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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）不飽和結合を有するラジカル重合性モノマーとして、（メタ）アクリル酸系モノ
マーと、（２）前記（１）のモノマーの重合開始基として機能する下記一般式１で表され
る構造の基が、１分子内に少なくとも２個導入されている有機化合物と、（３）ヨウ化物
塩又はトリヨージド塩であるヨウ素イオン含有化合物とを、混合及び加温することで、前
記構造の基（重合開始基）から停止反応を伴うラジカル重合が始まる重合工程を有するポ
リマーを得る重合手法を利用して、２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が
グラフトしている（コ）ポリマーを製造するポリマーの製造方法であって、
前記重合工程を２回以上実施し、
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第１段目の工程は、前記（２）の有機化合物として、重合開始基として機能する下記一
般式１で表される構造の基が１分子内に２個以上、重合開始基として導入されている有機
化合物を使用し、前記（３）のヨウ素イオン含有化合物を（２）の有機化合物に導入され
ている前記重合開始基を余らせる量で使用することで、前記２個以上の重合開始基の一部
から開始する、前記（１）のモノマーの重合を行って、１種目の（メタ）アクリル酸系（
コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得、得られたポリマーを精製するか或いは精製
しない工程であり、
第２段目の工程は、前記（２）の有機化合物として、前記第１段目の工程で得られた１
種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを使用し、前記第
１段目の工程で余らせて使用されなかった残余の重合開始基に対し、前記（３）のヨウ素
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イオン含有化合物を使用することで、前記残余の重合開始基の一部又は全部から開始する
、前記第１段目の工程で使用した（１）のモノマーとは異なる（１）のモノマーの重合を
行って、２種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得、
得られたポリマーを精製するか或いは精製しない工程であることを特徴とするポリマーの
製造方法。

10
（一般式１中、Ｒ１は、Ｈ又は任意のアルキル基又はアシル基又はアリール基のいずれか
を表し、Ｒ２は、アルキル基又はアリール基を表し、Ｘは、Ｃｌ又はＢｒを表し、Ｙは、
Ｏ又はＮＨを表す。）
【請求項２】
さらに、前記第２段目の工程で得られた２種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー
鎖がグラフトしたポリマー中に、前記第１段目の工程及び前記第２段目の工程で使用され
なかった残余の重合開始基がある場合に、これを（２）の有機化合物として、残余の重合
開始基がなくなるまで、前記第２段目の工程と同様の工程を順次繰り返して、複数種の（
メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしている構造の（コ）ポリマーを得る請
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求項１に記載のポリマーの製造方法。
【請求項３】
前記重合工程で、アゾ系ラジカル重合開始剤、過酸化物系ラジカル重合開始剤及び光重
合ラジカル重合開始剤のいずれについても使用しない請求項１又は２に記載のポリマーの
製造方法。
【請求項４】
前記重合工程で、さらに、前記（３）のヨウ化物塩又はトリヨージド塩以外の（４）ヨ
ウ素、ヨウ素を遊離することができるヨウ化有機化合物および有機塩基を有する化合物の
群から選ばれる少なくともいずれかを使用する請求項１〜３のいずれか１項に記載のポリ
マーの製造方法。
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【請求項５】
前記重合工程の際に、さらに（５）有機溶媒を使用する請求項１〜４のいずれか１項に
記載のポリマーの製造方法。
【請求項６】
前記有機溶媒が、アルコール系、グリコール系、アミド系、スルホキシド系、尿素系及
びイオン液体からなる群から選ばれる少なくともいずれかである請求項５に記載のポリマ
ーの製造方法。
【請求項７】
前記一般式１で表される基が、下記一般式２で表される基である請求項１〜６のいずれ
か１項に記載のポリマーの製造方法。
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（一般式２中、Ｙは、Ｏ又はＮＨを表す。）
【請求項８】
前記２回以上実施する重合工程で、先に実施する重合工程でポリマーを得た後に、該ポ
リマーの精製をすることなく、次に実施する重合工程で、（２）の有機化合物として該ポ
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リマーを利用し、（３）のヨウ素イオン含有化合物と、先に実施した重合工程で使用した
のとは異なる（１）のモノマーを添加して重合する請求項１〜７のいずれか１項に記載の
ポリマーの製造方法。
【請求項９】
前記第１段目の工程で用いる前記（２）の有機化合物が、前記重合開始基を１分子内に
２個以上有するポリマーである請求項１〜８のいずれか１項に記載のポリマーの製造方法
。
【請求項１０】
前記重合開始基を１分子内に２個以上有するポリマーが、前記重合開始基を有し、且つ
、ラジカル重合性基を有するモノマーを構成単位としてなるポリマーである請求項９に記
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載のポリマーの製造方法。
【請求項１１】
前記重合開始基を１分子内に２個以上有するポリマーが、直鎖状ポリマー、星型ポリマ
ー及び架橋粒子型ポリマーからなる群から選ばれるいずれかのポリマーである請求項９に
記載のポリマーの製造方法。
【請求項１２】
前記第１段目の工程で用いる前記（２）の有機化合物が、前記一般式１で表される構造
の重合開始基を１分子内に１個有し且つラジカル重合性基を有するラジカル重合性モノマ
ーと、これとは別のラジカル重合性モノマーと、前記（３）のヨウ素イオン含有化合物と
を、混合及び加温することで、前記構造の重合開始基から停止反応を伴うラジカル重合が
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始まる重合工程を有するポリマーを得る重合手法で得た、２種のポリマーが分岐した内部
に重合開始基が複数個残っている星型ポリマーである請求項１〜８のいずれか１項に記載
のポリマーの製造方法。
【請求項１３】
請求項１〜１２のいずれか１項のポリマーの製造方法で得られた、（１）のモノマーが
重合してなる２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が、それぞれ、前記（２
）の有機化合物を構成する重合開始基からグラフトしていることを特徴とするポリマー。
【請求項１４】
２種類の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしている請求項１３に記載
のポリマー。
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【請求項１５】
請求項８のポリマーの製造方法で得られた、（１）のモノマーが重合してなる２種以上
の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が、それぞれ、前記（２）の有機化合物を構成
する重合開始基からグラフトしており、且つ、少なくとも、前記ポリマー鎖のうちの１種
類がＡ−Ｂブロックコポリマー鎖で、他の１種類が、該Ａ−ＢブロックコポリマーのＢの
ポリマーブロックを構成するためモノマーと同様のモノマーからなるポリマー鎖であるこ
とを特徴とするポリマー。
【請求項１６】
請求項１２のポリマーの製造方法で得られた、２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）
ポリマー鎖が、前記星型ポリマーの内部にある複数個の重合開始基からグラフトしている

40

星型ポリマーであることを特徴とするポリマー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数種のポリマー鎖がグラフトしたポリマーの製造方法と、その製造方法に
よって得られるポリマーに関し、より詳しくは、比較的容易に複数種のアクリル鎖が高質
量比で導入されたポリマーを得ることができる産業的に有用な重合法と、構造が所望の状
態に制御されたポリマーを提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来、１つの有機化合物に、ポリマー、特に本発明では（メタ）アクリル酸系（コ）ポ
リマー等のビニル系ポリマーをグラフトさせたい場合は、下記のような方法が行われてい
る。すなわち、グラフトさせたい有機化合物が有する、或いは、予め導入させた官能基と
、その官能基と反応しうる基を末端に有するポリマーとを反応させて得る方法や、または
、グラフトさせたい有機化合物に重合を開始する基（重合開始基）を導入して、その重合
開始基からモノマーを重合させる方法によって、得ている。なお、本発明で規定している
「グラフト」とは、その有機化合物の構造中の任意の場所から、ポリマーが伸びている構
造を示し、分岐構造は勿論であるが、有機化合物の末端からポリマーが生成している場合
も含む。
10

【０００３】
より具体的に述べれば、特にその有機化合物がポリマーである場合は、官能基を有する
又は導入されたポリマー（主ポリマー）に、その官能基と反応しうる基を末端等に有する
ポリマーを反応させて、主ポリマーにポリマーがグラフトしたポリマーを得る「ｇｒａｆ
ｔｉｎｇ

ｔｏ」法、または、そのポリマーに重合開始基を導入して、その重合開始基か

らモノマーを重合させてポリマーを得る「ｇｒａｆｔｉｎｇ

ｆｒｏｍ」法、片末端に不

飽和結合を有するポリマー（マクロモノマー）、必要に応じて、他の不飽和結合を有する
モノマーを併用して重合して、結果として、マクロモノマー由来のポリマーがグラフトし
たポリマーを得ることができる「ｇｒａｆｔｉｎｇ

ｔｈｒｏｕｇｈ」法と呼ばれる、そ

れぞれのグラフト方法がある（特許文献１〜３）。上記の手法にて、複数種のポリマーが
グラフトしたポリマーを得るためには、「ｇｒａｆｔｉｎｇ
ｎｇ

ｔｏ」法や「ｇｒａｆｔｉ
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ｔｈｒｏｕｇｈ」法では、その末端に官能基や不飽和基を有するポリマーを複数種

使用することで得ることができるし、「ｇｒａｆｔｉｎｇ

ｆｒｏｍ」法では、その導入

した開始基からモノマーを重合して、ポリマーを得た後、その後、さらに、そのポリマー
に重合開始基を導入して、その重合開始基から他のモノマーを重合して次のポリマー種を
導入するという方法が考えられる。
【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、前記したそれぞれのグラフト方法では、下記のような問題がある。まず
、「ｇｒａｆｔｉｎｇ

ｔｏ」法や「ｇｒａｆｔｉｎｇ

ｔｈｒｏｕｇｈ」法では、使用

する材料は、末端に官能基を有するポリマーを使用するので、高分子量の末端の反応であ
るために、反応系中の官能基濃度が低く、その反応性が悪い場合があり、質量的に多くの
ポリマーを導入できないし、また、その材料のポリマーが反応せず残存してしまう場合が
ある。さらに、「ｇｒａｆｔｉｎｇ

ｔｈｒｏｕｇｈ」法では、末端のラジカルがカップ
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リングしてしまい、ゲル化や高分子量化してしまい、所望するポリマーを得ることができ
ない場合がある。加えて、これらのグラフト方法にて、複数種のポリマーをグラフト導入
しようとすると、煩雑で、所望のポリマーを得ることができない場合があり、工業的や産
業的にも不適であり、その手法が確立されていない。このため、本発明が目的とする、１
つの有機化合物に、（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー等のビニル系ポリマーをグラフ
トさせてなる明確な製品は市場には出ていない。
【０００６】
したがって、本発明の目的は、所望する複数種の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー
鎖がグラフトしたポリマーを、比較的容易に、工業的、産業的に製造することができる技
術を提供することにある。本発明のより具体的な目的は、所望するポリマー種をポリマー
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鎖としてグラフトして、複数種類のポリマー鎖を導入することができ、さらに、そのグラ
フトしているポリマー鎖の質量比が、そのグラフトしたポリマー全体に対し高質量比であ
り、その結果、製造したポリマーが、今までにない性能を発揮することができるポリマー
になる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記の目的は、下記の本発明によって達成される。すなわち、本発明は、（１）不飽和
結合を有するラジカル重合性モノマーとして、（メタ）アクリル酸系モノマーと、（２）
前記（１）のモノマーの重合開始基として機能する下記一般式１で表される構造の基が、
１分子内に少なくとも１個導入されている有機化合物と、（３）ヨウ化物塩又はトリヨー
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ジド塩であるヨウ素イオン含有化合物とを、混合及び加温することで、前記構造の基（重
合開始基）から停止反応を伴うラジカル重合が始まる重合工程を有するポリマーを得る重
合手法を利用して、２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしてい
る（コ）ポリマーを製造するポリマーの製造方法であって、前記重合工程を２回以上実施
し、第１段目の工程は、前記（２）の有機化合物として、１分子内に２個以上の重合開始
基が導入されている有機化合物を使用し、前記（３）のヨウ素イオン含有化合物を（２）
の有機化合物に導入されている重合開始基の数未満となる量で使用することで、前記２個
以上の重合開始基の一部から開始する、前記（１）のモノマーの重合を行って、１種目の
（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得、得られたポリマー
を精製するか或いは精製しない工程であり、第２段目の工程は、前記（２）の有機化合物
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として、前記第１段目の工程で得られた１種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖
がグラフトしたポリマーを使用し、前記第１段目の工程で使用されなかった残余の重合開
始基に対し、前記（３）のヨウ素イオン含有化合物を前記残余の重合開始基の数或いは数
未満となる量で使用することで、前記残余の重合開始基の一部又は全部から開始する、前
記第１段目の工程で使用した（１）のモノマーとは異なる（１）のモノマーの重合を行っ
て、２種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得、得ら
れたポリマーを精製するか或いは精製しない工程であることを特徴とするポリマーの製造
方法を提供する。
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（一般式１中、Ｒ１は、Ｈ又は任意のアルキル基又はアシル基又はアリール基のいずれか
を表し、Ｒ２は、アルキル基又はアリール基を表し、Ｘは、Ｃｌ又はＢｒを表し、Ｙは、
Ｏ又はＮＨを表す。）
【０００８】
上記の本発明のポリマーの製造方法の好ましい形態としては、下記のものが挙げられる
。すなわち、さらに、前記第２段目の工程で得られた２種目の（メタ）アクリル酸系（コ

