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(57)【要約】

（修正有）

【課題】動的粘弾性の経時変化が抑制された重合体を提供する。
【解決手段】アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）との重合体であり、ジ
スルフィド結合を有し、５３２ｎｍのレーザー光を照射したときのラマンシフト１４５０
ｃｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマンシフト５３０ｃｍ−１に
おけるピーク強度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕が０．１０以
上である重合体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）との重合体であり、ジスルフィド
結合を有し、５３２ｎｍのレーザー光を照射したときのラマンシフト１４５０ｃｍ−１に
おけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマンシフト５３０ｃｍ−１におけるピー
ク強度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕が０．１０以上である重
合体。
【請求項２】
前記アリルカルダノール（Ａ）が有する炭素−炭素不飽和二重結合と、前記チオール化
合物（Ｂ）が有するチオール基とをモル比で０．１：１．０〜１．０：０．１として、前
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記アリルカルダノール（Ａ）と前記チオール化合物（Ｂ）とを重合した請求項１に記載の
重合体。
【請求項３】
チオール化合物（Ｂ）が、二官能チオール化合物、三官能チオール化合物、及び四官能
チオール化合物からなる群から選択される少なくとも１つである請求項１又は請求項２に
記載の重合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
20

本発明は、重合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、地球温暖化対策として化石燃料の使用量の削減や再生可能エネルギーの導入など
が求められている。バイオベースポリマーはカーボンニュートラルという特性を持ち、石
油を出発原料とするプラスチックに代替することで石油資源の消費削減、温室効果ガスの
排出削減といった効果が期待されている
ここで、バイオベースポリマーの一つとして、カシューナッツの外殻から抽出される非
可食なフェノール性の植物油（以下、「ＣＮＳＬ」ともいう。）が、主に塗料、接着剤や
樹脂の原料として工業的に利用されている。ＣＮＳＬの工業的利用例として、フェノール
樹脂をはじめ、エポキシ硬化剤、反応希釈剤、木工用塗料、ブレーキライニング用添加剤
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（フェノール樹脂パーティクル）があげられる。また、タイヤなどのエラストマーへの石
油系フェノール樹脂の安価な代替添加剤としても検討されている。
例えば、非特許文献１では、ホルマリンや揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を用いない塗料
の研究として、ＣＮＳＬに含まれるカルダノールに対して、カルダノールの酸化カップリ
ングにより硬化性プレポリマーを合成し、これにナフテン酸コバルトを加え、側鎖の二重
結合を架橋させる方法により硬化物を得ることが開示されている。
また、同様に、ホルマリンやＶＯＣを用いない塗料の研究として、非特許文献２及び非
特許文献３では、エポキシ化カルダノールを熱重合することによりプレポリマーを合成し
、アミンを加えて架橋させる方法により硬化物を得ることが開示されている。
また、非特許文献４では、ＣＮＳＬを用いたＵＶ硬化材料について、エポキシ化カルダ
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ノールを熱重合することによりプレポリマーを合成し、光カチオン重合開始剤を加え、Ｕ
Ｖ照射する方法により得ることが開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Ｓ．Ｋｏｂａｙａｓｈｉ，ｅｔ
２２，

４７５４−４７６０

ａｌ，

Ｃｈｅｍ．

ａｌ，

Ｊ．

【非特許文献２】Ｓ．Ｋａｎｅｈａｓｈｉ，ｅｔ
ｍ．

Ｓｃｉ．，

１３０，

Ｅｕｒ．

Ｊ．

（２００２）
２４６８−２４７８

【非特許文献３】Ｓ．Ｋａｎｅｈａｓｈｉ，ｅｔ

Ａｐｐｌ．

Ｐｏｌｙ

（２０１３）
ａｌ，

Ｊ．

Ａｐｐｌ．

Ｐｏｌｙ
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(3)
ｍ．

Ｓｃｉ．，

１３２，

４２７２５

（２０１５）

【非特許文献４】Ｓ．Ｋａｎｅｈａｓｈｉ，ｅｔ
Ｔｅｃｈｎｏｌ．，

７３，
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２１０−２２１

ａｌ，

Ｊ．

Ｆｉｂｅｒ

Ｓｃｉ．

（２０１７）

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、非特許文献１〜４に記載のＣＮＳＬ由来の重合体は、架橋後に残存する
カルダノールの側鎖の二重結合部分が、時間経過と共に酸化するため、重合体の物性値で
ある色度、硬度、ガラス転移温度、光吸収特性、動的粘弾性等が経時変化してしまうこと
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があり、さらなる特性の改善が要求されている。
【０００５】
そこで、本開示の一態様の目的は、動的粘弾性の経時変化が抑制された重合体を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するための手段には、以下の態様が含まれる。
【０００７】
＜１＞
アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）との重合体であり、ジスルフィド
結合を有し、５３２ｎｍのレーザー光を照射したときのラマンシフト１４５０ｃｍ−１に
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−１

おけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマンシフト５３０ｃｍ

におけるピー

ク強度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕が０．１０以上である重
合体。
＜２＞
前記アリルカルダノール（Ａ）が有する炭素−炭素不飽和二重結合と、前記チオール化
合物（Ｂ）が有するチオール基とをモル比率で０．１：１．０〜１．０：０．１として、
前記アリルカルダノール（Ａ）と前記チオール化合物（Ｂ）とを重合した＜１＞に記載の
重合体。
＜３＞
チオール化合物（Ｂ）が、二官能チオール化合物、三官能チオール化合物、及び四官能
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チオール化合物からなる群から選択される少なくとも１つである＜１＞又は＜２＞に記載
の重合体。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の一実施形態によれば、動的粘弾性の経時変化が抑制された重合体を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の重合体を形成する組成物の加熱処理前の重合体の構造を示す図である。
【図２】本開示の重合体を形成する組成物の加熱処理後の重合体（すなわち、本開示の一
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実施形態の重合体）の構造を示す図である。
【図３】実施例及び比較例で得られた重合体のＤＭＡ曲線（弾性率）を示す図である。
【図４】実施例及び比較例で得られた重合体のＤＭＡ曲線（損失正弦）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、本発明の一例である実施形態について説明する。本発明は、以下の実施形態に何
ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実施する
ことができる。
【００１１】
本明細書において、「〜」を用いて表される数値範囲は、「〜」の前後に記載される数
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値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
本明細書において、組成物中の各成分の量は、組成物中に各成分に該当する物質が複数
存在する場合は、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合計量を意味
する。
【００１２】
＜重合体＞
本開示の重合体は、アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）との重合体で
ある。また、重合体は、ジスルフィド結合を有し、５３２ｎｍのレーザー光を照射したと
きのラマンシフト１４５０ｃｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマ
ンシフト５３０ｃｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（
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１４５０）〕が０．１０以上である。
また、本開示の重合体を構成する組成物は、更に、その他の添加剤（Ｄ）を含んでいて
もよい。
【００１３】
上記構成とすることで、重合体の動的粘弾性の経時変化が抑制される。その理由は定か
ではないが、以下のように推測される。
【００１４】
アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）との重合体において、アリルカル
ダノール（Ａ）に由来する未反応の炭素−炭素不飽和二重結合、及びチオール化合物（Ｂ
）に由来する未反応のチオール基が一定量以上存在すると、時間経過と共に酸化反応が生
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じやすく、材料物性（特に、動的粘弾性）に経時変化を与えやすいと考えられる。
ここで、重合体に対して５３２ｎｍのレーザー光を照射したときのピーク強度について
、ラマンシフト１４５０ｃｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕は芳香環のＣ＝
Ｃ結合に由来する強度であり、ラマンシフト５３０ｃｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（５
３０）〕はジスルフィド結合に由来する強度を示す。
本開示の重合体は、５３２ｎｍのレーザー光を照射したときの〔Ｉ（１４５０）〕に対
する〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕が０．１０以上と高い値で
あるため、重合体中にジスルフィド結合が、高い割合で形成されていると考えられ、その
ため、本開示の重合体では、未反応のチオール基の含有割合が十分に低減されているもの
と推測される。よって、前記重合体において、ピーク強度の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４
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５０）〕が０．１０以上であると、動的粘弾性の経時変化が抑制され得る。また同時に、
ピーク強度の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕が０．１０以上未満である重合体に比
べ、ジスルフィド結合の数が増加しているため、重合体の強度が向上し得るものと考えら
える。
【００１５】
本開示の重合体は、５３２ｎｍのレーザー光を照射したとき、ラマンシフト１４５０ｃ
ｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマンシフト５３０ｃｍ−１にお
けるピーク強度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕が０．１０以上
である。ピーク強度の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕は、動的粘弾性の経時変化を
抑制する観点から、０．１５以上であることが好ましく、０．２０以上であることがより
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好ましい。ピーク強度の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕の上限値は特に限定される
ものではないが、例えば２．０以下である。
【００１６】
本開示の重合体は、アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）と、光開始剤
（Ｃ）とを含む組成物を用いて形成される。
以下、組成物に含まれる各成分の詳細について説明する。
【００１７】
［アリルカルダノール（Ａ）；成分（Ａ）］
本開示のアリルカルダノール（Ａ）とは、カルダノール化合物のフェノール性水酸基又
はカルボン酸をアリル化したものであり、カルダノール化合物にアリル基を有するもので
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ある。また、カルダノール化合物における芳香環をアリル化したものであってもよい。
