸収性化合物を二量化したり、紫外線吸収
性化合物に嵩高い置換基を付加することによって、分子量を向上させた高耐熱性の紫外線
吸収剤として、揮散や分解を防ぐ提案がされているが、このような化合物は一般的に樹脂
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との相溶性が不十分であることが多く、樹脂を加工後に紫外線吸収剤が樹脂表面にブリー
ドアウトしてくるという問題があった。
【０００５】
また、特許文献１および２では、（メタ）アクリロイル基を含有するベンゾトリアゾー
ル誘導体と（メタ）アクリル酸エステルを共重合した高分子紫外線吸収剤が提案されてお
り、紫外線吸収性の構造を高分子体の成分として組み込むことで、加工時の高温状態で紫
外線吸収性成分の揮散や分解がなく、さらに加工後の紫外線吸収性成分のブリードアウト
を防ぐ提案がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２０１２−２５８１１号公報
【特許文献２】特開昭６０−３８４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
これらに記載された高分子紫外線吸収剤には、コンタクトレンズ、フィルム、塗料等の
用途が示されているが、いずれもこれら高分子紫外線吸収剤が単独で成型または成膜され
ており、他の樹脂との相溶性が不十分であることが予想され、樹脂にこれら高分子紫外線
吸収剤を添加するような使用方法が出来ず、汎用性がない問題があった。そこで本発明に
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おける課題は、他の樹脂との相溶性に優れている高分子紫外線吸収剤を提供することであ
り、そのための新規な共重合体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明では、下記の一般式（１）で表されるベンゾトリアゾール誘導体化合物と、下記
の一般式（２）もしくは下記の一般式（３）である構成単位によってその骨格が構成され
るとともに前記構成単位として前記一般式（２）が１以上含まれるポリブタジエンとを重
合してなる新規なベンゾトリアゾール系共重合体を、高分子紫外線吸収剤として用いるこ
とを上記課題の主要な解決手段とする。
【０００９】
【化１】
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一般式（１）
［式中、Ｒ１は水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、フェニル基、トリル基、ホルミル
基、アルキル炭素数１〜７のアルキルカルボニル基、ベンゾイル基、またはトルオイル基
を表し、Ｒ２は炭素数１〜８のアルキレン基を表し、Ｒ３は水素原子、またはメチル基を
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表す］
【００１０】
【化２】

一般式（２）
【００１１】
【化３】
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一般式（３）
［一般式（３）中の炭素−炭素二重結合はシス構造、トランス構造のいずれであってもよ
い。］
【００１２】
好ましくは、上記一般式（１）で示されるベンゾトリアゾール誘導体化合物において、
Ｒ１が炭素数２〜８のアルキル基であり、Ｒ２がエチレン基である表される化合物である
。
【発明の効果】
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【００１３】
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体は、紫外線吸収性の構造が高分子体の成分とし
て組み込まれていることから、樹脂加工時における紫外線吸収性成分の揮散や分解がなく
、さらに他の樹脂との相溶性が高いことから、他の樹脂に添加してもブリードアウトが起
こらず、従来技術の課題を解決し得る紫外線吸収剤として有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下に本発明につき詳細に説明する。本発明は紫外線吸収剤や樹脂組成物として、下記
の一般式（１）で表されるベンゾトリアゾール誘導体化合物と、ポリブタジエンとを共重
合したベンゾトリアゾール系共重合体を用いたものである。
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【００１５】
【化１】

一般式（１）
【００１６】
一般式（１）中、Ｒ１は水素原子；メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基
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、ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ヘキシル基、オク
チル基、２−エチルヘキシル基等の炭素数１〜８の直鎖または分岐のアルキル基；フェニ
ル基；トリル基；ホルミル基；アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル
基、オクタノイル基、２−エチルヘキサノイル基等のアルキル炭素数１〜７の直鎖又は分
岐のアルキルカルボニル基；ベンゾイル基；トルオイル基が挙げられ、Ｒ２はメチレン基
、エチレン基、トリエチレン基、プロピレン基、テトラメチレン基、ヘキサメチレン基、
オクタメチレン基等の炭素数１〜８の直鎖または分岐のアルキレン基が挙げられ、Ｒ３は
水素原子；メチル基が挙げられる。
【００１７】
上記一般式（１）で示されるベンゾトリアゾール誘導体化合物は、好ましくはＲ１が炭
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素数２〜８のアルキル基であり、Ｒ２がエチレン基である表される化合物である。
【００１８】
ベンゾトリアゾール誘導体化合物上記一般式（１）としては、例えば、次に示すものを
挙げることができる。２−［２−（２，４−ジヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリ
アゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート、２−［２−（４−エトキシ−２−ヒ
ドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレー
ト、２−［２−（４−ブトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール
−５−イルオキシ］エチルメタクリレート、２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチル
オキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート
、２−［２−（４−ベンゾイルオキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリア
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ゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート、４−［２−（２，４−ジヒドロキシフ
ェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］ブチルメタクリレート、４−［
２−（４−エトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イル
オキシ］ブチルメタクリレート、４−［２−（４−ブトキシ−２−ヒドロキシフェニル）
−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］ブチルメタクリレート、４−［２−（２
−ヒドロキシ−４−オクチルオキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオ
キシ］ブチルメタクリレート、４−［２−（４−ベンゾイルオキシ−２−ヒドロキシフェ
ニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］ブチルメタクリレート、２−［２
−（２，４−ジヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エ
チルアクリレート、２−［２−（４−エトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベン
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ゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルアクリレート、２−［２−（４−ブトキシ−２
−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルアクリレ
ート、２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチルオキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリ
アゾール−５−イルオキシ］エチルアクリレート、２−［２−（４−ベンゾイルオキシ−
２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルアクリ
レート等。
【００１９】
ここに例示する化合物の中で、特に２−［２−（４−エトキシ−２−ヒドロキシフェニ
ル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート、２−［２−
（４−ブトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキ
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シ］エチルメタクリレート、２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチルオキシフェニル
）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート、２−［２−（
４−エトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ
］エチルアクリレート、２−［２−（４−ブトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−
ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルアクリレート、２−［２−（２−ヒドロキ
シ−４−オクチルオキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチ
ルアクリレートが好ましく用いられる。
【００２０】
ベンゾトリアゾール誘導体化合物一般式（１）を合成する方法に特に限定はなく、従来
公知の反応原理を広く用いることができ、たとえば、下記（化４〜化７）に示した反応式
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を経て合成することができる。ただし、Ｘはハロゲン原子を表す。
【化４】

