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(57)【要約】
【課題】新規な多分岐ポリマー及びその製造方法を提供
する。
【解決手段】ビニル結合のα位に重合開始基を有する共
役ジエンモノマーと、ビニル結合のα位に重合開始基を
有さないビニルモノマーとをリビングラジカル重合する
工程を備える、多分岐ポリマーの製造方法。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビニル結合のα位に重合開始基を有する共役ジエンモノマーと、ビニル結合のα位に重合
開始基を有さないビニルモノマーとをリビングラジカル重合する工程を備える、多分岐ポ
リマーの製造方法。
【請求項２】
前記リビングラジカル重合が、下記一般式（２）、下記一般式（３）、下記一般式（４）
若しくは下記一般式（５）で表される有機テルル化合物、又は前記有機テルル化合物から
得られるマクロ連鎖移動剤を連鎖移動剤として用いるリビングラジカル重合であることを
特徴とする、請求項１に記載の多分岐ポリマーの製造方法。
【化１】
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〔一般式（２）〜（５）において、Ｒ３は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は
芳香族ヘテロ環基を表す。Ｒ４及びＲ５は、それぞれ独立に水素原子又は炭素数１〜８の
アルキル基を表す。Ｒ６は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、置換アリール基、芳
香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基、シアノ基、
アリル基又はプロパルギル基を表す。Ｒ７は、炭素数１〜１８のアルキレン基を表す。Ｘ
１

は、酸素原子又は−ＮＺ−を表し、Ｎは窒素原子を表し、Ｚは水素原子、炭素数１〜８

のアルキル基又はフェニル基を表す。一般式（３）においてＸ２は２価の有機基を表し、
一般式（４）においてＸ２は３価の有機基を表し、一般式（５）においてＸ２は４価の有
機基を表す。〕
【請求項３】
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前記共役ジエンモノマーが下記一般式（ＩＡ）で表されるビニルモノマーであることを特
徴とする、請求項１又は２に記載の多分岐ポリマーの製造方法。
【化２】

〔一般式（ＩＡ）において、Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅは水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、
アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル
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２

基又はシアノ基を表す。Ｒ

は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、芳香族ヘテロ環

基、シリル基又はフッ素原子を表す。〕
【請求項４】
前記共役ジエンモノマーと前記ビニルモノマーとの使用比率（共役ジエンモノマー：ビニ
ルモノマー）がモル比で、０．０１：９９．９９〜５０：５０であることを特徴とする、
請求項１〜３のいずれか一項に記載の多分岐ポリマーの製造方法。
【請求項５】
ビニル結合のα位に重合開始基を有する共役ジエンモノマーに由来する構造単位と、ビニ
ル結合のα位に重合開始基を有さないビニルモノマーに由来する構造単位とを含む、多分
岐ポリマー。
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【請求項６】
ＧＰＣ法により測定される分子量分布（ＰＤＩ）が２．５未満であることを特徴とする、
請求項５に記載の多分岐ポリマー。
【請求項７】
絶対分子量が１，０００〜３，０００，０００であることを特徴とする、請求項５又は６
に記載の多分岐ポリマー。
【請求項８】
下記一般式（ＩＡ）で表される共役ジエンモノマー：
【化３】
30

〔一般式（ＩＡ）において、Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅは水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、
アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル
基又はシアノ基を表す。Ｒ２は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、芳香族ヘテロ環
基、シリル基又はフッ素原子を表す。〕
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、多分岐ポリマーの製造方法及び多分岐ポリマー、共役ジエンモノマーに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
多分岐高分子は線状高分子に比べて流体力学半径が小さい、固有粘度が低い、末端置換
基の数が多い等の特徴的な物性を持つことから、粘度調節剤、潤滑剤、触媒、薬品輸送シ
ステムなど、多くの応用分野ですでに利用されている。その一方、分子量、分布、分岐数
、分岐間隔といった三次元（3D）構造が制御された多分岐分子を容易に得る方法は無く、
その開発のインパクトは極めて大きい。
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【０００３】
3D構造の制御された多分岐高分子としてデンドリマー、デンドロンが知られているが、
その合成には多段階が必要であることから、入手が極めて困難であり、これらの材料科学
に与えるインパクトは極めて小さい。
【０００４】
特許文献１と非特許文献１は、ビニルテルル構造を持つモノマーとアクリル酸エステル
との共重合を、リビングラジカル重合条件下で行うことで、デンドリマー構造を用いる多
分岐高分子の3D構造を制御して合成できることを明らかにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２０１７／１９１７６６
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Nature Communicationsvolume 8, Article number: 1863 (2017) doi:1
0.1038/s41467‑017‑01838‑0
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、新規な多分岐ポリマーの製造方法及び多分岐ポリマー、共役ジエンモノマー
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を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、以下の多分岐ポリマーの製造方法及び多分岐ポリマー、共役ジエンモノマー
を提供するものである。
項１．

ビニル結合のα位に重合開始基を有する共役ジエンモノマーと、ビニル結合のα

位に重合開始基を有さないビニルモノマーとをリビングラジカル重合する工程を備える、
多分岐ポリマーの製造方法。
項２．

前記リビングラジカル重合が、下記一般式（２）、下記一般式（３）、下記一般

式（４）若しくは下記一般式（５）で表される有機テルル化合物、又は前記有機テルル化
合物から得られるマクロ連鎖移動剤を連鎖移動剤として用いるリビングラジカル重合であ
ることを特徴とする、項１に記載の多分岐ポリマーの製造方法。
【０００９】
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【化１】
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【００１０】
〔一般式（２）〜（５）において、Ｒ３は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は
芳香族ヘテロ環基を表す。Ｒ４及びＲ５は、それぞれ独立に水素原子又は炭素数１〜８の
アルキル基を表す。Ｒ６は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、置換アリール基、芳
香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基、シアノ基、
アリル基又はプロパルギル基を表す。Ｒ７は、炭素数１〜１８のアルキレン基を表す。Ｘ
１

は、酸素原子又は−ＮＺ−を表し、Ｎは窒素原子を表し、Ｚは水素原子、炭素数１〜８

のアルキル基又はフェニル基を表す。一般式（３）においてＸ２は２価の有機基を表し、
一般式（４）においてＸ２は３価の有機基を表し、一般式（５）においてＸ２は４価の有
機基を表す。〕
項３．

40

前記共役ジエンモノマーが下記一般式（ＩＡ）で表されるビニルモノマーである

ことを特徴とする、項１又は２に記載の多分岐ポリマーの製造方法。
【００１１】
【化２】

【００１２】
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〔一般式（ＩＡ）において、Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅは水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、
アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル
基又はシアノ基を表す。Ｒ２は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、芳香族ヘテロ環
基、シリル基又はフッ素原子を表す。〕
項４．

前記共役ジエンモノマーと前記ビニルモノマーとの使用比率（共役ジエンモノマ

ー：ビニルモノマー）がモル比で、０．０１：９９．９９〜５０：５０であることを特徴
とする、項１〜３のいずれか一項に記載の多分岐ポリマーの製造方法。
項５．

ビニル結合のα位に重合開始基を有する共役ジエンモノマーに由来する構造単位

と、ビニル結合のα位に重合開始基を有さないビニルモノマーに由来する構造単位とを含
む、多分岐ポリマー。
項６．

10

ＧＰＣ法により測定される分子量分布（ＰＤＩ）が２．５未満であることを特徴

とする、項５に記載の多分岐ポリマー。
項７．

絶対分子量が１，０００〜３，０００，０００であることを特徴とする、項５又

は６に記載の多分岐ポリマー。
項８．

下記一般式（ＩＡ）で表される共役ジエンモノマー：

【００１３】
【化３】
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【００１４】
〔一般式（ＩＡ）において、Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅは水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、
アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル
基又はシアノ基を表す。Ｒ２は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、芳香族ヘテロ環
基、シリル基又はフッ素原子を表す。〕
【発明の効果】
【００１５】
スチレンなどの広範なモノマーを使用して新規なデンドリマーを提供することができる
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。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】化合物9のSECトレース
【図２】化合物9のSECトレース
【図３】linear‑PSt‑block‑hb‑PStのSECトレース
【図４】MALLSにより測定された化合物9の溶出時間と重量平均分子量の相関。1/7/100(ラ
ン4)、1/7/250(ラン3)、1/7/500(ラン1)、1/7/1000(ラン3)、1/15/500(ラン6)。
【図５】リニアPSt標準物質から較正されたSECカラムのユニバーサルプロット。Mark‑Hau
wink定数は報告されたデータを使用した。
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1