なお、アリル化の方法は特に制限されるものでなく、公知の方法を適用すればよい。
【００１８】
−カルダノール化合物−
カルダノール化合物とは、カシューナッツの殻に含まれる成分であり、例えば、下記の
構造式（Ａ−１）〜（Ａ−４）で表される化合物（以下、「化合物（Ａ−１）〜（Ａ−４
）」ともいう。）、又は前記成分からの誘導体を含む。
なお、化合物（Ａ−１）〜（Ａ−４）それぞれに記載のＲＣＤＮは、下記の構造式で示
される飽和炭化水素、又は不飽和炭化水素が、所定の割合で含まれたものである。
【００１９】
【化１】
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【００２０】
本開示に係るアリルカルダノール（Ａ）に用いられるカルダノール化合物として、ＣＮ
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ＳＬを原料とする天然由来の化合物の混合物を含んでもよいし、ＣＮＳＬから精製した１
種の化合物、又は２種以上の化合物を使用してもよい。
ＣＮＳＬからの誘導体としては、例えば以下の混合物や単体等が挙げられる。
【００２１】
ＣＮＳＬ中の各成分の組成比を調整した混合物、ＣＮＳＬ中の成分を変性した変性体を
含む混合物、ＣＮＳＬ中の成分を重合した重合体を含む混合物、ＣＮＳＬ中の成分を変性
し且つ重合した変性重合体を含む混合物、又はＣＮＳＬ中から特定の成分のみを単離した
単体等が挙げられる。
また、前記組成比を調整した混合物中の成分をさらに変性した変性体を含む混合物、前
記組成比を調整した混合物中の成分をさらに重合した重合体を含む混合物、前記組成比を
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調整した混合物中の成分をさらに変性し且つ重合した変性重合体を含む混合物、前記単離
した単体をさらに変性した変性体、前記単離した単体をさらに重合した重合体、又は前記
単離した単体をさらに変性し且つ重合した変性重合体等が挙げられる。
ここで単体には、２量体及び３量体等の多量体も含まれるものとする。
【００２２】
本開示のアリルカルダノール（Ａ）に用いられるカルダノール化合物は、１種を単独で
使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
本開示のアリルカルダノール（Ａ）に用いられるカルダノール化合物として、好ましく
は化合物（Ａ−１）〜（Ａ−４）であり、特に好ましくは化合物（Ａ−１）（すなわち、
「カルダノール」）である。本実施形態で使用するカルダノールとしては、カシューナッ
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ツ殻から抽出されたカルダノール（すなわち、化合物（Ａ−１））を使用してもよい。
【００２３】
本開示の重合体中のアリルカルダノール（Ａ）（「成分（Ａ）」ともいう。）に由来す
る構成単位の割合は、重合体の全構成単位に対して質量比で、例えば、１０質量％〜５０
質量％であることが好ましく、１５質量％〜４５質量％であることがより好ましく、２０
質量％〜４０質量％であることが更に好ましい。
【００２４】
本開示の重合体を形成する組成物中において、成分（Ａ）の含有量は、組成物全体に対
して、例えば、１０質量％〜５０質量％であることが好ましく、１５質量％〜４５質量％
であることがより好ましく、２０質量％〜４０質量％であることが更に好ましい。
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【００２５】
［チオール化合物（Ｂ）；成分（Ｂ）］
本開示のチオール化合物（Ｂ）とは、チオール基を含む化合物である。チオール化合物
（Ｂ）は、分子内にチオール基を２個以上含むチオール化合物（以下、適宜「多官能チオ
ール化合物」と称する。）であることが好ましい。
本開示のチオール化合物（Ｂ）は、動的粘弾性の経時変化が抑制される重合体を得る観
点から、好ましくは多官能チオール化合物であり、より好ましくは二官能チオール化合物
、三官能チオール化合物、及び四官能チオール化合物からなる群から選択される少なくと
も１つである。
【００２６】
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−多官能チオール化合物−
多官能チオール化合物としては、１，８−オクタンジチオール、１，４−ビス（メルカ
プトアセトキシ)ブタン、テトラエチレングリコールビス（３−メルカプトプロピオネー
ト）、１，４−ビス（３−メルカプトブチリルオキシ）ブタン等の２官能チオール化合物
、トリメチロールプロパントリス（３−メルカプトプロピオネート）、トリス−［（３−
メルカプトプロピオニルオキシ）−エチル］−イソシアヌレート、１，３，５−トリス（
３−メルカプトブチリルオキシエチル）−１，３，５−トリアジン−２，４，６（１Ｈ，
３Ｈ，５Ｈ）−トリオン、トリメチロールプロパントリス（３−メルカプトブチレート）
、トリメチロールエタントリス（３−メルカプトブチレート）等の３官能チオール化合物
、ペンタエリスリトールテトラキス（３‑メルカプトプロピオネート）、ペンタエリスリ
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トールテトラキス(３‑メルカプトブチレート)等の４官能チオール化合物、ジペンタエリ
スリトールヘキサキス（３‑メルカプトプロピオネート）等の６官能チオール化合物など
が挙げられる。
【００２７】
本開示のチオール化合物（Ｂ）としては、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を
併用してもよい。
【００２８】
本開示の重合体中のチオール化合物（Ｂ）（「成分（Ｂ）」ともいう。）に由来する構
成単位の割合は、重合体の全構成単位に対して質量比で、例えば、１０質量％〜７０質量
％であることが好ましく、２０質量％〜６５質量％であることがより好ましく、３０質量
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％〜６０質量％であることが更に好ましい。
【００２９】
本開示の重合体を形成する組成物中において、成分（Ｂ）の含有量は、組成物全体に対
して、例えば、１０質量％〜７０質量％であることが好ましく、２０質量％〜６５質量％
であることがより好ましく、３０質量％〜６０質量％であることが更に好ましい。
【００３０】
［光開始剤（Ｃ）；成分（Ｃ）］
本開示の重合体を形成する組成物は、光開始剤（Ｃ）を含む。
本開示の光開始剤（Ｃ）としては、光により重合性化合物の重合を開始する能力を有す
る限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、また、紫外線領域から可
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視の光線に対して感光性を有するものが好ましい。
本発明の重合体を形成する組成物は、光開始剤（Ｃ）から発生したラジカルによって、
アリルカルダノール（Ａ）とチオール化合物（Ｂ）とのチオールエン反応が進行すること
で硬化する。
【００３１】
光開始剤（Ｃ）としては、特に限定されるものではなく、当業者間で公知のものを制限
なく用いることができる。
【００３２】
光開始剤（Ｃ）としては、ベンゾイン誘導体化合物、ベンジルケタール化合物、α−ヒ
ドロキシアセトフェノン化合物、チオキサントン化合物、アシルホスフィンオキサイド化