40

）ポリマー鎖がグラフトしたポリマー中に、前記第１段目の工程及び前記第２段目の工程
で使用されなかった残余の重合開始基がある場合に、これを（２）の有機化合物として、
残余の重合開始基がなくなるまで、前記第２段目の工程と同様の工程を順次繰り返して、
複数種の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしている構造の（コ）ポリマ
ーを得ること；前記重合工程で、アゾ系ラジカル重合開始剤、過酸化物系ラジカル重合開
始剤及び光重合ラジカル重合開始剤のいずれについても使用しないこと；前記重合工程で
、さらに、（４）ヨウ素、ヨウ素を遊離することができるヨウ化有機化合物及び有機塩基
を有する化合物の群から選ばれる少なくともいずれかを使用すること；前記重合工程の際
に、さらに（５）有機溶媒を使用すること；前記有機溶媒が、アルコール系、グリコール
系、アミド系、スルホキシド系、尿素系及びイオン液体からなる群から選ばれる少なくと
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もいずれかであること；前記一般式１で表される基が、下記一般式２で表される基である
こと；が挙げられる。

（一般式２中、Ｙは、Ｏ又はＮＨを表す。）
【０００９】
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また、上記本発明のポリマーの製造方法の好ましい形態としては、前記２回以上実施す
る重合工程で、先に実施する重合工程でポリマーを得た後に、該ポリマーの精製をするこ
となく、次に実施する重合工程で、（２）の有機化合物として該ポリマーを利用し、（３
）のヨウ素イオン含有化合物と、先に実施した重合工程で使用したのとは異なる（１）の
モノマーを添加して重合すること；前記第１段目の工程で用いる前記（２）の有機化合物
が、前記重合開始基を１分子内に２個以上有するポリマーであること；前記重合開始基を
１分子内に２個以上有するポリマーが、前記重合開始基を有し、且つ、ラジカル重合性基
を有するモノマーを構成単位としてなるポリマーであること；前記重合開始基を１分子内
に２個以上有するポリマーが、直鎖状ポリマー、星型ポリマー及び架橋粒子型ポリマーか
らなる群から選ばれるいずれかのポリマーであること；前記第１段目の工程で用いる前記
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（２）の有機化合物が、重合開始基を１分子内に１個有し且つラジカル重合性基を有する
ラジカル重合性モノマーと、これとは別のラジカル重合性モノマーと、前記（３）のヨウ
素イオン含有化合物とを使用する前記重合手法を利用して得た、２種のポリマーが分岐し
た内部に重合開始基が複数個残っている星型ポリマーであること；が挙げられる。
【００１０】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかのポリマーの製造方法で得られた、（１
）のモノマーが重合してなる２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が、それ
ぞれ、前記（２）の有機化合物を構成する重合開始基からグラフトしていることを特徴と
するポリマーを提供する。
【００１１】
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上記本発明のポリマーの好ましい形態としては、２種類の（メタ）アクリル酸系（コ）
ポリマー鎖がグラフトしていることが挙げられる。
【００１２】
本発明は、別の実施形態として、前記した好ましいポリマーの製造方法で得られた、（
１）のモノマーが重合してなる２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が、そ
れぞれ、前記（２）の有機化合物を構成する重合開始基からグラフトしており、且つ、少
なくとも、前記ポリマー鎖のうちの１種類がＡ−Ｂブロックコポリマー鎖で、他の１種類
が、該Ａ−ＢブロックコポリマーのＢのポリマーブロックと同様のモノマーからなるポリ
マー鎖であることを特徴とするポリマーを提供する。
【００１３】
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本発明は、別の実施形態として、前記した好ましいポリマーの製造方法で得られた、２
種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が、前記星型ポリマーの内部にある複数
個の重合開始基からグラフトしている星型ポリマーであることを特徴とするポリマーを提
供する。
【００１４】
本発明のポリマーは、物の発明に関し、一方で、「請求項１〜１２のいずれか１項のポ
リマーの製造方法で得られた」とした製造プロセスにより、物の発明を特定している。本
発明のポリマーは、本発明の新規な製造方法を利用することで初めて得られた、所望する
２種類以上のポリマー鎖が、上記製造方法に特有の重合手法で用いる（２）の有機化合物
に導入されている特有の基からグラフトした構造のものであり、そのグラフトしているポ
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リマー鎖の質量比が、そのグラフトしたポリマー全体に対し高質量比なものとなる。ここ
で、これら複数のポリマー鎖は、上記製造方法に特有の重合手法で得られる。具体的には
、（３）のヨウ化物塩又はトリヨージド塩であるヨウ素イオン含有化合物によって、（２
）の有機化合物に導入されている特有の構造の基を、重合開始基として機能させ、該重合
開始基から（１）のモノマーをラジカル重合させることで、（２）の有機化合物の重合開
始基を起点として（１）のモノマーから構成されるポリマーが成長した構造のポリマー鎖
であるが、その構造又は特性により直接特定することは不可能であり、上記したポリマー
を得るためのプロセス（製法）によって初めて特定することが可能になる。ポリマーが、
分子量の異なる種々のポリマー分子の集合体（混合物）であることは、当該技術分野にお
いて周知の事実であり、集合体（混合物）に含まれる個々のポリマー分子の構造や物性を
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特定することは不可能であるとともに、およそ実際的でもない。上記理由から、本発明の
ポリマーは、製造プロセスによる特定をしている。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、従来、工業的な製造が困難で、煩雑であった、所望する複数種のポリ
マー鎖がグラフトした構造のポリマーを容易に得ることが可能になる、新規な重合手法を
利用したポリマーの製造方法が提供される。本発明で利用する新規な重合手法は簡易的で
あり、（１）のモノマーの重合開始基として機能する、塩素又は臭素が置換した特定の構
造の基を有する（２）の有機化合物と、（１）不飽和結合を有するラジカル重合性モノマ
ーと、（３）ヨウ素イオンを有する化合物とを、混合、加温（加熱）するだけで、前記構

20

造の基（重合開始基）から停止反応を伴うラジカル重合が始まり、ポリマーを得ることが
できる。本発明によれば、この重合方法を巧みに利用し、第１段目の重合工程で、２個以
上の特定の構造の基を有する（２）の有機化合物を用い、この基を余らせることで、残余
の重合開始基を有する化合物（第１段目の工程でポリマー鎖がグラフトしたのでポリマー
である）を得、このポリマーを第２段目の重合工程の（２）の有機化合物として用い、（
１）のモノマーとしての（メタ）アクリル酸系モノマーと、（３）のヨウ素イオンを有す
る化合物を混合、加温することで、前記重合開始基から重合が始まり、次のポリマー鎖が
グラフトする。そして、それぞれの重合工程において、上記操作を繰り返すことで、所望
する多種類のポリマー鎖がグラフトしたポリマーを容易に得ることができる。すなわち、
重合開始基として機能する（２）の有機化合物の特定の構造の基の数を、所望するポリマ

30

ー鎖の種類の数以上にして、各段階の重合工程で、混合する（３）のヨウ素イオンを有す
る化合物の量を適宜にコントロールするだけで、所望する複数種のポリマー鎖がグラフト
した多用な構造のポリマーが得られる。さらに、本発明によって提供が可能になるポリマ
ーは、グラフトしているポリマー鎖の質量比がそのポリマー全体に対し、非常に高質量比
で導入され、それに加えて、複数種のポリマー鎖がグラフトした構造のポリマーであるの
で、それぞれのグラフトしたポリマー鎖の性質が出現し、今までにない性能を発揮するも
のになると考えられる。このため、本発明によって提供されるポリマーは、その用途を様
々に展開することができ、今までにない材料であるので、産業界での技術革新となり得る
と考えられる。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】第１段目の工程で得たポリマーを精製せずに、第２段目の工程で（２）の有機化
合物として用いた場合の反応を説明するためのイメージ図である。
【図２】第１段目の工程で得たポリマーを精製して、第２段目の工程で（２）の有機化合
物として用いた場合の反応を説明するためのイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
次に、好ましい実施の形態を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。本発明者らは、本
発明の目的を達成すべく鋭意研究を行った結果、前記した（２）の、モノマーの重合開始
基として機能する特定の構造の基（重合開始基）を有する有機化合物と、（１）の、不飽
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和結合を有するラジカル重合性モノマーと、（３）の、ヨウ素イオンを有する化合物とを
、混合、加温（加熱）するだけで、前記構造の基（重合開始基）から停止反応を伴うラジ
カル重合が始まり、ポリマーを得ることができる、従来にない重合手法を見出し、さらに
、この新たな重合手法を巧みに利用することで、所望する複数種のポリマー鎖がグラフト
した多種多様な構造のポリマーを得ることができることを見出して本発明を達成した。
【００１８】
具体的には、本発明の製造方法では、（２）の有機化合物に、特定の構造の基（重合開
始基）の数が２個以上であるものを用い、第１段目の工程で、（２）の有機化合物の重合
開始基を余らせるように、（３）のヨウ素イオンを有する化合物を使用して、（１）のモ
ノマーとして、（メタ）アクリル酸系モノマーを重合させて１種目のポリマー鎖をグラフ

10

トさせ、ついで、第２段目の工程で、１種目のポリマー鎖がグラフトしているものを（２
）の有機化合物とし、これに残存している重合開始基を全て使用するように、或いは、再
度、（２）の有機化合物の重合開始基を余らせるように、（３）のヨウ素イオンを有する
化合物を使用して、先に重合させたものとは異なる（１）のモノマーを重合させることで
２種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖をグラフトさせ、必要に応じて、このス
テップを繰り返すことで、複数種の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトし
ている（コ）ポリマーとすることを可能にしている。すなわち、本発明のポリマーの製造
方法は、以下のように構成したことを特徴とする。
【００１９】
本発明の第１の特徴は、（１）ラジカル重合性モノマーと、（２）前記（１）のモノマ
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ーの重合開始基として機能する下記一般式１表される構造の基が、１分子内に少なくとも
１個導入されている有機化合物と、（３）ヨウ化物塩又はトリヨージド塩であるヨウ素イ
オン含有化合物とを、混合及び加温（加熱）することで、前記構造の基（重合開始基）か
ら停止反応を伴うラジカル重合が始まる重合工程を有する、ポリマーを得る重合手法を利
用したことにある。
そして、少なくとも、上記重合工程を２回以上実施することで、２種以上の（メタ）ア
クリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしている構造の（コ）ポリマーを製造する。
【００２０】
30

（一般式１中、Ｒ１は、Ｈ又は任意のアルキル基又はアシル基又はアリール基のいずれか
を表し、Ｒ２は、アルキル基又はアリール基を表し、Ｘは、Ｃｌ又はＢｒを表し、Ｙは、
Ｏ又はＮＨを表す。）
【００２１】
上記した一般式１で表される構造の基の中でも、本発明では、特に、重合開始基が、下
記一般式２で表される基であることが好ましい。

