JP 2018‑150473 A 2018.9.27

(57)【要約】
【課題】官能基として機能しうるカルボキシ基が導入されたグラフト鎖を有する、色材、
電子材料、及び機能性材料等として有用なグラフト型コポリマーを提供する。
【解決手段】下記一般式（１）で表される構成単位を８０質量％以上含有し、ゲルパーミ
エーションクロマトグラフィーにより測定されるポリスチレン換算の数平均分子量が、５
０，０００〜２，０００，０００であるグラフト型コポリマーである。
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（Ｒ1及びＲ2は、メチル基等を示し、Ｘは、Ｏ等を示し、Ｙは、２価の有機基を示し、ｎ
は、任意の繰り返し数を示し、「Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ」は、カルボキシ基含有メタクリル

酸系モノマーを含むメタクリル酸系モノマーに由来する構成単位を有するポリマーを示す
）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表される構成単位を８０質量％以上含有し、
ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより測定されるポリスチレン換算の数平均
分子量が、５０，０００〜２，０００，０００であるグラフト型コポリマー。

10

（前記一般式（１）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ
は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、ｎは、任意の繰り返し数を示し、「
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ」は、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸

系モノマーに由来する構成単位を９０質量％以上有する、酸価が１０〜３００ｍｇＫＯＨ
／ｇであるポリマーを示す）
【請求項２】
前記カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーが、メタクリル酸、フタル酸モノ２−（
メタクリロイルオキシ）エチル、コハク酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル、ヘ
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キサヒドロフタル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル、及びトリメリット酸モノ
２−（メタクリロイルオキシ）エチルからなる群より選択される少なくとも一種である請
求項１に記載のグラフト型コポリマー。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のグラフト型コポリマーの製造方法であって、
下記一般式（２）で表されるモノマーに由来する構成単位（Ｘ）を含む「Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ

Ｂ」と、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸系モノマーを

９０質量％以上含有するモノマー成分とを、ヨウ化物イオンを生成しうる化合物が存在す
る条件下で重合する工程を有するグラフト型コポリマーの製造方法。
30

（前記一般式（２）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ
は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、Ｚは、塩素原子又は臭素原子を示す
）
【請求項４】
請求項１又は２に記載のグラフト型コポリマーを含有するコーティング剤。

40

【請求項５】
水を含む水性媒体をさらに含有するとともに、
前記グラフト型コポリマーのカルボキシ基がアルカリで中和されている請求項４に記載
のコーティング剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カルボキシ基である酸基を有するポリマー鎖を、高質量比で含有する、新規
なグラフト型コポリマー及びその製造方法、その用途に関する。
【背景技術】
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【０００２】
色材、電子材料、及び機能性材料などの分野で用いられるビニル系ポリマーは、スチレ
ンや（メタ）アクリル酸系モノマーなどを使用し、イオン重合、ラジカル重合、及びリビ
ングラジカル重合などの重合方法によって製造される、直鎖型、ブロック型、グラフト型
、及び星型のコポリマーである。そして、これらのポリマーには様々な官能基が導入され
ることが知られている。例えば、架橋反応性、密着性、水可溶性、又はイオン化性などの
機能性をポリマーに付与すべく、カルボキシ基などの酸性基が導入されることがある。
【０００３】
ビニル系モノマーを用いて製造されるグラフト型コポリマーは、幹となる主鎖と、この
主鎖に結合した枝となる複数のグラフト鎖とを有する、分岐構造を有するポリマーである
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。このグラフト型コポリマーの製造方法としては、例えば、（１）主鎖であるポリマー成
分と、モノマーとを重合して、主鎖からグラフト鎖を伸長させて形成するグラフトフロム
法；（２）末端二重結合を有するマクロモノマーと、他のモノマーとを重合するグラフト
スルー法；（３）側鎖に官能基を有するポリマーと、この官能基と反応する官能基を片末
端に有するポリマーとを反応させるグラフトオントゥー法；などを挙げることができる（
特許文献１〜３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４７５８６５２号公報
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【特許文献２】特許第４８１３７３３号公報
【特許文献３】特開２００８−２７４１８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、前述の（１）の方法の場合、グラフト鎖の重合末端のラジカル同士が停
止反応であるカップリング反応を起こしてしまい、反応系がゲル化することがある。また
、反応系のゲル化を抑制するために、重合収率が低下しやすかった。
【０００６】
また、前述の（２）の方法の場合、高分子量のマクロモノマーの末端で重合反応させる

30

ため、反応確率が低下しやすい。特に、マクロモノマーの配合量が多いと、低分子量のモ
ノマーのみが消費されてマクロモノマーが余ってしまう。そして、マクロモノマーを消費
させようとすると低分子量のモノマーを多く添加する必要があるため、マクロモノマーが
相対的に減少してしまい、グラフト鎖の含有量が少なくなることがあった。
【０００７】
さらに、前述の（３）の方法の場合、高分子量のポリマー同士を反応させるために反応
効率が低い。また、立体障害によって反応しにくい片末端反応性ポリマーが余ってしまい
、多くのグラフト鎖を導入することは困難であった。
【０００８】
本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、その課題

40

とするところは、官能基として機能しうるカルボキシ基が導入されたグラフト鎖を有する
、色材、電子材料、及び機能性材料等として有用なグラフト型コポリマーを提供すること
にある。また、本発明の課題とするところは、上記のグラフト型コポリマーを簡便かつ効
率的に製造することが可能なグラフト型コポリマーの製造方法を提供することにある。さ
らに、本発明の課題とするところは、上記のグラフト型コポリマーを用いたコーティング
剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
すなわち、本発明によれば、以下に示すグラフト型コポリマーが提供される。
［１］下記一般式（１）で表される構成単位を８０質量％以上含有し、ゲルパーミエー
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ションクロマトグラフィーにより測定されるポリスチレン換算の数平均分子量が、５０，
０００〜２，０００，０００であるグラフト型コポリマー。
【００１０】

10
（前記一般式（１）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ
は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、ｎは、任意の繰り返し数を示し、「
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ」は、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸

系モノマーに由来する構成単位を９０質量％以上有する、酸価が１０〜３００ｍｇＫＯＨ
／ｇであるポリマーを示す）
【００１１】
［２］前記カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーが、メタクリル酸、フタル酸モノ
２−（メタクリロイルオキシ）エチル、コハク酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチ
ル、ヘキサヒドロフタル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル、及びトリメリット
酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチルからなる群より選択される少なくとも一種で
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ある前記［１］に記載のグラフト型コポリマー。
【００１２】
また、本発明によれば、以下に示すグラフト型コポリマーの製造方法が提供される。
［３］前記［１］又は［２］に記載のグラフト型コポリマーの製造方法であって、下記
一般式（２）で表されるモノマーに由来する構成単位（Ｘ）を含む「Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂ

」と、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸系モノマーを９０質
量％以上含有するモノマー成分とを、ヨウ化物イオンを生成しうる化合物が存在する条件
下で重合する工程を有するグラフト型コポリマーの製造方法。
【００１３】
30

（前記一般式（２）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ
は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、Ｚは、塩素原子又は臭素原子を示す
）
【００１４】
さらに、本発明によれば、以下に示すコーティング剤が提供される。
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［４］前記［１］又は［２］に記載のグラフト型コポリマーを含有するコーティング剤
。
［５］水を含む水性媒体をさらに含有するとともに、前記グラフト型コポリマーのカル
ボキシ基がアルカリで中和されている前記［４］に記載のコーティング剤。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、官能基として機能しうるカルボキシ基が導入されたグラフト鎖を有す
る、色材、電子材料、及び機能性材料等として有用なグラフト型コポリマーを提供するこ
とができる。また、本発明によれば、上記のグラフト型コポリマーを簡便かつ効率的に製
造することが可能なグラフト型コポリマーの製造方法を提供することができる。さらに、
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本発明の課題とするところは、上記のグラフト型コポリマーを用いたコーティング剤を提
供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定され
るものではない。本発明のグラフト型コポリマーは、下記一般式（１）で表される構成単
位を８０質量％以上含有する。そして、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより
測定される、ポリスチレン換算のグラフト型コポリマーの数平均分子量は、５０，０００
〜２，０００，０００である。
10