【図６】化合物6の H NMR
【図７】化合物6の13C NMR
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明によれば、分子量分布の幅が狭い多分岐ポリマーを、ワンポットで製造すること
ができる、多分岐ポリマーの製造方法及び多分岐ポリマー、多分岐ポリマーの製造に使用
される共役ジエンモノマーを提供することができる。
【００１８】
＜製造方法＞
本発明の製造方法は、ビニル結合のα位に重合開始基を有する共役ジエンモノマーと、
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ビニル結合のα位に重合開始基を有さないビニルモノマーとをリビングラジカル重合する
工程を備える、製造方法である。なお、本発明において、「ビニル結合」とはラジカル重
合可能な炭素−炭素二重結合のことをいい、「共役ジエンモノマー」とは分子中にラジカ
ル重合可能な共役する２つの炭素−炭素二重結合を有するモノマーのことをいう。
【００１９】
共役ジエンモノマーとしては、一方のビニル結合のα位にリビングラジカル重合の重合
開始部位として機能する官能基（重合開始基）を有する共役ジエンモノマーであれば特に
限定されないが、下記一般式（１）で表される化合物が好ましく用いられる。
【００２０】
【化４】
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【００２１】
〔一般式（１）において、Ｚは重合開始基を表す。Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅは、同一または相異
なり、水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキ
シ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基、シアノ基、シリル基又はフッ素原子を
20

表す。〕
１ａ

Ｒ

１ｅ

〜Ｒ

として表される基は、上記のように、水素原子、炭素数１〜８のアルキ

ル基、アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカル
ボニル基、シアノ基、シリル基又はフッ素原子であり、具体的には次の通りである。
【００２２】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ
シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。また、上記アルキル基はヘテロ元素
官能基が置換していてもよい。好ましくは炭素数１〜８の直鎖又は分岐鎖アルキル基であ
る。
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【００２３】
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
【００２４】
芳香族へテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
【００２５】
アルコキシ基としては、炭素数１〜８のアルキル基が酸素原子に結合した基が好ましく
、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ−ブトキシ基
、ｓｅｃ−ブトキシ基、ｔｅｔ−ブトキシ基、ペンチロキシ基、ヘキシロキシ基、ヘプチ
ロキシ基、オクチロキシ基等を挙げることができる。
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【００２６】
アシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基等を挙げることができ
る。
【００２７】
アミド基としては、−ＣＯＮＲ１１１Ｒ１１２（Ｒ１１１、Ｒ１１２は、それぞれ独立
に水素原子、炭素数１〜８のアルキル基又はアリール基）を挙げることができる。
【００２８】
オキシカルボニル基としては、−ＣＯＯＲ１２（Ｒ１２は、水素原子、炭素数１〜８の
アルキル基又はアリール基）で表される基が好ましく、例えばカルボキシル基、メトキシ
カルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピキシカルボニル基、ｎ−ブトキシカルボニ
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ル基、ｓｅｃ−ブトキシカルボニル基、ｔｅｒ−ブトキシカルボニル基、ｎ−ペントキシ
カルボニル基、フェノキシカルボニル基等を挙げることができる。好ましいオキシカルボ
ニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基がよい。
【００２９】
シリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基等を挙げることができる
。
【００３０】
Ｚで表される基は、重合開始基であり、リビングラジカル重合の重合開始部位として機
能する官能基（重合開始基）であれば特に制限はないが、該重合開始基としては−Ｔｅ−
Ｒ２、−Ｃｌ、−Ｂｒ、−Ｉ、−ＳＣ（＝Ｓ）Ｒ２、−ＳＣ（＝Ｓ）ＯＲ２、−Ｓ（Ｃ＝
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Ｓ）Ｎ（Ｒ２）２等が挙げられる。これらのなかでも使用できるモノマーの多様性の観点
から、重合開始基としては、好ましくは−Ｔｅ−Ｒ２がよい。
【００３１】
Ｒ２として表される基は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は芳香族ヘテロ環基
であり、具体的には次の通りである。
【００３２】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ
シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
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分岐鎖アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基又はエチル基である。
【００３３】
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
【００３４】
芳香族へテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
【００３５】
本発明で用いる共役ジエンモノマーは、例えば、下記一般式（１Ｂ）で表される化合物
の場合、該化合物におけるＣ−Ｔｅの結合解離エネルギーは分子軌道計算により２２５ｋ
Ｊ／ｍｏｌと算出される。そして、例えば、下記一般式（６）の化合物におけるＣ−Ｔｅ
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の結合解離エネルギーは１２１ｋＪ／ｍｏｌと算出され、下記一般式（７）の化合物にお
けるＣ−Ｔｅの結合解離エネルギーは１０８ｋＪ／ｍｏｌと算出され、下記一般式（８）
の化合物におけるＣ−Ｔｅの結合解離エネルギーは１２３ｋＪ／ｍｏｌと算出される。
【００３６】
【化５】

40
【００３７】
この計算結果から、共役ジエンモノマーの重合開始基は、ｓｐ２炭素と直接結合してい
る（ビニル結合のα位にある）ため、このままでは重合開始基として機能しないが、共役
ジエンモノマーのビニル結合がラジカル重合によりｓｐ３炭素との結合になることで、は
じめて重合開始基として機能すると考えられる。そのため、重合性官能基（ビニル結合）
と重合開始基の反応性が連動するものと考えられ、本発明で使用する共役ジエンモノマー
（以下、ブランマーともいう。）を、連鎖移動剤を用いてリビングラジカル重合すると、
分岐構造が均一に制御できるものと考えられる。これに後述するビニルモノマーを併用す
ることで、分子量、分岐度等が高度に制御された多分岐ポリマーを製造できる。
【００３８】
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ビニルモノマーとしては、前述の共役ジエンモノマーに示される重合開始基をビニル結
合のα位に有さないビニルモノマーであって、ラジカル重合可能なものであればよいが、
好ましくは分子内に重合開始基を有さないことがよい。具体的には下記のビニルモノマー
を挙げることができる。なお、本発明において、「（メタ）アクリル」とは「アクリル及
びメタクリルの少なくとも一方」をいい、「（メタ）アクリル酸」とは「アクリル酸及び
メタクリル酸の少なくとも一方」をいい、「（メタ）アクリレート」とは「アクリレート
及びメタクリレートの少なくとも一方」をいう。
【００３９】
（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ｎ−プロ
ピル、（メタ）アクリル酸ｎ−ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリ

10

ル酸ｓｅｃ−ブチル、（メタ）アクリル酸ｔｅｒｔ−ブチル、（メタ）アクリル酸２−エ
チルヘキシル等の脂肪族アルキル基を有する（メタ）アクリレート。
【００４０】
（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸メチルシクロヘキシル、（メ
タ）アクリル酸シクロドデシル、（メタ）アクリル酸ボルニル、（メタ）アクリル酸イソ
ボルニル等の脂環族アルキル基を有する（メタ）アクリレート。
【００４１】
（メタ）アクリル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸フェ
ノキシエチル等の芳香環基を有する（メタ）アクリレート。
【００４２】

20

（メタ）アクリル酸２−ヒドロキシエチル、（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−ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸４−ヒドロキシブ
チル等の水酸基を有する（メタ）アクリレート。
【００４３】
ジエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールモノ（メタ
）アクリレート、テトラエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリエチレング
リコールモノ（メタ）アクリレート、メトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレー
ト、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシテトラエチレング
リコール（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート
等のポリエチレングリコール構造単位を有する（メタ）アクリレート。

30

【００４４】
スチレン、α−メチルスチレン、４−メチルスチレン、２−メチルスチレン、３−メチ
ルスチレン、４−メトキシスチレン、２−ヒドロキシメチルスチレン、１−ビニルナフタ
レン等の芳香族ビニルモノマー。
【００４５】
（メタ）アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、イタコン酸、２−ヒドロキシエチル（
メタ）アクリレートや４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等のヒドロキシアルキ
ル（メタ）アクリレートに無水マレイン酸、無水コハク酸、無水フタル酸等の酸無水物を
反応させたモノマー等のカルボキシル基を有するビニルモノマー。
【００４６】