10

合物等が挙げられる。
具体的には、光開始剤（Ｃ）としては、１−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン
〔商品名：イルガキュア１８４、ＢＡＳＦジャパン（株）〕、２−ヒドロキシ−２−メチ
ル−［４−（１−メチルビニル）フェニル］プロパノールオリゴマー〔商品名：エサキュ
アＯＮＥ、ランバルティ（株）〕、１−［４−（２−ヒドロキシエトキシ）フェニル］−
２−ヒドロキシ−２−メチル−１−プロパン−１−オン〔商品名：イルガキュア２９５９
、ＢＡＳＦジャパン（株）〕、２−ヒドロキシ−１−｛４−［４−（２−ヒドロキシ−２
−メチル−プロピオニル）−ベンジル］−フェニル｝−２−メチル−プロパン−１−オン
〔商品名：イルガキュア１２７、ＢＡＳＦジャパン（株）〕、２，２−ジメトキシ−２−
フェニルアセトフェノン〔商品名：イルガキュア６５１、ＢＡＳＦジャパン（株）〕、２
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−ヒドロキシ−２−メチル−１−フェニル−プロパン−１−オン〔商品名：ダロキュア１
１７３、ＢＡＳＦジャパン（株）〕、２−メチル−１−［（４−メチルチオ）フェニル］
−２−モルフォリノプロパン−１−オン〔商品名：イルガキュア９０７、ＢＡＳＦジャパ
ン（株）〕、フェニルグリオキシル酸メチル、２−ベンジル−２−ジメチルアミノ−１−
（４−モルフォリノフェニル）ブタノン−１、２−クロロチオキサントン、２，４−ジメ
チルチオキサントン、２，４−ジイソプロピルチオキサントン、イソプロピルチオキサン
トン、２，４，６−トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、ビス（２
，４，６−トリメチルベンゾイル）フェニルホスフィンオキサイド、ビス（２，６−ジメ
トキシベンゾイル）−２，４，４−トリメチルペンチルフォスフィンオキサイド等が挙げ
られる。

