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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】耐熱性、光学特性に優れる硬化物を与える新規な脂環エポキシ樹脂を提供する。
【解決手段】下記式（１）

で表されるジオレフィン樹脂、およびこれを酸化して得られるエポキシ樹脂。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
２つのＳｉ－Ｈ結合を有するアルキルシロキサンとジシクロペンタジエンおよび／または
メチルジシクロペンタジエンとの反応により得られるジオレフィン樹脂。
【請求項２】
下記式（１）
【化１】

（式中、複数存在するＲ１、Ｒ２はそれぞれ独立して存在し、Ｒ１は炭素数１～６のアル
キル基を表し、Ｒ２は水素原子、もしくはメチル基を表す。（P）は＊位でSiと結合して
いる。）
で表されることを特徴とするジオレフィン樹脂。
【請求項３】
請求項１又は請求項２いずれか一項に記載のジオレフィン化合物を酸化することにより得
られるエポキシ樹脂。
【請求項４】
過酸化水素、過酸のいずれかを用いてエポキシ化することを特徴とする請求項３に記載の
エポキシ樹脂。
【請求項５】
請求項３又は請求項４のいずれか一項に記載のエポキシ樹脂と硬化剤および／または硬化
触媒を含有する硬化性樹脂組成物。
【請求項６】
請求項５に記載の硬化性樹脂組成物を硬化してなる硬化物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気電子材料用途に好適な、新規なジオレフィン化合物及びエポキシ樹脂に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　エポキシ樹脂は種々の硬化剤で硬化させることにより、一般的に機械的性質、耐水性、
耐薬品性、耐熱性、電気的性質などに優れた硬化物となり、接着剤、塗料、積層板、成形
材料、注型材料、レジストなどの幅広い分野に利用されている。近年、特に半導体関連材
料の分野においてはカメラ付き携帯電話、超薄型の液晶やプラズマＴＶ、軽量ノート型パ
ソコンなど軽・薄・短・小がキーワードとなるような電子機器があふれ、これによりエポ
キシ樹脂に代表されるパッケージ材料にも非常に高い特性が求められてきている。特に先
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端パッケージはその構造が複雑になり、液状封止でなくては封止が困難な物が増加してい
る。例えばＥｎｈａｎｃｅｄＢＧＡのようなキャビティーダウンタイプの構造になってい
るものは部分封止を行う必要があり、トランスファー成型では対応できない。このような
ことから高機能な液状エポキシ樹脂の開発が求められている。
　またコンポジット材、車の車体や船舶の構造材として、近年、その製造法の簡便さから
ＲＴＭが使用されている。このような組成物においてはカーボンファイバー等への含浸の
されやすさから低粘度のエポキシ樹脂が望まれている。
【０００３】
　また、オプトエレクトロニクス関連分野、特に近年の高度情報化に伴い、膨大な情報を
円滑に伝送、処理するために、従来の電気配線による信号伝送に変わり、光信号を生かし
た技術が開発されていく中で、光導波路、青色ＬＥＤ、および光半導体等の光学部品の分
野においては透明性に優れた樹脂の開発が望まれている。これらの要求に対し、脂環式の
エポキシ化合物が注目されている。
【０００４】
　脂環式エポキシ化合物はグリシジルエーテルタイプのエポキシ化合物と比較し、電気絶
縁性や、透明性といった面で優れており、透明封止材料等に種々使用されているが、特に
ＬＥＤ等、高度な熱・光特性が求められる分野において、十分な耐熱性、耐光性を有する
化合物が求められている（特許文献１、２、３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５２１８７号公報
【特許文献２】特開２００７－５１０７７２号公報
【特許文献３】特開２００７－１６０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、耐熱性、光学特性に優れる硬化物を与える新規な脂環式エポキシ樹脂を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは前記のような実状に鑑み、鋭意検討した結果、本発明を完成させるに至っ
た。
　すなわち本発明は、
（１）
２つのＳｉ－Ｈ結合を有するアルキルシロキサンとジシクロペンタジエンおよび／または
メチルジシクロペンタジエンとの反応により得られるジオレフィン樹脂
（２）
下記式（１）



(4) JP 2011-225654 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

【化１】

（式中、複数存在するＲ１、Ｒ２はそれぞれ独立して存在し、Ｒ１は炭素数１～６のアル
キル基を表し、Ｒ２は水素原子、もしくはメチル基を表す。（P）は＊位でSiと結合して
いる。）
で表されることを特徴とするジオレフィン樹脂、
（３）
前項（１）又は（２）いずれか一項に記載のジオレフィン化合物を酸化することにより得
られるエポキシ樹脂、
（４）
過酸化水素、過酸のいずれかを用いてエポキシ化することを特徴とする前項（３）に記載
のエポキシ樹脂、
（５）
前項（３）又は（４）のいずれか一項に記載のエポキシ樹脂と硬化剤および／または硬化
触媒を含有する硬化性樹脂組成物、
（６）
前項（５）に記載の硬化性樹脂組成物を硬化してなる硬化物、
に関する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のオレフィン樹脂は、透明性に優れ、光学特性に優れた硬化物を与えるエポキシ
樹脂（本発明のエポキシ樹脂）の原料となる。本発明のエポキシ樹脂を含む本発明の硬化
性脂組成物は電気・電子材料、成型材料、注型材料、積層材料、塗料、接着剤、レジスト
、などの広範囲の用途、特に光学材料にきわめて有用である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、２つのＳｉ－Ｈ結合を有するアルキルシロキサンとジシクロペンタジエンお
よび／またはメチルジシクロペンタジエンとの反応により得られるジオレフィン樹脂。ま
たこれを酸化することで得られるエポキシ樹脂に関する。
【００１０】
　２つのＳｉ－Ｈ結合を有するアルキルシロキサンとしては1,1,3,3-テトラメチルジシロ
キサン、1,1,3,3-テトラエチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラプロピルジシロキサン、1,
3-ジメチル-1,3-ジフェニルプロパンジシロキサンなどが挙げられる。
【００１１】
　２つのＳｉ－Ｈ結合を有するアルキルシロキサンとジシクロペンタジエンおよび／また
はメチルジシクロペンタジエンとの反応としてはヒドロシリル化反応を用いることができ
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る。
ヒドロシリル化反応として一般的に知られているのはSpeier触媒(H2PtCl6)および、Karst
edt触媒(H2PtCl6とビニルシロキサンから調製)を用いた反応である。（参考文献　ＯＤＯ
ＯＳ：Online Database of Organic Synthesis　http://www.chem-station.com/odos/）
本発明においてはどのような触媒を用いても構わないが、前述と同様白金触媒の使用が好
ましく、塩化白金酸、塩化白金酸のアルコール溶液、白金のオレフィン錯体、白金のアル
ケニルシロキサン錯体、白金のカルボニル錯体などが例示される。（参考特許文献：特開
２００１－１３９６８８号公報）
【００１２】
　このようにして得られる化合物としては以下のような化合物が挙げられる。
下記式（２）
【００１３】
【化２】