【００１７】

（前記一般式（１）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ
は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、ｎは、任意の繰り返し数を示し、「
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ」は、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸
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系モノマーに由来する構成単位を９０質量％以上有する、酸価が１０〜３００ｍｇＫＯＨ
／ｇであるポリマーを示す）
【００１８】
また、上記のグラフト型コポリマーを製造する際には、下記一般式（２）で表されるモ
ノマーに由来する構成単位（Ｘ）を含む特定のポリマー（Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂ）を使用す

る。すなわち、本発明のグラフト型コポリマーの製造方法は、「Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂ」と

、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸系モノマーを９０質量％
以上含有するモノマー成分とを、ヨウ化物イオンを生成しうる化合物が存在する条件下で
重合する工程を有する。
30

【００１９】

（前記一般式（２）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ
は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、Ｚは、塩素原子又は臭素原子を示す
）
40

【００２０】
＜Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂ＞

まず、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂについて説明する。Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂは、一般式（２）で

表されるモノマーに由来する構成単位（Ｘ）を含む。一般式（２）中、Ｚで表される基が
結合した炭素原子からポリマーが生成して、ポリマー（一般式（１）中の「Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ

Ａ」）がグラフトしたグラフト型コポリマーを得ることができる。

【００２１】
一般式（２）で表されるモノマーは、例えば下記式で表されるように、対応するモノマ
ー（ａ）と酸成分（ｂ）との反応生成物である。
【００２２】
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【００２３】
モノマー（ａ）は、水酸基を有する（メタ）アクリレートである。モノマー（ａ）のう
ち、上記一般式（ａ）中のＸがＯであるものとしては、例えば、（メタ）アクリル酸２−
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ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸２−ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸３
−ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸２，３−ジヒドロキシプロピル、（メタ）ア
クリル酸２−ヒドロキシ−３−クロロプロピル、（メタ）アクリル酸４−ヒドロキシブチ
ル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシシクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ポリ（ｎ＝２以
上）エチレングリコールモノエステル、（メタ）アクリル酸（ｎ＝２以上）プロピレング
リコールモノエステル、（メタ）アクリル酸（ｎ＝２以上）エチレンプロピレングリコー
ルエステルなどを挙げることができる。
【００２４】
また、これらの水酸基含有モノマーを用いて、ε−カプロラクトンや乳酸などを重合し
て得られる末端水酸基ポリエステル型モノマー；これらの水酸基含有モノマーにフタル酸
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などの多塩基酸を反応させて得られるモノエステルの他のカルボキシ基に、エチレングコ
リールやアミノエタノールなどの２以上の水酸基やアミノ基を有する有機化合物を反応し
て得られる水酸基含有モノマー；（メタ）アクリル酸グリシジル等のエポキシ基含有モノ
マーにカルボキシ基を有する有機化合物を反応させ、エポキシ基を開環して水酸基を生成
させて得られる水酸基含有モノマー；（メタ）アクリル酸イソシアナトエチルなどのイソ
シアネートに、２以上の水酸基や２以上の水酸基とアミノ基を有する有機化合物を反応さ
せて得られる水酸基含有モノマーなどであってもよい。
【００２５】
モノマー（ａ）のうち、上記一般式（ａ）中のＸがＮＨであるものとしては、例えば、
ヒドロキシエチル（メタ）アクリルアミド；（メタ）アクリル酸や（メタ）アクリル酸ク
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ロライドなどの酸ハロゲン化物と、アミノ基を有し、水酸基を１以上有する化合物とを反
応させて得られるモノマーなどを挙げることができる。
【００２６】
酸成分（ｂ）としては、例えば、２−クロロプロピオン酸、２−ブロモプロピオン酸、
２−クロロ−２−メチル−プロピオン酸、２−ブロモ−２−メチル−プロピオン酸などを
挙げることができる。また、これらの酸ハロゲン化物、酸無水物などを酸成分（ｂ）とし
て用いることもできる。
【００２７】
なお、モノマー（ａ）を含むモノマー成分を重合した後、得られた重合物中の水酸基に
酸成分（ｂ）を反応させてＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂを形成してもよい。また、モノマー（ａ）
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を含むモノマー成分を重合した後、メタクリル酸クロライドなどを反応させて不飽和結合
を導入し、導入した不飽和結合に塩化水素などのハロゲン化水素を付加してＰｏｌｙｍｅ
ｒ

Ｂを形成してもよい。さらには、グリシジル基を有するモノマーを重合した後、酸成

分（ｂ）を反応させてＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂを形成してもよい。

【００２８】
一般式（２）中、Ｚで表される基（ハロゲン）が結合した炭素原子からハロゲンラジカ
ルが脱離して炭素ラジカルが生ずる。生じた炭素ラジカルにモノマーが挿入され、末端ラ
ジカル基が生成する。生成した末端ラジカル基に脱離したハロゲンラジカルが結合し、ラ
ジカルの副反応であるラジカル同士のカップリングが防止されると考えられる。
【００２９】
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一般式（２）で表されるモノマーのみを共重合して得られるホモポリマーをＰｏｌｙｍ
ｅｒ

Ｂとしてもよく、一般式（２）で表されるモノマーと、ラジカル重合しうる不飽和

結合を有するモノマーとを共重合して得られるコポリマーをＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂとしても

よい。
【００３０】
ラジカル重合しうる不飽和結合を１つ有するモノマーとしては、（メタ）アクリル酸、
フタル酸モノ２−（メタ）アクリロイルオキシエチルなどのカルボキシ基含有（メタ）ア
クリル酸系モノマー；メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチ
ル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、オクチル（メタ）アクリレー
ト、２−エチルヘキシル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、ラウリル

10

（メタ）アクリレート、トリシクロデシル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）ア
クリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、アリル（メタ）アクリレートなどの
アルキル（メタ）アクリレート及びアルケニル（メタ）アクリレート；シクロヘキシル（
メタ）アクリレート、ｔ−ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、トリメチルシク
ロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタ
ニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレートなどのシクロアル
キル（メタ）アクリレート及びシクロアルケニル（メタ）アクリレート；ベンジル（メタ
）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレートなどの芳香環を有する（メタ）アクリレ
ート；フェノキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ
）アクリレート、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル
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（メタ）アクリレート、グリシジルメタクリレートなどの酸素含有（メタ）アクリレート
；トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、ヘプタデカフルオロデシル（メタ）アクリ
レートなどのハロゲン含有（メタ）アクリレート；トリメチルシリル（メタ）アクリレー
ト、ポリシロキサン（メタ）アクリレートなどのケイ素含有（メタ）アクリレート；２−
（４−ベンゾキシ−３−ヒドロキシフェノキシ）エチルメタクリレート、２−（２

−ヒ

ドロキシ−５−メタクリロイロキシエチルフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾールなどの
紫外線吸収性基を有するメタクリレート；テトラメチルピペリジニル（メタ）アクリレー
ト、ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレートなどの窒素含有（メタ）アクリレートな
どを挙げることができる。また、片末端に（メタ）アクリロイル基を有するマクロモノマ
ーなどを用いることもできる。