【化５】
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【化６】

【化７】

10
【００２１】
ポリブタジエン（単重合体）は一般にブタジエンを開裂・重合させたものである。この
ためその骨格を構成する構成単位は、重合時の分子結合の開裂によって、下記の一般式（
２）で示される１，２−ビニル構造か、下記の一般式（３）で示されるシス−１，４構造
あるいはトランス−１，４構造のいずれかになる。
【００２２】
【化２】
20

一般式（２）
【００２３】
【化３】
一般式（３）
【００２４】
ただし、本発明のベンゾトリアゾール系共重合体の原材料として用いるポリブタジエン
は、上記の一般式（２）の１，２−ビニル構造を必須の構成単位として含むものである。
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すなわち、構成単位として一般式（２）のみで構成されるポリブタジエンでもよいし、構
成単位として一般式（２）と一般式（３）とが混合して構成されるポリブタジエンであっ
てもよい。なお、構成単位として一般式（３）を含む場合に、その構造がシス−１，４構
造のみ、あるいはトランス−１，４構造のみであってもよいし、両者が混合して構成され
ていてもよい。
【００２５】
従って本発明に用いるポリブタジエンの具体例としては、１，２−ポリブタジエン；１
，２−ビニル構造とシス−１，４構造の混在ポリブタジエン；１，２−ビニル構造とトラ
ンス−１，４構造の混在ポリブタジエン；１，２−ビニル構造、シス−１，４構造、およ
びトランス−１，４構造の混在ポリブタジエンが挙げられる。
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【００２６】
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体の重合に用いる、ベンゾトリアゾール誘導体化
合物とポリブタジエンとの重合方法は、特に限定されるものではなく、従来公知の種々の
重合方法、例えば、ラジカル重合、イオン重合による連鎖重合反応を用いた溶液重合法、
塊状（バルク）重合法、懸濁（パール）重合法、光重合法等を採用することができる。
【００２７】
溶液重合法を採用して共重合体を得る場合において用いることができる溶媒としては、
具体的には、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、その他の高沸点の芳香族系溶媒；
酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセテート等のエステル系溶媒；メチルエチルケト
ン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒；メタノール、エタノール、２−プロパノ
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ール等のアルコール系溶媒等が挙げられるが、特に限定されるものではない。これら溶媒
は、一種類のみを用いてもよく、また、二種類以上を適宜混合して用いてもよい。また、
溶媒の使用量は、特に限定されるものではない。
【００２８】
懸濁（パール）重合法を採用して共重合体を得る場合において用いることができる分散
剤としては、具体的には、例えば、ポリビニルアルコール、 ポリ（メタ）アクリル酸ま
たはその塩、スチレンとマレイン酸共重合体の塩、α−メチルスチレンとアクリル酸共重
合体の塩、ポリビニルピロリドン、ポリ（メタ）アクリルアミド、メチルセルロース、エ
チルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース、カルボキシメチルセ
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ルロース、ゼラチン、デンプン、トラガント、ペクチン、グルー、アルギン酸またはその
塩等の高分子界面活性剤；ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド等のポリ
オキシアルキレン系分散剤；ポリオキシエチレン−アルキルエーテル、ポリオキシエチレ
ン−アルキルフェノール、ポリオキシエチレン−多価アルコールエステル、多価アルコー
ルと脂肪酸とのエステル、オキシエチレン・オキシプロピレンブロック縮合物等の非イオ
ン系界面活性剤等が挙げられる。また、これら分散剤は、一種類のみを用いてもよく、ま
た、二種類以上を適宜混合して用いてもよい。また、分散剤の使用量は、特に限定される
ものではない。
【００２９】
また、溶液重合法、塊状重合法、懸濁重合法を採用して共重合体を得る際には、重合開
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始剤を用いることができる。重合開始剤としては、具体的には、例えば、 ２，２'−アゾ
ビス−(２−メチルブチロニトリル) 、２,２'−アゾビスイソブチロニトリル、１，１
−アゾビス（シクロヘキサン−１−カルボニトリル）、ベンゾイルパーオキサイド、ジ−
ｔ− ブチルパーオキサイド、ｔ−ブチルパーオキシ−２−エチルヘキサノエート等の油
溶性のラジカル重合開始剤；過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、
t−ブチルパーオキサイド、２，２−アゾビス[２−（２−イミダゾリン−２−イル）プロ
パン]・二塩酸塩、２，２−アゾビス[２−（２−イミダゾリン−２−イル）プロパン]・
二硫酸・二水和物、２，２−アゾビス（２−アミジノプロパン）・二塩酸塩 、２，２−
アゾビス〔Ｎ−（２−カルボキシエチル）−２−メチルプロピオンアミジン]水和物、２
，２−アゾビス{２−[１−（２−ヒドロキシエチル）−２−イミダゾリン−２−イル]プ
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ロパン}・二塩酸塩、２，２−アゾビス[２−（２−イミダゾリン−２−イル）プロパン]
、２，２−アゾビス（１−イミノ−１−ピロリジノ−２−エチルプロパン）・二塩酸塩、
２、２−アゾビス{２−メチル−Ｎ−[１，１−ビス（ヒドロキシメチル）−２−ヒドロキ
シエチル]プロピオンアミド}、２，２−アゾビス[２−メチル−Ｎ−（２−ヒドロキシエ
チル）プロピオンアミド]、２，２−アゾビス（Ｎ−ヒドロキシエチルイソブチルアミド
）、４，４−アゾビス（４−シアノペンタン酸）等の水溶性のラジカル重合開始剤；過硫
酸塩類や有機過酸化物類の重合開始剤にナトリウムスルホオキシレートホルムアルデヒド
、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸水素アンモニウム、チオ硫酸ナトリウム、チオ硫酸アン
モニウム、過酸化水素、ヒドロキシメタンスルフィン酸ナトリウム、Ｌ−アスコルビン酸
、およびその塩、第一銅塩、第一鉄塩などの還元剤を重合開始剤に組み合わせて用いるレ
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ドックス系開始剤；ベンゾフェノン、Ｎ，Ｎ′−テトラアルキル−４，４′−ジアミノベ
ンゾフェノン、２−ベンジル−２−ジメチルアミノ−１−（４−モルホリノフェニル）−
ブタノン−１、２−メチル−１−［４−（メチルチオ）フェニル］−２−モルホリノ−プ
ロパノン−１、４，４′−ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン（ミヒラーケトン）、
４，４′−ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン、４−メトキシ−４′−ジメチルアミ
ノベンゾフェノン等の芳香族ケトン類、アルキルアントラキノン、フェナントレンキノン
等のキノン類、ベンゾイン、アルキルベンゾイン等のベンゾイン化合物、ベンゾインアル
キルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル等のベンゾインエーテル化合物、ベンジルジ
メチルケタール等のベンジル誘導体、２−（ｏ−クロロフェニル）−４，５−ジフェニル
イミダゾール二量体、２−（ｏ−クロロフェニル）−４，５−ジ（ｍ−メトキシフェニル
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）イミダゾール二量体、２−（ｏ−フルオロフェニル）−４，５−ジフェニルイミダゾー
ル二量体、２−（ｏ−メトキシフェニル）−４，５−ジフェニルイミダゾール二量体、２
，４−ジ（ｐ−メトキシフェニル）−５−フェニルイミダゾール二量体、２−（２，４−
ジメトキシフェニル）−４，５−ジフェニルイミダゾール二量体等の２，４，５−トリア
リールイミダゾール二量体、Ｎ−フェニルグリシン、Ｎ−フェニルグリシン誘導体、９−
フェニルアクリジン等のアクリジン誘導体、１，２−オクタンジオン，１−［４−（フェ
ニルチオ）−，２−（ｏ−ベンゾイルオキシム）］等のオキシムエステル類、７−ジエチ
ルアミノ−４−メチルクマリン等のクマリン系化合物、２，４−ジエチルチオキサントン
等のチオキサントン系化合物、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系化合物等の光（主として紫外線）開裂

