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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）少なくとも１つのツェレビチノフ活性水素原子を有する水素官能性スターター化合
物と、不飽和環状カルボン酸無水物および少なくとも１種のアルキレンオキシド化合物を
反応させて、ヒドロキシル基含有プレポリマーを生成する工程、
　ｂ）工程ａ）で得られたヒドロキシル基含有プレポリマーの二重結合に、第一級アミン
および／またはアンモニアを付加して、ヒドロキシ－アミノポリマーを生成する工程
を含むヒドロキシ－アミノポリマーの製造方法であって、
　水素官能性スターター化合物と不飽和環状カルボン酸無水物との反応および／またはア
ルキレンオキシド化合物の付加は、複金属シアン化物触媒（ＤＭＣ触媒）を用いて行い、
　水素官能性スターター化合物は、１～３５、特に１～８個のツェレビチノフ活性水素原
子を含有し、
　アルキレンオキシド化合物は、２～２４個の炭素原子を有するアルキレンオキシド化合
物、特に、エチレンオキシドおよび／またはプロピレンオキシドから選択され、
　アルキレンオキシド化合物量とカルボン酸無水物量との比が、少なくとも１．１：１、
好ましくは少なくとも２：１、特に少なくとも２．５：１であり、ならびに、
　第一級アミンは、少なくとも１つの第一級アミノ基および所望によりヒドロキシ基を有
する脂肪族、脂環式および／または芳香脂肪族モノアミンおよびジアミンから選択される
、ヒドロキシ－アミノポリマーの製造方法。
【請求項２】
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　水素官能性スターター化合物が、１７～１２００ｇ／モル、特に６２～１０００ｇ／モ
ルの数平均モル質量を有することを特徴とする、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　不飽和環状カルボン酸無水物が、不飽和環状ジカルボン酸無水物、例えば、無水マレイ
ン酸、テトラヒドロフタル酸無水物、特に、３,４,５,６-テトラヒドロフタル酸無水物お
よびその組合せから選択されることを特徴とする、請求項１または２のいずれかに記載の
製造方法。
【請求項４】
　少なくとも１種の更なるコモノマーを工程ａ）で反応させ、該コモノマーが、ラクトン
、ラクチド、飽和または芳香族環状カルボン酸無水物、環状カーボネートおよび／または
二酸化炭素から選択され、該更なるコモノマーの反応が、ＤＭＣ触媒により好ましく触媒
されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
　カルボン酸無水物量と水素官能性スターター化合物のツェレビチノフ活性水素原子数と
の比が、約１：１～１．５：１、特に１：１～１．２：１であることを特徴とする、請求
項１～４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　まず、水素官能性スターター化合物とＤＭＣ触媒を反応容器に導入し、次いで、アルキ
レンオキシド化合物、不飽和環状カルボン酸無水物および所望による更なるコモノマーを
添加することを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項７】
　まず、水素官能性スターター化合物およびＤＭＣ触媒を反応容器に導入し、アルキレン
オキシド化合物および所望による更なるコモノマーを計量添加し、次いで、不飽和環状カ
ルボン酸無水物を添加し、
　該不飽和環状カルボン酸無水物を付加している時に、特に、ツェレビチノフ活性水素１
モル当たりアルキレンオキシド化合物が１モルより多くなるように、該アルキレンオキシ
ド化合物および所望による更なるコモノマーを再度計量添加することを特徴とする、請求
項１～５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
　工程ａ）において、水素官能性スターターポリオールおよびＤＭＣ触媒を反応容器に導
入し、水素官能性スターター化合物をアルキレンオキシド化合物および不飽和環状カルボ
ン酸無水物と共に連続的に供給し、
　水素官能性スターターポリオールが３～１０００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲のＯＨ価、好ま
しくは３～３００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲のＯＨ価を有することを特徴とする、請求項１～
５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項９】
　工程ａ）により製造した中間生成物を水素官能性スターターポリオールとして使用する
ことを特徴とする、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　アルキレンオキシド化合物を計量添加する前に、不飽和環状カルボン酸無水物の計量添
加が終了し、
 所望によりコモノマーの添加を伴う、アルキレンオキシドのみの最終計量添加において
、
 ツェレビチノフ活性水素１モル当たり、１モルより多いアルキレンオキシド化合物を計
量添加することを特徴とする、請求項８または９に記載の製造方法。
【請求項１１】
　工程ａ）において、スターターポリオールと、一部分のＤＭＣ触媒を反応装置系に導入
し、水素官能性化合物および更なるＤＭＣ触媒を、アルキレンオキシド化合物および不飽
和環状カルボン酸無水物と共に連続的に供給し、
　予め選択した平均滞留時間の経過後、工程ａ）において生成した反応生成物を、反応装
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置系から連続的に除去することを特徴とする、請求項８または９に記載の製造方法。
【請求項１２】
　ヒドロキシ－アミノポリマーのアルキレンオキシド化合物量とカルボン酸無水物量との
比が、少なくとも１．１：１、好ましくは少なくとも２：１、より好ましくは少なくとも
２．５：１であり、
　より好ましくは、該ヒドロキシ－アミノポリマーは精製を必要としないポリマーである
、請求項１～１１のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１３】
　ヒドロキシ－アミノポリマーが、以下の一般式(VII)で表され：
【化１】

[式中、
「スターター」は、水素官能性スターター化合物の基を表し、
Ａは、以下の式(VIIIa)または(VIIIb)で表される構造を有するアスパルテート基を表す：