30

【００３１】
さらに、ラジカル重合しうる不飽和結合を１つ有するモノマーとしては、スチレン系ビ
ニルモノマー、アミド系モノマー、アルカン酸ビニル系モノマー、マレイン酸系モノマー
などを用いることができる。スチレン系ビニルモノマーとしては、スチレン、α−メチル
スチレン、ビニルトルエン、ビニルナフタレン、ビニルビフェニル、ビニルアントラセン
、ビニルキシレンなどを挙げることができる。アミド系モノマーとしては、（メタ）アク
リルアミド、ジメチル（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロイルモルホリン、イソ
プロピル（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシエチルアクリルアミド、ジメチルアミノプ
ロピルアクリルアミドなどを挙げることができる。
【００３２】

40

アルカン酸ビニル系モノマーとしては、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビ
ニル、ラウリン酸ビニル、モノクロロ酢酸ビニル、ピバリン酸ビニル、シクロヘキサンカ
ルボン酸ビニルなどを挙げることができる。また、マレイン酸系モノマーとしては、マレ
イン酸、無水マレイン酸、マレイン酸モノメチルエステル、マレイン酸モノブチルエステ
ル、マレイン酸ジブチルなどを挙げることができる。
【００３３】
さらに、ラジカル重合しうる不飽和結合を複数有するモノマーとしては、ジビニルベン
ゼン、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）ア
クリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレートなどの二官能性モノマー
；トリメチロールプロパンのトリ（メタ）アクリレート、グリセリンのトリ（メタ）アク
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リレートなどの三官能性モノマー；ペンタエリスリトールやジペンタエリスリトールなど
のポリ（メタ）アクリレート；ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリ
レートなどのオリゴマーなどを挙げることができる。
【００３４】
Ｐｏｌｙｍｅｒ
ｒ

Ｂに含まれる構成単位（Ｘ）の割合は特に限定されず、Ｐｏｌｙｍｅ

Ｂ中に構成単位（Ｘ）が含まれていればよい。構成単位（Ｘ）の割合が少ない場合で

あっても、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａの分子量を大きく設計すればよい。但し、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂに含まれる構成単位（Ｘ）の割合は、グラフト鎖の本数を多くするために、５０質量
％以上であることが好ましく、９０質量％以上であることがさらに好ましい。
10

【００３５】
上記のモノマーを重合するには、通常、ラジカル重合法が採用される。ラジカル重合法
では、通常、ラジカル重合開始剤を用いる。ラジカル重合開始剤としては、例えば、水性
及び油性のアゾ系開始剤や過酸化物開始剤などを用いることができる。ラジカル重合開始
剤としては、過硫酸リチウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム等の過酸化物系化合物
；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（２−アミジノプロパン）、これらの無機酸塩及び有機酸塩などのアゾ系化合物；
２，２

−アゾビス（４−メトキシ−２，４−ジメチルバレロニトリル）、アゾビスイソ

ブチロニトリルなどの油性のアゾ系開始剤；過酸化ベンゾイル、ラウロイルパーオキサイ
ド、ｔ−ブチルラウリン酸過エステルなどの油性の過酸化物などを挙げることができる。
ラジカル重合開始剤の使用量は、モノマー成分１００質量部に対して０．０１〜５質量部

20

とすることが好ましく、０．２〜３質量部とすることがさらに好ましい。また、連鎖移動
剤として、ドデカンチオールやチオグリセロールなどのチオールを使用してもよい。連鎖
移動剤の使用量を調整することで、得られるポリマーの分子量を調整することができる。
【００３６】
また、ラジカル重合法のなかでも、リビングラジカル重合法を採用することができる。
具体的には、ニトロキサイドを使用する方法；チオールやチオエステルなどの硫黄化合物
を使用する可逆的付加解裂連鎖移動重合；銅錯体などの原子移動ラジカル重合；有機テル
ルを使用するＴＥＲＰ法；ヨウ素移動重合や有機触媒を使用する可逆的移動触媒重合など
がある。また、ヨウ化物イオンを生成しうる化合物の存在下で重合することもできる。な
お、原子移動ラジカル重合や、ヨウ化物イオンを生成しうる化合物を使用して重合する方
法では、分岐したＰｏｌｙｍｅｒ
ｙｍｅｒ
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Ｂを得ることができる。分岐した構造を有するＰｏｌ

Ｂを用いることもできる。

【００３７】
重合の際には、水や有機溶剤などの従来公知の溶剤を使用することができる。有機溶剤
としては、ヘキサン、オクタン、デカン、イソデカン、シクロヘキサン、メチルシクロヘ
キサン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの炭化水素系溶剤；メタノール、エタ
ノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、ヘキサノール
、ベンジルアルコール、シクロヘキサノールなどのアルコール系溶剤；エチレングリコー
ル、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、メチルセ
ロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、プロピレングリコールモノメチルエー
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テル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールプロピルエーテ
ル、ジグライム、トリグライム、テトラグライム、ジプロピレングリコールジメチルエー
テル、ブチルカルビトール、ブチルトリエチレングリコール、メチルジプロピレングリコ
ール、メチルセロソルブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー
ト、ジプロピレングリコールブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチ
ルエーテルアセテートなどのグリコール系溶剤；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル
、メチルシクロプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソールなどの
エーテル系溶剤；メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シク
ロヘキサノン、イソホロン、アセトフェノンなどのケトン系溶剤；酢酸メチル、酢酸エチ
ル、酢酸ブチル、酢酸プロピル、酪酸メチル、酪酸エチル、カプロラクトン、乳酸メチル
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、乳酸エチル、琥珀酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチルなどのエステ
ル系溶剤；クロロホルム、ジクロロエタンなどのハロゲン化溶剤；ジメチルホルムアミド
、ジメチルアセトアミド、ピロリドン、Ｎ−メチルピロリドン、カプロラクタムなどのア
ミド系溶剤の他；ジメチルスルホキシド、スルホランなどの硫黄系溶媒；テトラメチル尿
素、ジメチルイミダゾリジノンなどの尿素系溶媒；エチレンカーボネート、プロピレンカ
ーボネート、炭酸ジメチルなどのカーボネート系溶媒；イミダゾリウムイオン、ピリジニ
ウムイオンなどの陽イオンと、ＢＦ4‑、ＰＦ6‑などの陰イオンからなる塩であるイオン液
体などを挙げることができる。なお、これらの有機溶剤は、１種単独で又は２種以上を組
み合わせて用いることができる。
10

【００３８】
重合系は、水系及び油系のいずれであってもよい。また、重合方法は、乳化重合、懸濁
重合、ミニエマルジョン重合、マイクロエマルジョン重合、沈殿重合、及び分散重合のい
ずれの方法であってもよい。
【００３９】
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂの数平均分子量（Ｍｎ）は、１，０００以上１００，０００以下で

あることが好ましい。また、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂの分子量分布（分散度）は、２．０以下

であることが好ましい。分子量分布（ＰＤＩ）は、「重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分
子量（Ｍｎ）」で表される。なお、数平均分子量及び重量平均分子量は、ゲルパーミエー
ションクロマトグラフィーにより測定されるポリスチレン換算の分子量である。
20

【００４０】
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂは、直鎖型ポリマー、ブロック型ポリマー、グラフト型コポリマー

、粒子型ポリマー、デンドリマー型ポリマー、多分岐型ポリマーなどのいずれの構造を有
するポリマーであってもよい。直鎖型ポリマーを用いると、直鎖状の主鎖に枝分かれした
グラフト型コポリマーを得ることができる。例えば、一般式（２）で表されるモノマーの
構成比が異なるポリマーブロックを有するブロック型ポリマーを用いると、枝分かれ密度
が異なるグラフト型コポリマーを得ることができる。一般式（２）で表されるモノマーに
由来する構成単位を含まないポリマーブロックと、一般式（２）で表されるモノマーに由
来する構成単位を含むポリマーブロックとを有するブロック型ポリマーを使用すると、グ
ラフト型コポリマーのポリマーブロックと、グラフト型以外のポリマーブロックとを有す
るブロック型のグラフト型コポリマーを得ることができる。さらに、ジブロック、トリブ
ロック、及びマルチブロックなどのブロック構造を有するＰｏｌｙｍｅｒ
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Ｂを用いると