40

（一般式２中、Ｙは、Ｏ又はＮＨを表す。）
【００２２】
本発明の第２の特徴は、その第１段目の工程で、前記（２）の有機化合物として、１分
子内に２個以上の重合開始基が導入されている有機化合物を使用し、前記（３）のヨウ素
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イオン含有化合物を、（２）の有機化合物に導入されている重合開始基の数未満となる量
で使用することで、前記２個以上の重合開始基の一部から開始する、前記（１）のモノマ
ーの重合を行って、１種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリ
マーを得たことにある。この第１段目の工程で得られるポリマーは、その構造の一部に、
重合開始基が残存する本発明で利用する重合手法における（２）の有機化合物に該当する
ものになる。
【００２３】
本発明の第３の特徴は、その第２段目の工程で、（２）の有機化合物として、第１段目
の工程で得られた１種目の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマ
ーを使用し、該ポリマー中の、第１段目の工程で使用されなかった残余の重合開始基に対
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し、（３）のヨウ素イオン含有化合物を前記残余の重合開始基の数或いは数未満となる量
で使用することで、前記残余の重合開始基の一部又は全部から開始する、前記第１段目の
工程で使用したモノマーとは異なる２種目の（１）のモノマーの重合を行って、２種目の
（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得た点にある。そして
、この第２段目の工程で得られたポリマー中に、それまでの工程で使用されなかった残余
の重合開始基がある場合は、それ以降も、先に実施する重合工程で得たポリマーを（２）
の有機化合物として、残余の重合開始基がなくなるまで、前記第２段目の工程と同様の工
程を順次繰り返して、複数種の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトしてい
る構造の（コ）ポリマーを得ている。
【００２４】
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本発明の第４の特徴は、上記した第１段目から順次行う各工程でそれぞれに得られる、
次の段の重合工程で（２）の有機化合物に該当するものとして利用されるポリマーを、精
製して使用するか、或いは、精製しないで使用するかのいずれかの構成にした点にある。
本発明者らの検討によれば、精製しないポリマーを使用した場合には、その前段の工程の
重合で得た（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖の末端から、さらに、その段の工程で使用し
た別のモノマーによる重合が開始し、結果として、そのグラフト鎖が、Ａ−Ｂブロックコ
ポリマーとなることを見出した。精製したポリマーを使用した場合は、各工程で得られる
ポリマー鎖は、該当する工程で使用したモノマーで構成されたものになる。
【００２５】
まず、上記した第１の特徴である本発明で利用する重合手法について説明する。この重
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合手法は、（１）不飽和結合を有するラジカル重合性モノマーと、（２）前記（１）のモ
ノマーの重合開始基として機能する、本発明で規定する一般式１で表される構造の基が、
１分子内に少なくとも１個導入されている有機化合物（以下、「（２）の有機化合物」と
呼ぶ場合がある）と、（３）ヨウ化物塩又はトリヨージド塩であるヨウ素イオン含有化合
物とを、混合及び加温することで、前記構造の基（重合開始基）から、（１）のモノマー
の停止反応を伴うラジカル重合が始まる重合工程を有することを特徴とする。このように
、本発明で利用する重合手法は、ラジカル重合開始剤や、リビングラジカル重合に使用す
る特殊な材料や金属系の触媒を使用せずに、簡単な市販の材料を使用し、しかも厳密な重
合条件を必要としない簡便な方法であり、下記の従来技術の課題を解決した有用なもので
ある。
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【００２６】
不飽和結合を有するラジカル重合性モノマーを重合して得られるポリマーは、通常、ラ
ジカルを発生させるために必要なラジカル重合開始剤を用いたラジカル重合で効率よく得
られることから、汎用性が高く、様々なところで使用されている。しかし、通常のラジカ
ル重合法は、有用であるものの、重合が停止してしまうという課題があり、例えば、ブロ
ックコポリマーやグラフトコポリマーやスターポリマーなど、構造が複雑なポリマーは、
通常のラジカル重合する方法によっては得ることができない。これに対し、ポリマーの分
子量や構造を制御するために発明されたリビングラジカル重合によれば、構造が複雑な上
記したようなポリマーを得ることができる。しかし、リビングラジカル重合では、特殊な
化合物を使用したり、金属触媒を使用したりするため、それらの化合物や触媒を除去する
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必要があり、工業的には煩雑で複数の工程が必要であり、また、その重合条件も、使用す
るモノマーの精製を必要としたり、窒素雰囲気下で行う必要があるなど、厳密にする必要
があるという課題があった。
【００２７】
本発明で利用する重合手法は、上記課題に対してなされた新規なものであり、先に述べ
たように、モノマーの重合開始基として機能する特定の構造の基を有する、汎用で多様な
形態とすることが可能な（２）の有機化合物と、モノマーと、（３）のヨウ素イオンを有
する化合物を、混合、加温（加熱）するだけで、前記構造の基から、停止反応を伴うラジ
カル重合が始まってポリマーを得ることができる、極めて簡便なものである。
【００２８】
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本発明では、上記した従来の重合方法と異なる構成の新規な重合手法を用い、これを巧
みに利用し、別途の成分を用いることなく、使用する（２）に該当する有機化合物の種類
や重合開始基の数等と、（２）の有機化合物に対する（３）のヨウ素イオン含有化合物の
混合量とを適宜に調整するという極めて簡単な操作で、工業的な製造が困難で、煩雑であ
った複雑な構造のポリマーを容易に得ることが可能になる。具体的には、例えば、多種類
のポリマー鎖が所望の量でグラフトした多分岐ポリマーや、Ａ−Ｂブロックコポリマー鎖
を含む多種類のポリマー鎖がグラフトした多分岐ポリマー、（２）に該当する有機化合物
に、重合開始基を複数個もつポリマーを用いることで得られる、多種類のポリマー鎖がグ
ラフトしたグラフトコポリマーや、複数種星型ポリマー、複数種架橋アクリル微粒子等を
得ることができる。以下に、本発明で利用する重合手法を構成する各成分について説明す
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る。
【００２９】
［（１）（メタ）アクリル酸系モノマー］
本発明のポリマーの製造方法は、２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖が
グラフトしている（コ）ポリマーを製造することを目的とする。すなわち、結果として、
本発明の製造方法で得られるグラフトしているポリマーは、（メタ）アクリル酸系ポリマ
ーである。このため、本発明では、先に説明した新規な重合手法で用いる、（１）の不飽
和結合を有するラジカル重合性モノマーとして、（メタ）アクリル酸系モノマー（単に、
「（１）のモノマー」と記載する場合がある。）を、多種類使用する。なお、本発明で言
う「（メタ）アクリル酸系モノマー」とは、後述する（メタ）アクリル酸などの酸モノマ
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ーや、（メタ）アクリレートモノマーを総じて呼んでいる。これらのモノマーは極めて汎
用なものであり、本発明では、公知のいずれのものも使用でき、特に限定されない。
【００３０】
本発明で、特に（メタ）アクリル酸系モノマーを使用することとした理由は、（メタ）
アクリル酸系モノマーは、様々なエステル残基を有し、様々な組み合わせにより、多種多
様なポリマーとすることができ、得られるポリマーが広範な利用が期待できるものになる
ことと、さらに、本発明で利用する新規な重合手法に最適なモノマーが、（メタ）アクリ
ル酸系モノマー、特にメタクリル酸系モノマーであることによる。なお、本発明では、得
られるポリマーの汎用性等を考慮し、（１）のモノマーを（メタ）アクリル酸系モノマー
に限定したが、本発明のポリマーの製造方法は、その他の種々のモノマーにも適用できる
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。
【００３１】
本発明で使用する（メタ）アクリル酸系モノマーとしては、下記のものが例示できるが
、これらに限定されるものではない。例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メ
タ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート
、ブチル（メタ）アクリレート、２−メチルプロパン（メタ）アクリレート、ｔ−ブチル
（メタ）アクリレート、ペンチル（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、ノニル（
メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、
ラウリル（メタ）アクリレート、テトラデシル（メタ）アクリレート、オクタデシル（メ
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タ）アクリレート、べへニル（メタ）アクリレート、イソステアリル（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チル（メタ）ア
クリレート、イソボロニル（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、シクロデシル（メタ）アクリレート、シクロデシルメチル（メタ）アクリレ
ート、ベンジル（メタ）アクリレート、ｔ−ブチルベンゾトリアゾールフェニルエチル（
メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、ナフチル（メタ）アクリレート、
アリル（メタ）アクリレートなどの、脂肪族、脂環族、芳香族アルキル（メタ）アクリレ
ート類が挙げられる。
【００３２】
また、水酸基を含有する（メタ）アクリル酸系モノマー類、グリコール基を有する（メ

10

タ）アクリル酸系モノマー類、（ポリアルキレン）グリコールモノアルキル、アルキレン
、アルキンエーテル又はエステルのモノ（メタ）アクリレート類、アクリル酸やアクリル
酸二量体を含む酸基（カルボキシル基、スルホン酸、リン酸）を有する（メタ）アクリル
酸系モノマー類、酸素原子含有の（メタ）アクリル酸系モノマー類、アミノ基を有する（
メタ）アクリル酸系モノマー類、窒素原子含有の（メタ）アクリル酸系モノマー類等を用
いることができる。さらに、その他、３個以上の水酸基をもつモノ（メタ）アクリレート
類や、ハロゲン原子含有（メタ）アクリレート類や、ケイ素原子含有の（メタ）アクリル
酸系モノマー類や、紫外線を吸収する基を有する（メタ）アクリル酸系モノマー類や、α
位水酸基メチル置換アクリレート類等も使用できる。また、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、トリメチロールプロパ
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ンのポリアルキレングリコール付加物の（メタ）アクリル酸エステル等の、２個以上の付
加重合性基を有する（メタ）アクリル酸系モノマー類も必要に応じて使用できる。本発明
の製造方法で最終的に得られるポリマーの要求性能に合わせて、上記した汎用のモノマー
から適宜に選択して用いればよい。
【００３３】
［（２）の有機化合物］
本発明のポリマーの製造方法は、（２）の有機化合物として、前記（１）のモノマーの
重合開始基として機能する一般式１で表される構造の基（重合開始基）が、１分子内に２
個以上導入されている有機化合物を用いることで、前記した新たな重合手法によるポリマ
ーの製造を可能にしている。本発明者らは、本発明の目的を達成するために鋭意検討した

30

結果、まず、（２）の有機化合物は、後述する（３）のヨウ素イオン含有化合物と、混合
及び加温することで、（２）の有機化合物を構成する構造の基（重合開始基）から停止反
応を伴うラジカル重合が始まり、先述した（１）のモノマーの重合開始基として機能して
ポリマーが得られることを見出した。具体的には、下記一般式１で表せる構造を有する基
（以下、「式１の基」とも呼ぶ）の存在下、（１）のモノマーと（３）のヨウ素イオン含
有化合物とを混合及び加温すると、これらの基から重合が開始し、結果として、（１）の
モノマーがラジカル重合してなる（メタ）アクリル酸系ポリマーになる。
【００３４】
本発明では、上記の重合手法を巧みに利用することで、複数種の（メタ）アクリル酸系
ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得ることを可能にしている。本発明のポリマーの製
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造方法では、まず、（２）の有機化合物として、１分子内に存在する重合開始基が２個以
上である構成のものを用い、第１段目で、「式１の基」のうちの一部のみが重合開始基と
して機能することとなるように調整した量の、（３）のヨウ素イオン含有化合物を混合及
び加温して、その基から重合を開始させて、１種目の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖が
グラフトしたポリマーを得る。次に、第１段目の重合工程で得られたポリマーに残ってい
る「式１の基」のうちの全部或いは一部が、重合開始基として機能するように、（３）の
ヨウ素イオン含有化合物を混合及び加温して、第２段目の重合工程を行い、２種目の（メ
タ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトした、２種以上のポリマー鎖がグラフトした構造
のポリマーを得る。さらに、得られたポリマーに「式１の基」が残っている場合は、順次
、上記と同様の操作を行うことで、重合開始基として機能させた基から、上記したものと
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は別の種類の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトしたポリマーが得られる。
【００３５】
本発明で使用し、本発明を特徴づける（２）の有機化合物は、以下に示す一般式で表せ
る構造が分子内に導入されていればよく、これらの構造が、（１）のモノマーの重合開始
基として機能する。
【００３６】

10

（一般式１中、Ｒ１は、Ｈ又は任意のアルキル基又はアシル基又はアリール基のいずれか
を表し、Ｒ２は、アルキル基又はアリール基を表し、Ｘは、Ｃｌ又はＢｒを表し、Ｙは、
Ｏ又はＮＨを表す。）
【００３７】
本発明で規定する「式１の基」は、その構造中にＸとして、塩素原子（クロロとも呼ぶ
）又は臭素原子（ブロモとも呼ぶ）が結合しており、これらの原子が、反応的に、脱離や
置換できる基であることが特徴であり、さらに、これらの原子が結合している炭素に、少
なくとも１個以上の電子求引基である、エステル基、アミド基などが結合しているもので

20

ある。
【００３８】
本発明の重合方法の反応機構は定かではない。後述する（３）のヨウ素イオン含有化合
物のヨウ素が、該重合開始基の塩素又は臭素と置換（ハロゲン置換）して、重合開始基が
ヨウ素基となって、ついで、熱や他のイオン成分などが作用して酸化還元反応することに
よってヨウ素ラジカルとして脱離して、ついで、モノマーが重合して、ポリマーがグラフ
トして重合するのかもしれないし、従来公知のヨウ素移動重合や可逆的移動触媒重合など
で得られるのかもしれない。その反応機構は特に限定できるものではなく、本発明の製造
方法は、（１）のモノマーと、（２）の、一般式１で表される構造の基を有する有機化合
物と、後述する（３）のヨウ素イオン含有化合物とを、混合及び加温するとした操作だけ

30

で、複数種の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトしたポリマーの製造を可能にし
たことを特徴とする。すなわち、先に述べたように、本発明では、（２）の有機化合物中
に２個以上存在している「式１の基」の、重合開始基として機能させる反応数をコントロ
ールすることで、所望する複数種のポリマー鎖を、所望の状態に適宜にグラフトすること
を可能にしている。また、「式１の基」の構造中の電子求引基は、前記したハロゲン置換
を促進させたり、ヨウ素がラジカルとして脱離しやすくさせたり、そのラジカルを若干安
定化させたりするために必要であると考えられる。
【００３９】
本発明の製造方法では、このような「式１の基」が分子内に２個以上導入されている構
造を有する有機化合物であれば、どのようなものでも使用できる。また、（２）の有機化

40

合物としては、例えば、低分子量化合物、モノマー、ポリマー等のいずれの形態ものも使
用できる。以下、「式１の基」について、説明する。
【００４０】
「式１の基」としては、例えば、以下に示すような、その構造中にエステル結合やアミ
ド結合を有するものが挙げられる。本発明で用いる「式１の基」が分子内に導入されてい
る（２）の有機化合物は、下記に示したように、エステル結合やアミド結合を介して、塩
素原子（Ｃｌ）又は臭素原子（Ｂｒ）を結合させている。
【００４１】
「式１の基」としては、例えば、下記のような、β−クロロ又はブロモアルカン酸の、
エステル結合又はアミド結合を有する基が挙げられる。
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【００４２】
例えば、下記のような、β−クロロ又はブロモアリール置換アルカン酸の、エステル結
合又はアミド結合を有する基などが挙げられる。