10

型ラジカル重合開始剤が挙げられるが、特に限定されるものではない。また、これら重合
開始剤は、一種類のみを用いてもよく、また、二種類以上を適宜混合して用いてもよい。
また、重合開始剤の使用量は、特に限定されるものではない。
【００３０】
反応温度は、特に限定されるものではないが、室温〜２００℃の範囲が好ましく、５０
℃〜１５０℃の範囲がより好ましい。尚、反応時間は、反応温度、或いは、用いる原材料
の種類等に応じて、重合反応が完結するように、適宜設定すればよい。
【００３１】
光重合法を採用して共重合体を得る場合において用いる光重合開始剤としては、活性エ
ネルギー線の照射によって光重合開始作用を示す公知の光重合開始剤のいずれもが使用で

20

きる。例えば、２，２−ジメトキシ−１，２−ジフェニルエタン−１−オン、１−ヒドロ
キシ−シクロヘキシル−フェニル−ケトン、２−ヒドロキシ−２−メチル−１−フェニル
−プロパン−１−オン、１−［４−（２−ヒドロキシエトキシ）−フェニル］−２−ヒド
ロキシ−２−メチル−１−プロパン−１−オン、２−ヒドロキシ−１−｛４−［４−（２
−ヒドロキシ−２−メチル−プロピオニル）−ベンジル］−フェニル｝−２−メチル−プ
ロパン−１−オン、フェニルグリオキシリックアシッドメチルエステル、２−メチル−１
−［４−（メチルチオ）フェニル］−２−モルフォリノプロパン−１−オン、２−ベンジ
ル−２−ジメチルアミノ−１−（４−モルフォリノフェニル）−ブタノン−１、２−ジメ
チルアミノ−２−（４−メチル−ベンジル）−１−（４−モルフォリン−４−イル−フェ
ニル）−ブタン−１−オン、ビス（２，４，６−トリメチルベンゾイル）−フェニルフォ
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スフィンオキサイドなどを挙げることができ、また、ベンゾフェノンおよび／または２−
イソプロピルチオキサントンと重合促進剤の２−エチルヘキシル−４−ジメチルアミノベ
ンゾエートおよび／またはエチル−４−ジメチルアミノベンゾエートといった組み合わせ
も使用できる。本発明で、これらの光重合開始剤を単独で用いてもよいし、または２種以
上を組み合わせて用いてもよい。
【００３２】
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体を添加可能な樹脂は特に限定されるわけではな
いが、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリペンテン、ポリ‑３−
メチルブチレン、ポリメチルペンテンなどのα−オレフィン重合体またはエチレン−酢酸
ビニル共重合体、エチレン−プロピレン共重合体などのポリオレフィン、ポリ塩化ビニル
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、ポリ臭化ビニル、ポリフッ化ビニル、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、臭
素化ポリエチレン、塩化ゴム、塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル−エチレン
共重合体、塩化ビニル−プロピレン共重合体、塩化ビニル−スチレン共重合体、塩化ビニ
ル−イソブチレン共重合体、塩化ビニル−塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニル−スチレ
ン−無水マレイン酸三元共重合体、塩化ビニル−スチレン−アクリロニトリル三元共重合
体、塩化ビニル−ブタジエン共重合体、塩化ビニル−イソブチレン共重合体、塩化ビニル
−塩素化プロピレン共重合体、塩化ビニル−塩化ビニリデン−酢酸ビニル三元共重合体、
塩化ビニル−アクリル酸エステル共重合体、塩化ビニル−マレイン酸エステル共重合体、
塩化ビニル−メタクリル酸エステル共重合体、塩化ビニル−アクリロニトリル共重合体、
内部可塑性ポリ塩化ビニルなどの含ハロゲン合成樹脂、石油樹脂、クマロン樹脂、ポリス
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チレン、スチレンと他の単量体（無水マレイン酸、ブタジエン、アクリロニトリルなど）
との共重合体、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン樹脂、アクリル酸エステル−ブ
タジエン−スチレン樹脂、メタクリル酸エステル−ブタジエン−スチレン樹脂などのスチ
レン系樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルホルマール、ポリビニ
ルブチラール、アクリル樹脂、メタクリレート樹脂、ポリアクリロニトリル、ポリフェニ
レンオキシド、ポリカーボネート、変性ポリフェニレンオキシド、ポリアセタール、フェ
ノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ポリエチレンテレ
フタレート、強化ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリスル
ホン系樹脂、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルケトン、
ポリエーテルイミド、ポリオキシベンゾイル、ポリイミド、ポリマレイミド、ポリアミド
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イミド、アルキド樹脂、アミノ樹脂、ビニル樹脂、水溶性樹脂、粉体塗料用樹脂、ポリア
ミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリチオウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等を挙げ
ることができる。
【００３３】
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体を樹脂に添加する場合、紫外線吸収剤としては
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体のみ、あるいは他の紫外線吸収剤と組み合わせて
使用できる。本発明のベンゾトリアゾール系共重合体以外の紫外線吸収剤としては、一般
に市場で入手できるもので紫外領域を吸収できるものであれば特に限定されない。例えば
、ベンゾトリアゾール誘導体、ベンゾフェノン誘導体、サリシレート誘導体、シアノアク
リレート誘導体、トリアジン誘導体等が用いられる。これらの紫外線吸収剤は、一種類の
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みを用いてもよく、また、二種類以上を適宜混合して用いてもよい。
【００３４】
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体は、樹脂に対して０.０１〜２０重量％、好ま
しくは０.１〜２重量％の範囲で使用されることが好ましい。
【実施例】
【００３５】
以下に本発明で実施したベンゾトリアゾール系共重合体の合成法及び特性を示す。ただ
し合成方法はこれに限定されるものではない。
【００３６】
（中間体合成例１）