30

【００３３】
これらの中でも、光開始剤（Ｃ）としては、重合体の強度向上、及び重合体の黄変抑制
の観点から、α−ヒドロキシアセトフェノン化合物が好ましく、１−［４−（２−ヒドロ
キシエトキシ）フェニル］−２−ヒドロキシ−２−メチル−１−プロパン−１−オン
、２，２−ジメトキシ−２−フェニルアセトフェノンがより好ましい。
【００３４】
本開示の重合体を形成する組成物は、光開始剤（Ｃ）を１種のみ含んでいてもよく、２
種以上含んでいてもよい。
【００３５】
本開示の重合体を形成する組成物において、光開始剤（Ｃ）（「成分（Ｃ）」ともいう
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。）の含有量は、組成物中に含まれる成分（Ａ）及び成分（Ｂ）との合計の含有量に対し
て、０．１質量％〜２０質量％であることが好ましく、０．５質量％〜１０質量％である
ことがより好ましく、１質量％〜７質量％が更に好ましい。
成分（Ｃ）の含有量が、組成物中に含まれる成分（Ａ）と成分（Ｂ）との合計の含有量
に対して、０．１質量％以上であると、光照射をした際に組成物の光硬化が十分に進むた
め、硬化不良が生じ難い。
成分（Ｃ）の含有量が、組成物中に含まれる成分（Ａ）と成分（Ｂ）との合計の含有量
に対して、２０質量％以下であると、成分（Ｃ）が過度に光を吸収しないため、硬化不良
が生じ難い。また、成分（Ｃ）が経時により析出し難く、重合体の保存特性がより良好と
なる。
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【００３６】
［その他の成分：成分（Ｄ）］
本開示の重合体を形成する組成物は、本開示の一実施形態が奏する効果を損なわない範
囲において、必要に応じて、アリルカルダノール（Ａ）、チオール化合物（Ｂ）、及び光
開始剤（Ｃ）以外のその他の成分（Ｄ）を更に含んでいてもよい。
他の成分（Ｄ）としては、重合禁止剤、可塑剤、増感剤、難燃剤、相溶化剤、離型剤、
耐光剤、耐候剤、着色剤、顔料、改質剤、ドリップ防止剤、帯電防止剤、加水分解防止剤
、充填剤、補強剤（ガラス繊維、炭素繊維、タルク、クレー、マイカ、ガラスフレーク、
ミルドガラス、ガラスビーズ、結晶性シリカ、アルミナ、窒化ケイ素、窒化アルミニウム
、ボロンナイトライド等）、受酸剤（酸化マグネシウム、酸化アルミニウム等の酸化物；
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水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化アルミニウム、ハイドロタルサイト等の
金属水酸化物；炭酸カルシウム；タルク；など）、反応性トラップ剤（例えば、エポキシ
化合物、酸無水物化合物、カルボジイミド等）、酸化防止剤、レべリング剤、消泡剤、顔
料等の各種添加剤が挙げられる。
【００３７】
その他の成分（Ｄ）（「成分（Ｄ）」ともいう。）の含有量は、重合体の全質量に対し
て、２５質量％以下であることが好ましく、１５質量％以下であることがより好ましく、
５質量％以下であることが更に好ましく、特に好ましくは０質量％である。ここで、「０
質量％」とはその他の成分を含まないことを意味する
ただし、成分（Ｄ）が、補強剤、改質剤、又は充填剤である場合に限り、重合体の全質
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量に対して成分（Ｄ）は、１５質量％以上含むことが好ましく、２５質量％以上含むこと
がより好ましく、５０質量％以上含むことが更に好ましい。また、上限値としては特に限
定されるものではないが、１５０質量％以下であることが例示される。
【００３８】
本開示の重合体は、成分（Ａ）及び成分（Ｂ）以外に由来する構成単位を含んでいても
よい。成分（Ａ）及び成分（Ｂ）以外に由来する構成単位として、例えば成分（Ａ）以外
のエチレン性不飽和結合を有する化合物、に由来する構成単位が挙げられる。
【００３９】
成分（Ａ）以外のエチレン性不飽和結合を有する化合物としては、例えば、アクリロイ
ル基を２個以上有する多官能アクリレートが挙げられる。このような多官能アクリレート
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としては、例えば、１，６−ヘキサンジオールジアクリレート、１，９−ノナンジオール
ジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジア
クリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ポリテトラエチレングリコール
ジアクリレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート、エトキシ化ビスフェノ
ールＡジアクリレート、アルコキシ化グリセリントリアクリレート、トリメチロールプロ
パントリアクリレート、アルコキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタ
エリスリトールトリアクリレート、アルコキシ化ペンタエリスリトールトリアクリレート
、グリセリンプロポキシトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、
アルコキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジトリメチロールプロパンテト
ラアクリレート、及びジペンタエリスリトールヘキサアクリレートが挙げられる。
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また、成分（Ａ）以外のエチレン性不飽和結合を有する化合物として、亜麻仁油、桐油
、ベニバナ油、ケシ油、シソ油、エゴマ油、ヒマワリ油、サフラワー油等の乾性油が挙げ
られる。
【００４０】
−成分（Ａ）と成分（Ｂ）の含有量又は含有量比−
本開示の重合体を形成する組成物において、動的粘弾性の経時変化が抑制される重合体
を得る観点から、成分（Ａ）の炭素−炭素不飽和二重結合と、成分（Ｂ）が有するチオー
ル基とがモル比で、０．１：１．０〜１．０：０．１であることが好ましく、０．２５：
１〜１：０．２５であることがより好ましい。
【００４１】
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＜重合体の製造方法＞
本開示の重合体の製造方法は、具体的には以下の工程を含むことが好ましい。
１）アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）と、光開始剤（Ｃ）とを準備す
る工程（以下、「工程１」ともいう。）。
２）アリルカルダノール（Ａ）と、チオール化合物（Ｂ）と、光開始剤（Ｃ）とが混合さ
れた分散液（「本開示の重合体を形成する組成物」の一例である。）を調製する工程（以
下、「工程２」ともいう。）。
３）工程２で得られた分散液を支持体上に塗布して、紫外線又は可視光を照射する工程（
以下、「工程３」ともいう。）。
４）工程３で得られた重合体に対して、加熱処理を行う工程（以下、「工程４」ともいう