、対応するグラフト型コポリマーを得ることができる。
【００４１】
その全体に構成単位（Ｘ）が導入されているグラフト型のＰｏｌｙｍｅｒ
と、その全体からＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂを用いる

Ａが伸長した多分岐構造を有するグラフト型コポリマ

ーを得ることができる。主鎖のみに構成単位（Ｘ）が導入されているグラフト型のＰｏｌ
ｙｍｅｒ

Ｂを用いると、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂの主鎖からＰｏｌｙｍｅｒ

Ａが伸長した

グラフト型コポリマーを得ることができる。さらに、グラフト鎖のみに構成単位（Ｘ）が
導入されているグラフト型のＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂを用いると、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂの主鎖

から分岐した枝（グラフト鎖）からさらに枝（グラフト鎖）が分岐した構造を有するグラ

40

フト型コポリマーを得ることができる。また、デンドリマー型や多分岐型のポリマー構造
を有するＰｏｌｙｍｅｒ
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂを用いると、その全体から「アーム」と呼ばれるポリマー（

Ａ）が伸長した構造を有するグラフト型コポリマーを得ることができる

。
【００４２】
＜グラフト型コポリマーの製造方法＞
次に、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂを用いてグラフト型コポリマーを製造する方法について説明

する。グラフト型コポリマーは、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂと、カルボキシ基含有メタクリル酸

系モノマーを含むメタクリル酸系モノマーを９０質量％以上含有するモノマー成分とを、
ヨウ化物イオンを生成しうる化合物が存在する条件下で重合することで製造することがで
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Ｂとモノマー成分とは、具体的にはラジカル重合法又はリビング

ラジカル重合法により重合させる。重合反応の詳細な機構については必ずしも明らかでは
ないが、リビングラジカル重合で進行する場合、以下のように推測される。すなわち、一
般式（２）中のＺで表される基（ハロゲン原子）が触媒や熱によりラジカルとなって脱離
するとともに、ハロゲン原子が結合していた炭素原子がラジカルとなる。そして、生成し
たラジカルがモノマー成分と反応し、ラジカルが生成する。生成したラジカルに脱離した
ハロゲンラジカルが直ちに結合して安定化させる。生成したラジカルをこのように安定化
させることで、ラジカル同士のカップリングなどによる停止反応を生じにくくすることが
できる。これにより、ＰｏｌｙｍｅｒＢにおけるリビングラジカル重合しうる基からメタ
クリレート系モノマーを含むモノマー成分が逐次重合して一般式（１）中の「Ｐｏｌｙｍ
ｅｒ

10

Ａ」で表されるポリマーが形成され、グラフト型コポリマーを得ることができる。

【００４３】
リビングラジカル重合法としては、金属錯体を触媒とし、金属原子のハロゲン付加酸化
還元反応を利用する原子移動ラジカル重合法；ヨウ素化合物を開始化合物として用いるヨ
ウ素移動重合法；ヨウ素化合物を開始化合物とし、ヨウ素をラジカルとして引き抜く有機
化合物を触媒として用いる可逆的触媒移動重合法などがある。なかでも、一般式（２）中
のＺが塩素原子又は臭素原子であり、ヨウ化物イオンを生成しうる化合物の存在下で、Ｐ
ｏｌｙｍｅｒ

Ｂと、モノマー成分とを重合することが好ましい。例えば、臭素末端がヨ

ウ化物イオンを生成しうる化合物（ヨウ素化合物）とハロゲン交換した後、ヨウ素原子が
ラジカルとして脱離し、生成したラジカルにモノマー成分が反応して重合すると考えられ

20

る。
【００４４】
ヨウ素化合物としては、ヨウ化金属塩、第四級アンモニウムアイオダイド塩、第四級ホ
スホニウムアイオダイド塩、第四級アンモニウムトリヨージド塩などを用いることができ
る。ヨウ化金属塩としては、ヨウ化リチウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、ヨウ
化カルシウム、ヨウ化マグネシウムなどを挙げることができる。第四級アンモニウムアイ
オダイド塩としては、テトラメチルアンモニウムアイオダイド、テトラエチルアンモニウ
ムアイオダイド、テトラブチルアンモニウムアイオダイドなどを挙げることができる。第
四級ホスホニウムアイオダイド塩としては、テトラブチルホスホニウムアイオダイド、ト
リブチルメチルホスホニウムアイオダイド、トリフェニルメチルホスホニウムアイオダイ
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ドなどを挙げることができる。第四級アンモニウムトリヨージド塩としては、トリブチル
メチルアンモニウムトリヨージドなどを挙げることができる。
【００４５】
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂとモノマー成分は、有機溶剤中で重合させることが好ましい。ヨウ

化物イオンを生成しうる化合の存在下で重合する場合には、ヨウ化物イオンを溶解させる
ために高極性の有機溶剤を用いることが好ましく、アルコール系、グリコール系、アミド
系、尿素系、イオン液体の溶剤を用いることが好ましい。重合の際には、従来公知のアゾ
系化合物や過酸化物系化合物であるラジカル発生剤、還元剤、金属、ヨウ素の引き抜きが
可能な有機化合物や有機塩基などの触媒を用いてもよい。
40

【００４６】
触媒としては、ヨウ素、ヨウ化有機化合物、及び有機塩基などを用いることができる。
ヨウ化有機化合物としては、Ｎ−アイオドスクシニルイミド、Ｎ−アイオドフタルイミド
、Ｎ−アイオドシクロヘキサニルイミド、１，３−ジアイオド−５，５−ジメチルヒダン
トイン、Ｎ−アイオドサッカリンなどを挙げることができる。また、有機塩基としては、
トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジアザビシクロウンデセン（ＤＢＵ）、ジアザビ
シクロオクタン（ＤＡＢＣＯ）、ホスファゼン塩基などを挙げることできる。
【００４７】
グラフト型コポリマーは、例えば、以下に示す方法（１）〜（３）のいずれかにより製
造することができる。なかでも、方法（１）が、工程数が少ないために好ましい。
方法（１）：Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂと、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含む
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メタクリル酸系モノマーを含有するモノマー成分とを重合する方法。
方法（２）：Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂと、カルボキシ基がｔ−ブチル基等の保護基で保護さ

れたメタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸系モノマーを含有するモノマー成分とを
重合した後、脱保護する方法。
方法（３）：Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂと、水酸基等の反応性官能基を有するメタクリル酸系

モノマーを含むメタクリル酸系モノマーを含有するモノマー成分とを重合した後、反応性
官能基に多塩基酸等を反応させてカルボキシ基を形成する方法。
【００４８】
＜グラフト型コポリマー＞
次に、本発明のグラフト型コポリマーについて説明する。本発明のグラフト型コポリマ

10

ーは、下記一般式（１）で表される構成単位を８０質量％以上含有する。
【００４９】

（前記一般式（１）中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｘ

20

は、Ｏ又はＮＨを示し、Ｙは、２価の有機基を示し、ｎは、任意の繰り返し数を示し、「
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ」は、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸

系モノマーに由来する構成単位を９０質量％以上有する、酸価が１０〜３００ｍｇＫＯＨ
／ｇであるポリマーを示す）
【００５０】
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａは、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーを含むメタクリル酸