40

スチレンスルホン酸、ジメチルプロピルスルホン酸（メタ）アクリルアミド、スルホン
酸エチル（メタ）アクリレート、スルホン酸エチル（メタ）アクリルアミド、ビニルスル
ホン酸等のスルホン酸基を有するビニルモノマー。
【００４７】
メタクリロイロキシエチルリン酸エステル等のリン酸基を有するビニルモノマー。
【００４８】
（メタ）アクリルアミド、Ｎ−メチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ−イソプロピル（メ
タ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチル（メタ）アクリルアミド等の（メタ）アクリルア
ミド。
【００４９】
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Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルアミノエ
チル（メタ）アクリルアミド、２−（ジメチルアミノ）エチル（メタ）アクリレート、Ｎ
，Ｎ−ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート等の３級アミン含有不飽和モノマー
。
【００５０】
Ｎ−２−ヒドロキシ−３−アクリロイルオキシプロピル−Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチルアン
モニウムクロライド、Ｎ−メタクリロイルアミノエチル−Ｎ，Ｎ，Ｎ−ジメチルベンジル
アンモニウムクロライド等の４級アンモニウム塩基含有不飽和モノマー。
【００５１】
（メタ）アクリル酸グリシジル等のエポキシ基含有不飽和モノマー。

10

【００５２】
２−ビニルチオフェン、Ｎ−メチル−２−ビニルピロール、１−ビニル−２−ピロリド
ン、２−ビニルピリジン、４−ビニルピリジン等のヘテロ環含有不飽和モノマー。
【００５３】
Ｎ−ビニルホルムアミド、Ｎ−ビニルアセトアミド等のビニルアミド。
【００５４】
１−ヘキセン、１−オクテン、１−デセン等のα−オレフィン。
【００５５】
ブタジエン、イソプレン、４−メチル−１，４−ヘキサジエン、７−メチル−１，６−
オクタジエン、

２，３−ジメチルブタジエン、１，３−ペンタジエン、２−メチル−１

20

，３−ペンタジエン、１，３−ヘキサジエン、シクロヘキサジエン、４，５−ジエチル−
１，３−オクタジエン、クロロプレン等のジエン類。
【００５６】
（メタ）アクリロニトリル、メチルビニルケトン、塩化ビニル、塩化ビニリデン。
【００５７】
これらのなかでも、好ましくは脂肪族アルキル基を有する（メタ）アクリレート、脂環
族アルキル基を有する（メタ）アクリレート、水酸基を有する（メタ）アクリレート、芳
香族ビニルモノマー、（メタ）アクリルアミド、３級アミン含有不飽和モノマー、ヘテロ
環含有不飽和モノマー、芳香族ビニルモノマー、ジエン類がよい。
【００５８】

30

リビングラジカル重合は、重合成長末端を安定化させる手法の違いにより、使用する連
鎖移動剤も異なる。例えば、遷移金属触媒を用いる方法（ＡＴＲＰ法）、硫黄系の可逆的
連鎖移動剤を用いる方法（ＲＡＦＴ法）、有機テルル化合物を用いる方法（ＴＥＲＰ法）
、有機ヨウ素化合物を用いる方法等を挙げることができる。これらのなかでも使用できる
モノマーの多様性の観点からＴＥＲＰ法が好ましい。
【００５９】
本発明の製造方法において、重合の連鎖移動剤に対する共役ジエンモノマーの使用量を
制御することで生成するデンドリマー状構造を持つ多分岐ポリマーの平均分岐数を制御で
きる。すなわち、Ｎ世代のデンドリマーを合成するには、連鎖移動剤１ｍｏｌに対して共
役ジエンモノマーを（２Ｎ−１）ｍｏｌ用いればよい。世代Ｎは１以上の任意の世代を製

40

造することができ、好ましくはＮ＝１〜１５であり、より好ましくはＮ＝３〜１０である
。
【００６０】
本発明で製造されるデンドリマー状構造を持つ多分岐ポリマーの分岐鎖の平均数は〔２
（Ｎ＋１）−１〕となることから、本発明の製造方法における連鎖移動剤１ｍｏｌに対す
るビニルモノマーの使用量は、連鎖移動剤１ｍｏｌに対して〔２（Ｎ＋１）−１〕ｍｏｌ
を超える量を用いることが好ましく、その量は所望するデンドリマー状構造により任意に
選択することができる。さらに好ましくは、連鎖移動剤１ｍｏｌに対するビニルモノマー
の使用量が、平均分子鎖数の１〜１０，０００倍量であり、より好ましくは５〜１，００
０倍量である。
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【００６１】
本発明の製造方法における、ビニルモノマーの使用量としては、例えば連鎖移動剤１ｍ
ｏｌに対して、ビニルモノマーを１０〜５０，０００ｍｏｌとすることができ、好ましく
は２５〜１０，０００ｍｏｌであり、より好ましくは５０〜５，０００ｍｏｌであり、さ
らに好ましくは７５〜１，０００ｍｏｌである。
【００６２】
本発明の製造方法における共役ジエンモノマーとビニルモノマーとの使用比率（共役ジ
エンモノマー：ビニルモノマー）は、例えば、共役ジエンモノマーとビニルモノマーとの
使用比率がモル比で、０．０１：９９．９９〜５０：５０とすることができ、好ましくは
０．１：９９．９〜２５：７５であり、より好ましくは０．１：９９．９〜２０：８０で

10

あり、さらに好ましくは０．５：９９．５〜１５：８５である。
【００６３】
（重合方法（ＴＥＲＰ法））
有機テルル化合物を用いる方法（ＴＥＲＰ法）は、連鎖移動剤として下記の一般式（２
）、一般式（３）、一般式（４）若しくは一般式（５）で表される有機テルル化合物、又
は該有機テルル化合物から得られるマクロ連鎖移動剤（以下、これらを総称して単に有機
テルル化合物という）等を連鎖移動剤とするリビングラジカル重合である。また、ＴＥＲ
Ｐ法において、連鎖移動剤は有機テルル化合物の中から１種を選択して使用してもよいし
、２種以上を併用してもよい。
【００６４】
マクロ連鎖移動剤とは、ビニルモノマーを下記の一般式（２）、一般式（３）、一般式
（４）若しくは一般式（５）で表される有機テルル化合物を用いてリビングラジカル重合
して得られるビニル重合体であり、ビニル共重合体の成長末端がテルル化合物由来の−Ｔ
ｅＲ３（式中、Ｒ３は下記と同じである）の形態であることから、リビングラジカル重合
の連鎖移動剤として用いることができる。ビニルモノマーは、求める多分岐ポリマーの構
造から、例えば、ビニルモノマーのなかから任意に選択することができる。
【００６５】
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【化６】

10

20

30
【００６６】
〔一般式（２）〜（５）において、Ｒ３は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は
芳香族ヘテロ環基を表す。Ｒ４及びＲ５は、それぞれ独立に水素原子又は炭素数１〜８の
アルキル基を表す。Ｒ６は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、置換アリール基、芳
香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基、シアノ基、
アリル基又はプロパルギル基を表す。Ｒ７は、炭素数１〜１８のアルキレン基を表す。Ｘ
１

は、酸素原子又は−ＮＺ−を表し、Ｎは窒素原子を表し、Ｚは水素原子、炭素数１〜８

のアルキル基又はフェニル基を表す。一般式（３）においてＸ２は２価の有機基を表し、
一般式（４）においてＸ２は３価の有機基を表し、一般式（５）においてＸ２は４価の有
40

機基を表す。〕
３

上記のように、Ｒ

で表される基は、炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は芳香

族ヘテロ環基であり、具体的には次の通りである。
【００６７】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ
シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
分岐鎖アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基又はエチル基である。
【００６８】
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
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【００６９】
芳香族ヘテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
【００７０】
Ｒ４及びＲ５で表される基は、それぞれ独立に水素原子又は炭素数１〜８のアルキル基
であり、具体的には次の通りである。
【００７１】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ

10

シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
分岐鎖アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基又はエチル基である。
【００７２】
Ｒ６で表される基は、炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、置換アリール基、芳香
族ヘテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基、シアノ基、ア
リル基又はプロパルギル基であり、具体的には次の通りである。
【００７３】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ

20

シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
分岐鎖アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基又はエチル基である。
【００７４】
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。好ましくはフ
ェニル基である。
【００７５】
置換アリール基としては、置換基を有しているフェニル基、置換基を有しているナフチ
ル基等を挙げることができる。上記置換基を有しているアリール基の置換基としては、例
えば、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、−ＣＯＲ
６１