【化２】

（式中、
　Ｒ２およびＲ３は、相互に独立して、水素、脂肪族基または芳香族基を表し、また、Ｒ
２およびＲ３は、脂環式環系の一部であってよく、
　Ｒ１は、水素、またはヘテロ原子（特に、窒素原子、または酸素原子）を含有してもよ
い脂肪族基、脂環式基または芳香族基、あるいはヒドロキシ基を表し、
　Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は、相互に独立して、水素、脂肪族基または芳香族基を表
し、Ｒ５およびＲ６は、脂環式環系の一部であってよい）、
　ｌは、水素官能性スターター化合物のツェレビチノフ活性水素原子の数を表し、
　ｍ、ｎおよびｏは、相互に独立して、整数であり、ｎおよびｏは０または１以上であり
、
　ｍは２以上であり、
　および、ｎ、ｍは好ましくは２～４３０、特に３～４３０、好ましくは４～４３０であ
り
　ｏは好ましくは１～１００、特に１～５０、および好ましくは１～１０であり、
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　式(VII)で表される構造の当量モル質量は、１８９００ｇ／モルの値を超えない
ことを特徴とする請求項１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　ポリイソシアネートと、請求項１２または１３に記載の方法により得られるヒドロキシ
－アミノポリマーとの反応を含んでなる、ポリウレタンウレアポリマーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒドロキシ－アミノポリマー、その製造方法、およびポリウレタンウレアの
製造におけるヒドロキシ－アミノポリマーの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アミン官能性であり、ヒドロキシル基を有するポリマー（いわゆるヒドロキシ－アミノ
ポリマー）への関心が、様々な応用分野、特に、ポリウレタン産業分野において高まって
いる。この理由は、２つの異種官能基、すなわち、アミン官能基とヒドロキシル基の存在
により、新たな特性および加工性能がもたらされるからである。例えば、イソシアネート
基に対して著しく高い反応性を有するアミノ基と、反応性の低いヒドロキシル基とを組合
せることは、望ましい方法を用いて長時間に亘り行う硬化工程の進行に影響を及ぼす可能
性があったので、これまでは不可能であったか、または上記イソシアネート反応性官能基
の１種のみが存在する限られた条件においてのみ可能であった。
【０００３】
　一般的に、ヒドロキシ－アミノポリマーのアミノ官能基は、第一級アミンまたはアンモ
ニアを、低電子二重結合、例えば、（メタ）アクリレート型の二重結合に付加することに
より、高分子内に導入できる。アミンを（メタ）アクリレート基含有ポリマー、とりわけ
、（メタ）アクリレート基含有ポリエーテルに付加すること自体は既知であり、その方法
は、例えば、ＵＳ５７３９１９２Ａ１、ＵＳ５５９７３９０Ａ１、ＵＳ２００５／０１７
１００２Ａ１、ＤＥ１９６１６９８４Ａ１、ＤＥ１９５０８３０８Ａ１、ＷＯ２０１０／
０９０３４５Ａ１、特開２００９－２２７５３号公報および特開平０４－０８９８６０号
公報に記載されている。
【０００４】
　一方、先行技術において、低電子二重結合を有する前駆体化合物を得ることは、記載さ
れていないか、あるいは、統計則に従い進行する縮合反応、例えば、アクリル酸と二官能
性ポリエーテルとのエステル化により、または、塩化アクリロイルと二官能性ポリエーテ
ルとの反応により行われている。
【０００５】
　開示されている全ての方法において共通する特徴は、二重結合をヒドロキシ－アミノポ
リマーの前駆体化合物に導入することが、ヒドロキシ官能基の数を減少させながら行われ
ていることである。従って、この方法は、例えば、ポリエーテル分子の場合、通常、ポリ
エーテルの製造に用いるスターター分子の官能価により生じる原ヒドロキシ官能価を、ア
ミノ官能基の導入中に保持できない。
【０００６】
　例えば、ＵＳ４８７４８３７Ａ１に記載されている方法は、無水マレイン酸および更な
る無水物の混合物と、低分子量ポリエーテルポリオールのヒドロキシ基を反応させ、次い
で、アルキレンオキシドの添加により、生成した半エステルの酸基をヒドロキシ基に戻し
、ヒドロキシマレイン酸エステルの反応性二重結合に、第一級または第二級アミノ基を含
有するアミノアルコール、または第一級または第二級アミノ基を含有するジアミンを付加
してアミン官能基を導入することにより、この問題をある程度解決している。
【０００７】
　この方法で製造したヒドロキシ－アミノポリエーテルエステルの構造上の欠点は、ヒド
ロキシ基とアミノ基が、互いに６～７個の共有結合を有する一定の短い間隔で離れている
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こと、および１個のヒドロキシ基当たり１個のアミノ基しか導入できないことである。こ
の状況を以下において模式的に示す：
【０００８】
【化１】

[式中、Ｒ＝ポリエ－テル基、Ｒ１、Ｒ２＝窒素原子上の基（水素またはアルキル基）、
およびＲ３＝基（酸性基をヒドロキシ基に変換するのに使用するアルキレンオキシド上の
水素またはアルキル基）]。
【０００９】
　二重結合にアミンをマイケル付加した上記２種の生成物は、ほぼ同量で存在しヒドロキ
シ基とアミノ基の間に、６および７個の共有結合を有する間隔を持つポリマー混合物を生
成する。
【００１０】
　ＵＳ５５５４６８７は、まず、α，β－不飽和ジカルボン酸またはその無水物を、多価
アルコールまたはアルキレンオキシドによりエステル化し、不飽和「ポリオールポリエス
テルプレポリマー」を生成する方法を開示している。α，β－不飽和ジカルボン酸として
無水マレイン酸を用いる場合、エステル化は、好ましくは、異性化触媒としてのモルホリ
ンの存在下で行われる。この特許明細書は、エステル化工程における別の触媒を記載して
いない。モルホリン（アミン系触媒）の存在下において、（無水マレイン酸とアルキレン
オキシド）が反応することで、１つのアルキレンオキシド構造単位が２つの無水マレイン
酸構造単位の間に正確に組み込まれる。それ故に、エチレンオキシドをアルキレンオキシ
ドとして使用した場合、マレイン酸とエチレングリコールの反応により得られるようなポ
リエステルが最終的に得られる。
【００１１】
　次いで、「ポリオールポリエステルプレポリマー」（ａ）は、第二工程において、ポリ
オキシアルキレンアミン（ｂ）と、（ａ）／（ｂ）の重量比が０．８～５０の範囲で反応
し、アミノ基含有ポリエステル鎖を生成する。アミノ末端基を有するポリエーテルブロッ
クのポリオキシアルキレンアミン（ｂ）ポリマーとして、例えば、
【化２】

[式中、Ｘは、水素または１～１８個の炭素原子を有するアルキル基を表し、ｎは、２～
７０の自然数である]
が記載されている。
【００１２】
　末端アミノ基を、ポリオールポリエステルプレポリマーの二重結合に付加する。その結
果、ポリエステル鎖がポリアミノ架橋を介して互いに連結された、架橋ポリエステル樹脂
が最終的に得られる。アミノ基含有ポリ（エーテル）エステルポリオールを意味するヒド
ロキシ－アミノポリマーを製造する方法は、ＵＳ５５５４６８７に開示も示唆もされてい
ない。さらに、ＵＳ５５５４６８７の方法は、鎖末端の構造に関連して、ＵＳ４８７４８
３７Ａ１と同じ制限を受ける。末端ヒドロキシ基と一番近いアミノ基との間隔は、ここで
も同様に、最大７個の共有結合を有し得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１３】
【特許文献１】ＵＳ５７３９１９２Ａ１
【特許文献２】ＵＳ５５９７３９０Ａ１
【特許文献３】ＵＳ２００５／０１７１００２Ａ１
【特許文献４】ＤＥ１９６１６９８４Ａ１
【特許文献５】ＤＥ１９５０８３０８Ａ１
【特許文献６】ＷＯ２０１０／０９０３４５Ａ１
【特許文献７】特開２００９－２２７５３号公報
【特許文献８】特開平０４－０８９８６０号公報
【特許文献９】ＵＳ４８７４８３７Ａ１
【特許文献１０】ＵＳ５５５４６８７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、本発明の目的は、アミノ官能基とヒドロキシ官能基の間に、７個より多い
共有結合を有する間隔を持つヒドロキシ－アミノポリマーを生成でき、さらに、１個のＯ
Ｈ基当たり２個以上のアミン基をポリマー内に導入することを可能にする、ヒドロキシ－
アミノポリマーの製造方法を提供することである。更に、本発明の方法は、利用しやすく
、また、副生成物、例えばエステル交換反応生成物などの生成を可能な限り防ぐので、本
発明により得られる生成物は、通常、後処理を必要としない。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の目的は、
　ａ）少なくとも１つのツェレビチノフ活性水素原子を有する水素官能性スターター化合
物と、不飽和環状カルボン酸無水物および少なくとも１種のアルキレンオキシド化合物を
反応させて、ヒドロキシル基含有プレポリマーを生成し、
　ｂ）工程ａ）で得られたヒドロキシル基含有プレポリマーの二重結合に、第一級アミン
および／またはアンモニアを付加して、ヒドロキシ－アミノポリマーを生成する工程
を含むヒドロキシ－アミノポリマーの製造方法であって、
　水素官能性スターター化合物と不飽和環状カルボン酸無水物との反応および／またはア
ルキレンオキシド化合物の付加は、複金属シアン化物触媒（ＤＭＣ触媒）を用いて行う製
造方法、により達成できる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　不定冠詞「１つの(ａ)、(ａｎ)」は、本発明の方法において、いずれの場合も、複数の
成分同士も相互に反応できることを意味する。
【００１７】
　本発明の範囲内で「ヒドロキシ－アミノポリマー」は、アミノ基含有ポリ（エーテル）
エステルポリオールであり、すなわち、ポリエーテルポリオール配列がジカルボン酸官能
基を介して相互に結合したアミノ基含有ポリマーである。
【００１８】
　驚くべきことに、上記ヒドロキシ－アミノポリマーは、少なくとも１つのツェレビチノ
フ活性水素原子を有する水素官能性スターター化合物と、不飽和環状カルボン酸無水物お
よび少なくとも１種のアルキレンオキシド化合物の、複金属シアン化物（ＤＭＣ）触媒作
用による反応で得られるヒドロキシル基含有プレポリマーに、アミンを付加することによ
って得られる。本発明の方法によれば、アミノ官能基とヒドロキシル基との間に６または
７個の共有結合を少なくとも有する既知のヒドロキシ－アミノポリマーを生成することに
加えて、アミノ官能基とヒドロキシル基との間に８個以上の共有結合を有する構造も生成
するように制御することが可能である。
【００１９】