30

40

【００４３】
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例えば、下記のような、クロロ又はブロモ置換アセトアルカン酸の、エステル結合又は
アミド結合を有する基などが挙げられる。

【００４４】
上記に例示したような「式１の基」の、有機化合物への導入は、任意の方法とすること

10

ができ、特に限定されない。例えば、「式１の基」を導入する場合、対応するカルボン酸
基含有化合物を、エステル化或いはアミド化することで得られる。また、エポキシ基を有
する化合物に、「式１の基」をもつ化合物を反応させることで得られる。また、上記「式
１の基」の構造中のＸ、すなわち、塩素又は臭素が結合している基のところに水酸基が結
合している化合物を用い、ハロゲン化リン、濃塩酸や臭化水素酸を使用して該化合物の水
酸基部分を塩素や臭素へと置換することで導入してもよい。また、上記「式１の基」の構
造中のＣ−Ｘの部分に不飽和結合を有する化合物を用い、該不飽和結合に塩化水素や臭化
水素を付加させてクロロやブロモを導入してもよい。
【００４５】
本発明で用いる（２）の有機化合物としては、「式１の基」が導入されていれば、どの

20

ような有機化合物を使用してもよい。本発明者らの検討によれば、「式１の基」の中でも
特に、開始重合反応の速度が高く、しかも市販品の化合物で合成が容易にできることから
、下記一般式２で表せる構造の基（以下、「式２の基」と呼ぶ）が導入されている有機化
合物を用いることが好ましい。

30
（一般式２中、Ｙは、Ｏ又はＮＨを表す。）
【００４６】
上記「式２の基」は、従来公知の材料や方法で得ることができ、「式２の基」が導入さ
れた各種の形態の有機化合物も簡便に得ることができる。下記に、「式２の基」が導入さ
れた有機化合物が容易に合成できる一例について説明する。２−ブロモイソ酪酸系化合物
を原料として、「式２の基」を導入する有機化合物に、そのカルボキシ基及びその誘導体
と反応しうる基を有する有機化合物を用い、これらを反応させることによって得られる。
その際に使用する化合物は特に限定されない。２−ブロモイソ酪酸系化合物としては、例
えば、２−ブロモイソ酪酸、２−ブロモイソ酪酸ブロマイド、無水２−ブロモイソ酪酸が
挙げられる。そして、これらの化合物と、水酸基、アミノ基、エポキシ基、カルボジイミ

40

ド基、オキサゾリン基、イソシアネート基、エチレンイミン基などの、カルボキシル基系
の化合物と反応しうる対となる反応性基を有する有機化合物とを反応させることで、エス
テル結合、アミド結合にて、「式２の基」を有機化合物に導入することができる。
【００４７】
本発明の製造方法で使用する（２）の有機化合物は、前記（１）のモノマーの重合開始
基として機能する、上記した「式１の基」、中でもより好ましい「式２の基」（これらを
、まとめて「式１又は２の基」と呼ぶ場合がある）が、分子内に２個以上導入されている
有機化合物である。先に述べたように、使用する有機化合物としては、どのような形態の
ものであってもよく、従来公知の有機化合物が使用される。従来公知の有機化合物は種類
が非常に多く例示することはできないが、具体例を挙げると、エチレンビス（２−ブロモ
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−ブロモイソブチリルオキシ）エチル）ジスルフィ

−ブロモイソブチリルオキシ）ウンデシル）ジスルフィド、ポリエ

チレングリコールビス（２−ブロモイソブチラート）、１，１，１−トリス（２−ブロモ
イソブチリロキシメチル）エタン、テトラキス（２−ブロモイソブチリロキシメチル）ペ
ンタエリスリトール、ヘキサキス（２−ブロモイソブチリロキシメチル）ジペンタエリス
リトール、などが挙げられる。
【００４８】
また、本発明の製造方法で使用する好適な（２）の有機化合物として、ポリマーが挙げ
られる。すなわち、重合開始基を２個以上有するポリマーを使用することで、より多種類
の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖を導入することができ、得られるグラフトコポリマー

10

は、様々な性能を発揮すると考えられる。（２）の有機化合物として用いるポリマーとし
ては、従来公知のものが使用できる。例えば、ポリエーテル、ポリエステル、ポリアミド
、ポリウレタン、ポリオレフィン、ポリイミド、ポリアクリル、ポリメタクリル、ポリス
チレン、ポリカーボネート、ポリシリコーン、ポリハロゲン化オレフィン、ポリビニルア
ルコール、セルロース、キトサン等のポリマーが挙げられる。これらは、単独重合物、そ
れらポリマーのモノマー単位の共重合物、グラフトコポリマー、ブロックコポリマー等の
いずれの構造を有するポリマーであってもよい。本発明では、従来公知の方法で、これら
のポリマーに、前記した「式１又は２の基」を２個以上導入させたポリマーを使用する。
具体的な例を示すと、前記した２−ブロモイソ酪酸と、グリジドールを反応させて、式２
の構造を有するグリセロールモノエステルを、ジオール成分の一つとして合成した、ポリ

20

ウレタンやポリエステルとして使用したり、カルボン酸自体を、ポリアミドやポリイミド
に組み込んだりすることで、（２）の有機化合物に該当するポリマーを得ることができる
が、これに限定されない。
【００４９】
また、本発明の製造方法で使用する（２）の有機化合物として、「式１又は２の基」の
重合開始基を有し、且つ、ラジカル重合性基を有するモノマーを構成単位とするポリマー
を用いることも、本発明の好ましい形態である。（２）の有機化合物として、このような
重合開始基を有するモノマーを重合し得られたポリマーを使用すると、最終的に得られる
ポリマーを、（２）のポリマーからポリマー鎖が分岐した構造の、いわゆるグラフトコポ
リマーとすることができる。その結果、今まで容易に得ることができなかった、グラフト

30

したポリマー鎖の質量比がポリマー全体に対し高質量比であり、且つ、そのグラフトして
いるポリマー鎖が複数種である構造のポリマーを、工業的に簡便に且つ安価に得ることが
可能になる。
【００５０】
さらに、（２）の有機化合物として、下記のようにして得られる、内部に重合開始基が
複数個残っている星型ポリマーを用いることも好ましい形態である。このような星型ポリ
マーは、重合開始基を１分子内に１個有し、且つ、ラジカル重合性基を有するモノマーと
、これとは別のラジカル重合性モノマーとを、適宜な量の（３）のヨウ素イオン含有化合
物とを混合及び加温することで得ることができる。
【００５１】
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上記で使用する「式１又は２の基」の重合開始基を有し、且つ、ラジカル重合性基を有
するモノマーのラジカル重合性基としては、特に限定はないが、例えば、ビニル基、ビニ
リデン基、アクリル基、メタクリル基などの不飽和二重結合を意味する。以下、上記のモ
ノマーを、「式１又は２の基」を有するビニル系モノマーと呼ぶ場合がある。具体的に例
示すると、２−（２−ブロモイソブチリルオキシ）エチル（メタ）アクリレートや、ビニ
ル２−ブロモイソ酪酸エステルなどが挙げられる。このような「式１又は２の基」を有す
るビニル系モノマーを重合して、或いは、他のビニル系モノマーと共重合させることで、
本発明で使用する（２）の有機化合物に該当するポリマーとして、好適に使用できる。こ
の方法に限らず、予め、水酸基などを有するモノマーを重合した後、「式１又は２の基」
を導入しても、結果として同様のポリマーとなる。他のビニル系モノマーと共重合させる
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場合、「式１又は２の基」が導入されているモノマーの配合量は任意であり、特に限定さ
れない。
【００５２】
その他のモノマーとしては、下記に挙げるようなものを適宜に使用することができる。
例えば、前記した（１）のモノマーとして使用する（メタ）アクリル酸系モノマー類；ス
チレン、ビニルトルエン、ビニルヒドロキシベンゼン、クロロメチルスチレン、ビニルナ
フタレン、ビニルビフェニル、ビニルエチルベンゼン、ビニルジメチルベンゼン、α−メ
チルスチレン、エチレン、プロピレン、イソプレン、ブテン、ブタジエン、１−ヘキセン
、シクロヘキセン、シクロデセン、ジクロロエチレン、クロロエチレン、フロロエチレン
、テトラフロロエチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、プロピ
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オン酸ビニル、イソシアナトジメチルメタンイソプロペニルベンゼン、フェニルマレイミ
ド、シクロヘキシルマレイミド、ヒドロキシメチルスチレン、スチレンスルホン酸、ビニ
ルスルホン酸、ビニルアミン、アリルアミン、アミノスチレン、ビニルメチルアミン、ア
リルメチルアミン、メチルアミノスチレン、ビニルピリジン、ビニルイミダゾール、ビニ
ルベンゾトリアゾール、ビニルカルバゾール、ジメチルアミノスチレン、ジアリルメチル
アミン、トリメチルアンモニウムスチレンクロライド、ジメチルラウリルアミノスチレン
クロライド、ビニルメチルピリジニルクロライド、ジアリルジメチルアンモニウム塩クロ
ライド、（メタ）アクリルアミド、ジメチル（メタ）アクリルアミドなどのモノマーが挙
げられる。
【００５３】
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（２）の有機化合物に該当するポリマーは、従来公知のラジカル重合法で得たものでも
よいし、場合によってはイオン重合や配位重合などの手法で得てもよい。通常は、上記し
たモノマーを使用して、アゾ系化合物や過酸化物を使用した従来のラジカル重合で得たポ
リマーを用いればよい。さらには、（２）の有機化合物に該当するポリマーを、リビング
ラジカル重合で得ると、分子量分布を狭くできたり、ブロックコポリマーやスターポリマ
ー（星型ポリマー）等の、様々な構造とすることができるので、最終的に所望するポリマ
ーによっては、ラジカル重合で得たポリマーを用いることが好ましい。リビングラジカル
重合の方法の中では、「式１又は２の基」が導入されているモノマーを使用し、ニトロキ
サイドラジカルを使用するニトロキサイド法（ＮＭＰ法）や、ジチオエステル化合物など
を使用する可逆的付加開裂型連鎖移動重合（ＲＡＦＴ法）や、ヨウ素化合物と有機触媒を
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使用する可逆的移動触媒重合（ＲＴＣＰ法）などが使用できる。しかし、酸化還元を利用
する原子移動ラジカル重合では、モノマーの重合と、クロロ基又はブロモ基からの重合開
始があるので、ゲル化してしまう可能性があるので好ましくない。
【００５４】
（２）の有機化合物としてポリマーを使用する場合、そのポリマーの構造としては、特
に、直鎖状ポリマー、星型ポリマー、架橋粒子型ポリマーのいずれかであることが好まし
い。本発明の製造方法によれば、これらの多様な構造のポリマーに、容易に複数種の（メ
タ）アクリル酸系ポリマーを導入することができるので、様々な産業用用途に活用できる
有用な種々の構造のポリマーを製造することが期待でき、非常に好ましい。
【００５５】

40

上記でいう直鎖状ポリマーとは、前記した「式１又は２の基」を有するモノマーの単独
重合体、共重合体、または、Ａ−Ｂブロックコポリマー、Ａ−Ｂ−ＡやＡ−Ｂ−Ｃトリブ
ロックコポリマーなども含む。また、星型ポリマーとは、従来公知のデンドリマーや多分
岐型ポリマー等を指す。架橋微粒子型ポリマーは、従来公知の懸濁重合や乳化重合、ミニ
エマルジョン重合などの手法によって得られる、不飽和結合を２個以上有するビニル系モ
ノマーや、お互いに反応する基を有する二種以上のモノマーと、「式１又は２の基」を有
するモノマーを少なくとも材料として重合することによって得られるポリマーである。
【００５６】
（２）の有機化合物に、直鎖状ポリマーを使用すると、本発明の製造方法で最終的に得
られる（メタ）アクリル酸系ポリマーは、グラフトした構造を取るものになる。また、星
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型ポリマーを使用した場合は、そのデンドリマーなどのポリマーをコアとして、複数種の
（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がアームとして結合している構造を取るものになる。ま
た、架橋微粒子型ポリマーを使用した場合は、その粒子の表面にポリマー鎖が結合したコ
アシェル型のポリマーとすることができる。
【００５７】
以上のように、本発明では、（２）の有機化合物として、「式１又は２の基」が２個以
上導入されている有機化合物を使用する。本発明者らの検討によれば、「式１又は２の基
」（重合開始基）が３個以上導入されている有機化合物を使用した方が、不純物のポリマ
ーを少なくできるので、好ましい。重合開始基が２個の（２）の有機化合物を用い、本発
明の重合手法で重合した場合、１段目の重合で、１個だけ（メタ）アクリル酸系ポリマー