10

。）
【００４２】
工程１において、アリルカルダノール（Ａ）は、カシューナッツの外殻から抽出される
非可食なフェノール性の植物油（「ＣＮＳＬ」ともいう。）をアリル化したものでもよい
し、カシューナッツの外殻から単離したカルダノールをアリル化したものでもよいし、市
販品を使用してもよい。
【００４３】
工程２では、アリルカルダノールが有機溶媒の代替となるため、有機溶媒を使用するこ
となく（すなわち、無溶剤で）、分散液を調製することができる。均一な分散液を得る観
点から、分散液は超音波処理されることが好ましい。超音波処理とは、分散液に超音波を

20

印加することであり、この超音波処理を行うことにより、無溶剤でも、室温にて均一な分
散液を作製することが可能となる。均一な分散液を得るために、分散液は超音波により少
なくとも１分間以上処理されることが好ましい。
【００４４】
工程３では、波長３００ｎｍ〜４５０ｎｍの紫外線又は可視光を２秒以上１０分以下照
射することにより、アリルカルダノール（Ａ）とチオール化合物（Ｂ）と光開始剤（Ｃ）
とを含む組成物において、チオールエン反応が進行し、アリルカルダノール（Ａ）に由来
する構成単位と、チオール化合物（Ｂ）に由来する構成単位とを含む重合体が得られる。
紫外線又は可視光を照射した後の重合体の構造は、図１で示されるものが想定される。図
１に示すように、紫外線又は可視光を照射した後の重合体は、アリルカルダノール（Ａ）

30

に由来する構成単位とチオール化合物（Ｂ）に由来する構成単位とが重合している箇所が
みられる一方、未反応の残存するチオール基（ＳＨ基）が多くみられる。
【００４５】
工程４の加熱処理を行うことで、例えば図２に示すように、工程３において未反応の残
存していたチオール基同士が結合し、重合体中にジスルフィド結合が新たに形成される。
得られる重合体について、５３２ｎｍのレーザー光を照射したときのラマンシフト１４
５０ｃｍ−１におけるピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマンシフト５３０ｃｍ−
１