(7) JP 6227549 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

　本発明の方法によると、例えば、計量添加したアルキレンオキシド化合物が完全に反応
した後、例えば、存在するＯＨ基１モル当たり約１モルのカルボン酸無水物を供給するよ
うに、不飽和環状カルボン酸無水物を計量添加できる。その後、ヒドロキシル基含有プレ
ポリマーを得るために所望量のアルキレンオキシド化合物を再度添加する。上記反応工程
を１回以上繰り返すことができ、これによりツェレビチノフ活性水素原子１個あたり、所
望数の二重結合、特に、２個以上の二重結合をポリマー内に導入できる。さらに、例えば
、二重結合への付加により、ツェレビチノフ活性水素原子１個あたり、２個以上、特に３
個以上のアミノ官能基を導入できる。当然のことながら、１個以上のツェレビチノフ活性
水素原子を有するスターター化合物に、１種以上のアルキレンオキシド化合物と、１種以
上の不飽和環状カルボン酸無水物を同時に添加することによっても、二重結合をプレポリ
マー内に導入できる。プレポリマーのポリマー鎖における二重結合の分布は、統計則に従
って生じ、特に、アルキレンオキシド構造単位に基づくポリエーテル鎖ブロックは、より
広い分布となる。
【００２０】
　本発明において、水素官能性スターター化合物は、少なくとも１つのツェレビチノフ活
性水素原子を有する。本発明において、ツェレビチノフ活性水素原子は、酸性水素原子ま
たは「活性」水素原子であると理解される。そのような原子は、対応するグリニャール試
薬との反応性により、それ自体既知の方法で同定できる。一般に、ツェレビチノフ活性水
素原子の量は、試験すべき材料と臭化メチルマグネシウム（ＣＨ３－ＭｇＢｒ）が以下の
反応式に従い反応する場合、遊離したメタン量に基づき測定される。
【００２１】