10

鎖が結合した構造のポリマーに混じって、２個とも（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖が結
合したポリマーや、一つもポリマー鎖がついていない構造のポリマーが得られる。ついで
２段目でモノマーを重合した場合、２種類のポリマー鎖が結合した本発明のポリマーが得
られるものの、２種類のポリマー鎖が結合していない不純物のポリマーを含有する場合が
ある。これに対し、重合開始基が３個以上導入されている（２）の有機化合物を用い、本
発明の重合手法で重合した場合の方が、２種類のポリマー鎖が結合していない不純物のポ
リマーが少なくなるので、好ましい。このように構成することで、従来の技術では容易に
得ることができなかった構造のポリマーを簡便に、より確実に得ることができる。
【００５８】
また、（２）の有機化合物に、導入する重合開始基の量を調整することで、得られるポ
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リマーの分子量をコントロールできる場合があり、このことも本発明で利用する重合手法
の特徴である。この重合手法では、（２）の有機化合物に導入された「式１又は２の基」
から重合が開始されるので、「式１又は２の基」を含む化合物１ｍｏｌに対して、（１）
のモノマーの量を調整することで、製造するポリマーの分子量の調整ができる。しかし、
この重合手法による重合は、ラジカル重合のような停止反応を伴い、カップリングして高
分子量ができる場合があり、その場合は開始基の量で調整はできない。
【００５９】
［（３）ヨウ素イオン含有化合物］
本発明のポリマーの製造方法では、上記した（１）のモノマー、（２）の有機化合物と
ともに、（３）ヨウ化物塩又はトリヨージド塩であるヨウ素イオン含有化合物を用いるこ
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とを要す。これらの化合物の作用については、詳細は解明されていないが、この化合物を
使用することによって、前記した「式１又は２の基」の臭素或いは塩素がヨウ素に置き換
わり、ヨウ素が移動する重合が起こると考えられる。また、この化合物が酸化還元の触媒
として作用して重合を進行させる可能性もある。以下、上記した化合物を「ヨウ素化剤」
と称す場合がある。
【００６０】
具体的には、ヨウ化金属、第四級アンモニウムアイオダイド、第四級ホスホニウムアイ
オダイド及び第四級アンモニウムトリヨージドからなる群から選ばれる１種以上のヨウ化
物塩又はトリヨージド塩であるヨウ素イオン含有化合物を使用する。これらの化合物は、
従来公知のものが使用でき、特に限定されない。例示すると、ヨウ化金属としては、ヨウ
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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
ムなどが挙げられる。第四級アンモニウムアイオダイドとしては、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
アイオダイドなどが挙げられる。第四級ホスホニウムアイオダイドとしては、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ドなどが挙げられる。第四級アンモニウムトリヨージド
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が挙げられる。上記に限定さ
れず、ヨウ素イオンを有していれば、どのような化合物でも使用できる。
【００６１】
［（４）ヨウ素又はヨウ素を遊離することができるヨウ化有機化合物又は有機塩基を有す
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る化合物］
本発明のポリマーの製造方法では、以上で説明した（１）〜（３）の材料を使用し、混
合及び加温すれば重合が進行し、複数種のポリマー鎖がグラフトしている構造の（コ）ポ
リマーを得ることができる。本発明者らの検討によれば、上記の材料に加え、さらに、（
４）のヨウ素、ヨウ素を遊離することができるヨウ化有機化合物及び有機アミン等の有機
塩基を有する化合物から選ばれるいずれかを添加し、重合工程を行うことも好ましい形態
である。本発明者らの検討によれば、これらの成分をさらに添加することで、本発明で利
用する重合手法において生じるラジカル重合の停止反応を防止することができ、高分子量
化やゲル化を防止することができる。その作用は不明であるが、ヨウ素やアミノ基がラジ
カルとなって、成長ラジカルのカップリング防止に寄与するのではないかと考えられる。

10

以下、（４）の成分を、簡易的に「（４）の触媒」と称す場合がある。
【００６２】
（４）の触媒としては、ヨウ素、ヨウ素を遊離することができるヨウ化有機化合物及び
有機塩基を有する化合物であればよく、従来公知の化合物が使用され、それらは特に限定
されない。ヨウ素を遊離することができるヨウ化有機化合物としては、ヨウ素が結合して
いれば熱や光でヨウ素を遊離するので、どのような化合物も使用できる。好ましくは、Ｎ
−アイオドイミド系化合物であり、より好ましくは、市販品で入手しやすい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が挙
げられる。また、有機塩基を有する化合物としては、トリエチルアミン、トリブチルアミ

20

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の従来公知のものが使用できる。
【００６３】
これら（４）の触媒の量は任意であり、特に限定されない。好ましくは、併用する重合
開始基として機能する（２）の有機化合物の「式１又は２の基」の０．００１モル倍〜０
．１モル倍の範囲で使用される。使用量があまりに多いと、触媒としての作用が十分発揮
されず、副反応などが生じる可能性があるので好ましくない。
【００６４】
［（５）有機溶媒］
以下に、本発明のポリマーの製造方法に用いることができる他の材料について説明する
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。本発明のポリマーの製造方法の重合工程は、有機溶媒を使用して重合する溶液重合が好
ましい。これは、（１）のモノマー材料に、（３）のヨウ素化剤のようなイオン性の材料
を溶解することができない場合があり、一方、（２）の有機化合物の「式１又は２の基」
の構造中の塩素又は臭素と、（３）のヨウ素化剤のヨウ素イオンの交換は、前記したよう
なヨウ素化剤を溶解して行う必要があり、そのためには、下記に挙げるような極性が高い
有機溶媒を一部又は全部に使用することが好ましい。具体的には、アルコール系、グリコ
ール系、アミド系、スルホキシド系、尿素系、イオン液体である溶媒を使用することが好
ましい。しかし、これらの溶媒は必ずしも必要でなく、例えば、（１）のモノマーに、ヨ
ウ素化剤を溶解するモノマーを使用した場合は、特に有機溶媒を使用せずとも重合できる
。一般に使用される有機溶媒としては従来公知の、炭化水素系、ハロゲン系、ケトン系、
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エステル系、グリコール系などの非極性の溶媒があり、これらの溶媒と併用して、上記し
たような極性の高い溶媒を使用すればよい。その場合、極性が高い溶媒の比率は任意であ
り、モノマーを重合して得られる本発明のポリマーを溶解させるように溶媒が選択される
。
【００６５】
具体的に例示すると、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコール系
溶媒；エチレグリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ジエチレングリコール、
プロピレングリコールモノメチルエーテルなどのグリコール系溶媒；ジメチルホルムアミ
ド、ジメチルアセトアミド、Ｎ−メチルピロリドン、３−メトキシ−Ｎ，Ｎ−ジメチルプ
ロパンアミド、３−ブトキシ−Ｎ，Ｎ−ジメチルプロパンアミドなどのアミド系溶媒；ジ
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メチルスルホキシドなどのスルホキシド系溶媒；テトラメチル尿素やジメチルイミダゾリ
ジノン等の尿素系溶媒；イミダゾリウム塩や第四級アンモニウム塩等のイオン液体が挙げ
られ、単独又は２種以上で使用できる。
【００６６】
これらの溶媒の重合時の使用量は、（３）のヨウ素化剤を溶解させればよく、特に限定
されない。好ましくは、質量基準で、３０％〜８０％である。３０％より少ないと固形分
が高すぎて高粘度になってしまう場合があるし、８０％より多いと、モノマー濃度が低す
ぎて重合率が上がらない場合がある。より好ましくは、４０％〜７０％である。
【００６７】
本発明のポリマーの製造方法は、基本的には、ラジカルが発生するラジカル重合開始剤

10

を使用しないで済むことに大きな特徴がある。従来、不飽和結合を有するモノマーを重合
する場合は、アゾ系や過酸化物系、さらにはチオールなどのラジカルを生成する化合物を
使用して重合を行っていた。しかし、本発明で利用する重合手法では、このようなラジカ
ル重合開始剤を使用せずとも、上記した（１）〜（３）の材料を混合して、熱にて容易に
重合が進む。場合によっては、ラジカル重合開始剤を併用しても、本発明の重合方法によ
るポリマーが得られると予想されるが、その場合は、ラジカル重合開始剤からの重合も始
まる場合があるので、所望する複雑な構造のポリマーを安定して得る目的からは好ましく
ない。本発明の製造方法では、アゾ系ラジカル重合開始剤、過酸化物系ラジカル重合開始
剤及び光重合ラジカル重合開始剤などのラジカル重合開始剤を使用せず重合することが好
ましい。
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【００６８】
［重合工程］
以上が本発明のポリマーの製造方法に必要な材料であって、本発明では、上記した（１
）〜（３）の材料を混合して、加温（加熱）することで、（２）の有機化合物の有する「
式１又は２の基」から（１）のモノマーの重合が進行し、重合を繰り返すことで、２種以
上の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトしているポリマーを得ることができる。
その重合条件としては特に限定はなく、従来公知の方法がとられる。好ましい具体的な条
件を列記すると、窒素やアルゴン雰囲気にしたり、バブリングしたりする方が、酸素の影
響がなく、よく重合が進行する。また、温度としては、室温以上であればよく、例えば、
４０℃以上であればよいが、室温程度であると重合時間が多大にかかるので、好ましくは
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６０℃以上、さらには７０℃以上で重合させることが、実用の製造の製造時間に適してい
る。また、撹拌速度は特に重合に影響はなく、また、遮光が必ずしも必要ではない。重合
率も任意であり、完全にモノマーが消費されていなくてもよい。
【００６９】
本発明のポリマーの製造方法は、１種目のポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得る第
１段目の工程と、第１段目の工程で得られたポリマーを、（２）の有機化合物として利用
して２種目の（１）のモノマーの重合を開始させる第２段目の工程の、少なくとも２回の
重合工程を有することを特徴としている。本発明の製造方法では、その際に、第１段目の
工程で得られたポリマーを、そのまま、次の第２の工程で用いる（２）の有機化合物とし
て使用してもよいし、貧溶剤に添加して析出させて、精製したポリマー成分を使用しても
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よい。すなわち、各重合工程後に得られるポリマーの使用形態、使用方法、後処理等は任
意であり、従来公知の方法が、それぞれの用途によって使用される。下記に述べるように
、特に、後処理で、得られたポリマーの精製を行うか否かで、最終的に得られる２種以上
の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトしているポリマーの構造が異なるものにな
るので、この点を考慮することが好ましい。
【００７０】
本発明者らの検討によれば、第２段目の工程で、精製しないポリマーを（２）の有機化
合物として使用した場合には、第１段目の重合で得た（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖の
末端から、さらに第２段目で使用する２種目のモノマーによる重合も開始する。その結果
、この第２段目の工程で得られるポリマー鎖は、少なくとも、第１段目の工程で形成され
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た１種目のポリマー鎖（Ａ鎖とする）と、第２段目の工程で形成された２種目のポリマー
鎖（Ｂ鎖とする）と、さらに、１種目のポリマー鎖であるＡ鎖の末端から２種目のモノマ
ーの重合が開始することで得られたＡ−Ｂブロックコポリマー鎖を有するものとなる。こ
れに対し、第２段目で、精製したポリマーを（２）の有機化合物として使用して重合を開
始させた場合は、第２段目の工程で得られる（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖は、ブロッ
クコポリマー鎖になることはなく、２種目のモノマーで構成されたポリマー鎖になる。し
たがって、第３段目の工程で、第２段目の工程で得たポリマーを精製せずに（２）の有機
化合物として使用した場合は、Ａ−Ｂ−Ｃブロックコポリマー鎖や、Ａ−Ｂ−Ａブロック
コポリマー鎖がグラフトしたポリマーが得られる。
【００７１】

10

［複数種類の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖の導入方法］
本発明の製造方法は、２種以上の（メタ）アクリル酸系（コ）ポリマー鎖がグラフトし
ている（コ）ポリマー、すなわち、（メタ）アクリル酸系ポリマーを、（２）の有機化合
物に複数種導入したポリマーを製造することを目的としている。この複数種のポリマー鎖
を導入する具体的な方法について、以下に説明する。まず、第１段目の工程で、（２）の
有機化合物１分子に存在する重合開始基ｎ個（ｎは２以上の整数）に対し、（３）のヨウ
素イオン含有化合物を適宜な量で使用して、重合開始基のｎ１個（ｎ１はｎ未満の整数）
分を反応させ、ｎ１個分がモノマーの重合開始基として機能するようにして、ここから（
１）のモノマーの重合を行って、１種目の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトし
たポリマーを得る。これをポリマーＡと呼ぶ。ついで、第２段目の工程で、得られたポリ
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マーＡ中の残余の重合開始基ｎ−ｎ１個に対し、（３）のヨウ素イオン含有化合物を適宜
な量で使用して、ｎ２個（ｎ２は、さらに重合開始基を余らせたい場合はｎ−ｎ１個未満
、重合開始基を余らせない場合はｎ−ｎ１）分を反応させて、ｎ２個分がモノマーの重合
開始基として機能するようにして、ここから（１）のモノマーの重合を行って、２種目の
（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖がグラフトしたポリマーを得る。これをポリマーＢと呼
ぶ。さらに、得られたポリマーＢに残った重合開始基がある場合は、上記した第２段目の
工程で行ったのと同様の操作を繰り返すことで、全体として複数種の（メタ）アクリル酸
系ポリマー鎖がグラフトしているポリマーを得ることができる。
【００７２】
より具体的に説明すると、（２）の有機化合物の１分子中に、重合開始基がｎ個（ｎは
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２以上の整数）を有するとする。本発明で利用する重合手法では、（３）のヨウ素イオン
を有する化合物を使用して、重合開始基の臭素や塩素をヨウ素に置換して、そのヨウ素か
ら重合が進行しているものと考えられるので、上記のｎ個分の重合開始基の塩素又は臭素
のうち、全部ではなく、一部をヨウ素に置き換えて、塩素や臭素が置換した重合開始基を
余らせて、ヨウ素に置換した基だけからモノマーの重合を開始させて、ポリマーをグラフ
ト導入する。塩素や臭素が置換したままの残った重合開始基については、また、（３）の
ヨウ素イオンを有する化合物を使用して、その一部から重合を開始させて、また重合開始
基を余らせて、次の重合に使用するという操作を行うように構成する。
【００７３】
上記において、（２）に該当する有機化合物その重合開始基ｎ個のうち、ｎ１個の塩素