系モノマーに由来する構成単位を有する。メタクリル酸系モノマーを用いることで、耐熱
性、耐薬品性、耐酸アルカリ性、及び耐加水分解性に優れ、様々なガラス転移温度を有す
るグラフト型コポリマーとすることができる。また、メタクリル酸系モノマーを用いると
、重合率が良好であるとともに、温和な条件で重合することができる。

30

【００５１】
カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーとしては、メタクリル酸、メタクリル酸ヒド
ロキシアルキルの二塩基酸エステル、メタクリル酸の環状ラクトン付加物、メタクリル酸
の二量体などを挙げることができる。なかでも、メタクリル酸、フタル酸モノ２−（メタ
クリロイルオキシ）エチル、コハク酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル、ヘキサ
ヒドロフタル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル、トリメリット酸モノ２−（メ
タクリロイルオキシ）エチルが好ましい。メタクリル酸は、分子量が一番小さく、汎用性
が高い。フタル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチルは、カルボキシ基以外にも芳
香環を導入することができるため、密着性等の効果を有するグラフト型コポリマーを得る
ことができる。コハク酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチルは、一級のカルボキシ

40

基を有するため、アルカリ現像性や反応性を考慮した場合に好ましい。ヘキサヒドロフタ
ル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチルは、シクロアルキル基の硬質性により、疎
水性及び耐光性が向上したグラフト型コポリマーを得ることができる。トリメット酸モノ
２−（メタクリロイルオキシ）エチルは、分子内に２個のカルボキシ基を有するため、導
入量を少なくすることができる、或いは、多く導入して高酸価のグラフト型コポリマーを
得ることができる。
【００５２】
メタクリル酸系モノマーとしては、上記のカルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーの
みを用いてもよいが、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマー以外のメタクリル酸系モ
ノマー（その他のメタクリル酸系モノマー）を用いることが好ましい。その他のメタクリ
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ル酸系モノマーとしては、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタ
クリレート、イソプロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、２−メチルプロパン
メタクリレート、ｔ−ブチルメタクリレート、ペンチルメタクリレート、ヘキシルメタク
リレート、オクチルメタクリレート、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、デシルメタクリレート、イソデシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート
、テトラデシルメタクリレート、オクタデシルメタクリレート、ベへニルメタクリレート
、イソステアリルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ｔ−ブチルシクロヘ
キシルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、トリメチルシクロヘキシルメタク
リレート、シクロデシルメタクリレート、シクロデシルメチルメタクリレート、トリシク
ロデシルメタクリレート、ベンジルメタクリレートなどの（シクロ）アルキルメタクリレ

10

ート；フェニルメタクリレート、ナフチルメタクリレートなどのアリールメタクリレート
；アリルメタクリレートなどのアルケニルメタクリレート；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レート、（ポリ）エチレングリコールモノメタ
クリレートなどの水酸基含有メタクリレート；（ポリ）エチレングリコールモノメチルエ
ーテルメタクリレート、（ポリ）エチレングリコールモノエチルエーテルメタクリレート
、（ポリ）エチレングリコールモノラウリルエーテルメタクリレート、（ポリ）プロピレ
ングリコ−ルモノメチルエーテルメタクリレートなどのグリコールモノアルキルエーテル
系メタクリレート；
【００５３】
ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、ｔ−ブ

20

チルアミノエチルメタクリレートなどのアミノ基含有メタクリレート；クロロトリメチル
アンモニウムエチルメタクリレートなどの第４級アンモニウム塩基を有するメタクリレー
ト；（メタ）アクリロイロキシエチルイソシアネートや２−（２−イソシアナトエトキシ
）エチルメタクリレートのイソシアネート基をε−カプロラクトン、メチルエチルケトン
オキシム（ＭＥＫオキシム）、及びピラゾールなどでブロックしたイソシアネート基含有
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などの環状メタクリレート；オ
クタフルオロオクチルメタクリレート、テトラフルオロエチルメタクリレートなどのハロ
ゲン含有メタクリレート；２−（４−ベンゾキシ−３−ヒドロキシフェノキシ）エチルメ
タクリレート、２−（２

−ヒドロキシ−５−メタクリロイロキシエチルフェニル）−２

Ｈ−ベンゾトリアゾールなどの紫外線を吸収するメタクリレート；トリメトキシシリル基

30

やジメチルシリコーン鎖を有するケイ素含有メタクリレートなどを挙げることができる。
また、これらのモノマーを重合して得られるオリゴマーの片末端にメタクリル基を導入し
て得られるマクロモノマーなどを用いることができる。
【００５４】
また、カルボキシ基以外の酸基を有するメタクリル酸系モノマーを用いることができる
。カルボキシ基以外の酸基を有するメタクリル酸系モノマーとしては、メタクリロイロキ
シエチルリン酸エステルなどのリン酸基を有するメタクリル酸系モノマー；メタクリロイ
ロキシエチルスルホン酸などのスルホン酸基を有するメタクリル酸系モノマーを挙げるこ
とができる。
40

【００５５】
一般式（１）中の「Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ」は、メタクリル酸系モノマーが重合、好まし

くは、リビングラジカル重合して生成したポリマー（マクロモノマー）であり、熱的に安
定であるとともに、耐酸・耐アルカリ性に優れたポリマー部分である。また、Ｐｏｌｙｍ
ｅｒ

Ａは、カルボキシ基含有メタクリル酸系モノマーに由来する構成単位を有するため

、反応性の高いカルボキシ基がその構造中に導入されている。カルボキシ基を中和してイ
オン化することで、グラフト型コポリマーを水可溶性とすることができる。水可溶性とな
った本発明のグラフト型コポリマーは、例えば、水溶性バインダー、増粘剤、吸水性ポリ
マー、アルカリ現像性のバインダーとして用いることができる。さらに、カルボキシ基と
反応しうる架橋剤と併用することで、塗料やコーティング材料とすることもできる。
【００５６】
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Ａの数平均分子量は１，０００〜５０，０００であることが、通常の

重合処方で容易に得られる範囲であるために好ましい。Ｐｏｌｙｍｅｒ
量は、グラフト型コポリマーを加水分解してＰｏｌｙｍｅｒ

Ａの数平均分子

ＢからＰｏｌｙｍｅｒ

Ａ

を切り出して測定することができる。また、グラフト型コポリマーを製造する際にハロゲ
ン置換炭素基を有する有機化合物を添加して、その有機化合物から重合が開始して得られ
るポリマーの数平均分子量を、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａの数平均分子量とすることもできる。

【００５７】
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａは、ホモポリマーであってもよく、ランダム構造を有するコポリマ

ーや、ブロック構造を有するコポリマーであってもよい。ブロック構造を有するＰｏｌｙ
ｍｅｒ

Ａは、例えば、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂと、メタクリル酸系モノマーを含有するモノ

10

マー成分とを重合する途中又は重合した後に、その他のモノマーを添加して重合すること
によって製造することができる。
【００５８】
Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａの酸価は１０〜３００ｍｇＫＯＨ／ｇであり、好ましくは、２０〜

２５０ｍｇＫＯＨ／ｇである。Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａの酸価が１０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満であ

ると、カルボキシ基の反応性が十分に発揮されない場合がある。一方、Ｐｏｌｙｍｅｒ
Ａの酸価が３００ｍｇＫＯＨ／ｇ超であると、酸性基が多いために重合がうまく進行しな
い場合がある。
【００５９】
本発明のグラフト型コポリマーの数平均分子量（Ｍｎ）は５０，０００〜２，０００，