【化３】

【００２２】
　ツェレビチノフ活性水素原子は、一般的に、Ｃ－Ｈ酸性有機基、－ＯＨ、－ＳＨ、－Ｎ
Ｈ２または－ＮＨＲ（式中、Ｒは有機基である）、および－ＣＯＯＨに由来する。 
【００２３】
　特に適当な水素官能性スターター化合物は、１～３５、特に１～１６、好ましくは１～
８の水素官能価を有し、水素官能価は上述したツェレビチノフ活性水素原子に由来する。
【００２４】
　水素官能性スターター化合物の分子量は広範囲に変化することができ、好ましくは１７
～１２００ｇ／モル、特に好ましくは６２～１０００ｇ／モルの平均分子量を有する。
【００２５】
　好ましく使用される水素官能性スターター化合物に加えて、アミノ官能性スターター化
合物も使用できる。
【００２６】
　水素官能性スターター化合物の例には、メタノール、エタノール、１-プロパノール、
２-プロパノールおよび高級脂肪族モノオール、特に脂肪アルコール、フェノール、アル
キル置換フェノール、プロピレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、１,２-ブタンジオール、１,３-ブタンジオール、１,４-ブ
タンジオール、ヘキサンジオール、ペンタンジオール、３-メチル-１,５-ペンタンジオー
ル、１,１２-ドデカンジオール、グリセロール、トリメチロールプロパン、ペンタエリス
リトール、ソルビトール、スクロース、ヒドロキノン、ピロカテコール、レゾルシノール
、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡ、１,３,５-トリヒドロキシベンゼン、およびホ
ルムアルデヒドとフェノールまたはウレアとのメチロール基含有縮合生成物が含まれる。
水素化デンプン加水分解生成物に基づく多官能性スターター化合物を用いることもできる
。このような化合物は、例えばＥＰ１５２５２４４Ａ１に記載されている。
【００２７】
　アミノ基含有水素官能性スターター化合物の例には、アンモニア、エタノールアミン、
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ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、イソプロパノールアミン、ジイソプロパノ
ールアミン、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、アニリン、トルイジン異性体
、ジアミノトルエン異性体、ジアミノジフェニルメタン異性体、およびジアミノジフェニ
ルメタンを生成するアニリンとホルムアルデヒドとの縮合の過程において生じる多核生成
物、さらにホルムアルデヒドおよびメラミンから生成するメチロール基含有縮合生成物、
ならびにマンニッヒ塩基が含まれる。
【００２８】
　さらに、環状カルボン酸無水物およびポリオールから生成される開環生成物をスタータ
ー化合物として用いてもよい。例えば、フタル酸無水物またはコハク酸無水物と、エチレ
ングリコール、ジエチレングリコール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオー
ル、１，４－ブタンジオール、ヘキサンジオール、ペンタンジオール、３－メチル－１，
５－ペンタンジオール、１，１２－ドデカンジオール、グリセロール、トリメチロールプ
ロパン、ペンタエリスリトールまたはソルビトールから生成される開環生成物が挙げられ
る。これらに加えて、単官能性または多官能性カルボン酸をスターター化合物としてその
まま用いることもできる。
【００２９】
　さらに、前記スターター化合物の事前調製アルキレンオキシド付加生成物、すなわち１
６０～１０００ｍｇＫＯＨ／ｇ、好ましくは２５０～１０００ｍｇＫＯＨ／ｇのＯＨ価を
好適に有するポリエーテルポリオールを、スターター化合物として本発明の方法において
使用でき、または反応混合物に添加できる。本発明の方法において、共スターターとして
６～８００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲にＯＨ価を好適に有するポリエステルポリオールを用い
ることもできる。適当なポリエステルポリオールは、例えば、２～１２個の炭素原子を有
する有機ジカルボン酸および２～１２個の炭素原子、好ましくは２～６個の炭素原子を有
する多価アルコール、好ましくはジオールから既知の方法によって製造できる。
【００３０】
　さらに、スターター化合物または共スターター化合物として、水素官能性スターター化
合物、好ましくは、それぞれ、６～８００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲にＯＨ価を有するポリカ
ーボネートポリオール、ポリエステルカーボネートポリオールまたはポリエーテルカーボ
ネートポリオール、好ましくはポリカーボネートジオール、ポリエステルカーボネートジ
オールまたはポリエーテルカーボネートジオールを用いることができる。これらは、例え
ば、ホスゲン、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネートまたはジフェニルカーボネ
ートと、二官能性もしくは多官能性アルコールまたはポリエステルポリオールまたはポリ
エーテルポリオールとの反応により製造される。
【００３１】
　本発明の工程ａ）において、好ましくは、ヒドロキシル基を有するアミノ基不含水素官
能性スターター化合物を、活性水素のキャリアとして使用し、例えば、メタノール、エタ
ノール、１－プロパノール、２－プロパノールおよび高級脂肪族モノオール、特に脂肪ア
ルコール、フェノール、アルキル置換フェノール、プロピレングリコール、エチレングリ
コール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、１，２－ブタンジオール、１
，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、ヘキサンジオール、ペンタンジオール
、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，１２－ドデカンジオール、グリセロール
、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、スクロース、ヒドロ
キノン、ピロカテコール、レゾルシノール、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡ、１，
３，５－トリヒドロキシベンゼン、ホルムアルデヒドとフェノールから生成するメチロー
ル基含有縮合生成物、ならびに水素化デンプン加水分解生成物が例示できる。異なる水素
官能性スターター化合物の混合物も使用できる。明確に除外されない限り、以下における
水素官能性スターター化合物の記載には、原則として、水素官能性スターター化合物の混
合物が含まれる。
【００３２】
　本発明の方法において用いる不飽和環状カルボン酸無水物には、当業者に既知のすべて
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の化合物が適当である。これらは、例えば、マレイン酸無水物、テトラヒドロフタル酸無
水物、特に、３，４，５，６－テトラヒドロフタル酸無水物などの不飽和環状ジカルボン
酸無水物およびその混合物である。
【００３３】
　複数の不飽和環状カルボン酸無水物を使用する場合、それらを個々に、混合状態で、ま
たはブロックとして計量添加できる。環状カルボン酸無水物または複数の環状カルボン酸
無水物を、アルキレンオキシドと共に、反応混合物に供給することも更に可能であり、ま
たは、アルキレンオキシドの計量添加を同時に行うことなく、独立したブロックとして供
給することも可能である。明確に除外されない限り、以下における不飽和環状カルボン酸
無水物との記載には、原則として、不飽和環状カルボン酸無水物の混合物が含まれる。
【００３４】
　本発明において使用できるアルキレンオキシド化合物として、２～２４個の炭素原子、
特に２～１２個の炭素原子、より好ましくは２～６個の炭素原子を有する代表的なアルキ
レンオキシド、ならびに、上述した種類の、異なるアルキレンオキシド化合物の組み合わ
せを選択できる。２～２４個の炭素原子を有するアルキレンオキシドは、例えば、以下の
ものからなる群から選択される１種以上の化合物である：エチレンオキシド、プロピレン
オキシド、１－ブテンオキシド、２，３－ブテンオキシド、２-メチル-１，２-プロペン
オキシド（イソブテンオキシド）、１－ペンテンオキシド、２，３－ペンテンオキシド、
２-メチル－１，２－ブテンオキシド、３－メチル－１，２－ブテンオキシド、１－ヘキ
センオキシド、２，３－ヘキセンオキシド、３，4－ヘキセンオキシド、２－メチル－１
，２－ペンテンオキシド、４－メチル－１，２－ペンテンオキシド、２－エチル－１，２
－ブテンオキシド、１－ヘプテンオキシド、１－オクテンオキシド、１－ノネンオキシド
、１－デセンオキシド、１－ウンデセンオキシド、１－ドデセンオキシド、４－メチル－
１，２－ペンテンオキシド、ブタジエンモノオキシド、イソプレンモノオキシド、シクロ
ペンテンオキシド、シクロヘキセンオキシド、シクロヘプテンオキシド、シクロオクテン
オキシド、スチレンオキシド、メチルスチレンオキシド、ピネンオキシド、モノ－、ジ－
およびトリグリセリドとしてのモノ－またはポリエポキシ化脂肪、エポキシ化脂肪酸、エ
ポキシ化脂肪酸のＣ１～Ｃ２４エステル、エピクロロヒドリン、グリシド－ル、およびグ
リシド－ルの誘導体、例えばメチルグリシジルエ－テル、エチルグリシジルエ－テル、２
－エチルヘキシルグリシジルエ－テル、アリルグリシジルエ－テル、グリシジルメタクリ
レ－トおよびエポキシド官能性アルキルオキシシラン、例えば３－グリシジルオキシプロ
ピルトリメトキシシラン、３－グリシジルオキシプロピルトリエトキシシラン、３－グリ
シジルオキシプロピルトリプロポキシシラン、３－グリシジルオキシプロピル－メチル－
ジメトキシシラン、３－グリシジルオキシプロピルエチルジエトキシシランおよび３－グ
リシジルオキシプロピルトリイソプロポキシシラン等。
【００３５】
　工程ａ）において、ポリエーテルエステルポリオールの製造に使用するアルキレンオキ
シドは、好ましくはエチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシドである。アルキ
レンオキシドは、個々に、混合状態で、またはブロック単位で計量添加できる。明確に除
外されない限り、以下におけるアルキレンオキシドまたはアルキレンオキシド化合物との
記載には、原則として、アルキレンオキシドまたはアルキレンオキシド化合物の混合物、
あるいは異なるアルキレンオキシドまたはアルキレンオキシド化合物のブロック状計量添
加物が含まれる。
【００３６】
　好ましくは、エチレンオキシドおよび／またはプロピレンオキシドを使用する。特に好
ましくは、エチレンオキシドを、計量添加するアルキレンオキシドの全質量に基づき、５
０重量％より多い量で、最も特に好ましくは６０重量％より多い量で使用する。本発明の
方法において、全てのツェレビチノフ活性水素原子が反応できるように、カルボン酸無水
物の量とスターター化合物のツェレビチノフ活性水素原子数との比を選択できる。この化
学量論反応に関して、カルボン酸無水物の量と水素官能性スターター化合物のツェレビチ
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ノフ活性水素原子数との比は、約１：１～１．５：１、特に１：１～１．２：１であり得
る。
【００３７】
　本発明の特に好ましい態様によると、アルキレンオキシド化合物の量とカルボン酸無水
物量との比は、少なくとも１．１：１、好ましくは少なくとも２：１、特に好ましくは少
なくとも２．５：１に調整できる。本発明の方法のこの態様において、アミン官能基およ
びヒドロキシル基の間に、平均して７個より多い供給結合を有するヒドロキシ－アミノポ
リマーを合成できる。
【００３８】
　さらに、本発明の方法は、上記モノマーまたはコモノマーを使用することに限定しない
。例えば、特に、ラクトン、ラクチド、飽和または芳香族環状カルボン酸無水物、環状カ
ーボネートおよび／または二酸化炭素から選択される、少なくとも一種のさらなるコモノ
マーが工程ａ）で反応することが可能である。これにより、生成したヒドロキシ－アミノ
ポリマーの性能プロファイル、例えば、イソシアネート基に対する反応性、極性、および
ヒドロキシ－アミノポリマー化学的性質もしくは物理的性質をさらに変性でき、あるいは
、ポリイソシアネートとの反応生成物も変性できる。
【００３９】
　本発明の方法によると、とりわけ、第一級アミンまたはアンモニアをヒドロキシル基含
有プレポリマーの二重結合に付加する。適当なアミンは、例えば、アンモニア、第一級ア
ミノ基を有する脂肪族、脂環式および／または芳香脂肪族モノアミン、例えば、メチルア
ミン、エチルアミン、１－アミノプロパン、２－アミノプロパン、１－アミノブタン、２
－アミノブタン、イソブチルアミン、１－アミノヘキサン、２－エチル－１－アミノヘキ
サン、ドデシルアミン、オクタデシルアミン、シクロヘキシルアミンおよびベンジルアミ
ンなど；第一級アミノ基および第二級アミノ基を有する脂肪族、脂環式および／または芳
香脂肪族モノアミンであって、第二級アミノ基が環系の一部になり得るモノアミン、例え
ば、Ｎ－メチルエチレンジアミン、Ｎ－メチルプロピレンジアミン、Ｎ－（２－アミノエ
チル）－ペピラジンおよび３－アミノ－１，２，４－トリアゾールなど；第一級アミノ基
および第三級アミノ基および所望による第二級アミノ基を有する脂肪族、脂環式および／
または複素環式ジアミン、例えば、Ｎ,Ｎ-ジメチルエチレンジアミン、Ｎ,Ｎ－ジメチル
－１,３－ジアミノプロパン、Ｎ,Ｎ－ジメチル－１,８－ジアミノオクタン、Ｎ,Ｎ－ジメ
チル－１,４－ジアミノシクロヘキサンなど；２つの第一級アミノ基と少なくとも１つの
第二級アミノ基を有する脂肪族ジアミン、例えば、ジエチレントリアミン、トリエチレン
テトラミン、テトラエチレンペンタミンおよびビス－（３－アミノプロピル）－アミンな
どである。さらに、第一級アミノ基に加えて、ヒドロキシ基を含有するアミン、例えば、
エタノールアミン、またはイソプロパノールアミンも、本発明の方法に適している。エチ
ルアミン、１－アミノブタン、ドデシルアミン、シクロヘキシルアミン、ベンジルアミン
、Ｎ,Ｎ－ジメチル－１,３－ジアミノプロパン、エタノールアミンおよびイソプロパノー
ルアミンからなる群から選択される第一級アミンも好ましい。
【００４０】
　（シクロ）脂肪族ジアミンも適している。これは、２つの第一級アミノ基を有し、ＮＨ