で示されるカルボニル含有基（Ｒ６１は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基、炭

30

素数１〜８のアルコキシ基又はアリーロキシ基）、スルホニル基、トリフルオロメチル基
等を挙げることができる。また、これらの置換基は、１個又は２個置換しているのがよい
。
【００７６】
芳香族ヘテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
【００７７】
アルコキシ基としては、炭素数１〜８のアルキル基が酸素原子に結合した基が好ましく
、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ−ブトキシ基
、ｓｅｃ−ブトキシ基、ｔｅｔ−ブトキシ基、ペンチロキシ基、ヘキシロキシ基、ヘプチ

40

ロキシ基、オクチロキシ基等を挙げることができる。
【００７８】
アシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基等を挙げることができ
る。
【００７９】
アミド基としては、−ＣＯＮＲ６２１Ｒ６２２（Ｒ６２１、Ｒ６２２は、それぞれ独立
に水素原子、炭素数１〜８のアルキル基又はアリール基）を挙げることがきる。
【００８０】
オキシカルボニル基としては、−ＣＯＯＲ６３（Ｒ６３は水素原子、炭素数１〜８のア
ルキル基又はアリール基）で表される基が好ましく、例えばカルボキシル基、メトキシカ
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ルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピキシカルボニル基、ｎ−ブトキシカルボニル
基、ｓｅｃ−ブトキシカルボニル基、ｔｅｒ−ブトキシカルボニル基、ｎ−ペントキシカ
ルボニル基、フェノキシカルボニル基等を挙げることができる。好ましいオキシカルボニ
ル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基がよい。
【００８１】
アリル基としては、−ＣＲ６４１Ｒ６４２−ＣＲ６４３＝ＣＲ６４４Ｒ６４５（Ｒ６４
１

、Ｒ６４２は、それぞれ独立に水素原子又は炭素数１〜８のアルキル基であり、Ｒ６４

３

、Ｒ６４４、Ｒ６４５は、それぞれ独立に水素原子、炭素数１〜８のアルキル基又はア

リール基であり、それぞれの置換基が環状構造で繋がっていてもよい）等を挙げることが
10

できる。
【００８２】
プロパルギル基としては、−ＣＲ６５１Ｒ６５２−Ｃ≡ＣＲ６５３（Ｒ６５１、Ｒ６５
２

は、水素原子又は炭素数１〜８のアルキル基、Ｒ６５３は、水素原子、炭素数１〜８の

アルキル基、アリール基又はシリル基）等を挙げることができる。
【００８３】
Ｒ７として表される基は炭素数１〜１８のアルキレン基であり、具体的には次の通りで
ある。
【００８４】
炭素数１〜１８のアルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、ｎ−プロピレン基
、イソプロピレン基、ｎ−ブチレン基、イソブチレン基、ｓ−ブチレン基、ｔ−ブチレン

20

基、ｎ−ペンチレン基、１−メチル−ｎ−ブチレン基、２−メチル−ｎ−ブチレン基、３
−メチル−ｎ−ブチレン基、１，１−ジメチル−ｎ−プロピレン基、１，２−ジメチル−
ｎ−プロピレン基、２，２−ジメチル−ｎ−プロピレン基、１−エチル−ｎ−プロピレン
基、ｎ−ヘキシレン基、１−メチル−ｎ−ペンチレン基、２−メチル−ｎ−ペンチレン基
、３−メチル−ｎ−ペンチレン基、４−メチル−ｎ−ペンチレン基、１，１−ジメチル−
ｎ−ブチレン基、１，２−ジメチル−ｎ−ブチレン基、１，３−ジメチル−ｎ−ブチレン
基、２，２−ジメチル−ｎ−ブチレン基、２，３−ジメチル−ｎ−ブチレン基、３，３−
ジメチル−ｎ−ブチレン基、１−エチル−ｎ−ブチレン基、２−エチル−ｎ−ブチレン基
、１，１，２−トリメチル−ｎ−プロピレン基、１，２，２−トリメチル−ｎ−プロピレ
ン基、１−エチル−１−メチル−ｎ−プロピレン基、１−エチル−２−メチル−ｎ−プロ

30

ピレン基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロプロピレン基、シクロブチレン基、シク
ロペンチレン基、シクロヘキシレン基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ま
しくは炭素数１〜４の直鎖又は分岐鎖アルキレン基であり、さらに好ましくはメチレン基
又はエチレン基である。
【００８５】
Ｘ１として表される基は、酸素原子又は−ＮＺ−である。Ｎは窒素原子であり、Ｚは水
素原子、炭素数１〜８のアルキル基又はフェニル基である。好ましくは−ＮＨ−である。
【００８６】
Ｘ２して表される基は多価の有機基であり、複数のＲ７をつなぐものであれば特に制限
はない。一般式（３）においてＸ２は２価の有機基を表し、一般式（４）においてＸ２は

40

２

３価の有機基を表し、一般式（５）においてＸ

は４価の有機基を表す。一般式（３）に

おけるＸ２は、−ＮＨ−、−ＣＨ２−、−Ｏ−等で表される基が挙げられる。一般式（４
）におけるＸ２は、−Ｎ＜、−ＣＨ＜等で表される基が挙げられる。一般式（５）におけ
るＸ２は、＞Ｃ＜等で表される基が挙げられる。
【００８７】
一般式（２）で示される有機テルル化合物は、具体的には（メチルテラニルメチル）ベ
ンゼン、（メチルテラニルメチル）ナフタレン、エチル−２−メチル−２−メチルテラニ
ル−プロピオネート、エチル−２−メチル−２−ｎ−ブチルテラニル−プロピオネート、
（２−トリメチルシロキシエチル）−２−メチル−２−メチルテラニル−プロピネート、
（２−ヒドロキシエチル）−２−メチル−２−メチルテラニル−プロピネート、（３−ト
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リメチルシリルプロパルギル）−２−メチル−２−メチルテラニル−プロピネート等を挙
げることができる。
【００８８】
リビングラジカル重合がＴＥＲＰ法である場合、共役ジエンモノマーとしては、一般式
（１Ａ）で表されるビニルモノマーであることが好ましい。
【００８９】
〔一般式（１Ａ）において、Ｒ１は水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、アリール基
、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基、シアノ
基シリル基又はフッ素原子を表す。Ｒ２は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は芳
香族ヘテロ環基を表す。〕

10

上記のように、Ｒ１として表される基は、水素原子、炭素数１〜８のアルキル基、アリ
ール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカルボニル基又
はシアノ基であり、具体的には次の通りである。
【００９０】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ
シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
分岐鎖アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基又はエチル基である。
【００９１】

20

アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
【００９２】
芳香族へテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
【００９３】
アルコキシ基としては、炭素数１〜８のアルキル基が酸素原子に結合した基が好ましく
、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ−ブトキシ基
、ｓｅｃ−ブトキシ基、ｔｅｔ−ブトキシ基、ペンチロキシ基、ヘキシロキシ基、ヘプチ
ロキシ基、オクチロキシ基等を挙げることができる。
【００９４】
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アシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基等を挙げることができ
る。
【００９５】
アミド基としては、−ＣＯＮＲ１１１Ｒ１１２（Ｒ１１１、Ｒ１１２は、それぞれ独立
に水素原子、炭素数１〜８のアルキル基又はアリール基）を挙げることができる。
【００９６】
オキシカルボニル基としては、−ＣＯＯＲ１２（Ｒ１２は、水素原子、炭素数１〜８の
アルキル基又はアリール基）で表される基が好ましく、例えばカルボキシル基、メトキシ
カルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピキシカルボニル基、ｎ−ブトキシカルボニ
ル基、ｓｅｃ−ブトキシカルボニル基、ｔｅｒ−ブトキシカルボニル基、ｎ−ペントキシ

40

カルボニル基、フェノキシカルボニル基等を挙げることができる。好ましいオキシカルボ
ニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基がよい。
【００９７】
シリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基等をあげることができる
。
【００９８】
Ｒ２として表される基は炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は芳香族ヘテロ環基
であり、具体的には次の通りである。
【００９９】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
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ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ
シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
分岐鎖アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基又はエチル基である。
【０１００】
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
【０１０１】
芳香族へテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
10