 （式中、複数存在するＲ１、Ｒ２はそれぞれ独立して存在し、Ｒ１は炭素数１～６のア
ルキル基を表し、Ｒ２は水素原子、もしくはメチル基を表す。ｎはくり返し数であり、平
均値を示し、通常０～２．５であり、好ましくは０～１．７、さらに好ましくは０～１．
０である。（P）又は（Q）は＊位でSiと結合している。）
で表される。
　本発明においては特にくり返し数ｎが０である前記式（１）の構造が好ましい。
　ここで、式（２）の化合物の分子量分布は仕込みの比率と温度で制御をすることが可能
である。
【００１４】
　前記式（１）（２）に示す、本発明のジオレフィン樹脂は酸化することで本発明のエポ
キシ樹脂とすることができる。酸化の手法としては過酢酸等の過酸で酸化する方法、過酸
化水素水で酸化する方法、空気（酸素）で酸化する方法などが挙げられるが、これらに限
らない。
　過酸によるエポキシ化の手法としては具体的には特開２００６－５２１８７号公報に記
載の手法などが挙げられる。
　過酸化水素水によるエポキシ化の手法においては種々の手法が適応できるが、具体的に
は、特開昭５９－１０８７９３号公報、特開昭６２－２３４５５０号公報、特開平５－２
１３９１９号公報、特開平１１－３４９５７９号公報、特公平１―３３４７１号公報、特
開２００１－１７８６４号公報、特公平３－５７１０２号公報等に挙げられるような手法
が適応できる。
【００１５】
　以下、本発明のエポキシ樹脂を得るのに特に好ましい方法を例示する。
　まず、本発明のジオレフィン樹脂、ポリ酸類及び４級アンモニウム塩を有機物、過酸化
水素水の懸濁状態で反応を行う。
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【００１６】
　本発明で使用するポリ酸類は、ポリ酸構造を有する化合物であれば特に制限はないが、
タングステンまたはモリブデンを含むポリ酸類が好ましく、タングステンを含むポリ酸類
が更に好ましく、タングステン酸塩類が特に好ましい
　具体的なポリ酸類としては、タングステン酸、１２－タングスト燐酸、１２－タングス
トホウ酸、１８－タングスト燐酸、１２－タングストケイ酸、などのタングステン系の酸
、モリブデン酸、燐モリブデン酸等のモリブデン系の酸の塩等が挙げられる。
　これらの塩のカウンターカチオンとしてはアンモニウムイオン、アルカリ土類金属イオ
ン、アルカリ金属イオンなどが挙げられる。
　具体的にはカルシウムイオン、マグネシウムイオン等のアルカリ土類金属イオン、ナト
リウム、カリウム、セシウム等のアルカリ金属イオンなどが挙げられるがこれらに限定さ
れない。特に好ましいカウンターカチオンとしてはナトリウムイオン、カリウムイオン、
カルシウムイオン、アンモニウムイオンである。
【００１７】
　ポリ酸類の使用量としては本発明のオレフィン１モル（官能基当量）に対し、金属元素
換算（タングテン酸ならタングステン原子、モリブデン酸ならモリブデン原子のモル数）
で　０．５～２０ミリモル、好ましくは１．０～２０ミリモル、さらに好ましくは２．５
～１５ミリモルである。
【００１８】
　４級アンモニウム塩としては、総炭素数が１０以上、好ましくは２５～１００、より好
ましくは２５～５５の４級アンモニウム塩が好ましく使用でき、特にそのアルキル鎖が全
て脂肪族鎖であるものが好ましい。
　具体的にはトリデカニルメチルアンモニウム塩、ジラウリルジメチルアンモニウム塩、
トリオクチルメチルアンモニウム塩、トリアルキルメチル（アルキル基がオクチル基であ
る化合物とデカニル基である化合物の混合タイプ）アンモニウム塩、トリヘキサデシルメ
チルアンモニウム塩、トリメチルステアリルアンモニウム塩、テトラペンチルアンモニウ
ム塩、セチルトリメチルアンモニウム塩、ベンジルトリブチルアンモニウム塩、ジセチル
ジメチルアンモニウム塩、トリセチルメチルアンモニウム塩、ジ硬化牛脂アルキルジメチ
ルアンモニウム塩などが挙げられるがこれらに限定されない。特に炭素数が２５～１００
の物が好ましい。
　またこれら塩のアニオン種に特に限定はなく、具体的にはハロゲン化物イオン、硝酸イ
オン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、アセテートイオン、炭酸イオン、等が挙げられるが
、これらに限定されない。
　炭素数が１００を上回ると疎水性が強くなりすぎて、４級アンモニウム塩の有機層への
溶解性が悪くなる場合がある。炭素数が１０以下であると親水性が強くなり、同様に４級
アンモニウム塩の有機層への相溶性が悪くなり、好ましくない。
　４級アンモニウム塩の使用量は使用するタングステン酸類の価数倍の０．０１～０．８
倍当量、あるいは１．１～１０倍当量が好ましい。より好ましくは０．０５～０．７倍当
量、あるいは１．２～６．０倍当量であり、さらに好ましくは０．０５～０．５倍当量、
あるいは１．３～４．５倍当量である。
　例えば、タングステン酸であればＨ２ＷＯ４で２価であるので、タングステン酸１モル
に対し、４級アンモニウムのカルボン酸塩は０．０２～１．６モル、もしくは２．２～２
０モルの範囲が好ましい。またタングスト燐酸であれば３価であるので、同様に０．０３
～２．４モル、もしくは３．３～２０モル、ケイタングステン酸であれば４価であるので
０．０４～３．２モル、もしくは４．４～４０モルが好ましい。
　４級アンモニウムのカルボン酸塩の量が、タングステン酸類の価数倍の１．１倍当量よ
りも低い場合、エポキシ化反応が進行しづらい（場合によっては反応の進行が早くなる）
、また副生成物ができやすいという問題が生じる。１０倍当量よりも多い場合、後処理が
大変であるばかりか、反応を抑制する働きがあり、好ましくない。
【００１９】
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　緩衝液としてはいずれも用いることができるが、本反応においては燐酸塩水溶液を用い
るのが好ましい。そのｐＨとしてはｐＨ４～１０の間に調整されたものが好ましく、より
好ましくはｐＨ５～９である。ｐＨ４以下の場合、エポキシ基の加水分解反応、重合反応
が進行しやすくなる。またｐＨ１０より大きい場合、反応が極度に遅くなり、反応時間が
長すぎるという問題が生じる。
　特に本発明においては触媒であるタングステン酸類を溶解した際に、ｐＨ５～９の間に
なるように調整されることが好ましい。
　緩衝液の使用方法は、例えば好ましい緩衝液である燐酸－燐酸塩水溶液の場合は過酸化
水素に対し、０．１～１０モル％当量の燐酸（あるいは燐酸二水素ナトリウム等の燐酸塩
）を使用し、塩基性化合物（たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウ
ム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム等）でｐＨ調整を行うという方法が挙げられる。
ここでｐＨは過酸化水素を添加した際に前述のｐＨになるように添加することが好ましい
。また、燐酸二水素ナトリウム、燐酸水素二ナトリウムなどを用いて調整することも可能
である。好ましい燐酸塩の濃度は０．１～６０重量％、より好ましくは１～４５重量％で
ある。
　また、本反応においては緩衝液を使用せず、燐酸水素２ナトリウム、燐酸２水素ナトリ
ウム、燐酸ナトリウム、トリポリ燐酸ナトリウム、など（またはその水和物）を、ｐH調
整無しに燐酸塩を直接添加しても構わない。工程の簡略化、という意味合いではｐH調整
のわずらわしさが無く、直接の添加が特に好ましい。この場合の燐酸塩の使用量は、過酸
化水素に対し、通常０．１～５モル％当量、好ましくは０．２～４モル％当量、より好ま
しくは、０．３～３モル％当量である。この際、過酸化水素に対し、５モル％当量を超え
るとｐＨ調整が必要となり、０．１モル％当量以下の場合、できたエポキシ化合物の加水
分解物が進行しやすくなる、あるいは反応が遅くなるなどの弊害が生じる。
【００２０】
　本反応は過酸化水素を用いてエポキシ化を行う。本反応に使用する過酸化水素としては
、その取扱いの簡便さから過酸化水素濃度が１０～４０重量％の濃度である水溶液が好ま
しい。濃度が４０重量％を超える場合、取扱いが難しくなる他、生成したエポキシ樹脂の
分解反応も進行しやすくなることから好ましくない。
【００２１】
　本反応は有機溶剤を使用する。使用する有機溶剤の量としては、反応基質であるジオレ
フィン樹脂１に対し、重量比で０．３～１０であり、好ましくは０．３～５、より好まし
くは０．５～２．５である。重量比で１０を超える場合、反応の進行が極度に遅くなるこ
とから好ましくない。使用できる有機溶剤の具体的な例としてはヘキサン、シクロヘキサ
ン、ヘプタン等のアルカン類、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素化合物、メタノー
ル、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール等
のアルコール類が挙げられる。また、場合によっては、メチルエチルケトン、メチルイソ
ブチルケトン、シクロペンタノン、アノン等のケトン類、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン等のエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、蟻酸メチルなどのエス
テル化合物、アセトニトリル等のニトリル化合物なども使用可能である。特に好ましい溶
剤としてはヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン等のアルカン類、トルエン、キシレン等
の芳香族炭化水素化合物である。
【００２２】
　具体的な反応操作方法としては、例えばバッチ式の反応釜で反応を行う際は、ジオレフ
ィン樹脂、過酸化水素（水溶液）、ポリ酸類（触媒）、緩衝液、４級アンモニウム塩及び
有機溶剤を加え、二層で撹拌する。撹拌速度に特に指定は無い。過酸化水素の添加時に発
熱する場合が多いことから、各成分を添加した後に過酸化水素を徐々に添加する方法でも
構わない。
　この際、緩衝液（もしくは水と燐酸塩）、タングステン酸類を加えｐＨ調整を行った後
、４級アンモニウム塩、及び有機溶剤、ジオレフィン樹脂を加え、二層で撹拌したところ
に、過酸化水素を滴下するという手法を用いる。
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　あるいは水、有機溶剤、炭素-炭素二重結合を有する化合物を撹拌している中に、タン
グステン酸類、燐酸（あるいは燐酸塩類）を加え、ｐＨ調整を行った後、４級アンモニウ
ム塩を添加し、二層で撹拌したところに、過酸化水素を滴下するという手法を用いるとい
う方法でも構わない。
【００２３】
　反応温度は特に限定されないが０～９０℃が好ましく、さらに好ましくは０～７５℃、
特に１５℃～６０℃が好ましい。反応温度が高すぎる場合、加水分解反応が進行しやすく
、反応温度が低いと反応速度が極端に遅くなる。
【００２４】
　また反応時間は反応温度、触媒量等にもよるが、工業生産という観点から、長時間の反
応は多大なエネルギーを消費することになるため好ましくはない。好ましい範囲としては
１～４８時間、より好ましくは３～３６時間、さらに好ましくは４～２４時間である。
【００２５】
　反応終了後、過剰な過酸化水素のクエンチ処理を行う。クエンチ処理は、塩基性化合物
を使用して行なうことが好ましい。また、還元剤と塩基性化合物を併用することも好まし
い。好ましい処理方法としては塩基性化合物でｐＨ６～１０に中和調整後、還元剤を用い
、残存する過酸化水素をクエンチする方法が挙げられる。ｐＨが６未満の場合、過剰の過
酸化水素を還元する際の発熱が大きく、分解物を生じる可能性がある。
【００２６】
　還元剤としては亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、ヒドラジン、シュウ酸、ビタ
ミンＣなどが挙げられる。還元剤の使用量としては過剰分の過酸化水素のモル数に対し、
通常０．０１～２０倍モル、より好ましくは０．０５～１０倍モル、さらに好ましくは０
．０５～３倍モルである。
　これらは水溶液として加えることが好ましく、その濃度は０．５～３０重量％である。
【００２７】
　塩基性化合物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化マグネシウム、水
酸化カルシウム等の金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の金属炭酸塩、燐酸
ナトリウム、燐酸水素ナトリウムなどの燐酸塩、イオン交換樹脂、アルミナ等の塩基性固
体が挙げられる。
　その使用量としては水、あるいは有機溶剤（例えば、トルエン、キシレン等の芳香族炭
化水素、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン等のケトン類、シクロヘキサン、
ヘプタン、オクタン等の炭化水素、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等
のアルコール類など、各種溶剤）に溶解するものであれば、その使用量は過剰分の過酸化
水素のモル数に対し、通常０．０１～２０倍モル、より好ましくは０．０５～１０倍モル
、さらに好ましくは０．０５～３倍モルである。これらは水、あるいは前述の有機溶剤の
溶液として添加しても単体で添加しても構わない。
　水や有機溶剤に溶解しない固体塩基を使用する場合、系中に残存する過酸化水素の量に
対し、重量比で１～１０００倍の量を使用することが好ましい。より好ましくは１０～５
００倍、さらに好ましくは１０～３００倍である。水や有機溶剤に溶解しない固体塩基を
使用する場合は、後に記載する水層と有機層の分離の後、処理を行っても構わない。
【００２８】
　過酸化水素のクエンチ後（もしくはクエンチを行う前に）、この際、有機層と水層が分
離しない、もしくは有機溶剤を使用していない場合は前述の有機溶剤を添加して操作を行
い、水層より反応生成物の抽出を行う。この際使用する有機溶剤は原料ジオレフィン化合
物に対し、重量比で０．５～１０倍、好ましくは０．５～５倍である。この操作を必要に
より数回繰り返した後分離した有機層を、必要に応じて水洗して精製する。
　得られた有機層は必要に応じてイオン交換樹脂や金属酸化物（特に、シリカゲル、アル
ミナなどが好ましい）、活性炭（中でも特に薬品賦活活性炭が好ましい）、複合金属塩（
中でも特に塩基性複合金属塩が好ましい）、粘度鉱物（中でも特にモンモリロナイトなど
層状粘度鉱物が好ましい）等により、不純物を除去し、さらに水洗、ろ過等を行った後、
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溶剤を留去し、目的とするエポキシ化合物を得る。
場合によってはさらにカラムクロマトグラフィーや蒸留により精製しても構わない。
【００２９】
　このようにして得られるエポキシ化合物は式（３）
【００３０】
【化３】