２－Ｒ－ＮＨ２の一般式で表される化合物である（式中、Ｒは、２～２１個、好ましくは
２～１５個、特に好ましくは２～１０個の炭素原子を有する脂肪族または脂環式基を表す
）。この例には、エチレンジアミン、１，２－および１，３－プロピレンジアミン、１，
４－ジアミノブタン、１，６－ジアミノヘキサン、２，２，４－および２，４，４－トリ
メチル－１，６－ジアミノヘキサン、１，４－ジアミノシクロヘキサン、１，５－ジアミ
ノ－２－メチルペンタン、５－アミノ－アミノメチル－１，３，３－トリメチルシクロヘ
キサン(イソホロンジアミン)、ビス－(４－アミノシクロヘキシル)－メタン、ビス－(４
－アミノ－３－メチルシクロヘキシル)－メタン、１－アミノ－１－メチル－３(４)－ア
ミノメチルシクロヘキサン、ビス－(４－アミノ－３，５－ジエチルシクロヘキシル)－メ
タン、ビス－アミノメチル－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－インダン、２，３－、２，
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４－および２，６－ジアミノ－１－メチルシクロヘキサンまたはこのジアミンの混合物が
含まれる。エチレンジアミン、１，４－ジアミノブタン、１，６－ジアミノヘキサン、１
，５－ジアミノ－２－メチルペンタン、ビス－(４－アミノシクロヘキシル)－メタンおよ
びビス－(４－アミノ－３－メチルシクロヘキシル)－メタンからなる群から選択される（
シクロ）脂肪族ジアミンが好ましい。
【００４１】
　もちろん、記載したモノ－アミンおよびオリゴアミンは混合物の形態でも使用できる。
明確に規定されない限り、以下における添加するアミンとの記載には、原則として、添加
するアミンの混合物も含まれる。
【００４２】
　第一級アミノ基と付加可能な二重結合とのモル比は、好ましくは０．０１：１～１．１
：１、好ましくは０．１：１～１．１：１、特に好ましくは０．５：１～１．１：１であ
り、最も好ましくは１：１～１．１：１である。反応は、触媒を用いてまたは用いずに行
われる。適当な触媒は、例えば、酢酸銅、塩化スズまたは酢酸である。アミンの付加は、
好ましくは、触媒を添加せずに行われる。この工程に適する反応温度範囲は、例えば、０
℃～１５０℃、好ましくは１０℃～１００℃および特に好ましくは２０℃～８０℃である
。
【００４３】
　本発明の方法では、工程ａ）、すなわち、水素官能性スターター化合物と不飽和環状カ
ルボン酸無水物の反応および／またはアルキレンオキシド化合物の付加において、ＤＭＣ
触媒を使用する。異なるＤＭＣ触媒の混合物も使用できる。
【００４４】
　適当なＤＭＣ触媒は、先行技術において既知であり、例えば、ＵＳ３４０４１０９Ａ１
、ＵＳ３８２９５０５Ａ１、ＵＳ３９４１８４９Ａ１およびＵＳ５１５８９２２Ａ１に記
載されている。
【００４５】
　例えば、ＵＳ５４７０８１３Ａ１、ＥＰ７００９４９Ａ１、ＥＰ７４３０９３Ａ１、Ｅ
Ｐ７６１７０８Ａ１、ＷＯ９７／４００８６Ａ１、ＷＯ９８／１６３１０Ａ１およびＷＯ
００／４７６４９Ａ１に記載されたＤＭＣ触媒は、アルキレンオキシドの重合、および場
合によりアルキレンオキシドと不飽和環状カルボン酸無水物の共重合において極めて高い
活性を有し、また、ポリエーテルポリオールの製造を極めて低い触媒濃度（２５ｐｐｍ以
下）で行えるので、通常、最終生成物から触媒を分離する必要はない。典型例は、ＥＰ０
７００９４９Ａ１に記載されている高活性ＤＭＣ触媒であり、これは、複金属シアン化物
化合物（例えばヘキサシアノコバルト（III）酸亜鉛）および有機複合配位子（例えばｔ
ｅｒｔ－ブタノール）の他に５００ｇ／モルを越える数平均分子量を有するポリエーテル
をも含有する。ＥＰ出願番号１０１６３１７０．３に記載されているアルカリ性ＤＭＣ触
媒を用いることも可能である。
【００４６】
　複金属シアン化物化合物の製造に適するシアン化物不含金属塩は、好ましくは一般式（
Ｉ）で表される：
【化４】