40

又は臭素を置換したい場合は、そのｎ１個と当モル以下になる（３）のヨウ素イオン含有
化合物を配合して使用することが普通であり、好ましい。しかし、（３）のヨウ素イオン
含有化合物を当モル以上加えても、例えば、温度、溶媒の溶解度、溶媒に極性や誘電率に
基づくイオン解離の影響などで、その塩素又は臭素とヨウ化物イオンの反応がすべて進行
しない場合があり、その場合は、反応を、ＮＭＲ測定やイオンクロマトグラフなどでヨウ
素イオン量を追跡して、置換した官能基を定量することで、所望する部分的に開始する重
合を行うことができる。従って、このヨウ素イオンを有する化合物の重合開始基に対する
モル数は限定されない。好ましくは、前記したように、（２）に該当する有機化合物にｎ
個の重合開始基があった場合、そのｎ個未満のモル当量の（３）のヨウ素イオン含有化合
物を使用する。
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【００７４】
以上のことから、塩素又は臭素が結合した重合開始基の一部をヨウ素置換して重合を開
始してポリマーを得て、この塩素又は臭素の結合した重合開始基を余らせた重合開始基を
有するポリマーを順次使用する本発明の製造方法を実施することで、最初の重合工程でグ
ラフトした（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖、２回目の重合工程でグラフトした（メタ）
アクリル酸系ポリマー鎖、残余の塩素又は臭素の結合した重合開始基を有するポリマーと
なり、この重合工程を残余の重合開始基がなくなるまで繰り返すことで、複数種の（メタ
）アクリル酸系ポリマー鎖が結合したポリマーとなる。この最終のポリマー鎖を導入する
際は、好ましくは、重合開始基を余らせないように、最終回の重合工程で、（２）に該当
する有機化合物として使用する残余の重合開始基の個数とモル当量以上の、例えば、大過

10

剰のヨウ素イオンが結合した化合物を添加してもよい。大過剰にすることによって、塩素
又は臭素が全部ヨウ素置換して、残余の重合開始基は全て重合に寄与することになる。
【００７５】
本発明では、第１段目の重合工程で得たポリマーを、そのポリマーの貧溶剤等に析出さ
せて精製して第１回目のポリマーを得、ついで、このポリマーを使用して、第２段目の重
合工程で２種目のポリマー鎖を導入し、これを精製して第２回目のポリマーを得てという
風に、精製を繰り返して次のモノマーを重合させるという方法で、２種以上のポリマー鎖
がグラフトしている本発明のポリマーを製造する。本発明では、第１回目の重合でポリマ
ーを得た後、精製操作をせずに、前記したようなヨウ素イオンを有する化合物と、モノマ
ーを添加して重合することで、第２回目のポリマーを重合し、さらに、この操作を１ポッ

20

トで繰り返して本発明のポリマーとしてもよい。この場合は、先に述べたように、その重
合の末端にヨウ素が、可能性としては塩素や臭素の場合があるかもしれないが、置換して
いた場合は、その部分から再度重合が進行するので、ブロックコポリマーとして導入する
ことができる。この１ポットの場合は、先のモノマーがほとんど重合して消費されてから
、モノマーやヨウ素化剤を添加してもよいし、まだ重合の途中でモノマーやヨウ素化剤を
添加して重合してもよい。特に前記した後者の１ポットの場合は、析出等の後処理をしな
いので、末端が生きている可能性が高く、従って、ブロックコポリマーとして導入されや
すいと考えられる。そのブロックコポリマーも、トリブロック、テトラブロックという構
造をとることができ、様々な（メタ）アクリル酸系ポリマーが結合したポリマーとするこ
とができる。
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【００７６】
本発明で目的とする、最終的に得られるポリマーに導入される２種以上の（メタ）アク
リル酸系ポリマー鎖の数は、特に限定されず、前記したような方法で繰り返し重合操作を
行うことで、多くの種類の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖を導入できる。しかし、工業
的、生産性、産業的に現実味のある導入数としては、その工程の回数等から、１０種以下
、より好ましくは、５種以下である。特に好ましくは、この工程において、１種目の（メ
タ）アクリル酸系ポリマー鎖を導入した後、ついで２種目のモノマーを添加するという２
回の重合操作によって得られるポリマーである。その中でもより好ましいのは、前記した
１回目の重合で得たポリマーを精製するという工程のない、１ポットで行う、少なくとも
２種類のポリマー鎖がグラフトしているポリマーが、現実的、生産性、コストパフォーマ
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ンス的に好適と考えられる。
【００７７】
この第１段目の工程と、ついで行う第２段目の工程の、２回の重合を行う方法では、少
なくとも２種類のポリマー鎖がグラフトしているポリマーを得ることができる。具体的に
は、最初の重合で１種類の（メタ）アクリル酸系ポリマー鎖が重合したポリマーを得、つ
いで、その反応系中にヨウ素イオンを有する化合物とモノマーを添加して重合すると、１
ポットで行っているので、末端が生きている場合は、その第１段階で生成したポリマーの
末端から次のモノマーが重合してポリマー化し、ブロックコポリマーとすることができる
。便宜上、最初のポリマーをＡポリマー、ついで次のモノマーが重合して得られるポリマ
ーをＢポリマーとすると、前記したブロックコポリマーはＡ−Ｂブロックコポリマーとな
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る。ついで、残余の重合開始基から重合が開始するとＢポリマーがグラフトする。従って
、Ａ−Ｂブロックコポリマー、Ｂのポリマーの少なくとも２種類がグラフトしたポリマー
となる。しかし、場合によっては、末端がハロゲンでない場合があり、その場合は、重合
は進行しないので、Ａのポリマーが重合しただけとなり、場合によっては、２回のヨウ素
化剤、モノマーの使用にも関わらず、３種類の組成の（メタ）アクリル酸系ポリマーが結
合したポリマーとなる場合がある。
【００７８】
［ポリマー］
本発明のポリマーの製造方法では、以上のような条件の下、先に述べたそれぞれの材料
を用意して、上記で説明したような配合等の条件下で、重合開始基を余らせるように、混
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合及び加温して重合し、ついで、残余の重合開始基を利用して、その重合開始基から重合
することで、次の種類のポリマー鎖が導入され、これを繰り返すことで、複数の（メタ）
アクリル酸系ポリマー鎖が結合したポリマーを、簡便に作製することができる。
【００７９】
具体的には、本発明の方法を利用することで、様々な性質の（メタ）アクリル酸系ポリ
マー（以下、単にポリマーと称す場合がある）鎖を導入して、様々な性質のポリマー（以
下、グラフトコポリマーと称す）を得ることができる。例えば、軟硬質の性質が違う複数
のポリマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；ガラス転移点（Ｔｇ）が室温以下、室温
、室温以上などとＴｇ種が違うポリマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；融点が違う
ポリマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；屈折率がそれぞれ違うポリマー鎖が導入さ
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れたグラフトコポリマー；非反応性のポリマー鎖と反応性のポリマー鎖を有するグラフト
コポリマー；水に溶解するポリマー鎖と水に不溶なポリマー鎖が導入されたグラフトコポ
リマー；お互いに非相溶なポリマー鎖同士が導入されたグラフトコポリマー；ある物質に
は相溶するが、ある物質には相溶しない、相溶性が異なるポリマー鎖が導入されたグラフ
トコポリマー；親水性、疎水性のポリマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；撥水性の
ポリマー鎖と親水性のポリマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；撥水性と撥油性のポ
リマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；吸水性のポリマー鎖と水に親和性のないポリ
マー鎖が導入されたグラフトコポリマー；低収縮率と高収縮率などモノマーの嵩密度の違
うポリマー鎖が導入されたグラフコポリマー；イオン性、ノニオン性などのポリマー鎖が
導入されたグラフトコポリマー；アニオン性、カチオン性のポリマー鎖が導入されたグラ
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フトコポリマー；それぞれの光の吸収波長が異なるポリマー鎖が導入されたグラフトコポ
リマー；光で架橋するポリマー鎖を有するグラフトコポリマー；熱や光で分解、加水分解
する、それぞれの分解速度が違う基を有するグラフトコポリマー；色素が結合しているポ
リマー鎖としていないポリマー鎖とを有するグラフトコポリマー；無機性の基が結合して
いるポリマー鎖としていないポリマー鎖とを有するグラフトコポリマー；ガス透過性度が
違うポリマー鎖が導入されたグラフトコポリマー；熱導電性が異なるポリマー鎖が結合し
たグラフトコポリマーなど、これらに限定されず、それぞれの性質の組み合わせも可能で
ある。
【００８０】
さらに加えては、それぞれの導入されるポリマー鎖の官能基、種類、本数、比率、導入
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されるモノマー種数等を変えることで、または、導入されるポリマーが同じモノマー種で
も分子量を変えることで、または、ポリマー鎖が導入される主のポリマーの種類、分子量
などを変えることで、さらには、本発明の如くブロックコポリマーとすることで、本発明
を使用すると様々なポリマーの性質を得ることが可能である。
【００８１】
その得られるポリマーの使用は、従来公知の用途に使用でき、特に限定されない。例え
ば、インク、塗料、コーティング、プラスチック、インクジェットインク、カラーフィル
ター材料などの色材関係材料、エネルギー関係材料、機械部品関係材料、医療機器材料、
薬剤関係など、様々な分野に適用でき、その活用が期待される。
【実施例】
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【００８２】
以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実
施例に限定されるものではない。以下、文中の「部」及び「％」は、特に断りのない限り
、質量基準である。
【００８３】
［合成例１：２種のポリマー鎖がグラフトした多分岐型ポリマーの合成−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、溶媒とし
て、３−メトキシ−Ｎ，Ｎ−ジメチルプロパンアミド（以下、ＭＤＰＡと略記）を１５０
部、（２）の有機化合物として、重合開始基を４個有するペンタエリスリトールテトラキ
ス（２−ブロモイソブチレート）を２．７４部、（１）のモノマーとして、メタクリル酸
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メチル（以下、ＭＭＡと略記）を５０．０部、（３）の化合物として、テトラブチルアン
モニウムアイオダイド（以下、ＴＢＡＩと略記）を３．０４部仕込んだ。そして、窒素を
バブリングしながら７５℃に加温し、ついで、有機塩基としてトリエチルアミン（以下、
ＴＥＡと略記）０．３７部を加え、７時間重合した。得られたポリマーの重合率は９８．
５％であった。
【００８４】
得られたポリマーについて、テトラヒドロフラン（以下、ＴＨＦと略記）溶媒の示差屈
折計によるＧＰＣ装置にて重合物の分子量を測定した結果、ポリスチレン換算の分子量と
して、数平均分子量（以下、Ｍｎと略記）は１２５００、分子量分布（重量平均分子量／
数平均分子量、以下、ＰＤＩと略記）は１．４６であった。以下、断りがないかぎり、分
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子量は、このＴＨＦ溶媒による示差屈折計のＧＰＣ装置によるポリスチレン換算の分子量
値である。また、測定波長２５４ｎｍの紫外線検出器（以下、ＵＶ検出器と略記）を有す
るＧＰＣ測定の結果、微小なピークしか観察されなかった。本ポリマーは、その波長での
吸収が弱いためと考えられる。以下、ＧＰＣのＵＶ検出器での測定は測定波長２５４ｎｍ
で行った。
【００８５】
得られた上記ポリマーを１Ｌのメタノール中に投入しポリマーを析出させた。析出した
ポリマーをろ過、水洗した後、７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、精製した。得られ
た乾燥状態のポリマーは、１種目のモノマーのＭＭＡからなる多分岐型ポリマーで、上記
重合工程で使用されない残余の重合開始基を有するものになる。これをＰＢＲ−１と称す
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。
【００８６】
ついで、合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを２００部、（２）の有機
化合物に該当するＰＢＲ−１を５０部、（１）のモノマーとして、２種目のモノマーのメ
タクリル酸ベンジル（以下、ＢｚＭＡと略記）を５０．０部、（３）の化合物として、Ｔ
ＢＡＩを３．０４部仕込んだ。そして、窒素をバブリングしながら７５℃に加温し、つい
で、有機塩基としてＴＥＡ０．３７部を加え、７時間重合した。得られたポリマーの重合
率は９６．２％、Ｍｎは２６４００、ＰＤＩは１．５２であった。また、ＵＶ検出器の分
子量値は、２５７００、ＰＤＩは１．５６であった。先に確認したＰＢＲ−１では、ＵＶ
検出器ではほとんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、ＵＶ吸収が大き
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く見られることから、２種目のモノマー（ＢｚＭＡ）の重合が、ＰＢＲ−１に残っていた
重合開始基から開始されて、モノマー２種からなる多分岐型ポリマー（本例では４分岐）
が得られたと考えられる。
【００８７】
［合成例２：２種のポリマー鎖がグラフトした多分岐ポリマーの合成−２］
合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを１５０部、（２）の有機化合物と
して、重合開始基を６個有するジペンタエリスリトールヘキサキス（２−ブロモイソブチ
レート）を２．８７部、（１）のモノマーとして、ＭＭＡを５０部、（３）の化合物とし
て、ＴＢＡＩを３．０４部仕込んだ。そして、窒素をバブリングしながら７５℃に加温し
、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．３７部を加え、７時間重合した。得られたポリマー
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の重合率は９５．８％、Ｍｎは２１４００、ＰＤＩは１．４７であった。
【００８８】
得られた上記ポリマーをメタノール中に投入しポリマーを析出させた。析出したポリマ
ーをろ過、水洗した後、７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、精製した。得られた乾燥
状態のポリマーは、１種目のモノマーのＭＭＡからなる多分岐型ポリマーで、上記重合工
程で使用されない残余の重合開始基を有するものになる。これをＰＢＲ−２と称す。
【００８９】
ついで、合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを２００部、（２）の有機
化合物に該当するＰＢＲ−２を５０部、（１）のモノマーとして、ＢｚＭＡを５０．０部
、（３）の化合物として、ＴＢＡＩを３．０４部仕込んだ。そして、窒素をバブリングし
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ながら７５℃に加温し、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．３７部を加え、７時間重合し
た。得られたポリマーの重合率は９５．８％、Ｍｎは４６７００、ＰＤＩは１．５９であ
った。また、ＵＶ検出器の分子量値は、４６１００、ＰＤＩは１．６１であった。ＰＢＲ
−２は、ＵＶ検出器ではほとんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、Ｕ
Ｖ吸収が大きく見られたことから、２種目のモノマー（ＢｚＭＡ）の重合が、ＰＢＲ−１
に残っていた重合開始基から開始されて、モノマー２種からなる多分岐型ポリマー（本例
では６分岐）が得られたと考えられる。
【００９０】
［合成例３−重合開始基を複数個もつポリマーを使用したグラフトコポリマーの合成−１
20