30

［前駆体；２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イ
ル］−５−オクチルオキシフェノールの合成］
【化８】

【００３７】
１０００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、
常法にて合成した４−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）ベンゼン
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−１，３−ジオールを１７６．０ｇ（０．６８４モル）、メチルイソブチルケトン３５０
ｍｌ、１−クロロオクタン１４２．０ｇ（０．９５５モル）、炭酸ナトリウム６２．０ｇ
（０．５８５モル）、ヨウ化カリウム５．２ｇを入れて、１２０〜１３０℃で１２時間還
流脱水した。水２００ｍｌを加え、静置して下層部の水層を分離して除去し、温水２００
ｍｌで洗浄した。メチルイソブチルケトン３５０ｍｌを減圧で回収し、イソプロピルアル
コール４５０ｍｌを加え、析出した結晶をろ過し、イソプロピルアルコール２００ｍｌで
洗浄し、乾燥して、２−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）−５−
オクチルオキシフェノールを２１６．９ｇ得た。
【００３８】
１０Ｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、２−（
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５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）−５−オクチルオキシフェノール
を２１６．９ｇ（０．５８７モル）、４７％臭化水素酸１２５．８ｇ（０．７３１モル）
、スルホラン１８００ｍｌを入れて１００〜１０５℃で４８時間撹拌した。トルエン８０
０ｍｌ、水３５００ｍｌを加えて、静置して下層の水層を分離して除去し、温水１３００
ｍｌで２回洗浄し、トルエン８００ｍｌを減圧で回収した。イソプロピルアルコール８０
０ｍｌ、水２００ｍｌを加えて、５℃まで冷却し、析出する結晶をろ過し、イソプロピル
アルコール水溶液（８０％

Ｖ／Ｖ）２００ｍｌで洗浄し、乾燥して、２−（５−ヒドロ

キシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）−５−オクチルオキシフェノールを１２６
．６ｇ得た。
【００３９】

10

１０００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、
２−（５−ヒドロキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）−５−オクチルオキシフ
ェノールを１２６．６ｇ（０．３５６モル）、メチルイソブチルケトン４５０ｍｌ、２−
クロロエタノール３５．８ｇ（０．４４５モル）、炭酸ナトリウム２３．５ｇ（０．２２
２モル）、ヨウ化カリウム１７．８ｇを入れて、１１３〜１１８℃で１０時間還流脱水し
た。２５０ｍｌの水を加え、静置して下層部の水層を分離して除去し、温水１５０ｍｌで
洗浄した。メチルイソブチルケトン４５０ｍｌを減圧で回収後にイソプロピルアルコール
５００ｍｌを加えて１０℃まで冷却し、析出した結晶をろ過し、イソプロピルアルコール
５０ｍｌで洗浄し、乾燥して、２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾト
リアゾール−２−イル］−５−オクチルオキシフェノールを９５．３ｇ得た。収率３５％

20

（４−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）ベンゼン−１，３−ジオ
ールから）であった。
【００４０】
（中間体合成例２）
［化合物（ａ）；２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチルオキシフェニル）−２Ｈ−
ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレートの合成］
【化９】
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化合物（ａ）
【００４１】
１０００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、
２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル］−５−
オクチルオキシフェノールを９５．３ｇ（０．２３９モル）、トルエン５５０ｍｌ、メタ
クリル酸５０．６ｇ（０．５８８モル）、メタンスルホン酸２９．８ｇ（０．３１０モル
）を入れて、１１０〜１１５℃で４時間還流脱水した。水２００ｍｌ、炭酸ナトリウム３
２．８ｇ（０．３０９モル）を加え、静置して下層部の水層を分離して除去し、活性炭１
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．８ｇを加え、還流撹拌して脱色させた。熱時にろ過し、そのろ液からトルエン５５０ｍ
ｌを減圧で回収した後にイソプロピルアルコール７５０ｍｌを加え、析出した結晶をろ過
し、イソプロピルアルコール１００ｍｌで洗浄した後、減圧下４０℃で乾燥し、白色結晶
を８８．１ｇ得た。全量をイソプロピルアルコールで再結晶して、減圧下４０℃で乾燥し
、化合物（ａ）を７７．８ｇ得た。収率７０％（２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）
−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル］−５−オクチルオキシフェノールから）であっ
た。融点は９２℃。
【００４２】
また、ＨＰＬＣ分析により、化合物（ａ）の純度を測定した。
＜測定条件＞
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装置：Ｌ−２１３０（（株）日立ハイテクノロジーズ製）
使用カラム：ＳＵＭＩＰＡＸ