20

０００であり、好ましくは１００，０００〜８００，０００である。数平均分子量が５０
，０００未満であると、他の構造を有するポリマーで代用することができる場合がある。
一方、数平均分子量が２，０００，０００超であると、溶媒に溶解しにくくなるなど、取
り扱いが困難になる場合がある。また、本発明のグラフト型コポリマーの分子量分布（分
散度（ＰＤＩ））は、４．０以下であることが好ましく、２．０以下であることがさらに
好ましい。なお、数平均分子量及び重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグ
ラフィーにより測定されるポリスチレン換算の分子量である。
【００６０】
＜用途＞
本発明のグラフト型コポリマーは、塗膜形成用材料、添加剤、フィルムなどの成形品を
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形成するための成形材料などとして用いることができる。なかでも、グラフト型コポリマ
ーを含有するコーティング剤が有用である。グラフト型コポリマーを液媒体に乳化・分散
させた分散液や、グラフト型コポリマーを液媒体に溶解させた溶液を、コーティング剤と
して用いることができる。また、グラフト型コポリマー単体をコーティング剤として用い
ることもできる。なお、グラフト型コポリマー単体をコーティング剤として用いる場合に
は、グラフト型コポリマーは室温条件下又は加熱条件下で適度な流動性を示すことが好ま
しい。
【００６１】
コーティング剤は、広義には、物品等の表面に定着し、物品等の表面の少なくとも一部
を被覆する作用を示す剤である。このため、本発明のコーティング剤は、このような作用

40

を示す様々な用途に適用することができる。具体的には、塗料、文具、電子材料、グラビ
アインキ、オフセットインキ、インクジェットインク、紫外線硬化性インク、電子線硬化
性インク、トナー、化粧品、捺染、接着剤、粘着剤、フォトレジスト材料、医療用材料な
どを挙げることができる。
【００６２】
前述の製造方法によって得られたグラフト型コポリマーを、重合用の溶媒に溶解したま
まコーティング剤として用いることができる。また、貧溶剤に析出させる、又は重合用の
溶媒を留去するなどして単離したグラフト型コポリマーを、用途に合わせた液媒体に溶解
等してコーティング剤として用いることができる。なお、グラフト型コポリマーを液媒体
に溶解等して得た溶液や分散液をコーティング剤として使用する場合には、コーティング
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剤を物品の表面等に塗布、吐出、又は噴霧した後、乾燥させて液媒体を除去する。これに
より、グラフト型コポリマーからなる塗膜が形成され、物品の表面等の少なくとも一部を
被覆することができる。コーティング剤に用いる液媒体としては、水及び各種の有機溶剤
を挙げることができ、用途に合わせて適宜選択すればよい。また、コーティング剤には種
々の添加剤を含有させることができる。
【００６３】
コーティング剤は、水を含む水性媒体をさらに含有するとともに、グラフト型コポリマ
ーのカルボキシ基がアルカリで中和されていることが好ましい。カルボキシ基をアルカリ
で中和してグラフト型コポリマーを親水性とし、グラフト型コポリマーの水性媒体溶液を
コーティング剤として用いることができる。グラフト型コポリマーのカルボキシ基を中和

10

するアルカリとしては、例えば、アンモニア；トリエチルアミン、ジメチルアミノエタノ
ール、トリエタノールアミン等の有機アミン；水酸化ナトリウムや水酸化カリウムなどの
水酸化物アルカリ金属塩などを挙げることができる。グラフト型コポリマーのカルボキシ
基の全部を中和してもよいし、一部のみを中和してもよい。
【００６４】
また、グラフト型コポリマーのカルボキシ基と反応しうる架橋剤をコーティング剤に添
加すれば、コーティング剤を塗布及び乾燥後に架橋硬化させて、耐久性や密着性等の物性
が向上した三次元網目構造を有する塗膜を形成することができる。架橋剤としては、グラ
フト型コポリマーのカルボキシ基と反応しうる官能基を有する、従来公知の架橋剤を用い
ることができる。カルボキシ基と反応しうる官能基としては、エポキシ基、オキサゾリン

20

基、アルカノールアミノ基、アルコキシメチルアミノ基、カルボジイミド基、水酸基、イ
ソシアネート基、アジリジン基、アルカノールシラン基などを挙げることができる。また
、金属キレート剤やアルカリ土類金属イオンを生成する化合物なども架橋剤として用いる
ことができる。
【００６５】
本発明のコーティング剤は、例えば、塗料、文具、電子材料、グラビアインキ、オフセ
ットインキ、インクジェットインク、紫外線硬化性インク、電子線硬化性インク、トナー
、化粧品、捺染、接着剤、粘着剤、フォトレジスト材料、医療用材料などに使用できる。
【実施例】
30

【００６６】
以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。なお、実施例、比較例中の「部」及び「％」は、特に断らない限り
質量基準である。
【００６７】
＜Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂの合成＞

（合成例１：Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂ−１）

撹拌機、還流コンデンサー、温度計、及び窒素導入管を取り付けた反応装置に、３−メ
トキシ−Ｎ，Ｎ−ジメチルプロパンアミド（ＭＤＰＡ）４００部を入れ、窒素を吹き込み
ながら撹拌して７８℃に加温した。滴下ロートに、２−（２−ブロモイソブチリロキシ）
エチルメタクリレート（ＢＢＥＭ）３００部を入れ、２時間にかけて反応装置内に滴下し
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た。また、別の滴下ロートに、アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）１５部及びＭＤ
ＰＡ

５０部の混合均一溶液を入れ、ＢＢＥＭと同時に滴下を開始し、２時間かけて反応

装置内に滴下した。滴下後、その温度で５時間重合して重合溶液を得た。得られた重合溶
液の一部をサンプル瓶に採取して秤量し、１５０℃の真空乾燥機で１０時間乾燥した。得
られた乾燥物から換算した重合溶液の固形分は４０．２％であり、重合率は約１００％で
あった。また、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）を展開溶媒とし、示差屈折計（ＲＩ）を備
えたＧＰＣ装置を使用して測定した、重合液中のポリマーのポリスチレン換算の数平均分
子量Ｍｎは１２，０００であり、分子量分布（分散度ＰＤＩ）は２．０３であった。得ら
れた重合溶液に含有されているポリマーをＰｏｌｙｍｅｒ
【００６８】

Ｂ−１とした。
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Ｂ−２）

合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ５６１部、ヨウ素１．０部、２，
２

−アゾビス（４−メトキシ−２，４−ジメチルバレロニトリル）（商品名「Ｖ−７０

」、和光純薬社製）３．７部、２−ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）２０８
．０部、及びＮ−アイオドスクシンイミド（ＮＩＳ）０．１１部を入れ、窒素を吹き込み
ながら４５℃で７時間重合した（重合率：約１００％）。Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド
（ＤＭＦ）を展開溶媒とするＧＰＣ装置を使用して測定した反応系中のポリマーのＭｎは
１８，５００であり、ＰＤＩは１．３４であった。
【００６９】
上記の反応系にピリジン１８９．５部を添加し、氷浴で５℃に冷却した。滴下ロートに

10

２−ブロモイソ酪酸ブロマイド４５９．８部を入れ、１０℃を超えないように３時間かけ
て反応系に滴下した。その温度で２時間放置した後、４５℃に加温して１時間反応させた
。室温まで冷却した後、メタノール５６１部添加して撹拌した。別容器にメタノール５０
００ｇを入れ、ディスパーで撹拌しながら重合溶液を徐々に添加して軟質のポリマーを析
出させた。析出したポリマーを分取し、大量の水中にディスパーで撹拌しながら添加して
洗浄した。ろ過及び水洗した後、５０℃の送風乾燥機を使用して揮発分がなくなるまで乾
燥して、微黄色の粉末状の固体であるＰｏｌｙｍｅｒ
ｍｅｒ