[式中、Ｍは金属カチオンＺｎ２＋、Ｆｅ２＋、Ｎｉ２＋、Ｍｎ２＋、Ｃｏ２＋、Ｓｒ２

＋、Ｓｎ２＋、Ｐｂ２＋およびＣｕ２＋から選択される；
Ｍは、好ましくはＺｎ２＋、Ｆｅ２＋、Ｃｏ２＋またはＮｉ２＋であり、
Ｘは、１以上の（すなわち様々な）アニオン、好ましくはハロゲン化物イオン（すなわち
フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン）、水酸化物イオン、硫
酸イオン、炭酸イオン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソシアン酸イオン、イ
ソチオシアン酸イオン、カルボン酸イオン、シュウ酸イオンおよび硝酸イオンからなる群
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から選択されるアニオンである；
Ｘ＝硫酸イオン、炭酸イオンまたはシュウ酸イオンの場合、ｎは１であり、
Ｘ＝ハロゲン化物イオン、水酸化物イオン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソ
シアン酸イオン、イソチオシアン酸イオンまたは硝酸イオンの場合、ｎは２である]。
【００４７】
　さらに、適するシアン化物不含金属塩は一般式（II）で表される：
【化５】

[式中、Ｍは金属カチオンＦｅ３＋、Ａｌ３＋およびＣｒ３＋から選択され、
Ｘは１種以上のアニオン種、好ましくはハロゲン化物イオン（すなわちフッ化物イオン、
塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン）、水酸化物イオン、硫酸イオン、炭酸イ
オン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソシアン酸イオン、イソチオシアン酸イ
オン、カルボン酸イオン、シュウ酸イオンおよび硝酸イオンからなる群から選択されるア
ニオンである；
Ｘ＝硫酸イオン、炭酸イオンまたはシュウ酸イオンの場合、ｒは２であり、および
Ｘ＝ハロゲン化物イオン、水酸化物イオン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソ
シアン酸イオン、イソチオシアン酸イオン、カルボン酸イオンまたは硝酸イオンの場合、
ｒは１である]。
【００４８】
　または、適するシアン化物不含金属塩は一般式（III）で表される：

【化６】

[式中、Ｍは金属カチオンＭｏ４＋、Ｖ４＋およびＷ４＋から選択され、
Ｘは１種以上のアニオン種、好ましくはハロゲン化物イオン（すなわちフッ化物イオン、
塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン）、水酸化物イオン、硫酸イオン、炭酸イ
オン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソシアン酸イオン、イソチオシアン酸イ
オン、カルボン酸イオン、シュウ酸イオンおよび硝酸イオンからなる群から選択されるア
ニオンである；
Ｘ＝硫酸イオン、炭酸イオンまたはシュウ酸イオンの場合、ｓは２であり、
Ｘ＝ハロゲン化物イオン、水酸化物イオン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソ
シアン酸イオン、イソチオシアン酸イオン、カルボン酸イオンまたは硝酸イオンの場合、
ｓは４である]。
【００４９】
　または、適するシアン化物不含金属塩は一般式（IV）で表される：

【化７】

[式中、Ｍは金属カチオンＭｏ６＋およびＷ６＋から選択され、
Ｘは１種以上のアニオン種、好ましくはハロゲン化物イオン（すなわちフッ化物イオン、
塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン）、水酸化物イオン、硫酸イオン、炭酸イ
オン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソシアン酸イオン、イソチオシアン酸イ
オン、カルボン酸イオン、シュウ酸イオンおよび硝酸イオンからなる群から選択されるア
ニオンである；
Ｘ＝硫酸イオン、炭酸イオンまたはシュウ酸イオンの場合、ｔは３であり、
Ｘ＝ハロゲン化物イオン、水酸化物イオン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソ
シアン酸イオン、イソチオシアン酸イオン、カルボン酸イオンまたは硝酸イオンの場合、
ｔは６である]。
【００５０】
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　適するシアン化物不含金属塩の例には、例えば、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛、酢
酸亜鉛、アセチルアセトネート亜鉛、安息香酸亜鉛、硝酸亜鉛、硫酸鉄（II）、臭化鉄（
II）、塩化鉄（II）、塩化コバルト（II）、チオシアン酸コバルト（II）、塩化ニッケル
（II）および硝酸ニッケル（II）が挙げられる。また、様々な金属塩の混合物も使用でき
る。
【００５１】
　複金属シアン化物化合物の製造に適する金属シアン化物塩は、好ましくは一般式（V）
で表される：
【化８】

[式中、Ｍ'は、Ｆｅ(II)、Ｆｅ(III)、Ｃｏ(II)、Ｃｏ(III)、Ｃｒ(II)、Ｃｒ(III)、Ｍ
ｎ(II)、Ｍｎ(III)、Ｉｒ(III)、Ｎｉ(II)、Ｒｈ(III)、Ｒｕ(II)、Ｖ(IV)およびＶ(V)か
らなる群から選択される１以上の金属カチオンであり；Ｍ'は、好ましくはＣｏ(II)、Ｃ
ｏ(III)、Ｆｅ(II)、Ｆｅ(III)、Ｃｒ(III)、Ｉｒ(III)およびＮｉ(II)からなる群から選
択される１以上の金属カチオンであり、
Ｙは、アルカリ金属（すなわちＬｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｒｂ＋、Ｃｓ＋）およびアルカリ
土類金属（すなわちＢｅ２＋、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂａ２＋）からなる群か
ら選択される１以上の金属カチオンであり、
Ａは、ハロゲン化物イオン（すなわちフッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨ
ウ化物イオン）、水酸化物イオン、硫酸イオン、炭酸イオン、シアン酸イオン、チオシア
ン酸イオン、イソシアン酸イオン、イソチオシアン酸イオン、カルボン酸イオン、シュウ
酸イオンまたは硝酸イオンからなる群から選択される１以上のアニオンであり、
ａ、ｂおよびｃは整数であり、ａ、ｂおよびｃの価数は、金属シアン化塩の電気的中性が
得られるように選択される；ａは好ましくは１、２、３または４；ｂは好ましくは４、５
または６；ｃは好ましくは０である]。
【００５２】
　適する金属シアン化物塩の例には、ヘキサシアノコバルト(III)酸カリウム、ヘキサシ
アノ鉄(II)酸カリウム、ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム、ヘキサシアノコバルト(III)酸
カルシウムおよびヘキサシアノコバルト(III)酸リチウムが含まれる。
【００５３】
　本発明のＤＭＣ触媒に含まれる好ましい複金属シアン化物化合物は、一般式（VI）で表
される：
【化９】