ＯＤＳ

Ａ−２１２

６×１５０ｍｍ

５μｍ

カラム温度：４０℃
移動相： メタノール／水＝９９／１
流速：１．０ｍｌ／ｍｉｎ
＜測定結果＞
ＨＰＬＣ面百純度：９９．９％
なお、以下の化合物（ｂ）も化合物（ａ）と同様の測定条件でＨＰＬＣ分析を行った。
【００４３】
また、化合物（ａ）の紫外〜可視吸収スペクトルを測定したところ、最大吸収波長λｍ
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ａｘは３５０ｎｍであり、この時の吸光度εは３０９００であった。スペクトルの測定条
件は次のとおりである。
＜測定条件＞
装置：ＵＶ−２４５０（(株)島津製作所製)
測定波長：２５０〜 ４５０ｎｍ
溶媒：クロロホルム
濃度：１０ｐｐｍ
セル：１ｃｍ石英
なお、以下の化合物（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）も化合物（ａ）と同様の測定条件で紫外〜可
20

視吸収スペクトルの測定を行った。
【００４４】
また、化合物（ａ）のＮＭＲ解析を行った結果、上記構造を支持する結果が得られた。
測定条件は次のとおりである。
＜測定条件＞
装置：ＪＥＯＬ

ＡＬ−３００

共振周波数：３００ＭＨｚ（１Ｈ−ＮＭＲ）
溶媒：クロロホルム−ｄ
１Ｈ−ＮＭＲの内部標準物質として、テトラメチルシランを用い、ケミカルシフト値は
δ値（ｐｐｍ）、カップリング定数はＨｅｒｔｚで示した。またｓはｓｉｎｇｌｅｔ、ｄ
はｄｏｕｂｌｅｔ、ｔはｔｒｉｐｌｅｔ、ｄｄはｄｏｕｂｌｅ

ｄｏｕｂｌｅｔ、ｍはｍ

30

ｕｌｔｉｐｌｅｔ、ｂはｂｒｏａｄの略とする。以下の化合物（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に
おいても同様である。得られたＮＭＲスペクトルの内容は以下のとおりである。
δ＝１１．３（ｓ，ＯＨ），８．１９（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．９Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉａ
ｚｏｌｅ−Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．９２Ｈｚ，Ｊ＝０．９６Ｈｚ，Ｊ＝０
．８７Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉａｚｏｌｅ−Ｈ)，７．０−７．３（ｍ，２Ｈ，ｂｅｎｚ
ｏｔｒｉａｚｏｌｅ−Ｈ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），６．６７（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝２．９１Ｈｚ
，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），６．５９（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝１０．２Ｈｚ，Ｊ＝２．９４Ｈｚ，
Ｊ＝３．０６Ｈｚ，＝ＣＨ２−Ｈ），６．１７（ｓ，１Ｈ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），５．６
１（ｔ，１Ｈ，＝ＣＨ２−Ｈ），４．５７（ｔ，２Ｈ，Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ２−Ｏ−Ｈ），
４．３２（ｔ，２Ｈ，Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ２−Ｏ−Ｈ），４．００（ｔ，２Ｈ，ｐＨ−Ｏ−
ＣＨ２−Ｈ)，１．８０（ｍ，２Ｈ，ＣＨ２−Ｈ），１．２−１．６（ｍ，１０Ｈ，（Ｃ
Ｈ２）５−Ｈ），０．８９（ｓ，３Ｈ，ＣＨ３−Ｈ）
【００４５】
（中間体合成例３）
［化合物（ｂ）；２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチルオキシフェニル）−２Ｈ−
ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルアクリレートの合成］
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【化１０】

化合物（ｂ）
【００４６】
メタクリル酸をアクリル酸とした以外は中間体合成例２と同様にして、化合物（ｂ）を
収率４３％（２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−

10

イル］−５−オクチルオキシフェノールから）で得た。融点８６℃、ＨＰＬＣ面百純度９
８．７％、最大吸収波長λｍａｘが３５１ｎｍの時の吸光度εは２９７００であった。
【００４７】
また、化合物（ｂ）のＮＭＲ解析を行った結果、上記構造を支持する結果が得られた。
測定条件は次のとおりである。
＜測定条件＞
装置： ＶＡＲＩＡＮ

Ｍｅｒｃｕｒｙ３００

共振周波数：３００ＭＨｚ（１Ｈ−ＮＭＲ）
溶媒：クロロホルム−ｄ
得られたＮＭＲスペクトルの内容は以下のとおりである。なお、以下の化合物（ｃ）、

20

（ｄ）も化合物（ｂ）と同様の測定条件でＮＭＲ測定を行った。
δ＝１１．３（ｂ，ＯＨ），８．２１（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．０７Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉ
ａｚｏｌｅ−Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．０７Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉａｚｏｌ
ｅ−Ｈ），7．１８（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝２．３Ｈｚ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），７．１６（ｄ，
１Ｈ，Ｊ＝２．３Ｈｚ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），７．１５（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝１．８１，ｂｅ
ｎｚｏｔｒｉａｚｏｌｅ−Ｈ，），６．６７（ｓ，１Ｈ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），６．６０
（ｍ，１Ｈ，＝ＣＨ２−Ｈ），６．２０（ｑ，１Ｈ，ＣＨ＝−Ｈ），５．８９（ｄｄ，１
Ｈ，Ｊ＝１０．５Ｈｚ，Ｊ＝０．６６Ｈｚ，Ｊ＝０．７５Ｈｚ，＝ＣＨ２−Ｈ），４．３
２（ｔ，２Ｈ，Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ２−Ｏ−Ｈ），４．００（ｔ，２Ｈ，Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ
２−Ｏ−Ｈ），０．８−２（ｍ，１７Ｈ，ｎ−Ｃ８Ｈ１７−Ｈ）

30

【００４８】
（中間体合成例４）
［化合物（ｃ）；２−［２−（４−ブトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾ
トリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレートの合成］
【化１１】