Ｂ−２を得た。得られたＰｏｌｙ

Ｂ−２のＭｎは２７，４００であり、ＰＤＩは１．３０であった。

【００７０】
（合成例３：Ｐｏｌｙｍｅｒ

20

Ｂ−３）

合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
（ＢＤＧ）１５６．１部、ヨウ素１．０部、２，２

−アゾビス（２，４−ジメチルバレ

ロニトリル）（商品名「Ｖ−６５」、和光純薬社製（Ｖ−６５））２．９８部、ＢＢＥＭ
３０部、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）４０部、ベンジルメタクリレート（ＢｚＭＡ）
３０部、及びＮＩＳ０．１１部を入れ、窒素を吹き込みながら６５℃で８時間重合した（
重合率：約１００％）。ビーカーに大量の水を入れ、ディスパーで撹拌しながら重合溶液
を徐々に添加してポリマーを析出させた。ろ過及び水洗した後、５０℃の真空乾燥機を使
用して揮発分がなくなるまで乾燥して、白色の粉末であるＰｏｌｙｍｅｒ
。得られたＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂ−３を得た

Ｂ−３のＭｎは９，２００であり、ＰＤＩは１．３５であっ
30

た。
【００７１】
（合成例４：Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｂ−４）

合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＢＤＧ１５７．５部、ヨウ素１．０部、Ｖ
−６５

２．９８部、ＭＭＡ４０部、ＢｚＭＡ３０部、及びＮＩＳ０．１１部を入れ、窒

素を吹き込みながら６５℃で５．５時間重合した（重合率：約１００％）。反応系中のポ
リマーのＭｎは６，５００であり、ＰＤＩは１．２３であった。次いで、Ｖ６５

０．９

部、及びＢＢＥＭ３０部を添加し、４．５時間重合した（重合率：約１００％）。ビーカ
ーに大量の水を入れ、ディスパーで撹拌しながら重合溶液を徐々に添加してポリマーを析
出させた。ろ過及び水洗した後、５０℃の真空乾燥機を使用して揮発分がなくなるまで乾
燥して、白色の粉末であるＰｏｌｙｍｅｒ

Ｂ−４を得た。得られたＰｏｌｙｍｅｒ

−４のＭｎは８，９００であり、ＰＤＩは１．３９であった。
【００７２】
合成例１〜４で合成したＰｏｌｙｍｅｒ
【００７３】

Ｂの組成及び物性を表１に示す。

Ｂ
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【００７４】
＜グラフト型コポリマーの製造＞
（実施例１：グラフト型コポリマー

ＫＢ−１）

合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ２００部、及びＰｏｌｙｍｅｒ
Ｂ−１の溶液（固形分４０．２％）１３．８８部を入れ、８０℃に加温した。テトラブチ
ルアンモニウムアイオダイド（ＴＢＡＩ）８．１部を入れて３０分間加温した後、ＭＭＡ

20

４５部、メタクリル酸（ＭＡＡ）５部、及びトリエチルアミン（ＴＥＡ）０．４部を添加
し、８０℃で８時間重合した（重合率：９０．０％）。重合溶液をメタノール／水混合溶
液中に投入してポリマーを析出させた。析出したポリマーをろ過及び水洗した後、７０℃
の乾燥機中で十分に乾燥させて、グラフト型コポリマー

ＫＢ−１を得た。トルエン／エ

タノール混合溶剤に溶解し、フェノールフタレインを指示薬とし、０．１Ｎ水酸化カリウ
ムエタノール溶液で滴定して算出した、グラフト型コポリマー

ＫＢ−１の酸価（全体酸

価）は６１．３ｍｇＫＯＨ／ｇであった。また、グラフト型コポリマー

ＫＢ−１のＭｎ

は７３０，１００であり、ＰＤＩは１．６８であった。なお、組成（ＭＭＡ／ＭＡＡ＝９
０／１０）から算出されるＰｏｌｙｍｅｒ
あった。Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａの理論酸価は、６５．２ｍｇＫＯＨ／ｇで

Ａの理論酸価は下記式より算出した。

30

・理論酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）
＝（ＭＡＡの比率（質量％）／８６．１）×５６．１×１０００／１００
（ＭＡＡのＭｗ：８６．１、ＫＯＨのＭｗ：５６．１）
【００７５】
（実施例２〜４：グラフト型コポリマー

ＫＢ−２〜４）

表２に示す配合としたこと以外は、前述の実施例１と同様にして、グラフト型コポリマ
ー

ＫＢ−２〜４を製造した。なお、表２中の※１〜３の詳細は以下に示す通りである。
※１：フタル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル（三菱レイヨン社製、Ｍｗ：

２７８．３）
※２：コハク酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル（共栄社化学社製、Ｍｗ：２
３０．２）
※３：ヘキサヒドロフタル酸モノ２−（メタクリロイルオキシ）エチル（三菱レイヨン
社製、Ｍｗ：２８４．３）
【００７６】
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【００７７】
（実施例５：グラフト型コポリマー

ＫＢ−５）

合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ２００部、及びＰｏｌｙｍｅｒ
Ｂ−２

５．５８部を入れ、８０℃に加温した。ＴＢＡＩ５．５８部を入れて３０分間加

温した後、ＭＭＡ３０部、ＨＥＭＡ２０部、及びＴＥＡ０．４部を添加し、８０℃で８時
間重合した（重合率：９２．３％）。反応系中のポリマーのＭｎは７５２，０００であり
、ＰＤＩは１．６７であった。
【００７８】
トリメリット酸無水物（ＴＭＡ、三菱ガス化学社製）２９．５部、酸化防止剤（商品名

30

「イルガノックス１０１０」、ＢＡＳＦ社製）０．５部、及び１，８−ジアザビシクロ［
５．４．０］ウンデカ−７−エン０．３部を添加し、窒素を吹き込みながら１２０℃で７
時間重合して、グラフト型コポリマー

ＫＢ−５を得た。得られたポリマーの赤外吸収ス

ペクトルを確認したところ、酸無水物のピーク（１８５０ｃｍ‑1）及び水酸基のピーク（
３５００ｃｍ‑1）は、いずれもほぼ消失していた。これにより、ＨＥＭＡにＴＭＡが付加
し（酸無水物が開環し）、カルボキシ基が導入されたグラフト型コポリマーが形成された
ことがわかる。得られたグラフト型コポリマー

ＫＢ−５のＭｎは８２０，６００であり

、ＰＤＩは２．０１であり、酸価（全体酸価）は２０５．８ｍｇＫＯＨ／ｇであった。
【００７９】
実施例１〜５で製造したグラフト型コポリマーの組成及び物性を表３に示す。
【００８０】
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【００８１】
（実施例６：２種のグラフト鎖を有するグラフト型コポリマー（１））
合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ２００部、Ｐｏｌｙｍｅｒ
２

Ｂ−

２．７９部、及びＴＢＡＩ４．１部を入れて８０℃に加温した後、ＭＭＡ２０部、Ｍ

ＡＡ５部、及びＴＥＡ０．２部を添加した。８０℃で８時間重合したところ、高粘度の液

20

体となった。サンプリングして測定した重合率は９２．８％であった。反応液中のポリマ
ー（ポリマー

ＭＢ−１）のＭｎは３７９，０００であり、ＰＤＩは１．４３であった。

また、紫外線検出器（ＵＶ、測定波長：２５４ｎｍ）を備えたＧＰＣで分析したところ、
微小な吸収しか観察されなかった。形成されたポリマーは、２５４ｎｍの波長域での吸収
が弱いためと考えられる。ポリマーを構成するＰｏｌｙｍｅｒ

Ａの理論酸価は、１３０

．３ｍｇＫＯＨ／ｇである。得られた反応液をメタノール／水混合溶媒に投入し、析出物
をろ過及び水洗した。７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、ポリマー