におけるピーク強度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕を０．１

０以上にする観点から、加熱処理の条件として、加熱温度は５０℃以上２５０℃以下であ
ることが好ましく、１００℃以上２００℃以下であることがより好ましく、加熱時間は１
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分以上２４時間以下であることが好ましい。
【００４６】
＜用途＞
本開示の重合体は、動的粘弾性の経時変化が抑制さる重合体であること、また、本開示
の重合体は、室温で有機溶媒を使用することなく作製可能で、短時間で光硬化する環境調
和型材料として、以下の分野に適用されることが好適である。
本開示の重合体の用途として、塗料、接着剤、粘着剤、電子光学材料（例えば、低誘電
率材料）、包装材料（例えば、ガスバリア材料）、農業用生分解性マルチフィルム、ポッ
ティング材、耐熱材料、耐薬品材料、抗菌材料等を例示することができる。
【実施例】
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【００４７】
以下、本発明を、実施例等を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、これら各実施例
は、本発明を制限するものではない。
実施例及び比較例における物性値等は、以下の方法により測定した。
【００４８】
〔動的粘弾性測定（貯蔵弾性率・損失正弦）〕
各例で得られた重合体について、動的粘弾性試験機（ＭＥＴＴＬＥＲ
ＤＭＡ

ＴＯＬＥＤＯ

１、メトラー・トレド株式会社製）を使用して、引張方向の弾性率（ＭＰａ）を

測定した。また、昇温速度５℃／ｍｉｎで１０Ｈｚの周波数での貯蔵弾性率および、損失
弾性率を測定し、その比を損失正接（ｔａｎδ）として測定し、ピーク値を示す温度（℃

10

）を求めた
また、貯蔵弾性率、及び損失正弦の経時変化は、重合体を作製してから、１カ月後、又
は３カ月後に同様の測定を行い、得られたＤＭＡ曲線により経時変化を観察した。その結
果を図３及び図４に示す。
【００４９】
〔ラマンスペクトル測定〕
各例で得られた重合体について、以下の方法で、ラマンシフト１４５０ｃｍ−１におけ
るピーク強度〔Ｉ（１４５０）〕に対するラマンシフト５３０ｃｍ−１におけるピーク強
度〔Ｉ（５３０）〕の比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕の測定を行った。
比〔Ｉ（５３０）／Ｉ（１４５０）〕は、下記の条件でラマンスペクトル測定を行った
。ラマン分光測定は、レーザーラマン分光光度計（型番：Ｎｉｃｏｌｅｔ
ＸＲ、Ｔｈｅｒｍｏ

20

Ａｌｍｅｇａ

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社）を用い、各例で得られた重合体が平ら

になるようにセットした試料板にレーザー光を照射して行った。測定条件は以下の通りで
ある。
レーザー光の波長：５３２ｎｍ
波数分解能：２．５６ｃｍ−１
測定範囲：５００ｃｍ−１〜３５００ｃｍ−１
ピークリサーチ：バックグラウンド除去
測定条件：２５℃、５５％ＲＨ下
30

【００５０】
〔ガラス転移点〕
各例で得られた重合体のガラス転移点は、下記の方法で測定した。
メトラー・トレド株式会社製動的粘弾性装置「ＭＥＴＴＬＥＲ

ＴＯＬＥＤＯ

ＤＭＡ

１」を用い、試料を窒素雰囲気で−３５〜１００℃の温度範囲を５℃／分で昇温した。
周波数は１０Ｈｚとした。損失弾性率（Ｅ

）が極大値を示す温度を、ガラス転移点（

Ｔｇ）とした。
【００５１】
〔光吸収特性〕
各例で得られた重合体の光吸収特性は、下記の方法で測定した。
分光光度計（日本分光株式会社製「紫外・可視分光光度計（Ｖ−５５０）」）を用い、
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波長２００ｎｍから８００ｎｍの範囲での、得られたフィルムの分光スペクトルを得て、
各波長範囲での平均透過率を得た。
なお、測定は、大気の雰囲気下で、２５℃にて行い、測定光の入射角は０度設定とした
。各波長における透過率は２ｎｍ間隔で測定し、波長３００ｎｍの範囲で透過率の平均値
をとり、波長３００ｎｍの透過率とした。
【００５２】
〔屈折率〕
各例で得られた重合体の屈折率は、下記の方法で測定した。
支持体上に形成された重合体の屈折率を測定した。屈折率は、Ｐｒｉｓｍ
ｅｒ