[式中、Ｍは式(Ｉ)～(IV)で規定され、
Ｍ'は式(V)で規定され、
ｘ、ｘ'、ｙおよびｚは整数であり、複金属シアン化物化合物の電気的中性が得られるよ
うに選択される]。
【００５４】
　好ましくは、ｘ＝３、ｘ'＝１、ｙ＝６およびｚ＝２、
Ｍ＝Ｚｎ(II)、Ｆｅ(II)、Ｃｏ(II)またはＮｉ(II)および
Ｍ'＝Ｃｏ(III)、Ｆｅ(III)、Ｃｒ(III)またはＩｒ(III)である。
【００５５】
　好ましく用いられる複金属シアン化物化合物の例は、ヘキサシアノコバルト(III)酸亜
鉛、ヘキサシアノイリジウム(III)酸亜鉛、ヘキサシアノ鉄(III)酸亜鉛およびヘキサシア
ノコバルト(III)酸コバルト(II)である。適当な複金属シアン化物化合物の更なる例は、
例えばＵＳ５１５８９２２Ａ１に記載されている。ヘキサシアノコバルト(III)酸亜鉛が
特に好ましく用いられる。
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【００５６】
　ＤＭＣ触媒の製造において添加される有機錯体配位子は、例えばＵＳ５１５８９２２Ａ
１、ＵＳ３４０４１０９Ａ１、ＵＳ３８２９５０５Ａ１、ＵＳ３９４１８４９Ａ１、ＥＰ
７００９４９Ａ１、ＥＰ７６１７０８Ａ１、ＪＰ４１４５１２３Ａ１、ＵＳ５４７０８１
３Ａ１、ＥＰ７４３０９３およびＷＯ９７/４００８６Ａ１に開示されている。例えば、
酸素、窒素、リンまたは硫黄等のヘテロ原子を有する水溶性有機化合物は、複金属シアン
化物化合物と錯体を形成することができ、有機錯体配位子として用いられる。好ましい有
機錯体配位子は、アルコール、アルデヒド、ケトン、エーテル、エステル、アミド、ウレ
ア、ニトリル、スルフィドおよびその混合物である。特に好ましい有機錯体配位子は、脂
肪族エーテル（例えばジメトキシエタン）、水溶性脂肪族アルコール（例えばエタノール
、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、sec-ブタノール、tert-ブタノー
ル、２-メチル-３-ブテン-２-オールおよび２-メチル-３-ブチン-２-オール）、および脂
肪族または脂環式エーテル基と脂肪族ヒドロキシル基とのいずれも含む化合物（例えば、
エチレングリコールモノ-tert-ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ-tert-ブチル
エーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテルおよび３-メチル-３-オキセタ
ン-メタノール）である。最も好ましい有機錯体配位子は、ジメトキシエタン、tert-ブタ
ノール、２-メチル-３-ブテン-２-オール、２-メチル-３-ブチン-２-オール、エチレング
リコールモノ-tert-ブチルエーテルおよび３-メチル-３-オキセタン-メタノールからなる
群から選択される１以上の化合物である。
【００５７】
　本発明において好ましいＤＭＣ触媒の製造には、ポリエーテル、ポリエステル、ポリカ
ーボネート、ポリアルキレングリコールソルビタンエステル、ポリアルキレングリコール
グリシジルエーテル、ポリアクリルアミド、ポリ（アクリルアミド-co-アクリル酸）、ポ
リアクリル酸、ポリ（アクリル酸-co-マレイン酸）、ポリアクリロニトリル、ポリアルキ
ルアクリレート、ポリアルキルメタクリレート、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニル
エチルエーテル、ポリビニルアセテート、ポリビニルアルコール、ポリ－Ｎ－ビニルピロ
リドン、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン-co-アクリル酸）、ポリビニルメチルケトン、ポリ
（４－ビニルフェノール）、ポリ（アクリル酸-co-スチレン）、オキサゾリンポリマー、
ポリアルキレンイミン、マレイン酸およびマレイン酸無水物コポリマー、ヒドロキシエチ
ルセルロースおよびポリアセタール、またはグリシジルエーテル、グリコシド、多価アル
コールのカルボン酸エステル、胆汁酸もしくはそれらの塩、それらのエステルもしくはア
ミド、シクロデキストリン、リン化合物、α,β-不飽和カルボン酸エステルもしくはイオ
ン界面活性化合物からなる化合物から選択される１種以上の錯体形成成分が所望により使
用される。
【００５８】
　本発明における好ましいＤＭＣ触媒の製造において、好ましくは、第１工程において、
金属シアン化物塩に基づいて化学量論上過剰量（少なくとも５０モル％過剰量）で用いた
金属塩（例えば塩化亜鉛）と金属シアン化物塩（例えばヘキサシアノコバルト酸カリウム
）の水溶液（すなわち、少なくともシアン化物不含金属塩と金属シアン化物塩のモル比が
２．２５～１．００である水溶液）が、有機錯体配位子（例えばtert-ブタノール）の存
在下で反応することにより、複金属シアン化物化合物（例えばヘキサシアノコバルト酸亜
鉛）、水、過剰量のシアン化物不含金属塩、および有機錯体配位子を含む懸濁液が生成す
る。有機錯体配位子は、シアン化物不含金属塩および／もしくは金属シアン化物塩の水溶
液に存在してよく、または複金属シアン化物化合物の沈殿後に得られる懸濁液に直接添加
してもよい。シアン化物不含金属塩および金属シアン化物塩の水溶液および有機錯体配位
子を強く撹拌して混合するのが有利である。次に、第１工程において生成した懸濁液を更
なる錯体成分を用いて必要に応じて処理する。錯体形成成分を、好ましくは水および有機
錯体配位子を有する混合物中で用いる。第１工程（すなわち懸濁液の生成）を行うための
好ましい方法は、混合ノズルを用いて行われ、特に好ましくはＷＯ０１／３９８８３Ａ１
に記載されている噴出分散器を用いて行われる。
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【００５９】
　第２工程において、固体（すなわち本発明における触媒における前駆体）を、既知の方
法、例えば遠心分離またはろ過等によって懸濁液から分離する。
【００６０】
　触媒の製造に関する好ましい変形例では、第３工程において、分離した固体を有機錯体
配位子の水溶液を用いて洗浄する（例えば再懸濁し、次にろ過または遠心分離による再分
離によって行われる）。このように、例えば、塩化カリウム等の水溶性副生成物を本発明
における触媒から除去できる。好ましくは、洗浄水溶液中の有機錯体配位子の量は、溶液
全体に基づき、４０～８０重量％である。
【００６１】
　所望により、第３工程において、更なる錯体形成成分を、溶液全体に基づき０．５～５
重量％の範囲で洗浄水溶液に添加する。
【００６２】
　分離した固体を２回以上洗浄することがさらに有利である。このために、例えば最初の
洗浄操作を繰り返してよい。しかし、更なる洗浄操作のために、非水溶液、例えば有機錯
体配位子および更なる錯体形成成分の混合物等を用いることが好ましい。
【００６３】
　次いで、分離して任意に洗浄した固体を、必要であれば粉状化後に、一般に２０～１０
０℃の温度、一般に０．１ｍｂａｒから標準圧（１０１３ｍｂａｒ）の圧力下にて乾燥す
る。
【００６４】
　ろ過、ろ過ケーキ洗浄および乾燥によって、懸濁液から本発明におけるＤＭＣ触媒を分
離する好ましい方法は、ＷＯ０１／８０９９４Ａ１に記載されている。