40
化合物（ｃ）
【００４９】
２００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、４
−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）ベンゼン−１，３−ジオール
を１７．０ｇ（０．０６６モル）、メチルイソブチルケトン３５ｍｌ、１−ブロモブタン
９．２ｇ（０．０６７モル）、炭酸ナトリウム５．６ｇ（０．０５３モル）、ヨウ化カリ
ウム４．９ｇを入れて１０５〜１１５℃で４時間還流撹拌した。水３５ｍｌを加え、静置
して下層部の水層を分離して除去し、温水３５ｍｌで洗浄した。メチルイソブチルケトン
３５ｍｌを減圧で回収後にイソプロピルアルコール１００ｍｌを加え、析出した結晶をろ
過し、イソプロピルアルコール２０ｍｌで洗浄し、乾燥して、５−ブトキシ−２−（５−
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メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノールを１５．０ｇ得た。
【００５０】
５００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、５
−ブトキシ−２−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノールを
１５．０ｇ（０．０４８モル）、４７％臭化水素酸９．９ｇ（０．０５８モル）、スルホ
ラン１４５ｍｌを入れて１００〜１０５℃で４８時間撹拌した。トルエン７０ｍｌ、水２
００ｍｌを加えて、静置して下層の水層を分離して除去し、温水１００ｍｌで２回洗浄し
、トルエン７０ｍｌを減圧で回収した。イソプロピルアルコール３０ｍｌ、水１５ｍｌを
加えて、５℃まで冷却し、析出する結晶をろ過し、イソプロピルアルコール水溶液（７０
％

Ｖ／Ｖ）２０ｍｌで洗浄し、乾燥して、５−ブトキシ−２−（５−ヒドロキシ−２Ｈ

10

−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノールを６．２ｇ得た。
【００５１】
２００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、５
−ブトキシ−２−（５−ヒドロキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノール
を６．２ｇ（０．０２１モル）、メチルイソブチルケトン５０ｍｌ、２−クロロエタノー
ル７．４ｇ（０．０９２モル）、炭酸ナトリウム４．９ｇ（０．０４６モル）、ヨウ化カ
リウム０．２ｇを入れて１１３〜１１８℃で１０時間還流脱水した。水５０ｍｌを加え、
静置して下層部の水層を分離して除去し、温水５０ｍｌで洗浄した。メチルイソブチルケ
トン５０ｍｌを減圧で回収後にイソプロピルアルコール２５ｍｌを加えて５℃まで冷却し
、析出した結晶をろ過し、イソプロピルアルコール１５ｍｌで洗浄し、乾燥して、５−ブ

20

トキシ−２−（５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル
）フェノールを３．４ｇ得た。
【００５２】
２００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、５
−ブトキシ−２−（５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−
イル）フェノールを３．４ｇ（０．０１０モル）、トルエン４０ｍｌ、メタクリル酸１．
７ｇ（０．０２０モル）、メタンスルホン酸０．２ｇ（０．００２モル）を入れて、１１
０〜１１５℃で４時間還流脱水した。水３０ｍｌ、炭酸ナトリウム０．７ｇ（０．００７
モル）を加え、静置して下層部の水層を分離して除去し、活性炭０．１ｇを加え、還流撹
拌して脱色させた。熱時にろ過し、ろ液からトルエン４０ｍｌを減圧で回収した後にイソ

30

プロピルアルコール３０ｍｌを加え、析出した結晶をろ過し、イソプロピルアルコール１
５ｍｌで洗浄した後、減圧下４０℃で乾燥し、白色結晶を２．７ｇ得た。この２．７ｇを
イソプロピルアルコールで再結晶して、減圧下４０℃で乾燥し、化合物（ｃ）を２．２ｇ
得た。収率８％（４−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）ベンゼン
−１，３−ジオールから）であった。融点１０１℃、最大吸収波長λｍａｘが３５１ｎｍ
の時の吸光度εは２９１００であった。
【００５３】
また、ＨＰＬＣ分析により、化合物（ｃ）の純度を測定した。
＜測定条件＞
40

装置：Ｌ−２１３０（（株）日立ハイテクノロジーズ製）
使用カラム：Ｉｎｅｒｔｓｉｌ

ＯＤＳ−３

４．６×１５０ｍｍ

５μｍ

カラム温度：２５℃
移動相： アセトニトリル／水＝９／１（リン酸３ｍｌ／Ｌ）
流速：１．０ｍｌ／ｍｉｎ
＜測定結果＞
ＨＰＬＣ面百純度：９８．７％
なお、以下の化合物（ｄ）も化合物（ｃ）と同様の測定条件でＨＰＬＣ測定を行った。
【００５４】
また、化合物（ｃ）のＮＭＲ解析を行った結果、上記構造を支持する結果が得られた。
得られたＮＭＲスペクトルの内容は以下のとおりである。
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δ＝１１．３（ｂ，ＯＨ），８．２１（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．２４Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉ
ａｚｏｌｅ−Ｈ），７．８０（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，Ｊ＝０．６６Ｈｚ，Ｊ＝０
．６６Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉａｚｏｌｅ−Ｈ），７．１８（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝２．３１Ｈ
ｚ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），６．６８（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝２．６４Ｈｚ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ）
，６．６０（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．２Ｈｚ，Ｊ＝２．６４Ｈｚ，Ｊ＝２．６４Ｈｚ，ｂｅ
ｎｚｏｔｒｉａｚｏｌｅ−Ｈ，），６．１８（ｓ，１Ｈ，＝ＣＨ２−Ｈ），５．６２（ｍ
，１Ｈ，＝ＣＨ２−Ｈ），０．９−２．１（ｍ，３Ｈ，９Ｈ，ＣＨ３，ｎ−Ｃ４Ｈ９−Ｈ
）
【００５５】
10

（中間体合成例５）
［化合物（ｄ）；２−［２−（４−エトキシ−２−ヒドロキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾ
トリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレートの合成］
【化１２】

化合物（ｄ）
20

【００５６】
２００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、４
−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）ベンゼン−１，３−ジオール
を１０．０ｇ（０．０３９モル）、メチルイソブチルケトン４０ｍｌ、ブロモエタン６．
４ｇ（０．０５９モル）、炭酸ナトリウム３．３ｇ（０．０３１モル）、ヨウ化カリウム
３．０ｇを入れて９５〜１１０℃で６時間還流撹拌した。水２０ｍｌを加え、静置して下
層部の水層を分離して除去し、温水２０ｍｌで洗浄した。メチルイソブチルケトン４０ｍ
ｌを減圧で回収後にイソプロピルアルコール１００ｍｌを加え、析出した結晶をろ過し、
イソプロピルアルコール２５ｍｌで洗浄し、乾燥して、５−エトキシ−２−（５−メトキ
シ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノールを８．２ｇ得た。