Ｍｏｄｅｌ：

Ｃｏｕｐｌ

２０１０（Ｍｅｔｒｉｃｏｎ社製）を使用して測定した。測定波長
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は５３２、６３３、及び７８０ｎｍを用いて、各波長における屈折率を算出した。
なお、表１に記載の値は、測定波長５３２ｎｍで測定された屈折率である。
【００５３】
＜実施例１＞
以下に示す合成経路に従って、本開示の重合体に含まれるアリルカルダノールを得た。
以下の合成経路は、カルダノール（「化合物（１−１）」ともいう。）を出発原料として
、アリルカルダノール（「化合物（１−２）」ともいう。）を得る合成経路を示している
。
【００５４】
【化２】

10

20
【００５５】
−化合物（１−２）の合成−
マグネチックスターラーを備えた５００ｍＬナスフラスコに化合物（１−１）４８．１
２ｇ（０．１６ｍｏｌ）、蒸留したＤＭＦ１４４ｍＬ、ＫＯＨ１８．０１ｇ（０．３２ｍ
ｏｌ）、撹拌子を加え、氷浴下で撹拌しながらａｌｌｙｌｂｒｏｍｉｄｅ４２．０ｍＬ（
０．５０ｍｏｌ）をゆっくり滴下し、室温で２４時間撹拌した。撹拌後、蒸留水を加え、
さらに３０分撹拌し、酢酸エチルで抽出した。抽出した有機層を水で洗い、硫酸マグネシ
ウムで乾燥、エバポレーションを行い、カラム（展開溶媒はヘキサン：酢酸エチル＝１９
：１）により分離後再度エバポレーション、真空乾燥を行った。精製終了後、透明な液体

30

が４１．３ｇ（収率９３．６％）得られた。化合物（１−２）は、これ以上精製せず、そ
のまま重合体の合成に用いた。
【００５６】
−モノマー溶液の調製−
得られた化合物（１−２）と、チオール化合物と、光開始剤とを準備した。化合物（１
−２）中の側鎖のＣ＝Ｃ二重結合の数と、チオール化合物中のＳＨ基の数との比率が１：
１（すなわち、Ｃ＝Ｃ：Ｓ−Ｈ＝１：１）となるように、化合物（１−２）及びチオール
化合物とを加え、更に光開始剤を、化合物（１−２）及びチオール化合物との合計の質量
に対して６質量％となるように加えて、混合液を調製した。この混合液に対して、超音波
を印加し、均一溶液であるモノマー溶液を得た。
ここで、使用したチオール化合物は、下記式に示すトリメチロールプロパントリス（３
−メルカプトプロピオネート）（「化合物（１−３）」ともいう。）であり、また、使用
した光開始剤は下記式に示す２，２−ジメトキシ−２−フェニルアセトフェノン（「化合
物（１−４）」ともいう。）であった。
【００５７】
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【化３】

10
【００５８】
−重合体の作製−
得られたモノマー溶液は、ガラス板（「支持体」の一例。）の上に滴下され、アプリケ
ーターを用いてコートされ、主波長３６５ｎｍの紫外線が１分間照射され、硬化物が得ら
れた。得られた硬化物の厚さは、７５μｍ〜１０００μｍであった。この硬化物に対し、
更に、１３０℃、１時間の大気雰囲気にて加熱処理を行うことにより、重合体を得た。得
られた重合体について、各種物性の測定を行った。
【００５９】
＜比較例１＞
重合体の作製において、加熱処理を行わなかった以外は実施例１と同様に作製し、得ら

20

れた重合体について、各種物性の測定を行った。
【００６０】
図３から分かるように、貯蔵弾性率について、ＤＭＡ曲線の経時変化をみると、実施例
で得られた重合体は、時間経過による弾性率の変化はほとんど見られなかった（図３の（
Ｅ１）を参照。）。一方、比較例で得られた重合体は、１カ月を経過した時点で時間経過
による弾性率の変化が、実施例と比べて顕著であった（図３の（Ｃ１）を参照）。
【００６１】
また、図４から分かるように、損失正弦について、ＤＭＡ曲線の経時変化をみると、実
施例で得られた重合体は、時間経過による弾性率の変化はほとんど見られなかった（図４
の（Ｅ１）を参照。）。一方、比較例で得られた重合体は、１カ月を経過した時点で時間
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経過による弾性率の変化が、実施例と比べて顕著であった（図４の（Ｃ１）を参照）。
【００６２】
したがって、実施例で得られた重合体は、比較例に比べ、動的粘弾性の経時変化が抑制
されていることがわかる。
【００６３】
次に、実施例及び比較例の各例で得られた各種物性について、表１に示す。
【００６４】
【表１】
40

【００６５】
表１の結果より、実施例で得られた重合体は、比較例に比べ、ガラス転移点が高く、硬
度に優れていることが伺える。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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