（式中、複数存在するＲ１、Ｒ２はそれぞれ独立して存在し、Ｒ１は炭素数１～６のアル
キル基を表し、Ｒ２は水素原子、もしくはメチル基を表す。ｎはくり返し数であり、平均
値を示し、通常０～２．５であり、好ましくは０～１．７、さらに好ましくは０～１．０
である。（P）又は（Q）は＊位でSiと結合している。）
で表される分子を主成分とするが、エポキシが開環した加水分解体、未反応のオレフィン
体、さらにはエポキシ基同士の重合した高分子量体や、その他副反応物が反応条件によっ
ては生成する。
【００３１】
　得られたエポキシ樹脂は、例えばエポキシアクリレートおよびその誘導体、オキサゾリ
ドン系化合物、環状カーボネート化合物等の各種樹脂原料として使用できる。
【００３２】
　以下、本発明のエポキシ樹脂を含む本発明の硬化性樹脂組成物について記載する。
　本発明の硬化性樹脂組成物は本発明のエポキシ樹脂を必須成分として含有する。本発明
の硬化性樹脂組成物においては、硬化剤による熱硬化（硬化性樹脂組成物Ａ）と酸を硬化
触媒とするカチオン硬化（硬化性樹脂組成物Ｂ）の二種の方法が適応できる。
【００３３】
　硬化性樹脂組成物Ａと硬化性組樹脂成物Ｂにおいて本発明のエポキシ樹脂は単独でまた
は他のエポキシ樹脂と併用して使用することが出来る。併用する場合、本発明のエポキシ
樹脂の全エポキシ樹脂中に占める割合は３０重量％以上が好ましく、特に４０重量％以上
が好ましい。ただし、本発明のエポキシ樹脂を硬化性樹脂組成物の改質剤として使用する
場合は、１～３０重量％の割合で添加する。
【００３４】
　本発明のエポキシ樹脂と併用し得る他のエポキシ樹脂としては、ノボラック型エポキシ
樹脂、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、トリフェニルメタ
ン型エポキシ樹脂、フェノールアラルキル型エポキシ樹脂などが挙げられる。具体的には
、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＳ、チオジフェノール、フルオレンビスフェノール
、テルペンジフェノール、４，４’－ビフェノール、２，２’－ビフェノール、３，３’
，５，５’－テトラメチル－[１，１’－ビフェニル]－４，４’－ジオール、ハイドロキ
ノン、レゾルシン、ナフタレンジオール、トリス－（４－ヒドロキシフェニル）メタン、
１，１，２，２－テトラキス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、フェノール類（フェノ
ール、アルキル置換フェノール、ナフトール、アルキル置換ナフトール、ジヒドロキシベ
ンゼン、ジヒドロキシナフタレン等）とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズア
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ルデヒド、ｐ－ヒドロキシベンズアルデヒド、ｏ－ヒドロキシベンズアルデヒド、ｐ－ヒ
ドロキシアセトフェノン、ｏ－ヒドロキシアセトフェノン、ジシクロペンタジエン、フル
フラール、４，４’－ビス（クロルメチル）－１，１’－ビフェニル、４，４’－ビス（
メトキシメチル）－１，１’－ビフェニル、１，４－ビス(クロロメチル)ベンゼン、１，
４－ビス（メトキシメチル）ベンゼン等との重縮合物及びこれらの変性物、テトラブロモ
ビスフェノールＡ等のハロゲン化ビスフェノール類、アルコール類から誘導されるグリシ
ジルエーテル化物、脂環式エポキシ樹脂、グリシジルアミン系エポキシ樹脂、グリシジル
エステル系エポキシ樹脂、等シルセスキオキサン系のエポキシ樹脂（鎖状、環状、ラダー
状、あるいはそれら少なくとも２種以上の混合構造のシロキサン構造にグリシジル基、お
よび／またはエポキシシクロヘキサン構造を有するエポキシ樹脂）等の固形または液状エ
ポキシ樹脂が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３５】
　特に本発明の硬化性樹脂組成物を光学用途に用いる場合、脂環式エポキシ樹脂やシルセ
スキオキサン構造のエポキシ樹脂との併用が好ましい。特に脂環式エポキシ樹脂の場合、
骨格にエポキシシクロヘキサン構造を有する化合物が好ましく、シクロヘキセン構造を有
する化合物の酸化反応により得られるエポキシ樹脂が特に好ましい。
　これらエポキシ樹脂としては、シクロヘキセンカルボン酸とアルコール類とのエステル
化反応あるいはシクロヘキセンメタノールとカルボン酸類とのエステル化反応（Tetrahed
ron vol.36 p.2409 (1980)、Tetrahedron Letter p.4475 (1980）等に記載の手法)、ある
いはシクロヘキセンアルデヒドのティシェンコ反応（特開２００３－１７００５９号公報
、特開２００４－２６２８７１号公報等に記載の手法）、さらにはシクロヘキセンカルボ
ン酸エステルのエステル交換反応（特開２００６－０５２１８７号公報等に記載の手法）
によって製造できる化合物を酸化した物などが挙げられる。
　アルコール類としては、アルコール性水酸基を有する化合物であれば特に限定されない
がエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，２－ブ
タンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサン
ジオール、シクロヘキサンジメタノール、２，４－ジエチルペンタンジオール、２－エチ
ル－２－ブチル－１．３－プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、トリシクロデカ
ンジメタノール、ノルボルネンジオールなどのジオール類、グリセ燐、トリメチロールエ
タン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、２－ヒドロキシメチル－１，４
－ブタンジオールなどのトリオール類、ペンタエリスリトール、ジトリメチロールプロパ
ンなどのテトラオール類などが挙げられる。またカルボン酸類としてはシュウ酸、マレイ
ン酸、フマル酸、フタル酸、イソフタル酸、アジピン酸、シクロヘキサンジカルボン酸な
どが挙げられるがこれに限らない。
【００３６】
　さらには、シクロヘキセン構造を有する化合物としてシクロヘキセンアルデヒド誘導体
と、アルコール体とのアセタール反応によるアセタール化合物が挙げられる。反応手法と
しては一般のアセタール化反応を応用すれば製造でき、例えば、反応媒体にトルエン、キ
シレンなどの溶媒を用いて共沸脱水しながら反応を行う方法（米国特許第２９４５００８
号公報）、濃塩酸に多価アルコールを溶解した後アルデヒド類を徐々に添加しながら反応
を行う方法（特開昭４８－９６５９０号公報）、反応媒体に水を用いる方法（米国特許第
３０９２６４０号公報）、反応媒体に有機溶媒を用いる方法（特開平７－２１５９７９号
公報）、固体酸触媒を用いる方法（特開２００７－２３０９９２号公報）等が開示されて
いる。構造の安定性から環状アセタール構造が好ましい。
　これらエポキシ樹脂の具体例としては、ＥＲＬ－４２２１、ＵＶＲ－６１０５、ＥＲＬ
－４２９９（全て商品名、いずれもダウ・ケミカル製）、セロキサイド２０２１Ｐ、エポ
リードＧＴ４０１、ＥＨＰＥ３１５０、ＥＨＰＥ３１５０ＣＥ（全て商品名、いずれもダ
イセル化学工業製）及びジシクロペンタジエンジエポキシドなどが挙げられるがこれらに
限定されるものではない（参考文献：総説エポキシ樹脂　基礎編Ｉ　ｐ７６－８５）。
　これらは単独で用いてもよく、２種以上併用してもよい。