］
（ａ１）重合開始基含有ポリマーの調製
合成例１と同様の装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを５６１．０部、ヨウ素を１．０
部、ラジカル重合開始剤である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〕を３．７部、メタクリル酸２−ヒド
ロキシエチルを２０８．０部、Ｎ−アイオドスクシンイミドを０．１１３部添加し、窒素
をバブリングしながら、６５℃で７時間重合した。その結果、重合率はほぼ１００％であ
り、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド溶媒のＧＰＣ装置にて分子量を測定した結果、Ｍｎが
１８５００、ＰＤＩが１．３５であった。
【００９１】
ついで、ピリジンを１８９．５部添加し、氷浴で５℃に冷却した。滴下ロートに２−ブ

30

ロモイソ酪酸ブロマイド４５９．８部を仕込んで装置に装着し、１０℃を超えないように
３時間で滴下した後、その温度で２時間放置した。その後、４５℃に加温して１時間反応
させた。そして室温まで冷却した後、メタノールを５６１部添加して撹拌した。ついで、
別容器に５０００ｇのメタノールを用意し、ディスパーで撹拌しながら、上記溶液を徐々
に添加した。ポリマーが析出し、軟質のポリマーを得た。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、濾過して、水洗し、５０℃の送風乾燥機に
て揮発分がなくなるまで乾燥した。その結果、白色の粉末状の固体が得られた。
【００９２】
上記で得た白色の粉末状固体は、下記スキームＩに示すように、本発明で規定する一般
式２の構造の基が側鎖に結合したポリマーとなる。粉末状固体が、その側鎖に「式２の基
」が複数個導入されたポリマーであることは、赤外分光光度計（ＩＲ）、核磁気共鳴装置
（ＮＭＲ）にて同定することで確認できた。これを開始基ポリマー−１と称する。また、
開始基ポリマー−１の分子量をＴＨＦ溶媒ＧＰＣにて測定したところ、Ｍｎが２６０００
、ＰＤＩが１．４１であった。
【００９３】
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10

【００９４】
（ｂ１）２種のポリマー鎖がグラフトしたグラフトコポリマーの調製
合成例１と同様の装置を使用して、ＭＤＰＡを２００部、（１）のモノマーとしてＭＭ
Ａを３０部、（ａ１）で調製した、側鎖に「式２の基」が複数個導入された開始基ポリマ
ー−１を５．５部、（３）の化合物としてＴＢＡＩを３．３３部、有機アミンとしてＴＥ
Ａを０．５部添加し、７５℃で８時間重合した。重合が進行し、高粘度の液体となったの
でサンプリングし、重合率を測定したところ８２％であった。また、Ｍｎが６６１０００

20

、ＰＤＩが１．４３であった。
【００９５】
得られた上記ポリマーをメタノール中に投入しポリマーを析出させた。析出したポリマ
ーをろ過、水洗した後、７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、精製した。得られた乾燥
状態のポリマーは、１種目のモノマーのＭＭＡからなるポリマー鎖がグラフトしたコポリ
マーで、その主鎖構造中に上記重合工程で使用されない残余の重合開始基を有する。これ
をＰＢＲ−３と称す。
【００９６】
ついで、合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを２００部、（２）の有機
化合物に該当するＰＢＲ−３を３０部、（１）のモノマーとして、ＢｚＭＡを３０部、（
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３）の化合物として、ＴＢＡＩを３．３３部仕込んだ。そして、窒素をバブリングしなが
ら７５℃に加温し、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．５部を加え、７時間重合した。得
られたポリマーの重合率は９７．２％、Ｍｎは１０５０４００、ＰＤＩは１．８２であっ
た。また、ＵＶ検出器の分子量値は、１０２０３００、ＰＤＩは１．８８であった。ＰＢ
Ｒ−３は、ＵＶ検出器ではほとんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、
ＵＶ吸収が大きく見られることから、２種目のモノマー（ＢｚＭＡ）の重合が、ＰＢＲ−
３に残っていた重合開始基から開始されて、モノマー２種からなるポリマー鎖がそれぞれ
グラフトした構造のグラフトコポリマーが得られたと考えられる。
【００９７】
［合成例４−重合開始基を複数個もつポリマーを使用したグラフトコポリマーの合成−２

40

］
（ａ２）重合開始基含有ポリマーの調製
合成例１と同様の装置を使用して、ＭＤＰＡを２８１．６部、ポバール１０５（クラレ
社製、けん化度９８ｍｏｌ％）を７０．４部、添加し溶解させた。ついで、ピリジンを１
８９．５部添加し、氷浴で５℃に冷却した。滴下ロートに２−ブロモイソ酪酸ブロマイド
４５９．８部を仕込んで装置に装着し、１０℃を超えないように３時間で滴下した後、そ
の温度で２時間放置した。その後、４５℃に加温して１時間反応させた。そして室温まで
冷却した後、メタノールを５６１部添加して撹拌した。ついで、別容器に５０００ｇのメ
タノールを用意し、ディスパーで撹拌しながら、上記溶液を徐々に添加した。ポリマーが
析出し、軟質のポリマーを得た。ポリマーを分取し、大量の水中にディスパーで撹拌しな
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がら添加して洗浄し、濾過して、水洗し、５０℃の送風乾燥機にて揮発分がなくなるまで
乾燥した。その結果、白色の粉末状の固体が得られた。
【００９８】
上記で得た白色の粉末状固体は、下記スキームIIに示すように、本発明で規定する一般
式２の構造の基が側鎖に結合したポリマーとなる。粉末状固体が、その側鎖に「式２の基
」が複数導入されたポリマーであることは、赤外分光光度計（ＩＲ）、核磁気共鳴装置（
ＮＭＲ）にて同定することで確認できた。これを開始基ポリマー−２と称する。また、開
始基ポリマー−２の分子量をＴＨＦ溶媒ＧＰＣにて測定したところ、Ｍｎが９８６００、
ＰＤＩが１．４６であった。
10

【００９９】

20

（ｂ２）２種のポリマー鎖がグラフトしたグラフトコポリマーの調製
合成例１と同様の装置を使用して、ＭＤＰＡを２８０部、（１）のモノマーとしてＭＭ
Ａを２０部、（ａ２）で調製した側鎖に「式２の基」が複数個導入された開始基ポリマー
−２を２７．５部、（３）の化合物としてＴＢＡＩを６．６６部、有機アミンとしてＴＥ
Ａを１．０部添加し、７５℃で８時間重合した。重合が進行し、高粘度の液体となったの
でサンプリングし、重合率を測定したところ７９％であった。また、Ｍｎが５２１０００
、ＰＤＩが１．９６であった。
【０１００】
得られた上記ポリマーをメタノール中に投入しポリマーを析出させた。析出したポリマ
ーをろ過、水洗した後、７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、精製した。得られた乾燥
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状態のポリマーは、１種目のモノマーのＭＭＡからなるポリマー鎖がグラフトしたコポリ
マーで、その主鎖構造中に上記重合工程で使用されない残余の重合開始基を有する。これ
をＰＢＲ−４と称す。
【０１０１】
ついで、合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを３６０部、（２）の有機
化合物に該当するＰＢＲ−４を２０部、（１）のモノマーとして、ＢｚＭＡを２０部、（
３）の化合物として、ＴＢＡＩを３．３３部仕込んだ。そして、窒素をバブリングしなが
ら７５℃に加温し、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．５部を加え、７時間重合した。得
られたポリマーの重合率は９６．２％、Ｍｎは１０３４５００、ＰＤＩは２．１６であっ
た。また、ＵＶ検出器の分子量値は、１０２０３００、ＰＤＩは２．１８であった。ＰＢ
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Ｒ−４は、ＵＶ検出器ではほとんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、
ＵＶ吸収が大きく見られることから、２種目のモノマー（ＢｚＭＡ）の重合が、ＰＢＲ−
４に残っていた重合開始基から開始されて、モノマー２種からなるポリマー鎖がそれぞれ
グラフトした構造のグラフトコポリマーが得られたと考えられる。
【０１０２】
（ｂ３）３種のポリマー鎖がグラフトしたグラフトコポリマーの調製
合成例１と同様の装置を使用して、ＭＤＰＡを２００部、ＭＭＡを３０部、（ａ１）で
調製した側鎖に「式２の基」が複数個導入された開始基ポリマー−１を５．５部、（３）
の化合物としてＴＢＡＩを２．２２部、有機アミンとしてＴＥＡ０．３３部添加し、７５
℃で８時間重合した。重合が進行し、高粘度の液体となったのでサンプリングし、重合率
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を測定したところ８９％であった。また、Ｍｎが４３５０００、ＰＤＩが１．４１であっ
た。
【０１０３】
得られた上記ポリマーをメタノール中に投入しポリマーを析出させた。析出したポリマ
ーをろ過、水洗した後、７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、精製した。得られた乾燥
状態のポリマーは、１種目のモノマーのＭＭＡからなるポリマー鎖がグラフトしたコポリ
マーで、その主鎖構造中に上記重合工程で使用されない残余の重合開始基を有する。これ
をＰＢＲ−５と称す。
【０１０４】
ついで、合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを３４０部、（２）の有機
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化合物に該当するＰＢＲ−５を３０部、（１）のモノマーとして、ＢｚＭＡを３０部、（
３）の化合物として、ＴＢＡＩを２．２２部仕込んだ。そして、窒素をバブリングしなが
ら７５℃に加温し、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．３３部を加え、７時間重合した。
得られたポリマーの重合率は９８．２％、Ｍｎは８８０４００、ＰＤＩは１．６７であっ
た。また、ＵＶ検出器の分子量値は、８７１３００、ＰＤＩは１．７１であった。ＰＢＲ
−５は、ＵＶ検出器ではほとんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、Ｕ
Ｖ吸収が大きく見られることから、２種目のモノマー（ＢｚＭＡ）の重合が、ＰＢＲ−５
に残っていた重合開始基から開始されて、モノマー２種からなるポリマー鎖がそれぞれグ
ラフトした構造のグラフトコポリマーが得られたと考えられる。このコポリマーは、その
主鎖構造中に上記重合工程で使用されない残余の重合開始基を有する。これをＰＢＲ−６