30

【００５７】
５００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、５
−エトキシ−２−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノールを
８．２ｇ（０．０２９モル）、４７％臭化水素酸６．２ｇ（０．０３６モル）、スルホラ
ン８２ｍｌを入れて１００〜１０５℃で３３時間撹拌させた。トルエン５０ｍｌ、水１６
５ｍｌを加えて、静置して下層の水層を分離して除去し、温水８０ｍｌで洗浄し、トルエ
ン５０ｍｌを減圧で回収した。イソプロピルアルコール３５ｍｌ、水１５ｍｌを加えて、
５℃まで冷却し、析出する結晶をろ過し、イソプロピルアルコール水溶液（７０％

Ｖ／

Ｖ）２０ｍｌで洗浄し、乾燥して、５−エトキシ−２−（５−ヒドロキシ−２Ｈ−ベンゾ
トリアゾール−２−イル）フェノールを４．６ｇ得た。
【００５８】

40

２００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、５
−エトキシ−２−（５−ヒドロキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル）フェノール
を４．６ｇ（０．０１７モル）、メチルイソブチルケトン３５ｍｌ、２−クロロエタノー
ル１．７ｇ（０．０２１モル）、炭酸ナトリウム１．１ｇ（０．０１０モル）、ヨウ化カ
リウム０．９ｇを入れて、１１３〜１１８℃で８時間還流脱水した。水３０ｍｌを加え、
静置して下層部の水層を分離して除去し、温水３０ｍｌで洗浄した。メチルイソブチルケ
トン３５ｍｌを減圧で回収し、５−エトキシ−２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）−
２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル］フェノールの固形分を５．０ｇ得た。
【００５９】
３００ｍｌの４つ口フラスコに玉付きコンデンサー、温度計、撹拌装置を取り付け、５
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−エトキシ−２−［５−（２−ヒドロキシエトキシ）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−
イル］フェノールの固形分を５．０ｇ（０．０１６モル）、トルエン１００ｍｌ、メタク
リル酸２．７ｇ（０．０３１モル）、メタンスルホン酸２．０ｇ（０．０２１モル）を入
れて、１１０〜１１５℃で４時間還流脱水した。水８０ｍｌ、炭酸ナトリウム１．９ｇ（
０．０１８モル）を加え、静置して下層部の水層を分離して除去し、活性炭０．１ｇを加
え、還流撹拌して脱色させた。熱時ろ過し、ろ液からトルエン１００ｍｌを減圧で回収し
た後にイソプロピルアルコール３０ｍｌを加え、析出した結晶をろ過し、イソプロピルア
ルコール２０ｍｌで洗浄した後、減圧下４０℃で乾燥し、白色結晶を３．２ｇ得た。この
３．２ｇをイソプロピルアルコールで再結晶して、減圧下４０℃で乾燥し、化合物（ｄ）
を１．６ｇ得た。収率１１％（４−（５−メトキシ−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イ

10

ル）ベンゼン−１，３−ジオールから）であった。融点１５６℃、ＨＰＬＣ面百純度９８
．１％、最大吸収波長λｍａｘが３５０ｎｍの時の吸光度εは２９０００であった。
【００６０】
また、化合物（ｄ）のＮＭＲ解析を行った結果、上記構造を支持する結果が得られた。
得られたＮＭＲスペクトルの内容は以下のとおりである。
δ＝１１．３（ｂ，ＯＨ），８．２１（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．０７Ｈｚ，ｂｅｎｚｏｔｒｉ
ａｚｏｌｅ−Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．７２，ｂｅｎｚｏｔｒｉａｚｏｌｅ−
Ｈ），７．１６（ｍ，１Ｈ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），６．６８（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝２．６４Ｈ
ｚ，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ），６．５９（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝９．２，Ｊ＝２．８，Ｊ＝２．６
４，ｐｈｅｎｏｌ−Ｈ，），６．１７（ｓ，１Ｈ，Ｃ＝ＣＨ２−Ｈ），５．６１（ｔ，１

20

Ｈ，＝ＣＨ２−Ｈ），４．５８（ｍ，２Ｈ，Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ２−Ｏ−Ｈ），４．３２（
ｔ，２Ｈ，Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ２−Ｏ−Ｈ），４．０８（ｑ，２Ｈ，−ＣＨ２−ＣＨ３−Ｈ
），１．６７（ｓ，３Ｈ，Ｃ＝ＣＨ２−ＣＨ３−Ｈ），１．５７（ｔ，３Ｈ，ＣＨ２−Ｃ
Ｈ３−Ｈ）
【００６１】
（実施例１）
［共重合体（ａ）；化合物（ａ）／１，２−ポリブタジエンの共重合］
１００ｍｌのガラス管に、化合物（ａ）；２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチル
オキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート
を１．８７ｇ（０．００４モル）、ベンゼン２０ｍｌ、１，２−ポリブタジエン１．３０
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ｇ（０．０２４モル）（Ａｌｄｒｉｃｈ社製「製品番号４６６８６７−２５０ＭＬ」）、
ベンゾイルパーオキサイド０．０９７ｇ（０．０００４モル）を入れて、凍結乾燥した後
に封管した。ガラス管を９０℃のオイルバスに入れて２４時間重合させた。重合溶液を１
００ｍｌフラスコへ移し、エバポレーターでベンゼンを留去した。そこへクロロホルム１
０ｍｌを加えて生成物を溶解させ、その溶液を２００ｍｌのアセトンの中へ滴下した。析
出したポリマーをろ過し、アセトン１００ｍｌで洗浄した後、減圧下室温で乾燥し、淡黄
色固体の共重合体（ａ）を１．９０ｇ得た。
【００６２】
また、共重合体（ａ）の分子量を測定した結果、重量平均分子量（Ｍｗ）は２８８００
、数平均分子量（Ｍｎ）は１４６００、多分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．９７であった。測
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定条件は次のとおりである。
＜測定条件＞
装置：ＬＣ−１０ＡＤ（（株）島津製作所製）
溶離液：クロロホルム
カラム：Ｓｈｏｄｅｘ