【０１０２】
一般式（１Ａ）で表される共役ジエンモノマーとしては、具体的には１−メチルテラニ
ル−３−メチルブタジエン、１−ブチルテラニル−３−メチルブタジエン、１−フェニル
テラニル−３−メチルブタジエン、１−フェニル−１−メチルテラニル−３−メチルブタ
ジエン等を挙げることができる。
【０１０３】
ＴＥＲＰ法は、ビニルモノマーの種類に応じ反応促進、分子量の制御等の目的で、さら
にアゾ系重合開始剤及び／又は一般式（９）で表される有機ジテルル化合物を加えて重合
を行ってもよい。
【０１０４】
具体的には、共役ジエンモノマーとビニルモノマーとを、下記（ａ）〜（ｄ）のいずれ
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かを用いて重合し、ビニル重合体を製造する方法が挙げられる。
【０１０５】
（ａ）有機テルル化合物。
【０１０６】
（ｂ）有機テルル化合物とアゾ系重合開始剤との混合物。
【０１０７】
（ｃ）有機テルル化合物と有機ジテルル化合物との混合物。
【０１０８】
（ｄ）有機テルル化合物とアゾ系重合開始剤と有機ジテルル化合物との混合物。
30

【０１０９】
３

（Ｒ

Ｔｅ）２

（９）

〔一般式（９）において、Ｒ３は、炭素数１〜８のアルキル基、アリール基又は芳香族
ヘテロ環基を表す。〕
一般式（９）で示される有機ジテルル化合物は、具体的には、ジメチルジテルリド、ジ
エチルジテルリド、ジ−ｎ−プロピルジテルリド、ジイソプロピルジテルリド、ジシクロ
プロピルジテルリド、ジ−ｎ−ブチルジテルリド、ジ−ｓ−ブチルジテルリド、ジ−ｔ−
ブチルジテルリド、ジシクロブチルジテルリド、ジフェニルジテルリド、ビス−（ｐ−メ
トキシフェニル）ジテルリド、ビス−（ｐ−アミノフェニル）ジテルリド、ビス−（ｐ−
ニトロフェニル）ジテルリド、ビス−（ｐ−シアノフェニル）ジテルリド、ビス−（ｐ−
スルホニルフェニル）ジテルリド、ジナフチルジテルリド、ジピリジルジテルリド等を挙
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げることができる。
【０１１０】
アゾ系重合開始剤は、通常のラジカル重合で使用するアゾ系重合開始剤であれば特に制
限なく使用することができる。例えば２，２
ＢＮ）、２，２

−アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩ

−アゾビス（２−メチルブチロニトリル）（ＡＭＢＮ）、２，２

ゾビス（２，４−ジメチルバレロニトリル）（ＡＤＶＮ）、１，１

−アゾビス（１−シ

クロヘキサンカルボニトリル）（ＡＣＨＮ）、ジメチル−２，２
ート（ＭＡＩＢ）、４，４
１

−ア

−アゾビスイソブチレ

−アゾビス（４−シアノバレリアン酸）（ＡＣＶＡ）、１，

−アゾビス（１−アセトキシ−１−フェニルエタン）、２，２

チルブチルアミド）、２，２

−アゾビス（２−メ

−アゾビス（４−メトキシ−２，４−ジメチルバレロニト
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−アゾビス（２−メチルアミジノプロパン）二塩酸塩、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−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（２，４，４−トリメチルペンタン）、２−シアノ−２−プロピルアゾホルムアミド、
２，２

−アゾビス（Ｎ−ブチル−２−メチルプロピオンアミド）、２，２

−アゾビス

（Ｎ−シクロヘキシル−２−メチルプロピオンアミド）等を挙げることができる。
【０１１１】
重合工程は、不活性ガスで置換した容器で、共役ジエンモノマー、ビニルモノマーと有
機テルル化合物とに、ビニルモノマーの種類に応じ反応促進、分子量の制御等の目的で、
さらにアゾ系重合開始剤及び／又は有機ジテルル化合物を混合する。このとき、不活性ガ

10

スとしては、窒素、アルゴン、ヘリウム等を挙げることができる。好ましくは、アルゴン
、窒素が良い。特に好ましくは、窒素がよい。
【０１１２】
上記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）におけるビニルモノマーの使用量としては、目
的とするビニル重合体の構造により適宜調節することができる。例えば、有機テルル化合
物１ｍｏｌに対して、ビニルモノマーを１０〜５０，０００ｍｏｌとすることができ、好
ましくは２５〜１０，０００ｍｏｌであり、より好ましくは５０〜５，０００ｍｏｌであ
り、さらに好ましくは７５〜１，０００ｍｏｌである。
【０１１３】
上記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）における共役ジエンモノマーとビニルモノマー

20

との使用比率は、目的とするビニル共重合体の分岐度により適宜調節することができる。
例えば、共役ジエンモノマーとビニルモノマーとの使用比率（共役ジエンモノマー：ビニ
ルモノマー）がモル比で０．０１：９９．９９〜５０：５０とすることができ、好ましく
は０．１：９９．９〜２５：７５であり、より好ましくは０．１：９９．９〜２０：８０
であり、さらに好ましくは０．５：９９．５〜１５：８５である。
【０１１４】
有機テルル化合物とアゾ系重合開始剤とを併用する場合、アゾ系重合開始剤の使用量と
しては、通常、有機テルル化合物１ｍｏｌに対して、アゾ系重合開始剤を０．０１〜１ｍ
ｏｌとすることができ、好ましくは２５〜５，０００であり、より好ましくは５０〜１，
０００である。

30

【０１１５】
有機テルル化合物と有機ジテルル化合物を併用する場合、有機ジテルル化合物の使用量
としては、通常、有機テルル化合物１ｍｏｌに対して、有機ジテルル化合物を０．１〜１
０ｍｏｌとすることができる。
【０１１６】
有機テルル化合物と有機ジテルル化合物とアゾ系重合開始剤とを併用する場合、アゾ系
重合開始剤の使用量としては、通常、有機テルル化合物と有機ジテルル化合物の合計１ｍ
ｏｌに対して、アゾ系重合開始剤を０．０１〜１０ｍｏｌとすることができる。
【０１１７】
重合工程は、無溶剤でも行うことができるが、ラジカル重合で一般に使用される溶媒（

40

非プロトン性溶媒又はプロトン性溶媒）を使用し、上記混合物を撹拌して行われる。
【０１１８】
使用できる非プロトン性溶媒としては、特に限定はなく、例えば、ベンゼン、トルエン
、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、アセ
トン、２−ブタノン（メチルエチルケトン）、ジオキサン、ヘキサフルオロイソプロパオ
ール、クロロホルム、四塩化炭素、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、酢酸エチル、トリフ
ルオロメチルベンゼン、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等を挙げる
ことができる。
【０１１９】
使用できるプロトン性溶媒としては、例えば、水、メタノール、エタノール、イソプロ
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パノール、ｎ−ブタノール、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、１−メトキシ−２−
プロパノール、ジアセトンアルコール等が挙げられる。
【０１２０】
溶媒の使用量としては、適宜調節すればよく、例えば、ビニルモノマー１ｇに対して、
通常０．００１〜５０ｍｌの範囲であり、好ましくは０．０１〜１０ｍｌの範囲であり、
より好ましくは０．０２〜３ｍｌの範囲である。
【０１２１】
反応温度及び反応時間は、目的とするビニル重合体の分子量或いは分子量分布により適
宜調節すればよく、通常、０℃〜１５０℃の範囲で、１分〜１５０時間撹拌する。
10

【０１２２】
重合工程により得られるビニル共重合体の成長末端は、有機テルル化合物由来の−Ｔｅ
Ｒ２（式中、Ｒ２は上記と同じである）及び−ＴｅＲ３（式中、Ｒ３は上記と同じである
）の形態であることから、成長末端に様々な置換基・官能基を導入しビニル重合体の機能
向上が可能である。また、マクロ連鎖移動剤として用いることもできる。
【０１２３】
重合工程の終了後、重合溶液から使用溶媒や残存モノマーを減圧下除去して目的とする
ビニル重合体を取り出したり、不溶性溶媒を使用して再沈殿処理により目的とするビニル
重合体を単離することができる。
【０１２４】
重合工程終了後の空気中の操作により、得られたビニル重合体の成長末端は失活してい