20

と称す。
【０１０５】
さらに、合成例１の反応装置を使用し、溶媒としてＭＤＰＡを３４０部、（２）の有機
化合物に該当するＰＢＲ−６を６０部、（１）のモノマーとして、メタクリル酸ラウリル
を３０部、（３）の化合物として、ＴＢＡＩを２．２２部仕込んだ。そして、窒素をバブ
リングしながら７５℃に加温し、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．３３部を加え、７時
間重合した。得られたポリマーの重合率は９１．５％、Ｍｎは１２５３４００、ＰＤＩは
１．９５であった。また、ＵＶの分子量値は、１１９６３００、ＰＤＩは１．９９であっ
た。上記のことから、モノマー３種からなるポリマー鎖がそれぞれグラフトした構造のグ
ラフトコポリマーが得られたと考えられる。
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【０１０６】
（ｂ４）２種のポリマー鎖がグラフトしたグラフトコポリマーの調製
合成例１と同様の装置を使用して、ＭＤＰＡを３００部、（１）のモノマーとしてＭＭ
Ａを３０部、（ａ１）で調製した側鎖に「式２の基」が複数個導入された開始基ポリマー
−１を５．５部、（３）の化合物としてＴＢＡＩを３．３３部、有機アミンとしてＴＥＡ
を０．５部添加し、７５℃で８時間重合した。重合が進行し、高粘度の液体となったので
サンプリングし、重合率を測定したところ８１％であった。また、Ｍｎが６５８０００、
ＰＤＩが１．４２であった。得られたポリマー溶液は、メタノールに析出せずに（精製操
作をせずに）そのまま次の重合に用いた。１種目のモノマーのＭＭＡからなるポリマー鎖
がグラフトしたコポリマーで、その主鎖構造中に上記重合工程で使用されない残余の重合
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開始基を有するが、精製を操作しなかったため、それ以外に、側鎖の末端にも重合開始基
が残ると考えられる。このポリマー溶液をＰＢＲ−７と称す。
【０１０７】
ついで、（１）のモノマーとして、ＢｚＭＡ１０部と、メタクリル酸２−ジメチルアミ
ノエチル２０部（以下、ＤＭＡＥＭＡと略記）とからなる混合モノマー、（３）の化合物
として、ＴＢＡＩを３．３３部仕込んだ。そして、窒素をバブリングしながら７５℃に加
温し、ついで、有機塩基としてＴＥＡ０．５部を加え、７時間重合した。得られたポリマ
ーの重合率は９８．６％、Ｍｎは９７３１００、ＰＤＩは１．８９であった。また、ＵＶ
検出器の分子量値は、９６７５００、ＰＤＩは１．９２であった。ＰＢＲ−７は、ＵＶ検
出器ではほとんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、ＵＶ吸収が大きく
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見られることから、追加した混合モノマー（ＢｚＭＡ／ＤＭＡＥＭＡ）の重合が、ＰＢＲ
−７に残っていた重合開始基から開始されて、グラフト鎖が、ＭＭＡとＢｚＭＡ／ＤＭＡ
ＥＭＡから成るＡ−Ｂブロックコポリマー鎖と、ＢｚＭＡ／ＤＭＡＥＭＡのランダムコポ
リマー鎖から構成される、これらのポリマー鎖がグラフトしたコポリマーが得られたと考
えられる。図１に、この反応のイメージ図を示した。図２に、第１段目の工程の終了時に
精製操作を行った場合の反応のイメージ図を示した。
【０１０８】
［合成例５：第１段目の工程で、重合開始基モノマーを使用して複数個の重合開始基をも
つコアポリマーを得、最終的に２種のポリマー鎖がグラフトしたグラフトコポリマー（複
数種星型ポリマー）の合成］
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まず、合成例１と同様の反応装置に以下のものを仕込み、下記のようにしてコアとなる
ポリマーを合成した。有機溶剤としてＭＤＰＡを２００部、「式２の基」の重合開始基を
１個有するラジカル重合性モノマーとして、２−（２−ブロモイソブチリロキシ）エチル
メタクリレート（ＢＥＭＡと略記）を１０部、（１）のモノマーとしてＭＭＡを９０部、
（３）の化合物として、ＴＢＡＩを７．２８部仕込んで撹拌し、７５℃に加温した。ＴＢ
ＡＩが溶解し、全体が均一になった後、有機塩基としてＴＥＡを０．３６部添加し、上記
の温度を維持して７時間重合した。サンプリングし、重合率を測定したところ、ほぼ１０
０％であった。ＧＰＣにて分子量を測定したところ、Ｍｎが４７００、ＰＤＩが１．５２
であった。また、ＧＰＣのＵＶ検出器（吸収波長２５４ｎｍ）ではピークは観測されなか
った。以上のようにしてコアポリマー溶液を得た。
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【０１０９】
上記で得られたポリマーをメタノール中に投入しポリマーを析出させた。析出したポリ
マーをろ過、水洗した後、７０℃の乾燥機中で十分に乾燥させて、精製した。得られた乾
燥状態のポリマーは、内部に「式２の基」（ブロモ開始基）が複数個残った状態のコアと
なる分岐したポリマーであり、これをＣ−１と称す。すなわち、コアとなるポリマーＣ−
１は、材料に使用したＢＥＭＡが、ラジカル重合する基と、本発明で規定する重合開始基
の、２つの重合性基を有する二官能性のモノマーであることから、Ｃ−１の調製の際に、
このＢＥＭＡを、モノマーのＭＭＡとヨウ素化剤とを使用して重合することで、ラジカル
重合と重合開始基からの重合という２つの重合をすることから、ＢＥＭＡとＭＭＡからな
る幾重にも分岐した構造のポリマーとなり、ポリマー内部に複数個の残余の「式２の基」
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を有するものになると考えられる。また、得られたポリマーＣ−１をＮＭＲにて測定した
ところ、ＭＭＡのメチル基（３．６ｐｐｍ付近）のプロトン数、ＢＥＭＡのエチレン基（
４．２、４．４ｐｐｍ付近）のプロトン数より換算すると、含有重合開始基は、ＢＥＭＡ
モノマーとして、ポリマー１００ｇ中、０．０１７４ｍｏｌと算出された。
【０１１０】
上記と同様の反応装置に、ＭＤＰＡを５００部、（２）の有機化合物に該当するＣ−１
を５０部仕込み、８０℃に加温し、Ｃ−１を全て溶解させた。ついで、（３）の化合物と
して、ＴＢＡＩを１．６０部添加し、溶解させた後、（１）のモノマーとしてＢｚＭＡを
１７６部、ついで、ＴＥＡを０．１８部添加し、上記の温度を維持して６時間重合した。
サンプリングし、重合率を測定したところ、８０．６％であった。また、ＧＰＣにて分子
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量を測定したところ、Ｍｎが２１０００、ＰＤＩが１．９８であった。また、ＵＶ検出器
の分子量値は、２１４００、ＰＤＩは２．０１１であった。Ｃ−１は、ＵＶ検出器ではほ
とんどピークが得られなかったのに対し、このポリマーは、ＵＶ吸収が大きく見られるこ
とから、１種目のモノマー（ＢｚＭＡ）の重合が、コアとなるポリマーのＣ−１に残って
いた重合開始基から開始されていると考えられる。
【０１１１】
また、分子量が大きくなっていて、且つ、コアとなるポリマーのピークが消失していた
ことから、コアとなるポリマー内部のブロモ基がアイオド基に変換され、生成した重合開
始基、及び、表面のアイオド基から、さらにポリマー鎖が伸びていることが分かった。
【０１１２】
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ついで、（３）の化合物としてＴＢＡＩを１．６０部添加し、さらに、ＭＭＡを１００
部添加して、上記の温度を維持して、６時間重合した。一部をサンプリングし、重合率を
測定したところ、８７．２％であった。また、ＧＰＣ測定したところ、Ｍｎが３１５００
、ＰＤＩが２．３９であった。また、サンプリング物を前記と同様にして精製し、ＮＭＲ
を測定したところ、ＢＥＭＡの開始基のピークが検出されなかった。分子量が増大された
ことと、重合開始基の喪失から、すなわち、このポリマーは、開始基を有する分岐のコア
ポリマーであるＣ−１から、ＢｚＭＡをグラフトさせて１種類目を導入し、ついで精製せ
ずに、ＭＭＡを重合することによって、２種類目のポリマーを導入して得られる、多種類
のポリマー鎖がグラフトした星型ポリマーとなっていると推測される。
10

【０１１３】
［合成例６：重合開始基を複数個もつポリマー微粒子を使用しての複数種架橋アクリル微
粒子の合成］
温度計を取り付けた２リッターの３口丸型フラスコ反応装置に、酢酸エチル６７０部、
ジエチレングリコールジメタクリレート（以下、ＤＥＧＤＭＡと略記）６５部、「式２の
基」の重合開始基（ブロモ基）を１個有するラジカル重合性モノマーであるＢＥＭＡを５
．７部添加し、緩く栓をして、７０℃の湯浴に浸漬させた。別容器に酢酸エチル２０部、
ラジカル重合開始剤である２，２

−アゾビスイソブチロニトリルを２．２部溶解させ、

（２）に該当する有機化合物のポリマー微粒子を作製するための開始剤溶液を調製した。
ついで、ガラス瓶（丸型フラスコ）の系全体が６５℃に達したところで、別容器から開始
剤溶液を添加して、その温度で１０時間反応させた。その結果、系が白濁し、粒子が凝集
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して析出した。重合終了後、冷却した。溶液を濾過し、よく酢酸エチルで洗浄し、７０℃
の送風乾燥機にて乾燥し、白色粉末を６９．７部得た。
【０１１４】
得られた白色粉末は、微粒子状であった。また、収率より、ほぼすべてのモノマーが反
応したと考えられることから、得られた白色粉末の重量中における、ＢＥＭＡの含有量は
８．１％、ＤＥＧＤＭＡが９１．９％の構成となる。また、得られた微粒子をコールター
カウンター（ベックマン・コールター社製）で測定したところ、重量平均粒子径は１．８
４μｍであった。以下、断りがない限り、この方法で平均粒子径を測定した。上記で得ら
れた白色粉末は、粉砕機にて粉砕して、１００メッシュパスさせた。この、「式２の基」
の重合開始基を１個有するラジカル重合性モノマーを重合して得られたポリマーからなる
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白色粉末を、微粒子Ｂ−１と称す。
【０１１５】
窒素導入装置、冷却管が装着された５００ｍｌのセパラブルフラスコに、有機溶媒とし
てＮ−メチル−２−ピロリドン（以下、ＮＭＰと略記）を２００部、（２）に該当する微
粒子Ｂ−１を２０部、ついで、（３）の化合物としてＴＢＡＩを１．１８部添加し、７５
℃に３０分で加温した。ついで、７５℃に達した時に、（１）のモノマーとしてＭＭＡを
４０部、有機塩基としてＴＥＡを０．１部添加して、７５℃で８時間重合し、冷却した。
【０１１６】
上記で得られた重合溶液をメチルエチルケトン（以下、ＭＥＫと略記）で希釈して、１
０μｍの加圧濾過器でろ過して、固形物を取り出した。また、３０００ｍｌのフラスコに
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メタノール１５００ｇ仕込んで、撹拌装置に取り付け、撹拌した。このメタノールに撹拌
しながら上記濾過物を添加して撹拌し、これをろ過、メタノールでよく洗浄して、２５℃
（室温）で１２時間、８０℃で２４時間乾燥させて、精製して白色の塊状物を得た。得ら
れた白色の塊状物（微粒子）の重量平均粒子径は、２．３８μｍであった。これは、その
構造の内部にブロモ基が残った状態の架橋アクリル微粒子である。これを微粒子Ａ−１と
称する。
【０１１７】
ついで、窒素導入装置、冷却管が装着された５００ｍｌのセパラブルフラスコに、ＮＭ
Ｐを２００部、（２）に該当する微粒子Ａ−１を３０部、ついで、（３）の化合物として
ＴＢＡＩを０．５９部添加し、７５℃に３０分で加温した。ついで、７５℃に達した時に
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、（１）のモノマーとしてＢｚＭＡを３０部、有機塩基としてＴＥＡを０．１部添加して
、７５℃で８時間重合し、冷却した。
【０１１８】
上記で得られた重合溶液をＭＥＫで希釈して、１０μｍの加圧濾過器でろ過して、固形
物を取り出した。また、３０００ｍｌのフラスコにメタノール１５００ｇ仕込んで、撹拌
装置に取り付け、撹拌した。このメタノールに撹拌しながら上記濾過物を添加して撹拌し
、これをろ過、メタノールでよく洗浄して、２５℃（室温）で１２時間、８０℃で２４時
間乾燥させて、精製して白色の塊状物を得た。得られた白色の塊状物（微粒子）の重量平
均粒子径は、２．９５μｍであった。重合前の微粒子Ｂ−１よりも粒子径が大きくなって
いることと、微粒子Ｂ−１内部に残ったブロモ基がアイオド基に変換され生成した重合開
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始基、及び、微粒子Ｂ−１表面のアイオド基から、さらにポリマーが伸びていることが分
かった。以上のことから、複数種架橋アクリル微粒子が得られたと考えられる。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
本発明の活用例としては、様々な構造のポリマーを工業的に簡便に製造することができ
る従来にない新規な方法が提供されることから、今までに使用することができなかった分
野への材料としての提供による革新的な技術発展が期待できる。具体的には、接着性、摩
擦特性、耐摩耗性、ぬれ性、バリヤー性、特定物質の吸着・分離・輸送特性などの特異性
質を有するポリマー材料や、このような特異性質のポリマーで基材表面が処理された各種
材料の提供がなされ、その利用が期待される。

【図１】

【図２】
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