Ｋ−８０７Ｌ、Ｓｈｏｄｅｘ

Ｋ８０５Ｌ、Ｓｈｏｄｅｘ

Ｋ−８０４Ｌ（昭和電工（株）製）
【００６３】
また、共重合体（ａ）の紫外〜可視吸収スペクトルを測定したところ、最大吸収波長λ
ｍａｘは３４８．４ｎｍであった。スペクトルを図１に示す。スペクトルの測定条件は次
のとおりである。
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＜測定条件＞
装置：ＵＶ−１８５０（（株）島津製作所製)
測定波長：２５０〜 ４５０ｎｍ
溶媒：クロロホルム
濃度：１０ｐｐｍ
セル：１ｃｍ石英
【００６４】
また、共重合体（ａ）の赤外線吸収スペクトルを測定した結果、化合物（ａ）とビニル
基特有の吸収ピークが観測され、目的物が得られたことを支持した。得られた赤外線吸収
スペクトルを図２に示す。なお、測定条件は次のとおりである。また、以下の実施例２も

10

本実施例と同様の測定条件で赤外線吸収スペクトル測定を行った。
＜測定条件＞
装置：Ｎｉｃｏｌｅｔ

ｉＳ５、Ｔｈｅｒｍｏ

Ｆｉｓｈｅｒ

検体：ポリマー薄膜（ＡＴＲ法）
【００６５】
（実施例２）
［共重合体（ｂ）；化合物（ａ）／１，２−ビニル構造、シス−１，４構造、およびトラ
ンス−１，４構造の混在ポリブタジエンの共重合］
１００ｍｌのガラス管に、化合物（ａ）；２−［２−（２−ヒドロキシ−４−オクチル
オキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール−５−イルオキシ］エチルメタクリレート
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を２．８１ｇ（０．００６モル）、ベンゼン２０ｍｌ、１，２−ビニル構造９％、シス−
１，４構造３６％、およびトランス−１，４構造５５％の混在ポリブタジエン２．１７ｇ
（０．０４０モル）（Ａｌｄｒｉｃｈ社製「製品番号１８１３８２−１００Ｇ」）、ベン
ゾイルパーオキサイド０．０９７ｇ（０．０００４モル）を入れて、凍結乾燥した後に封
管した。ガラス管を９０℃のオイルバスに入れて２４時間重合させた。重合溶液を１００
ｍｌフラスコへ移し、エバポレーターでベンゼンを留去した。そこへクロロホルム１０ｍ
ｌを加えて生成物を溶解させ、その溶液を２００ｍｌのアセトンの中へ滴下した。析出し
たポリマーをろ過し、アセトン１００ｍｌで洗浄した後、減圧下室温で乾燥し、淡黄色固
体の共重合体（ｂ）を２．８０ｇ得た。共重合体（ｂ）の赤外線吸収スペクトルを測定し
た結果、化合物（ａ）とビニル基特有の吸収ピークが観測され、目的物が得られたことを
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支持した。得られた赤外線吸収スペクトルを図３に示す。
【００６６】
[耐熱性の測定]
実施例１で得られた共重合体（ａ）、および比較例として従来の一般的な紫外線吸収剤
である化合物（ｅ）；２−（２Ｈ−ベンゾトリアゾール−２−イル］−４−メチルフェノ
ールの耐熱性を、示差熱熱重量同時測定装置を用いて測定した結果を表１に示す。
【００６７】
【表１】
40

【００６８】
[紫外線吸収フィルムの作製]
実施例１で得られた共重合体（ａ）または比較例の化合物（ｅ）と、ポリスチレン、ポ
リカーボネート、またはポリメタクリル酸メチルと、ジクロロメタンを表２で示す比率で
混合し、紫外線吸収剤を有した樹脂組成物の溶液を得た。得られた紫外線吸収剤を有した
樹脂組成物の溶液２０ｍｌを、直径１２ｃｍのシャーレに移し、２５℃での常圧乾燥を４
８時間、２５℃での減圧乾燥を３時間実施して溶媒を除去し、膜厚２０μｍの紫外線吸収
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剤を１％含んだ紫外線吸収フィルムを得た。
【００６９】
【表２】
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【００７０】
[光沢度の測定]
上記で得られた紫外線吸収フィルム表面の光沢度を表３に示す。樹脂素材と紫外線吸収
剤の相溶性が不十分な場合、紫外線吸収剤がフィルム表面にブリードアウトしてくること
から、フィルム表面にざらつきが出て、光沢度が低下する。よって、樹脂素材と紫外線吸
収剤の相溶性の指標となる。
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【００７１】
【表３】

30

【００７２】
表１より、本発明のベンゾトリアゾール系共重合体である共重合体（ａ）は、従来の一
般的な紫外線吸収剤である化合物（ｅ）より、５％重量減少温度が高く、高温時の揮散や
分解が起こりにくい高い耐熱性があることがわかる。また、表３より、本発明のベンゾト
リアゾール系共重合体である共重合体（ａ）を添加した紫外線吸収フィルムは、従来の一
般的な紫外線吸収剤である化合物（ｅ）を添加した紫外線吸収フィルムより、各種の樹脂

40

素材で同等または優れた光沢度を示していることから、各種の樹脂でブリードアウトが起
こりにくい性質をもつことがわかり、有用な紫外線吸収剤であることがわかる。なお、耐
熱性、および光沢度の測定条件は、以下の通りである。
【００７３】
＜耐熱性測定条件＞
装置：ＴＧ／ＤＴＡ６３００（セイコーインスツル（株）製)
測定温度：６０〜５００℃
昇温速度：１０℃／分
測定雰囲気：窒素
【００７４】
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＜光沢度測定条件＞
装置：ＵＮＩ

ＧＬＯＳＳ６０（コニカミノルタセンシング（株）製)

測定角度：６０℃
【産業上の利用可能性】
【００７５】
本発明のベンゾトリアゾール系共重合体は、紫外線吸収性の構造が高分子体の成分とし
て組み込まれていることから、樹脂加工時における紫外線吸収性成分の揮散や分解がなく
、さらに他の樹脂との相溶性が高いことから、他の樹脂に添加してもブリードアウトが起
こらず、樹脂用の紫外線吸収剤として好適に利用できる。特に加工温度が高い樹脂に対し
10

て、好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】共重合体（ａ）の紫外〜可視吸収スペクトルである。
【図２】共重合体（ａ）の赤外線吸収スペクトルである。
【図３】共重合体（ｂ）の赤外線吸収スペクトルである。

【図１】

【図２】

【図３】
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