ＭＢ−１を得た

。
【００８２】
合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ２００部、ポリマー

ＭＢ−１

30

２５部、ＢｚＭＡ１５部、ＰＡＭＡ１０部、及びＴＢＡＩ４．１部を入れた。窒素を吹き
込みながら８０℃に加温し、ＴＥＡ０．２部を加えて７時間重合した。重合率は９４．２
％であり、得られたポリマーのＭｎは８６０，７００であり、ＰＤＩは１．８３であった
。また、ＵＶ−ＧＰＣ（２５４ｎｍ）で測定したポリマーのＭｎは８５０，２００であり
、ＰＤＩは１．８９であった。ポリマー

ＭＢ−１は２５４ｎｍの波長域にほとんど吸収

を有しなかったのに対し、得られたポリマーは２５４ｎｍの波長域の光を吸収したことか
ら、主鎖に残っていた開始基から２種目のモノマー（ＢｚＭＡ／ＰＡＭＡ）が重合して、
２種のグラフト鎖を有するグラフト型コポリマーが得られたと考えられる。得られたグラ
フト型コポリマーの２種目のグラフト鎖（Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ａ）の理論酸価は、８０．６
40

ｍｇＫＯＨ／ｇである。
【００８３】
（実施例７：２種のグラフト鎖を有するグラフト型コポリマー（２））
合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ２００部、Ｐｏｌｙｍｅｒ
２

Ｂ−

２．７９部、及びＴＢＡＩ４．１部を入れて８０℃に加温した後、ＭＭＡ２０部、Ｍ

ＡＡ５部、及びＴＥＡ０．２部添加した。８０℃で８時間重合したところ、高粘度の液体
となった。サンプリングして測定した重合率は９３．１％であった。反応液中のポリマー
（ポリマー

ＭＢ−２）のＭｎは３８１，０００であり、ＰＤＩは１．４１であった。ま

た、ポリマーを構成するＰｏｌｙｍｅｒ

Ａの理論酸価は、１３０．３ｍｇＫＯＨ／ｇで

ある。
【００８４】
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反応液に、ＢｚＭＡ１０部、ＨＯＭＳ１５部、及びＴＢＡＩ４．１部を添加し、窒素を
吹き込みながら８０℃に加温し、ＴＥＡ０．２部を加えて７時間重合した。重合率は９４
．６％であり、得られたポリマーのＭｎは８７１，８００であり、ＰＤＩは１．９２であ
った。また、ＵＶ−ＧＰＣ（２５４ｎｍ）で測定したポリマーのＭｎは８６６，０００で
あり、ＰＤＩは１．９５であった。ポリマー

ＭＢ−２は２５４ｎｍの波長域にほとんど

吸収を有しなかったのに対し、得られたポリマーは２５４ｎｍの波長域の光を吸収したこ
とから、主鎖に残っていた開始基から２種目のモノマー（ＢｚＭＡ／ＨＯＭＳ）が重合し
て、２種のグラフト鎖（ＭＭＡ及びＢｚＭＡ／ＨＯＭＳからなるＡ−Ｂブロックコポリマ
ーと、ＢｚＭＡ／ＨＯＭＳからなるランダムコポリマー）を有するグラフト型コポリマー
が得られたと考えられる。得られたグラフト型コポリマーの２種目のグラフト鎖（Ｐｏｌ
ｙｍｅｒ

10

Ａ）の理論酸価は、１４６．２ｍｇＫＯＨ／ｇである。

【００８５】
（実施例８：顔料分散剤用グラフト型コポリマー）
合成例１で用いたものと同様の反応装置に、ＭＤＰＡ１００部、及びＰｏｌｙｍｅｒ
Ｂ−４

２２．３２部を入れて８０℃に加温した後、ＴＢＡＩ９．７６部を添加して３０

分間加温した。その後、ｎ−ブチルメタクリレート３７．５部、ＭＡＡ１２．５部、及び
ＴＥＡ１．６部を添加した。８０℃で８時間重合したところ、高粘度の液体となった。サ
ンプリングして測定した重合率は９８．６％であった。反応液中のポリマー（ポリマー
ＶＡ−１）のＭｎは１１１，５００であり、ＰＤＩは１．５５であった。また、ポリマー
を構成するＰｏｌｙｍｅｒ

Ａの理論酸価は、１６２．９ｍｇＫＯＨ／ｇである。得られ

20

た反応液をメタノール／水混合溶媒に投入し、析出物をろ過及び水洗した。７０℃の乾燥
機中で十分に乾燥させて、ポリマー

ＶＡ−１を得た。得られたポリマー

価は１４５．３ｍｇＫＯＨ／ｇであった。得られたポリマー

ＶＡ−１の酸

ＶＡ−１を酸価の１．１倍

量のアンモニア水にて中和し、ポリマー水溶液ＶＡ−１（固形分４０％）を調製した。
【００８６】
＜応用例＞
（応用例１：白色顔料分散液の調製）
２５０ｍＬのガラス瓶に、ポリマー水溶液ＶＡ−１

１６部、水１９．７５部、酸化チ

タン（商品名「ＪＲ−４０５」、テイカ社製）６４部、及びジエタノールアミン（ＤＥＡ
）０．２５部を入れた。ガラスビーズ２００ｇをさらに入れ、シェイカーにて２時間振と

30

うさせて白色顔料分散液を得た。
【００８７】
（応用例２：水性塗料の調製）
塗料用の水性樹脂として、商品名「ウォーターゾールＳ−１２６」（ＤＩＣ社製）１０
０部、商品名「ウォーターゾールＳ−６９５」（ＤＩＣ社製）５部、及び商品名「ウォー
ターゾールＳ−６８３ＩＭ」（ＤＩＣ社製）５部を混合するとともに、水１００部を配合
して撹拌した。応用例１で得た白色顔料分散液３０部を加えて撹拌し、白色の水性塗料を
得た。得られた水性塗料をアルミ板に塗布し、１４０℃で２０分間焼き付けたところ、透
明で綺麗な白色の塗膜が形成された。塗膜が形成された塗板を沸騰水に入れて３０分間浸
漬したところ、塗膜の白化、膨れ、剥離などは生じなかった。また、得られた水性塗料を

40

黒帯展色紙に塗布して乾燥したところ、黒帯部分を十分に隠蔽する、隠蔽力の大きい塗膜
を形成することができた。
【００８８】
（応用例３：黒色顔料分散液の調製）
２５０ｍＬのガラス瓶に、ポリマー水溶液ＶＡ−１

１６部、水５３．７５部、カーボ

ンブラック顔料３０部、及びＤＥＡ０．２５部を入れた。ガラスビーズ２００ｇをさらに
入れ、シェイカーにて２時間振とうさせて黒色顔料分散液を得た。
【００８９】
（応用例４：水性文具用インキの調製）
応用例３で得た黒色顔料分散液、グリセリン、及び水を、顔料濃度８５％及びグリセリ
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ン濃度１４％となるように混合し、水性文具用のインキを調製した。中芯と、プラスチッ
ク成形で作製したペン先とを有するプラスチック製のサインペンに調製したインキを詰め
た。このサインペンを使用して普通紙及び画仙紙に筆記したところ、浸透によるインキの
裏抜け現象が生ずることなく、良好に筆記できることがわかった。さらに、筆記文字の濃
度も高かいことがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
本発明のグラフト型コポリマーは、例えば、塗料、文具、電子材料、グラビアインキ、
オフセットインキ、インクジェットインク、紫外線硬化性インク、電子線硬化性インク、
トナー、化粧品、捺染、接着剤、粘着剤、フォトレジスト材料、医療用材料などに用いら
れる被膜形成成分として使用することができる。
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