20

くが、テルル原子が残存する場合がある。テルル原子が末端に残存したビニル重合体は着
色したり、熱安定性に劣ることから、トリブチルスタンナン又はチオール化合物等を用い
るラジカル還元方法、さらに活性炭、シリカゲル、活性アルミナ、活性白土、モレキュラ
ーシーブス及び高分子吸着剤等で吸着する方法、イオン交換樹脂等で金属を吸着する方法
や、また過酸化水素水や過酸化ベンゾイル等の過酸化物を添加したり、空気や酸素を系中
に吹き込むことでビニル重合体末端のテルル原子を酸化分解させ、水洗や適切な溶媒を組
み合わせることにより残留テルル化合物を除去する液−液抽出法や固−液抽出法、特定の
分子量以下のもののみを抽出除去する限界ろ過等の溶液状態での精製方法を用いることが
でき、また、これらの方法を組み合わせることもできる。
30

【０１２５】
（重合方法（ＡＴＲＰ法））
遷移金属触媒を用いる方法（ＡＴＲＰ法）は、遷移金属錯体からなるレッドクス触媒の
存在下、有機ハロゲン化合物、又は該有機ハロゲン化合物から得られるマクロ連鎖移動剤
（以下、これらを総称してＡＴＲＰ開始剤という）を連鎖移動剤とするリビングラジカル
重合法である。また、ＡＴＲＰ法において、連鎖移動剤は、有機ハロゲン化合物の中から
１種を選択して使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【０１２６】
レドックス触媒として用いられる遷移金属錯体は、周期表第８族〜第１１族から選ばれ
る金属元素の錯体である。遷移金属錯体は、遷移金属、及び有機配位子からなる。遷移金
属の具体例としては、銅、ニッケル、ルテニウム又は鉄である。これらの中でも、反応制
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御やコストの観点から銅の錯体が好ましい。１価の銅化合物としては、例えば、塩化第一
銅、臭化第一銅、ヨウ化第一銅、シアン化第一銅、酸化第一銅、過塩素酸第一銅などが挙
げられる。その中でも塩化第一銅、臭化第一銅が、重合制御の観点から好ましい。より安
定で取扱いの容易な塩化第二銅、臭化第二銅に還元剤を加え、重合系中で塩化第一銅、臭
化第一銅を発せさせ、重合を行うこともできる。
【０１２７】
また、遷移金属とともに錯体を形成する有機配位子としては、２座以上の窒素配位子が
好ましく、例えば、２，２

−ビピリジル、４，４

テトラメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−ビピリジル、エチレンジアミン、
，Ｎ

−ペンタメチルジエチレント

リアミン、トリス［２−（ジメチルアミノ）エチル］アミン、トリス［２−（ピリジル）
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メチル］アミンなどが挙げられる。
【０１２８】
上記遷移金属の塩と有機配位子とは、別々に添加して重合系中で遷移金属錯体を生成さ
せてもよいし、予め遷移金属の塩と有機配位子とから調製した遷移金属錯体を重合系中へ
添加してもよい。遷移金属が銅である場合には前者の方法が好ましく、ルテニウム、鉄、
ニッケルの場合は後者の方法が好ましい。
【０１２９】
有機ハロゲン化合物としては、分子内に１個以上の炭素−ハロゲン結合（但し、ハロゲ
ンはフッ素以外とする）を有する種々の有機化合物が使用でき、脂肪族炭化水素系ハロゲ
ン化物、芳香族系炭化水素系ハロゲン化物などが挙げられる。

10

【０１３０】
脂肪族炭化水素系ハロゲン化物の具体例としては、２−クロロプロピオンアミド、２−
ブロモプロピオンアミド、２−クロロアセトアミド、２−ブロモイソ酪酸エチル、２−ブ
ロモプロピオン酸メチル、２−ブロモプロピオン酸ｔ−ブチル、２−ブロモイソ酪酸メチ
ル、２−ブロモイソ酪酸２−ヒドロキシエチル等が挙げられる。
【０１３１】
芳香族系炭化水素系ハロゲン化物の具体例としては、ベンザルクロリド、ベンジルブロ
ミド、４−ブロモベンジルブロミド、ベンゼンスルホニルクロリド等が挙げられる。
【０１３２】
リビングラジカル重合がＡＴＲＰ法である場合、共役ジエンモノマーとしては、一般式
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（１Ｃ）で表されるビニルモノマーであることが好ましい。
【０１３３】
【化７】

【０１３４】
〔一般式（１Ｃ）において、Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅは、同一または相異なり、水素原子、炭素
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数１〜８のアルキル基、アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミ
ド基、オキシカルボニル基、シアノ基、シリル基又はフッ素原子を表す。Ｚ２は塩素又は
ヨウ素を表す。〕
上記のように、Ｒ１ａ〜Ｒ１ｅとして表される基は、水素原子、炭素数１〜８のアルキ
ル基、アリール基、芳香族へテロ環基、アルコキシ基、アシル基、アミド基、オキシカル
ボニル基又はシアノ基であり、具体的には次の通りである。
【０１３５】
炭素数１〜８のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等の直鎖又は分岐鎖アルキル基、シクロヘキ
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シル基等の環状アルキル基等を挙げることができる。好ましくは炭素数１〜４の直鎖又は
分岐鎖アルキル基であり、より好ましくはメチル基又はエチル基である。
【０１３６】
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
【０１３７】
芳香族へテロ環基としては、ピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができ
る。
【０１３８】
アルコキシ基としては、炭素数１〜８のアルキル基が酸素原子に結合した基が好ましく
、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ−ブトキシ基
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、ｓｅｃ−ブトキシ基、ｔｅｔ−ブトキシ基、ペンチロキシ基、ヘキシロキシ基、ヘプチ
ロキシ基、オクチロキシ基等を挙げることができる。
【０１３９】
アシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基等を挙げることができ
る。
【０１４０】
アミド基としては、−ＣＯＮＲ１１１Ｒ１１２（Ｒ１１１、Ｒ１１２は、それぞれ独立
に水素原子、炭素数１〜８のアルキル基又はアリール基）を挙げることができる。
【０１４１】
オキシカルボニル基としては、−ＣＯＯＲ１２（Ｒ１２は、水素原子、炭素数１〜８の
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アルキル基又はアリール基）で表される基が好ましく、例えばカルボキシル基、メトキシ
カルボニル基、エトキシカルボニル基、プロピキシカルボニル基、ｎ−ブトキシカルボニ
ル基、ｓｅｃ−ブトキシカルボニル基、ｔｅｒ−ブトキシカルボニル基、ｎ−ペントキシ
カルボニル基、フェノキシカルボニル基等を挙げることができる。好ましいオキシカルボ
ニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基が挙げられる。
【０１４２】
シリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基等をあげることができる
。
【０１４３】
重合工程では、容器で、共役ジエンモノマーと、ビニルモノマーと、遷移金属錯体と、
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ＡＴＲＰ開始剤とを混合する。混合時、混合後の反応は、副反応を抑制するため窒素、ア
ルゴン、ヘリウム等の不活性ガス雰囲気下で行うのが好ましい。
【０１４４】
ビニルモノマーの使用量としては、目的とするビニル重合体の物性により適宜調節する
ことができる。例えば、ＡＴＲＰ開始剤１ｍｏｌに対して、ビニルモノマーを１０〜５０
，０００ｍｏｌとすることができ、好ましくは２５〜１０，０００ｍｏｌであり、より好
ましくは５０〜５，０００ｍｏｌであり、さらに好ましくは７５〜１，０００ｍｏｌであ
る。
【０１４５】
共役ジエンモノマーとビニルモノマーとの使用比率は、目的とするビニル共重合体の分
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岐度により適宜調節することができる。例えば、共役ジエンモノマーとビニルモノマーと
の使用比率（共役ジエンモノマー：ビニルモノマー）がモル比で０．０１：９９．９９〜
５０：５０とすることができ、好ましくは０．１：９９．９〜２５：７５であり、より好
ましくは０．１：９９．９〜２０：８０であり、さらに好ましくは０．５：９９．５〜１
５：８５である。
【０１４６】
遷移金属錯体の使用量は、ＡＴＲＰ開始剤１ｍｏｌに対して０．０３〜３ｍｏｌ、好ま
しくは０．１〜２ｍｏｌの割合で用いられる。また、有機配位子の使用量は、遷移金属１
ｍｏｌに対し、通常１〜５ｍｏｌ、好ましくは１〜３ｍｏｌである。
【０１４７】
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重合工程は、無溶剤でも行うことができるが、ＡＴＲＰ法で使用される溶媒を使用し、
上記混合物を攪拌して行うこともできる。
【０１４８】
反応温度及び反応時間は、目的とするビニル重合体の分子量あるいは分子量分布により
適宜調節すればよく、通常、０〜１５０℃の範囲で、１分〜１５０時間攪拌する。
【０１４９】
重合工程により得られるビニル重合体の成長末端には重合開始基を有していることから
、成長末端に様々な置換基・官能基を導入しビニル重合体の機能向上が可能である。また
、マクロ連鎖移動剤として用いることもできる。
【０１５０】
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重合工程の終了後、重合溶液から使用溶媒や残存モノマーを減圧下除去して目的とする
ビニル重合体を取り出したり、不溶溶媒を使用して再沈殿処理により目的とするビニル重
合体を単離したりすることができる。
【０１５１】
＜多分岐ポリマー＞
本発明の多分岐ポリマーは、ビニル結合のα位に重合開始基を有する共役ジエンモノマ
ーに由来する構造単位と、ビニル結合のα位に重合開始基を有さないビニルモノマーに由
来する構造単位とを含む、ビニル重合体である。本発明の多分岐ポリマーは、例えば、上
述した製造方法により得ることができる。
【０１５２】