(11) JP 2011-225654 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

【００３７】
　以下それぞれの硬化性樹脂組成物について言及する。
硬化剤による熱硬化（硬化性樹脂組成物Ａ）
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａが含有する硬化剤としては、例えばアミン系化合物、酸無
水物系化合物、アミド系化合物、フェノール系化合物、カルボン酸系化合物などが挙げら
れる。用いうる硬化剤の具体例としては、ジアミノジフェニルメタン、ジエチレントリア
ミン、トリエチレンテトラミン、ジアミノジフェニルスルホン、イソホロンジアミン、ジ
シアンジアミド、リノレン酸の２量体とエチレンジアミンより合成されるポリアミド樹脂
などの含窒素化合物（アミン、アミド化合物）；無水フタル酸、無水トリメリット酸、無
水ピロメリット酸、無水マレイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無
水フタル酸、無水メチルナジック酸、無水ナジック酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチ
ルヘキサヒドロ無水フタル酸、ブタンテトラカルボン酸無水物、ビシクロ［２，２，１］
ヘプタン－２，３－ジカルボン酸無水物、メチルビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２，
３－ジカルボン酸無水物、シクロヘキサン－１，３，４－トリカルボン酸－３，４－無水
物、などの酸無水物；各種アルコール、カルビノール変性シリコーン、と前述の酸無水物
との付加反応により得られるカルボン酸樹脂；ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビ
スフェノールＳ、フルオレンビスフェノール、テルペンジフェノール、４，４’－ビフェ
ノール、２，２’－ビフェノール、３，３’，５，５’－テトラメチル－［１，１’－ビ
フェニル］－４，４’－ジオール、ハイドロキノン、レゾルシン、ナフタレンジオール、
トリス－（４－ヒドロキシフェニル）メタン、１，１，２，２－テトラキス（４－ヒドロ
キシフェニル）エタン、フェノール類（フェノール、アルキル置換フェノール、ナフトー
ル、アルキル置換ナフトール、ジヒドロキシベンゼン、ジヒドロキシナフタレン等）とホ
ルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、ｐ－ヒドロキシベンズアルデヒ
ド、ｏ－ヒドロキシベンズアルデヒド、ｐ－ヒドロキシアセトフェノン、ｏ－ヒドロキシ
アセトフェノン、ジシクロペンタジエン、フルフラール、４，４’－ビス（クロロメチル
）－１，１’－ビフェニル、４，４’－ビス（メトキシメチル）－１，１’－ビフェニル
、１，４’－ビス（クロロメチル）ベンゼン、１，４’－ビス（メトキシメチル）ベンゼ
ン等との重縮合物及びこれらの変性物、テトラブロモビスフェノールＡ等のハロゲン化ビ
スフェノール類、テルペンとフェノール類の縮合物などのポリフェノール類；イミダゾー
ル、トリフルオロボラン－アミン錯体、グアニジン誘導体の化合物などが挙げられるが、
これらに限定されるものではない。これらは単独で用いてもよく、２種以上を用いてもよ
い。
　本発明においては特に前述の酸無水物、カルボン酸樹脂に代表される、酸無水物構造、
及び／またはカルボン酸構造を有する化合物が好ましい。
【００３８】
　酸無水物構造を有する化合物としては、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、無水メチル
ナジック酸、無水ナジック酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタ
ル酸、ブタンテトラカルボン酸無水物、ビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２，３－ジカ
ルボン酸無水物、メチルビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２，３－ジカルボン酸無水物
、シクロヘキサン－１，３，４－トリカルボン酸－３，４－無水物等が好ましく、特にメ
チルヘキサヒドロ無水フタル酸、シクロヘキサン－１，３，４－トリカルボン酸－３，４
－無水物、１，２，４－シクロヘキサントリカルボン酸－１，２－無水物、が特に好まし
い。硬度、絶縁性、耐熱性の向上又は高い透明性を付与するという観点から、硬化剤とし
て酸無水物構造を有する化合物を使用することが好ましい。
【００３９】
　カルボン酸構造を有する化合物（以下、ポリカルボン酸と称す）としては、特に２～４
官能のポリカルボン酸が好ましく、さらに２～４官能の多価アルコールと、酸無水物を付
加反応させることで得られるポリカルボン酸が好ましい。硬化剤の揮発が少なく、硬化不
良が起こりづらく、強靭性のある組成物が得られやすいという観点から、硬化剤としてポ
リカルボン酸を使用することが好ましい。
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　２～４官能の多価アルコールとしては、アルコール性水酸基を有する化合物であれば特
に限定されないがエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－プロパンジオー
ル、１，２－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１
，６－ヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、２，４－ジエチルペンタンジオ
ール、２－エチル－２－ブチル－１，３－プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、
トリシクロデカンジメタノール、ジシクロペンタジエンジメタノール、ノルボルネンジオ
ール等のジオール類、グリセ燐、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリ
メチロールブタン、２－ヒドロキシメチル－１，４－ブタンジオール等のトリオール類、
ペンタエリスリトール、ジトリメチロールプロパン等のテトラオール類等が挙げられる。
　特に好ましい２～４官能の多価アルコールとしてはシクロヘキサンジメタノール、２，
４－ジエチルペンタンジオール、２－エチル－２－ブチル－１，３－プロパンジオール、
ネオペンチルグリコール、トリシクロデカンジメタノール、ジシクロペンタジエンジメタ
ノール、ノルボルネンジオール等の分岐鎖状や環状のアルコール類である。
【００４０】
　ポリカルボン酸を製造する際の酸無水物としては、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、
無水メチルナジック酸、無水ナジック酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒド
ロ無水フタル酸、ブタンテトラカルボン酸無水物、ビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２
，３－ジカルボン酸無水物、メチルビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２，３－ジカルボ
ン酸無水物、シクロヘキサン－１，３，４－トリカルボン酸－３，４－無水物、１，２，
４－シクロヘキサントリカルボン酸－１，２－無水物等が好ましい。
【００４１】
　付加反応の条件としては特に指定はないが、具体的な反応条件の１つとしては、無触媒
・無溶剤の条件下、４０～１５０℃で加熱しながら酸無水物および多価アルコールを反応
させ、反応終了後そのまま取り出す、という手法である。ただし、本反応条件に限定され
ない。
【００４２】
　酸無水物、ポリカルボン酸は、それぞれ単独でまたは２種以上を使用することもできる
。その場合、酸無水物とポリカルボン酸の比率はその重量比で９０／１０～２０／８０で
あり特に好ましくは８０／２０～３０／７０である。
【００４３】
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａにおいて硬化剤の使用量は、全エポキシ樹脂のエポキシ基
１当量に対して０．７～１．２当量が好ましい。エポキシ基１当量に対して、０．７当量
に満たない場合、あるいは１．２当量を超える場合、いずれも硬化が不完全となり良好な
硬化物性が得られない恐れがある。
【００４４】
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａにおいては、硬化剤とともに硬化促進剤を併用しても差し
支えない。用い得る硬化促進剤の具体例としては２－メチルイミダゾール、２－エチルイ
ミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール等のイミダゾ－ル類、２－（ジメチル
アミノメチル）フェノール、１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデセン－７等
の第３級アミン類、トリフェニルホスフィン等のホスフィン類、テトラブチルアンモニウ
ム塩、トリイソプロピルメチルアンモニウム塩、トリメチルデカニルアンモニウム塩、セ
チルトリメチルアンモニウム塩などの４級アンモニウム塩、トリフェニルベンジルホスホ
ニウム塩、トリフェニルエチルホスホニウム塩、テトラブチルホスホニウム塩などの４級
ホスホニウム塩（４級塩のカウンターイオンはハロゲン、有機酸イオン、水酸化物イオン
など、特に指定は無いが、特に有機酸イオン、水酸化物イオンが好ましい。）、オクチル
酸スズ等の金属化合物等が挙げられる。硬化促進剤を用いる場合は、エポキシ樹脂１００
重量部に対して０．０１～５．０重量部が必要に応じ用いられる。
【００４５】
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａには、燐含有化合物を難燃性付与成分として含有させるこ
ともできる。燐含有化合物としては反応型のものでも添加型のものでもよい。燐含有化合
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物の具体例としては、トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリクレジル
ホスフェート、トリキシリレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、クレ
ジル－２，６－ジキシリレニルホスフェート、１，３－フェニレンビス（ジキシリレニル
ホスフェート）、１，４－フェニレンビス（ジキシリレニルホスフェート）、４，４'－
ビフェニル（ジキシリレニルホスフェート）等の燐酸エステル類；９，１０－ジヒドロ－
９－オキサ－１０－ホスファフェナントレン－１０－オキサイド、１０（２，５－ジヒド
ロキシフェニル）－１０Ｈ－９－オキサ－１０－ホスファフェナントレン－１０－オキサ
イド等のホスファン類；エポキシ樹脂と前記ホスファン類の活性水素とを反応させて得ら
れる燐含有エポキシ化合物、赤燐等が挙げられるが、燐酸エステル類、ホスファン類また
は燐含有エポキシ化合物が好ましく、１，３－フェニレンビス（ジキシリレニルホスフェ
ート）、１，４－フェニレンビス（ジキシリレニルホスフェート）、４，４'－ビフェニ
ル（ジキシリレニルホスフェート）または燐含有エポキシ化合物が特に好ましい。燐含有
化合物の含有量は燐含有化合物／全エポキシ樹脂＝０．１～０．６（重量比）が好ましい