10

本発明の製造方法で得られるビニル重合体（多分岐ポリマー）の絶対分子量は、反応時
間及び連鎖移動剤等の量により適宜調整可能であるが、１，０００〜３，０００，０００
であることが好ましく、３，０００〜１，０００，０００であることがより好ましく、５
，０００〜５００，０００であることが更に好ましい。
【０１５３】
本発明において、ビニル重合体（多分岐ポリマー）の絶対分子量は、核磁気共鳴スペク
トル（以下「ＮＭＲ」という）法又はゲルパーミエーションクロマトグラフィー（以下「
ＧＰＣ」という）／多角度光散乱（ＭＡＬＬＳ）法により測定される数平均分子量であり
、得られるビニル重合体の特性に適した測定方法を選択すればよい。また、ＧＰＣ／ＭＡ
ＬＬＳ法の数平均分子量（Ｍｎ（ＭＡＬＬＳ））は、実測したＧＰＣ／ＭＡＬＬＳ法によ
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り得られる重量平均分子量（Ｍｗ（ＭＡＬＬＳ））と、ＧＰＣ法により測定される分子量
分布（ＰＤＩ）により算出してもよい。
【０１５４】
多分岐ポリマーは線状ポリマーに比べて流体力学半径が小さいため、ＧＰＣ法で得られ
る分子量は絶対分子量よりも小さく見積もられる。そのため、多分岐ポリマーの分岐度は
、ＧＰＣ法に得られる分子量と絶対分子量との差により判断することも可能である。
【０１５５】
本発明の製造方法で得られるビニル重合体（多分岐ポリマー）のＧＰＣ法により測定さ
れる分子量分布（ＰＤＩ）は２．５未満に制御することができ、好ましくは２．３未満で
あり、より好ましくは２．０未満である。ＰＤＩとは、（ビニル重合体の重量平均分子量
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（Ｍｗ（ＧＰＣ）））／（ビニル重合体の数平均分子量（Ｍｎ（ＧＰＣ）））によって求
められるものであり、ＰＤＩは小さいほど分子量分布の幅が狭い、分子量のそろったビニ
ル重合体となり、その値が１．０のとき最も分子量分布の幅が狭い。反対に、ＰＤＩが大
きいほど設計したビニル重合体の分子量に比べて、分子量が小さいものや、分子量の大き
いものが含まれることになる。
【０１５６】
本発明の製造方法で得られるビニル重合体（多分岐ポリマー）は、共役ジエンモノマー
が多分岐ポリマーの分岐部になるものと考えられ、多分岐ポリマーの分岐度は、共役ジエ
ンモノマーとビニルモノマーとの使用比率により適宜調節することがでる。
【０１５７】
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本発明の製造方法は、上述のようにワンポットで行うことができ簡便な製造方法で分子
量分布の幅が狭い多分岐ポリマーを得ることができる方法あり、工業的に有利な方法であ
る。また、本発明の製造方法で得られる多分岐ポリマーは、高度に分岐が制御されており
、またポリマー末端も適宜置換基、官能基を導入することが可能であり、例えば診断や薬
物輸送システム等の医療用途、電池等の環境材料、触媒の担持体、潤滑油添加剤、航空燃
料への添加剤等で好適に用いることができる。
【実施例】
【０１５８】
以下、実施例を用いて、本明細書において開示される事項をより詳細に説明する。
【０１５９】
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本発明の実施例の合成スキームを以下に示す。
【０１６０】
【化８】

10

20

【０１６１】
実施例１
概要：酸素と水分に感受性の化合物を扱う全ての反応条件は、窒素雰囲気の乾燥した反
応 容器で行った。全ての計算は、Te 原子についてLANL2DZ 基底関数及び他の原子につい
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て6‑31G(d, p) 基底関数を用いたB3LYP法又はM062X法を使用するGaussian 09プログラム
で行った（Gaussian 09 v. Gaussian 09 (Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2009)）。
【０１６２】
材料：特に言及しない限り、化学物質は市販品を用いた。スチレン(St)は5% NaOH水溶
液で洗浄し、CaH2上で蒸留し、窒素ガスを通して脱気した。MeOHはCaH2から蒸留し、窒素
ガスを通して脱気した。PhSHは冷凍‑ポンプ‑解凍サイクルを4回行い脱気した。有機テル
ル連鎖移動剤(CTAs) 化合物2は報告されたように調製した。
【０１６３】
特徴付け.

1

H NMR (400 MHz)及び13C NMR (128 MHz) スペクトルはサンプルのCDCl3溶

液で測定し、1H NMRについては内部標準のテトラメチルシランからのppm (δ) で記載し
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、13C NMR については溶媒ピークからのppm (δ) で記載した。赤外(IR)スペクトルはcm‑
1

で記載した。高分解能質量分析(HRMS)は電子イオン化(EI)条件下で得た。サイズ排除ク

ロマトグラフィー(SEC)は、示差屈折率（RI）検出器とマルチアングルレーザ光散乱(MALL
S)検出器 (Wyatt Technology, DAWN EOS)を用いた40℃での2つの直列に接続したポリスチ
レン (PSt)混合ゲルカラム (Shodex LF‑604)を備えた装置で行った。THF、CHCl3及びDMF
(LiBr を0.01 mol L‑1含む)を溶離液として用いた。SECトレースはポリスチレン (PSt)標
準物質で較正した。MALLS分析で使用されるdn/dc値は報告されたデータとして利用した。
500 W高圧水銀ランプ、6 W白色LEDとニュートラル・デンシティー・フィルター(Sigma Ko
ki)及びカットオフフィルター(Asahi Techno Glass)を組み合わせて光源として使用した
。
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【０１６４】
Z‑1‑メチルテラニル‑3‑メチル‑1,3‑ブタジエン (化合物6)の合成
ジメチルジテルリド(0.64 ml, 6.0 mmol)と無水MeOH(10 ml)をSchlenk チューブに加え
た。NaBH4(1.33 ml, 35 mmol)を赤色が薄くなるまで室温で少量ずつ加えた。混合物を室
温で5分間撹拌し、J Youngバルブを備えたSchlenkチューブに移した。2‑メチル‑1‑ブテン
‑3‑イン(2.8 ml, 30 mmol)を室温で加えた。J Youngバルブを備えたSchlenkチューブを密
封し、90℃に加熱した。90分後、反応混合物を室温に冷却し、脱気した蒸留水(5 ml)を加
えて反応を停止した。得られた混合物を脱気したヘキサン(5 ml)で5回抽出した。得られ
た有機相を脱気した蒸留水(5 ml)で5回洗浄した。洗浄後、得られた溶液をMgSO4を通して
濾過し、溶媒を減圧下に留去した。赤色の油状物(1.83 g)を3%の異性体を含む粗生成物と
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して72%の収率で得た。生成物はプレパラティブSEC でさらに精製し、66%の収率で橙色液
体を得た。
1

H NMR (CDCl3) 1.90 (s, 3H), 1.97 (s, Te satellite with JHTe = 22.5 Hz, 3H), 4.8
1

1 (s, 1H), 5.08 (s, 1H), 6.70 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 6.82 (d, J = 10.5 Hz, 1H)
3