。０．１以下では難燃性が不十分であり、０．６より大きいと硬化物の吸湿性、誘電特性
に悪影響を及ぼす懸念がある。
【００４６】
　さらに本発明の硬化性樹脂組成物Ａには、必要に応じて酸化防止剤を添加しても構わな
い。使用できる酸化防止剤としては、フェノール系、イオウ系、燐系酸化防止剤が挙げら
れる。酸化防止剤は単独で又は２種以上を組み合わせて使用できる。酸化防止剤の使用量
は、本発明の硬化性樹脂組成物中の樹脂成分に対して１００重量部に対して、通常０．０
０８～１重量部、好ましくは０．０１～０．５重量部である。
【００４７】
　酸化防止剤としては、例えば、フェノール系酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤、燐系酸
化防止剤などが挙げられる。フェノール系酸化防止剤の具体例として、２，６－ジ－ｔ－
ブチル－ｐ－クレゾール、ブチル化ヒドロキシアニソール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ
－エチルフェノール、ステアリル－β－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）プロピオネート、イソオクチル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
フェニル）プロピオネート、２，４－ビス－（ｎ－オクチルチオ）－６－（４－ヒドロキ
シ－３，５－ジ－ｔ－ブチルアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２，４－ビス［（オ
クチルチオ）メチル］－ｏ－クレゾール、等のモノフェノール類；２，２’－メチレンビ
ス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－エチル－
６－ｔ－ブチルフェノール）、４，４’－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノ
ール）、４，４’－ブチリデンビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、トリエ
チレングリコール－ビス［３－（３－ｔ－ブチル－５－メチル－４－ヒドロキシフェニル
）プロピオネート］、１，６－ヘキサンジオール－ビス［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル
－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、Ｎ，Ｎ’－ヘキサメチレンビス（３，５
－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ヒドロシンナマミド）、２，２－チオ－ジエチレン
ビス［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、３
，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルフォスフォネート－ジエチルエステル、
３，９－ビス［１，１－ジメチル－２－｛β－（３－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－
メチルフェニル）プロピオニルオキシ｝エチル］２，４，８，１０－テトラオキサスピロ
［５，５］ウンデカン、ビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルスルホ
ン酸エチル）カルシウム等のビスフェノール類；１，１，３－トリス（２－メチル－４－
ヒドロキシ－５－ｔ－ブチルフェニル）ブタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－
トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、テトラキス－［
メチレン－３－（３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）プロピオネ
ート］メタン、ビス［３，３’－ビス－（４’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチルフェニル
）ブチリックアシッド］グリコールエステル、トリス－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシベンジル）－イソシアヌレイト、１，３，５－トリス（３’，５’－ジ－ｔ－
ブチル－４’－ヒドロキシベンジル）－Ｓ－トリアジン－２，４，６－（１Ｈ，３Ｈ，５
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Ｈ）トリオン、トコフェノール等の高分子型フェノール類が例示される。
【００４８】
　イオウ系酸化防止剤の具体例として、ジラウリル－３，３’－チオジプロピオネート、
ジミリスチル－３，３’－チオジプロピオネート、ジステアリル－３，３’－チオジプロ
ピオネート等が例示される。
【００４９】
　燐系酸化防止剤の具体例として、トリフェニルホスファイト、ジフェニルイソデシルホ
スファイト、フェニルジイソデシルホスファイト、トリス（ノニルフェニル）ホスファイ
ト、ジイソデシルペンタエリスリトールホスファイト、トリス（２，４－ジ－ｔ－ブチル
フェニル）ホスファイト、サイクリックネオペンタンテトライルビス（オクタデシル）ホ
スファイト、サイクリックネオペンタンテトライルビ（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル
）ホスファイト、サイクリックネオペンタンテトライルビ（２，４－ジ－ｔ－ブチル－４
－メチルフェニル）ホスファイト、ビス［２－ｔ－ブチル－６－メチル－４－｛２－（オ
クタデシルオキシカルボニル）エチル｝フェニル］ヒドロゲンホスファイト等のホスファ
イト類；９，１０－ジヒドロ－９－オキサ－１０－ホスファフェナントレン－１０－オキ
サイド、１０－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－９，１０－ジヒ
ドロ－９－オキサ－１０－ホスファフェナントレン－１０－オキサイド、１０－デシロキ
シ－９，１０－ジヒドロ－９－オキサ－１０－ホスファフェナントレン－１０－オキサイ
ド等のオキサホスファフェナントレンオキサイド類などが例示される。
【００５０】
　これらの酸化防止剤はそれぞれ単独で使用できるが、２種以上を組み合わせて併用して
も構わない。特に本発明においては燐系の酸化防止剤が好ましい。
【００５１】
　さらに本発明の硬化性樹脂組成物Ａには、必要に応じて光安定剤を添加しても構わない
。
光安定剤としては、ヒンダートアミン系の光安定剤、特にＨＡＬＳ等が好適である。ＨＡ
ＬＳとしては特に限定されるものではないが、代表的なものとしては、ジブチルアミン・
１，３，５－トリアジン・Ｎ，Ｎ’―ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリ
ジル－１，６－ヘキサメチレンジアミンとＮ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピ
ペリジル）ブチルアミンの重縮合物、コハク酸ジメチル－１－（２－ヒドロキシエチル）
－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン重縮合物、ポリ〔｛６－（
１，１，３，３－テトラメチルブチル）アミノ－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイ
ル｝｛（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝ヘキサメチレン｛（
２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝〕、ビス（１，２，２，６，
６－ペンタメチル－４－ピペリジル）〔〔３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４
－ヒドリキシフェニル〕メチル〕ブチルマロネート、ビス（２，２，６，６－テトラメチ
ル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペ
リジル）セバケート、ビス（１－オクチロキシ－２，２，６，６－テトラメチル－４－ピ
ペリジル）セバケート、２－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２
－ｎ－ブチルマロン酸ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）、等
が挙げられる。ＨＡＬＳは１種のみが用いられても良いし、２種類以上が併用されても良
い。
【００５２】
　さらに本発明の硬化性樹脂組成物Ａには、必要に応じてバインダー樹脂を配合すること
も出来る。バインダー樹脂としてはブチラール系樹脂、アセタール系樹脂、アクリル系樹
脂、エポキシ－ナイロン系樹脂、ＮＢＲ－フェノール系樹脂、エポキシ－ＮＢＲ系樹脂、
ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、シリコーン系樹脂などが挙げられるが、これらに
限定されるものではない。バインダー樹脂の配合量は、硬化物の難燃性、耐熱性を損なわ
ない範囲であることが好ましく、樹脂成分１００重量部に対して通常０．０５～５０重量
部、好ましくは０．０５～２０重量部が必要に応じて用いられる。
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【００５３】
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａには、必要に応じて無機充填剤を添加することができる。
無機充填剤としては、結晶シリカ、溶融シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、
炭酸カルシウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素、窒化ホウ素、ジルコニア、フォステライト、
ステアタイト、スピネル、チタニア、タルク等の粉体またはこれらを球形化したビーズ等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらは単独で用いてもよく、２種
以上を用いてもよい。これら無機充填剤の含有量は、本発明の硬化性樹脂組成物中におい
て０～９５重量％を占める量が用いられる。更に本発明の硬化性樹脂組成物には、シラン
カップリング剤、ステア燐酸、パルミチン酸、ステア燐酸亜鉛、ステア燐酸カルシウム等
の離型剤、界面活性剤、染料、顔料、紫外線吸収剤等の種々の配合剤、各種熱硬化性樹脂
を添加することができる。
【００５４】
　本発明の硬化性樹脂組成物を光半導体封止剤に使用する場合、必要に応じて、蛍光体を
添加することができる。蛍光体は、例えば、青色ＬＥＤ素子から発せられた青色光の一部
を吸収し、波長変換された黄色光を発することにより、白色光を形成する作用を有するも
のである。蛍光体を、硬化性樹脂組成物に予め分散させておいてから、光半導体を封止す
る。蛍光体としては特に制限がなく、従来公知の蛍光体を使用することができ、例えば、
希土類元素のアルミン酸塩、チオ没食子酸塩、オルトケイ酸塩等が例示される。より具体
的には、ＹＡＧ蛍光体、ＴＡＧ蛍光体、オルトシリケート蛍光体、チオガレート蛍光体、
硫化物蛍光体等の蛍光体が挙げられ、ＹＡｌＯ３：Ｃｅ、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ，Ｙ４

Ａｌ２Ｏ９：Ｃｅ、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、Ｓｒ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ、（ＳｒＥｕ）Ｏ
・Ａｌ２Ｏ３などが例示される。係る蛍光体の粒径としては、この分野で公知の粒径のも
のが使用されるが、平均粒径としては、１～２５０μｍ、特に２～５０μｍが好ましい。
これらの蛍光体を使用する場合、その添加量は、その樹脂成分に対して１００重量部に対
して、１～８０重量部、好ましくは、５～６０重量部である。
【００５５】
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａは、各成分を均一に混合することにより得られる。本発明
の硬化性樹脂組成物Ａは従来知られている方法と同様の方法で容易にその硬化物とするこ
とができる。例えば本発明のエポキシ樹脂と硬化剤並びに必要により硬化促進剤、燐含有
化合物、バインダー樹脂、無機充填材及び配合剤とを必要に応じて押出機、ニーダ、ロー
ル等を用いて均一になるまで充分に混合して硬化性樹脂組成物を得、その硬化性樹脂組成
物をポッティング、溶融後（液状の場合は溶融無しに）注型あるいはトランスファー成型
機などを用いて成型し、さらに８０～２００℃で２～１０時間加熱することにより本発明
の硬化物を得ることができる。
【００５６】
　また本発明の硬化性樹脂組成物Ａを必要に応じてトルエン、キシレン、アセトン、メチ
ルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ
ド、Ｎ－メチルピロリドン等の溶剤に溶解させ、硬化性樹脂組成物ワニスとし、ガラス繊
維、カ－ボン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、アルミナ繊維、紙などの基材に
含浸させて加熱乾燥して得たプリプレグを熱プレス成形することにより、本発明の硬化性
樹脂組成物Ａの硬化物とすることができる。この際の溶剤は、本発明の硬化性樹脂組成物
と該溶剤の混合物中で通常１０～７０重量％、好ましくは１５～７０重量％を占める量を
用いる。また液状組成物であれば、そのまま例えば、ＲＴＭ方式でカーボン繊維を含有す
るエポキシ樹脂硬化物を得ることもできる。
【００５７】
　また本発明の硬化性樹脂組成物Ａをフィルム型組成物の改質剤としても使用できる。具
体的にはＢステージにおけるフレキ性等を向上させる場合に用いることができる。このよ
うなフィルム型の樹脂組成物は、本発明の硬化性樹脂組成物Ａを前記硬化性樹脂組成物ワ
ニスとして剥離フィルム上に塗布し、加熱下で溶剤を除去した後、Ｂステージ化を行うこ
とによりシート状の接着剤として得られる。このシート状接着剤は多層基板などにおける
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層間絶縁層として使用することが出来る。
【００５８】
　次に本発明のエポキシ樹脂組成物を光半導体の封止材又はダイボンド材として用いる場
合について詳細に説明する。
【００５９】
　本発明のエポキシ樹脂組成物が高輝度白色ＬＥＤ等の光半導体の封止材、またはダイボ
ンド材として用いる場合には、本発明の多価カルボン酸を含有する硬化剤（硬化剤組成物
）と、エポキシ樹脂の他、硬化促進剤、カップリング材、酸化防止剤、光安定剤等の添加
物を充分に混合することによりエポキシ樹脂組成物を調製し、封止材として、またはダイ
ボンド材と封止材の両方に使用される。混合方法としては、ニーダー、三本ロール、万能
ミキサー、プラネタリーミキサー、ホモミキサー、ホモディスパー、ビーズミル等を用い
て常温または加温して混合する。
【００６０】
　高輝度白色ＬＥＤ等の光半導体素子は、一般的にサファイア、スピネル、ＳｉＣ、Ｓｉ
、ＺｎＯ等の基板上に積層させたＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＡｌＡｓ，ＧａＡｓＰ、ＡｌＧ
ａ、ＩｎＰ、ＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＩｎＧａＮ等の半導体チップを、接着剤（ダイボ
ンド材）を用いてリードフレームや放熱板、パッケージに接着させてなる。電流を流すた
めに金ワイヤー等のワイヤーが接続されているタイプもある。その半導体チップを、熱や
湿気から守り、かつレンズ機能の役割を果たすためにエポキシ樹脂等の封止材で封止され
ている。本発明のエポキシ樹脂組成物はこの封止材やダイボンド材として用いる事ができ
る。工程上からは本発明の硬化性樹脂組成物をダイボンド材と封止材の両方に使用するの
が好都合である。
【００６１】
　半導体チップを、本発明の硬化性樹脂組成物を用いて、基板に接着する方法としては、
本発明のエポキシ樹脂組成物をディスペンサー、ポッティング、スクリーン印刷により塗
布した後、半導体チップをのせて加熱硬化を行い、半導体チップを接着させることができ
る。加熱は、熱風循環式、赤外線、高周波等の方法が使用できる。
　加熱条件は例えば８０～２３０℃で１分～２４時間程度が好ましい。加熱硬化の際に発
生する内部応力を低減する目的で、例えば８０～１２０℃、３０分～５時間予備硬化させ
た後に、１２０～１８０℃、３０分～１０時間の条件で後硬化させることができる。
【００６２】
　封止材の成形方式としては上記のように半導体チップが固定された基板を挿入した型枠
内に封止材を注入した後に加熱硬化を行い成形する注入方式、金型上に封止材をあらかじ
め注入し、そこに基板上に固定された半導体チップを浸漬させて加熱硬化をした後に金型
から離形する圧縮成形方式等が用いられている。
　注入方法としては、ディスペンサー、トランスファー成形、射出成形等が挙げられる。
加熱は、熱風循環式、赤外線、高周波等の方法が使用できる。　加熱条件は例えば８０～
２３０℃で１分～２４時間程度が好ましい。加熱硬化の際に発生する内部応力を低減する
目的で、例えば８０～１２０℃、３０分～５時間予備硬化させた後に、１２０～１８０℃
、３０分～１０時間の条件で後硬化させることができる。
【００６３】
　硬化性樹脂組成物Ｂ（酸性硬化触媒によるカチオン硬化）
　酸性硬化触媒を用いて硬化させる本発明の硬化性樹脂組成物Ｂは、酸性硬化触媒として
光重合開始剤あるいは熱重合開始剤を含有する。さらに、希釈剤、重合性モノマー、重合
性オリゴマー、重合開始補助剤、光増感剤等の各種公知の化合物、材料等を含有していて
もよい。また、所望に応じて無機充填材、着色顔料、紫外線吸収剤、酸化防止剤、安定剤
等、各種公知の添加剤を含有してもよい。
【００６４】
　酸性硬化触媒としてはカチオン重合開始剤が好ましく、光カチオン重合開始剤が特に好
ましい。カチオン重合開始剤としてはヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム塩
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等のオニウム塩を有するものが挙げられ、これらは単独または２種以上で使用することが
できる。
　活性エネルギー線カチオン重合開始剤の例は、金属フルオロホウ素錯塩および三フッ化
ホウ素錯化合物（米国特許第３３７９６５３号）、ビス（ペルフルアルキルスルホニル）
メタン金属塩（米国特許第３５８６６１６号）、アリールジアゾニウム化合物（米国特許
第３７０８２９６号）、ＶＩａ族元素の芳香族オニウム塩（米国特許第４０５８４００号
）、Va族元素の芳香族オニウム塩（米国特許第４０６９０５５号）、ＩＩＩａ～Ｖａ族元
素のジカルボニルキレート（米国特許第４０６８０９１号）、チオピリリウム塩（米国特
許第４１３９６５５号）、ＭＦ６－陰イオンの形のVIb族元素（米国特許第４１６１４７
８号；Ｍは燐、アンチモンおよび砒素から選択される。）、アリールスルホニウム錯塩（
米国特許第４２３１９５１号）、芳香族ヨードニウム錯塩および芳香族スルホニウム錯塩
（米国特許第４２５６８２８号）、およびビス［４－（ジフェニルスルホニオ）フェニル
］スルフィド－ビス－ヘキサフルオロ金属塩（Journal of Polymer Science, Polymer Ch
emistry、第２巻、１７８９項（１９８４年））である。その他、鉄化合物の混合配位子
金属塩およびシラノール－アルミニウム錯体も使用することが可能である。
　また、具体例としては、「アデカオプトマーＳＰ１５０」、「アデカオプトマーＳＰ１
７０」（いずれも旭電化工業社製）、「ＵＶＥ－１０１４」（ゼネラルエレクトロニクス
社製）、「ＣＤ－１０１２」（サートマー社製）、「ＲＰ－２０７４」（ローディア社製
）等が挙げられる。
　該カチオン重合開始剤の使用量は、エポキシ樹脂成分１００重量部に対して、好ましく
は、０．０１～５０重量部であり、より好ましくは、０．１～１０重量部である。
【００６５】
　更に、これらの光カチオン重合開始剤と公知の重合開始補助剤および光増感剤の１種ま
たは２種以上を同時に使用することが可能である。重合開始補助剤の例としては、例えば
、ベンゾイン、ベンジル、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル
、アセトフェノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、１，１－ジクロ
ロアセトフェノン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－（
４－メチルチオフェニル）－２－モルフォリノールプロパン－１－オン、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノアセトフェノン、２－メチルアントラキノン、２－エチルアントラキノン、２－
ｔｅｒｔ－ブチルアントラキノン、１－クロロアントラキノン、２－アミルアントラキノ
ン、２－イソプロピルチオキサトン、２，４－ジメチルチオキサントン、２，４－ジエチ
ルチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサントン、アセトフェノンジメチルケ
タール、ベンゾフェノン、４－メチルベンゾフェノン、４，４’－ジクロロベンゾフェノ
ン、４，４’－ビスジエチルアミノベンゾフェノン、ミヒラーズケトン等の光ラジカル重
合開始剤が挙げられる。光ラジカル重合開始剤等の重合開始補助剤の使用量は、光ラジカ
ル可能な成分１００重量部に対して、０．０１～３０重量部であり、好ましくは０．１～
１０重量部である。
【００６６】
　光増感剤の具体例としては、アントラセン、２－イソプロピルチオキサトン、２，４－
ジメチルチオキサントン、２，４－ジエ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、アクリジン オレンジ、アクリジン イエロー、ホスフィンＲ、ベンゾフラ
ビン、セトフラビンＴ、ペリレン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル、トリエタノールアミン、トリエチル
アミン等を挙げることができる。光増感剤の使用量は、全エポキシ樹脂成分１００重量部
に対して、０．０１～３０重量部であり、好ましくは０．１～１０重量部である。
【００６７】
　更に、本発明の硬化性樹脂組成物Ｂには、必要に応じて無機充填剤やシランカップリン
グ材、離型剤、顔料等の種々の配合剤、各種熱硬化性樹脂を添加することができる。具体