C NMR (CDCl3) ‑15.72, 22.09, 105.26, 115.05, 138.84, 144.07, Calcd for [M]+ , 2

11.9845, found 211.9852.
【０１６５】
化合物9の合成(ラン1)：化合物2 (1.8 μl, 0.01 mmol)、化合物6(9.5 μl, 0.07 mmol
), スチレン(St)(0.57 ml, 5 mmol)の溶液を暗所で36時間100℃に加熱した。反応容器を‑
20℃のフリーザー中に5分間置くことにより重合を停止した。化合物6 (94%)とスチレン(S
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1

t)(71%)の変換率を H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水THF(5 ml)に溶解し、
PhSH(10 μl, 0.1 mmol)を室温で加えた。得られた溶液を室温で2時間撹拌し、MeOH (100
ml)中で2回沈殿させて0.22 gの生成物を得た。ポリマーサンプルを取り出し、SEC‑MALLS
(Mn(SEC) = 2.04 × 104 g/mol, D = 1.99, Mn(MALLS) = 3.66 × 104 g/mol)で分析した
。
【０１６６】
化合物9の合成(ラン2)： 化合物2 (1.8 μl, 0.01 mmol), 化合物6 (9.5 μl, 0.07 mm
ol), スチレン(St)(1.15 ml, 10 mmol)の溶液を暗所で45時間100℃で加熱した。化合物6(
>99%)とスチレン(St)(73%)の変換率を1H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水 T
HF(10 ml)に溶解し、PhSH (10 μl, 0.1 mmol)を室温で加えた。得られた溶液を室温で1
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時間撹拌し、MeOH(100 ml)中で2回沈殿させて0.80 gの生成物を得た。ポリマーサンプル
をSEC‑MALLS (Mn(SEC) = 4.17 × 104 g/mol, D = 2.10, Mn(MALLS) = 8.13× 104 g/mol
)で分析した。
【０１６７】
化合物9の合成(ラン3)：化合物2 (3.5 μl, 0.02 mmol)、化合物6(19 μl, 0.14 mmol)
、スチレン(St)(0.57 ml, 5 mmol)の溶液を暗所で36時間100℃で加熱した。化合物6(94%)
とスチレン(St)(78%)の変換率を1H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水THF (5
ml)に溶解し、PhSH (20 μl, 0.2 mmol)を室温で加えた。得られた溶液を室温で2時間撹
拌し、MeOH(100 ml)中で2回沈殿させて0.26 gの生成物を得た。ポリマーサンプルをSEC‑M
ALLS (Mn(SEC) = 1.58 × 104 g/mol, D = 1.91, Mn(MALLS) = 2.71× 104 g/mol)で分析

40

した。
【０１６８】
化合物9の合成(ラン4)：化合物2 (8.8 μl, 0.05 mmol)、化合物6(47.5 μl, 0.35 mmo
l)、 スチレン(St)(0.57 ml, 5 mmol)の溶液を暗所で35時間100℃で加熱した。反応容器
を‑20℃のフリーザー中に5分間置くことにより重合を停止した。化合物6(>99%)とスチレ
ン(St)(76％)の変換率を1H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水THF(5 ml)に溶
解し、PhSH(50 μl, 0.5 mmol)を室温で加えた。得られた溶液を室温で2時間撹拌し、MeO
H (100 ml)中で2回沈殿させて0.31 gの生成物を得た。ポリマーサンプルをSEC‑MALLS(Mn(
SEC)

= 0.88 × 104 g/mol, D = 1.91, Mn(MALLS) = 1.10× 104 g/mol)で分析した。ラ

ン1〜ラン4で得られた化合物9のSECトレースと溶出時間(min)の関係を図1に示す。
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【０１６９】
化合物9の合成(ラン5)：化合物2 (1.8 μl, 0.01 mmol)、化合物6(4.0 μl, 0.03 mmol
)、 スチレン(St)(0.57 ml, 5 mmol) の溶液を暗所で48時間100℃で加熱した。反応容器
を‑20℃のフリーザー中に5分間置くことにより重合を停止した。化合物6 (>99%)とスチレ
ン(St) (78%)の変換率を1H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水THF(5 ml)に溶
解し、PhSH (50 μl, 0.5 mmol)を室温で加えた。得られた溶液を室温で2時間撹拌し、Me
OH(100 ml)中で 2回沈殿させて0.31 gの生成物を得た。ポリマーサンプルをSEC‑MALLS(Mn
(SEC)

= 2.81 × 104 g/mol, D = 1.69, Mn(MALLS) = 4.43× 104 g/mol)で分析した。

【０１７０】
化合物9の合成(ラン6)：化合物2 (1.8 μl, 0.01 mmol)、化合物6 (20.5 μl, 0.15 mm

10

ol), スチレン(St) (0.57 ml, 5 mmol) の溶液を暗所で36時間100℃で加熱した。反応容
器を‑20℃のフリーザー中に5分間置くことにより重合を停止した。化合物6 (94%)とスチ
レン(St) (72%) の変換率を1H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水THF(5 ml)に
溶解し、PhSH (20 μl, 0.2 mmol)を室温で加えた。得られた溶液を室温で2時間撹拌し、
MeOH(100 ml)中で 2回沈殿させて0.26 gの生成物を得た。ポリマーサンプルをSEC‑MALLS
(Mn(SEC) = 2.29 × 104 g/mol, D = 2.74, Mn(MALLS) = 4.25 × 104 g/mol)で分析した
。
【０１７１】
化合物9の合成(ラン7)：化合物2(1.8 μl, 0.01 mmol)とスチレン(St) (0.57 ml, 5 mm
ol) の溶液を19時間100℃で加熱した。反応容器を‑20℃のフリーザー中に5分間置くこと

20

により重合を停止した。一部のサンプルを反応溶液から取り出し、スチレン(St)(31%)の
変換率を1H NMRスペクトルから決定した。これに対し、PhSH (5 μl, 0.05 mmol)を該NMR
サンプル溶液に室温で加え、この温度で30分反応を行った後、SEC測定を行い、生成したl
inear PSt（マクロ開始剤）の分子量と分散度とを求めた(Mn(SEC) = 1.80 × 104 g/mol,
D = 1.27)。反応溶液に化合物6(9.5 μl, 0.07 mmol)を加え、得られた混合溶液を暗所
で36時間100℃で加熱した。反応容器を‑20℃のフリーザー中に5分間置くことにより重合
を停止した。化合物6(>99%)とスチレン(St)(76%)の変換率を1H NMRスペクトルから決定し
た。粗混合物を無水THF(5 ml)に溶解し、PhSH(10 μl, 0.1 mmol) を室温で加えた。得ら
れた溶液を室温で2時間撹拌し、MeOH(100 ml)中で 2回沈殿させて0.28 gの生成物を得た
。ポリマーサンプルを取り出し、SEC‑MALLS(Mn(SEC) = 2.52 × 104 g/mol, D = 1.82, M
4

n(MALLS)

= 3.82 × 10

30

g/mol)により解析した。ラン8で得られた、linear PSt（マクロ

開始剤）とlinear‑PSt‑block‑hb‑PStのSECトレースと溶出時間(min)の関係を図3に示す。
【０１７２】
化合物9の合成(ラン8)：化合物2(1.8 μl, 0.01 mmol)、化合物6(9.5 μl, 0.07 mmol)
, スチレン(St)(0.57 ml, 5 mmol) の溶液を暗所で40時間100℃で加熱した。化合物6(>99
%) とスチレン(St)(76%)の変換率を1H NMRスペクトルから決定した。粗混合物を無水THF(
5 ml)に溶解し、Bu3SnD (43 μl, 0.16 mmol)及びAIBN(12 μl, ベンゼン中0.16 mol L‑1
)を室温で加えた。得られた溶液を60℃で3時間撹拌し、MeOH(100 ml)中で 2回沈殿させて
0.40 gの生成物を得た。ポリマーサンプルをSEC‑MALLS(Mn(SEC) = 2.67 × 104 g/mol, D
= 2.07, Mn(MALLS) = 4.85 × 104 g/mol)により分析した。
【０１７３】
Results of SEC及びNMR分析の結果
ラン1〜4、6とlinearポリスチレン(PSt)標準物質の溶出時間と重量平均分子量の相関を
図4に示す。Linear PSt標準物質から較正されたSECカラムのユニバーサルプロットを図5
に示す。Mark‑Hauwink定数は報告されたデータを使用した。また、新規な化合物6の1H‑NM
Rと13C‑NMRのデータを図6，7に示す。さらに、ラン1〜8の反応条件、得られたポリマーの
物性値を表1にまとめて示す。
【０１７４】
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【表１】
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