的な例としては前述の通りである。
【００６８】
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　本発明の硬化性樹脂組成物Ｂは、各成分を均一に混合することにより得られる。またポ
リエチレングリコールモノエチルエーテルやシクロヘキサノン、γブチロラクトン等の有
機溶剤に溶解させ、均一とした後、乾燥により溶剤を除去して使用することも可能である
。
　この際の溶剤は、本発明の硬化性樹脂組成物Ｂと該溶剤の混合物中で通常１０～７０重
量％、好ましくは１５～７０重量％を占める量を用いる。本発明の硬化性樹脂組成物Ｂは
紫外線照射することにより硬化できるが、その紫外線照射量については、硬化性樹脂組成
物により変化するため、それぞれの硬化条件によって、決定される。光硬化型硬化性樹脂
組成物が硬化する照射量であれば良く、硬化物の接着強度が良好である硬化条件を満たし
ていれば良い。この硬化の際、光が細部まで透過することが必要であることから本発明の
エポキシ樹脂、および硬化性樹脂組成物Ｂにおいては透明性の高いものが望まれる。また
、これらエポキシ樹脂系の光硬化では光照射のみでは完全に硬化することが難しく、耐熱
性が求められる用途においては光照射後に加熱により完全に反応硬化を終了させる必要が
ある。
【００６９】
　前記、光照射後の加熱は通常の硬化性樹脂組成物Ｂの硬化温度域で良い。例えば常温～
１５０℃で３０分～７日間の範囲が好適である。硬化性樹脂組成物Ｂの配合により変化す
るが、特に高い温度域であればあるほど光照射後の硬化促進に効果があり、短時間の熱処
理で効果がある。また、低温であればあるほど長時間の熱処理を要する。このような熱ア
フターキュアすることで、エージング処理になるという効果も出る。
【００７０】
　また、これら硬化性樹脂組成物Ｂを硬化させて得られる硬化物の形状も用途に応じて種
々とりうるので特に限定されないが、例えばフィルム状、シート状、バルク状などの形状
とすることもできる。成形する方法は適応する部位、部材によって異なるが、例えば、キ
ャスト法、注型法、スクリーン印刷法、スピンコート法、スプレー法、転写法、ディスペ
ンサー方式などの成形方法を適用することができるなどが挙げられるが、これらに限定さ
れるものではない。成形型は研磨ガラス、硬質ステンレス研磨板、ポリカーボネート板、
ポリエチレンテレフタレート板、ポリメチルメタクリレート板等を適用することができる
。また、成形型との離型性を向上させるためポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリ
カーボネートフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリテトラフ
ルオロエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリイミドフィルム等を適用するこ
とができる。
【００７１】
　例えばカチオン硬化性のレジストに使用する際においては、まず、ポリエチレングリコ
ールモノエチルエーテルやシクロヘキサノンあるいはγブチロラクトン等の有機溶剤に溶
解させた本発明の光カチオン硬化性樹脂組成物Ｂを銅張積層板やセラミック基板またはガ
ラス基板等の基板上に、スクリーン印刷、スピンコート法などの手法によって、５～１６
０μｍの膜厚で本発明の組成物を塗布し、塗膜を形成する。そして、該塗膜を６０～１１
０℃で予備乾燥させた後、所望のパターンの描かれたネガフィルムを通して紫外線（例え
ば低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、キセノン灯、レーザー光等）を照射し、つい
で、７０～１２０℃で露光後ベーク処理を行う。その後ポリエチレングリコールモノエチ
ルエーテル等の溶剤で未露光部分を溶解除去（現像）した後、さらに必要があれば紫外線
の照射及び／または加熱（例えば１００～２００℃で０.５～３時間）によって十分な硬
化を行い、硬化物を得る。このようにしてプ燐ト配線板を得ることも可能である。
【００７２】
　本発明の硬化性樹脂組成物Ａおよび硬化性樹脂組成物Ｂを硬化してなる硬化物は光学部
品材料をはじめ各種用途に使用できる。光学用材料とは、可視光、赤外線、紫外線、Ｘ線
、レーザーなどの光をその材料中を通過させる用途に用いる材料一般を示す。より具体的
には、ランプタイプ、ＳＭＤタイプ等のＬＥＤ用封止材の他、以下のようなものが挙げら
れる。液晶ディスプレイ分野における基板材料、導光板、プリズムシート、偏光板、位相
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差板、視野角補正フィルム、接着剤、偏光子保護フィルムなどの液晶用フィルムなどの液
晶表示装置周辺材料である。また、次世代フラットパネルディスプレイとして期待される
カラーＰＤＰ（プラズマディスプレイ）の封止材、反射防止フィルム、光学補正フィルム
、ハウジング材、前面ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤、またＬＥＤ
表示装置に使用されるＬＥＤのモールド材、ＬＥＤの封止材、前面ガラスの保護フィルム
、前面ガラス代替材料、接着剤、またプラズマアドレス液晶（ＰＡＬＣ）ディスプレイに
おける基板材料、導光板、プリズムシート、偏向板、位相差板、視野角補正フィルム、接
着剤、偏光子保護フィルム、また有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイに
おける前面ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤、またフィールドエミッ
ションディスプレイ（ＦＥＤ）における各種フィルム基板、前面ガラスの保護フィルム、
前面ガラス代替材料、接着剤である。光記録分野では、ＶＤ（ビデオディスク）、ＣＤ／
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ／ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＭＯ／ＭＤ、ＰＤ（相変
化ディスク）、光カード用のディスク基板材料、ピックアップレンズ、保護フィルム、封
止材、接着剤などである。
【００７３】
　光学機器分野では、スチールカメラのレンズ用材料、ファインダプリズム、ターゲット
プリズム、ファインダーカバー、受光センサー部である。また、ビデオカメラの撮影レン
ズ、ファインダーである。またプロジェクションテレビの投射レンズ、保護フィルム、封
止材、接着剤などである。光センシング機器のレンズ用材料、封止材、接着剤、フィルム
などである。光部品分野では、光通信システムでの光スイッチ周辺のファイバー材料、レ
ンズ、導波路、素子の封止材、接着剤などである。光コネクタ周辺の光ファイバー材料、
フェルール、封止材、接着剤などである。光受動部品、光回路部品ではレンズ、導波路、
ＬＥＤの封止材、ＣＣＤの封止材、接着剤などである。光電子集積回路（ＯＥＩＣ）周辺
の基板材料、ファイバー材料、素子の封止材、接着剤などである。光ファイバー分野では
、装飾ディスプレイ用照明・ライトガイドなど、工業用途のセンサー類、表示・標識類な
ど、また通信インフラ用および家庭内のデジタル機器接続用の光ファイバーである。半導
体集積回路周辺材料では、ＬＳＩ、超ＬＳＩ材料用のマイクロリソグラフィー用のレジス
ト材料である。自動車・輸送機分野では、自動車用のランプリフレクタ、ベア燐グリテー
ナー、ギア部分、耐蝕コート、スイッチ部分、ヘッドランプ、エンジン内部品、電装部品
、各種内外装品、駆動エンジン、ブレーキオイルタンク、自動車用防錆鋼板、インテリア
パネル、内装材、保護・結束用ワイヤーネス、燃料ホース、自動車ランプ、ガラス代替品
である。また、鉄道車輌用の複層ガラスである。また、航空機の構造材の靭性付与剤、エ
ンジン周辺部材、保護・結束用ワイヤーネス、耐蝕コートである。建築分野では、内装・
加工用材料、電気カバー、シート、ガラス中間膜、ガラス代替品、太陽電池周辺材料であ
る。農業用では、ハウス被覆用フィルムである。次世代の光・電子機能有機材料としては
、有機ＥＬ素子周辺材料、有機フォトリフラクティブ素子、光－光変換デバイスである光
増幅素子、光演算素子、有機太陽電池周辺の基板材料、ファイバー材料、素子の封止材、
接着剤などである。
【００７４】
　封止剤としては、コンデンサ、トランジスタ、ダイオード、発光ダイオード、ＩＣ、Ｌ
ＳＩなど用のポッティング、ディッピング、トランスファーモールド封止、ＩＣ、ＬＳＩ
類のＣＯＢ、ＣＯＦ、ＴＡＢなど用のといったポッティング封止、フリップチップなどの
用のアンダーフィル、ＢＧＡ、ＣＳＰなどのＩＣパッケージ類実装時の封止（補強用アン
ダーフィルを含む）などを挙げることができる。
【００７５】
　光学用材料の他の用途としては、硬化性樹脂組成物Ａまたは硬化性樹脂組成物Ｂが使用
される一般の用途が挙げられ、例えば、接着剤、塗料、コーティング剤、成形材料（シー
ト、フィルム、ＦＲＰ等を含む）、絶縁材料（プ燐ト基板、電線被覆等を含む）、封止剤
の他、他樹脂等への添加剤等が挙げられる。接着剤としては、土木用、建築用、自動車用
、一般事務用、医療用の接着剤の他、電子材料用の接着剤が挙げられる。これらのうち電
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子材料用の接着剤としては、ビルドアップ基板等の多層基板の層間接着剤、ダイボンディ
ング剤、アンダーフィル等の半導体用接着剤、ＢＧＡ補強用アンダーフィル、異方性導電
性フィルム（ＡＣＦ）、異方性導電性ペースト（ＡＣＰ）等の実装用接着剤等が挙げられ
る。
【実施例】
【００７６】
　次に本発明を実施例により更に具体的に説明するが、以下において部は特に断わりのな
い限り重量部である。尚、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。また実施例
において、エポキシ当量はＪＩＳ Ｋ－７２３６、粘度は２５℃においてＥ型粘度計を使
用して測定を行った。またガスクロマトグラフィー（以下、「ＧＣ」という）における分
析条件は分離カラムにＨＰ５－ＭＳ（０．２５ｍｍ Ｉ.Ｄ.ｘ １５ｍ, 膜厚０．２５μｍ
）を用いて、カラムオーブン温度を初期温度１００℃に設定し、毎分 １５℃の速度で昇
温させ３００℃で６０分間保持した。またヘリウムをキャリヤーガスとした。さらにゲル
パーミエーションクロマトグラフィー（以下、「ＧＰＣ」という）の測定においては以下
の通りである。カラムは、Ｓｈｏｄｅｘ ＳＹＳＴＥＭ－２１カラム（ＫＦ－８０３Ｌ、
ＫＦ－８０２．５（×２本）、ＫＦ－８０２）、連結溶離液はテトラヒドロフラン、流速
は１ｍｌ／ｍｉｎ．カラム温度は４０℃、また検出はRIで行い、検量線はＳｈｏｄｅｘ製
標準ポリスチレンを使用した。
【００７７】
実施例１　
　撹拌機、還流冷却管、撹拌装置を備えたフラスコに、窒素パージを施しながら、ジシク
ロペンタジエン７９．３部、１，１，３，３-テトラメチルジシロキサン４０．３部、ト
ルエン２００部を加え、１％ヘキサクロロ白金酸・ＴＨＦ溶液を１０ｍｇ添加し、５０℃
で反応を行った。８時間反応するごとに１％ヘキサクロロ白金酸・ＴＨＦ溶液を１０ｍｇ
追加していき、合計で４０時間反応を行った。その後、水洗を５回繰り返し、ロータリー
エバポレーターで加熱減圧下においてトルエンを留去することで、下記式（４）
【００７８】
【化４】

で表されるジオレフィン樹脂（Ｄ１）１０５部を得た。
【００７９】
実施例２　
　撹拌機、還流冷却管、撹拌装置を備えたフラスコに、窒素パージを施しながら、ジシク
ロペンタジエン７９．３部、１，１，３，３-テトラメチルジシロキサン５３．９部、ト
ルエン２００部を加え、１％ヘキサクロロ白金酸・ＴＨＦ溶液を１０ｍｇ添加し、５０℃
で５時間、６０℃２時間反応後、８０℃に昇温して反応を行った。なお、８時間反応する
ごとに１％ヘキサクロロ白金酸・ＴＨＦ溶液を１０ｍｇ追加していき、合計で４０時間反
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いてトルエンを留去することで、下記式（５）
【００８０】
【化５】

で表されるジオレフィン樹脂（Ｄ２）を１１９部得た。ゲルパーエーションクロマトグラ
フィー（以下ＧＰＣ）により、くり返し数ｎは０．３７であることを確認した。
【００８１】
実施例３
　撹拌機、還流冷却管、撹拌装置を備えたフラスコに、窒素パージを施しながら水１５部
、１２－タングスト燐酸０．９５部、燐酸水素２ナトリウム０．７８部、ジ牛脂アルキル
ジメチルアンモニウムアセテート２．７部（ライオンアクゾ製　５０重量％ヘキサン溶液
、アカード２ＨＴアセテート）を加え、タングステン酸系触媒を生成させた後、トルエン
１２０部、実施例２で得られたジオレフィン化合物Ｄ１を８１部を加え、さらに再度攪拌
することで懸濁状態の液とした。この溶液を５０℃に昇温し、激しく攪拌しながら、３５
％過酸化水素水５５部を加え、そのまま５０℃で１５時間攪拌した。ＧＣにて反応の進行
を確認したところ、反応終了後の基質のコンバ－ジョンは＞９９％であり、原料ピークは
消失していた。
　ついで１重量％水酸化ナトリウム水溶液で中和した後、２０重量％チオ硫酸ナトリウム
水溶液２５部を加え３０分攪拌を行い、静置した。２層に分離した有機層を取り出し、こ
こに活性炭（味の素ファインテクノ製　ＣＰ２）１５部、シリカゲル５部を加え、室温で
３時間攪拌後、ろ過した。得られたろ液を水１００部で３回水洗を行い、得られた有機層
より、有機溶剤を留去することで、下記式（６）
【００８２】
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【化６】

を主成分とする化合物（ＥＰ１）を７８部得た。
ＧＰＣの測定結果より、式（５）の骨格の化合物を９８％含有していることを確認した。
さらに、またエポキシ当量は１９０ｇ／ｅｑ．であり、室温で液状であった。エポキシ樹
脂ＥＰ１をポリ容器で５℃で１週間保管するとＥＰ１は結晶化しており、その融点は９８
℃（示唆熱分析）であった。構造の同定はＧＣ－ＭＳ、核磁気共鳴法（１Ｈ－ＮＭＲ）に
より行った。１Ｈ－ＮＭＲデータを以下に示す。
【００８３】
【表１】

【００８４】



(23) JP 2011-225654 A 2011.11.10

10

20

実施例４
　実施例３で得られた本発明のエポキシ樹脂（ＥＰ１）９．５部、脂環式エポキシ樹脂Ａ
（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３'、４'－エポキシシクロヘキシルカルボキ
シレート、日本化薬製　ＳＥＪ－０１Ｒ）６．６部、硬化剤として、メチルヘキサヒドロ
フタル酸無水物（新日本理化（株）製、リカシッドＭＨ７００Ｇ）８．４部、１，３，４
-シクロヘキサントリカルボン酸－３，４－無水物（Ｈ－ＴＭＡｎ）４．９部、硬化促進
剤としてヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド（東京化成工業（株）製　２
５％メタノール溶液）０．２部を配合し、２０分間脱泡を行い、本発明の硬化性組成物Ｂ
を得た。
【００８５】
実施例５
　実施例４における脂環式エポキシ樹脂Ａを脂環式エポキシ樹脂Ｃ（ビス（３，４－エポ
キシシクロヘキシルメチル）アジペート、ダウケミカル製　ＥＲＬ－４２９９）９．７部
に変更した意外は同様にして、本発明の硬化性組成物Ｄを得た。
【００８６】
（耐熱特性試験）
　実施例４～６で得られた硬化性樹脂組成物を真空脱泡２０分間実施後、横７ｍｍ、縦５
ｃｍ、厚み約８００μｍの試験片用金型に静かに注型し、その後上からポリイミドフィル
ムでフタをした。その注型物を前述の条件で硬化させ動的粘弾性用試験片を得た。これら
の試験片を用い、下記に示した条件で、動的粘弾性試験を実施した。
　硬化性組成物Ｂの硬化物はＴｇが１７６℃、硬化性樹脂組成物Ｄの硬化物はＴｇが９６
℃であった。
測定条件
動的粘弾性測定器：ＴＡ－instruments製、ＤＭＡ-２９８０
測定温度範囲：－３０℃～２８０℃
温速度：２℃／分
試験片サイズ：５ｍｍ×５０ｍｍに切り出した物を使用した（厚みは約８００μｍ）。
解析条件
Ｔｇ：ＤＭＡ測定に於けるＴａｎ－δのピーク点をＴｇとした。
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