【００６５】
　工程ａ）において使用するＤＭＣ触媒の濃度は、製造されるヒドロキシル基含有プレポ
リマーの量に基づき、５～１０００ｐｐｍ、好ましくは１０～９００ｐｐｍおよび特に好
ましくは２０～８００ｐｐｍである。続くアミン付加で用いる要件に応じて、ＤＭＣ触媒
を生成物中に残存させてもよく、または（一部分を）除去してよい。ＤＭＣ触媒の（一部
分）除去は、例えば吸着剤で処理することにより行うことができる。ＤＭＣ触媒の分離方
法は、例えば、ＵＳ４９８７２７１Ａ１、ＤＥ３１３２２５８Ａ１、ＥＰ４０６４４０Ａ
１、ＵＳ５３９１７２２Ａ１、ＵＳ５０９９０７５Ａ１、ＵＳ４７２１８１８Ａ１、ＵＳ
４８７７９０６Ａ１およびＥＰ３８５６１９Ａ１に記載されている。
【００６６】
　水素官能性スターター化合物がＤＭＣ触媒と接触する前に、水素官能性スターター化合
物中の塩基の痕跡を中和するために、少量の無機鉱酸、好ましくはリン酸を、水素官能性
スターター化合物に添加できる。
【００６７】
　本発明の方法を、複金属シアン化物触媒を用いて行う場合、まず、反応装置内に水素官
能性スターター化合物および触媒を導入し、アルキレンオキシド化合物および所望による
更なる成分の一部分を計量添加し、次いで、不飽和環状カルボン酸無水物を添加すること
が有利である。このようにすることで、まず、二重結合を含まないポリマー骨格を水素官
能性スターター化合物から構成できる。上記アルキレンオキシド化合物および任意付加的
なコモノマーの全てを、この目的で使用できる。一般に、水素官能性スターター化合物へ
のアルキレンオキシド化合物の付加反応が完了したとき、不飽和環状カルボン酸無水物を
反応混合物に供給する。
【００６８】
　不飽和環状カルボン酸無水物を添加した後、アルキレンオキシド化合物、および所望に
よる更なるコモノマーを再び添加する。アミン官能基とヒドロキシル基の間隔は、添加し
た不飽和環状カルボン酸無水物量に応じた量のアルキレンオキシド化合物を添加すること
により、上述のように調整でき、特に、ツェレビチノフ活性水素原子１モル当たり、１モ
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ルより多いアルキレンオキシド化合物を添加する。２つの官能基の間隔は、さらなるコモ
ノマーを添加することにより調整され得る。上述のように、カルボン酸無水物が完全に反
応した場合、更なるカルボン酸無水物と更なるアルキレンオキシド化合物を添加すること
により、ツェレビチノフ活性水素原子１モル当たり２つ以上のアミン官能基を導入できる
。
【００６９】
　本発明の方法における工程ａ）を、以下において詳細に説明するが、本発明は以下の記
載に限定されない。
【００７０】
　本発明の方法の一態様において、水素官能性化合物を、まず、ＤＭＣ触媒と共に、反応
装置／反応装置系中に導入する。水素官能性化合物がＤＭＣ触媒と接触する前に、水素官
能性スターター化合物中の塩基の痕跡を中和するために、または、工程をより安定なもの
にするために、少量の無機鉱酸、好ましくはリン酸を、水素官能性化合物に所望により添
加できる。
【００７１】
　５０～１６０℃、特に６０～１４０℃、最も好ましくは７０～１４０℃の温度まで加熱
した後、方法の好ましい変形例においては、反応装置の内容物を、撹拌しながら、好まし
くは１０～６０分間かけて不活性ガスでストリッピングする。不活性ガスでストリッピン
グする場合、真空条件下、５～５００ｍｂａｒの絶対圧にて、液相内を不活性ガスが通過
することにより、揮発性成分が除去される。反応装置に導入した水素官能性化合物の量に
基づき、所望による、少量の不飽和環状カルボン酸無水物および／または更なるコモノマ
ーを予め含有する、一般に５～２０重量％の１種以上のアルキレンオキシドを計量添加し
た後、ＤＭＣ触媒が活性化される。
【００７２】
　反応装置の内容物を５０～１６０℃、好ましくは６０～１４０℃、特に好ましくは７０
～１４０℃に加熱する前、加熱する間、または加熱した後、１種以上のアルキレンオキシ
ドと、所望による少量の不飽和環状カルボン酸無水物および／または更なるコモノマーを
添加することができ、この添加は、好ましくはストリッピング後に行われる。触媒の活性
化は、反応装置圧の急激な低下により示され、このことは、アルキレンオキシド転化の開
始／不飽和環状カルボン酸無水物の転化を意味する。
【００７３】
　次いで、アルキレンオキシドまたはアルキレンオキシド混合物の所望量と、所望による
、計量添加される不飽和環状カルボン酸無水物および／または更なるコモノマーの所望量
とを、反応混合物に連続的に供給でき、選択される反応温度は２０～２００℃、好ましく
は５０～１６０℃である。多くの場合、反応温度は活性化温度と同一である。不飽和環状
カルボン酸無水物を計量添加する前に、反応抑制剤、例えば、フェノール誘導体、ビタミ
ンＥまたはフェノチアジンなどを、所望により、反応混合物または水素官能性化合物に添
加できる。
【００７４】
　触媒の活性化は、多くの場合、非常に速いので、触媒活性化のためにアルキレンオキシ
ドの一部分を分けて計量添加すること、および／または不飽和環状カルボン酸無水物の一
部分を分けて計量添加することを省略でき、また、アルキレンオキシドの連続計量添加お
よび不飽和環状カルボン酸無水物の連続計量添加を直接開始してもよく、必要に応じて、
最初は、低い計量添加速度で開始してもよい。また、反応温度を、アルキレンオキシド計
量添加工程および／または不飽和環状カルボン酸無水物の計量添加工程に関して記載した
範囲内で変動させることができる。アルキレンオキシドと環状カルボン酸無水物を、異な
る方法で反応装置に供給できる。気相内に計量添加すること、または液相内に直接計量添
加すること、例えば、浸漬管または、反応装置の底部に近接し、十分に混合される領域に
配置した環状分配器を介して計量添加できる。
【００７５】
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　ＤＭＣ触媒法では、液相中へ計量添加することが、好ましい変形例である。
【００７６】
　アルキレンオキシドと不飽和環状カルボン酸無水物を、使用する反応装置系の安全圧力
限界を超えないようにして反応装置に連続供給すべきである。特に、エチレンオキシド含
有アルキレンオキシド混合物または純エチレンオキシドを同時に計量添加する場合、計量
添加の開始時および計量添加工程において、反応装置中に十分な不活性ガス分圧を保持し
なければならない。このことは、例えば、希ガスまたは窒素を用いて達成できる。
【００７７】
　液相内へ計量添加する場合は、例えば、環状分配器の底部に計量添加孔を装備すること
により、計量添加装置を自己流出できるように設計すべきである。一般に、計量添加単位
およびスターター物質貯蔵部内への反応媒体の逆流を、装置関連の対策、例えば逆止弁の
設置により、防止すべきである。アルキレンオキシドおよび／またはカルボン酸無水物混
合物を計量添加する場合、対象となるアルキレンオキシドと不飽和環状カルボン酸無水物
を、別個に反応装置に供給してもよく、混合物の形態で反応装置に供給してもよい。複数
のアルキレンオキシド相互の事前混合、およびアルキレンオキシドと不飽和環状カルボン
酸無水物の事前混合を、例えば、一般的な計量添加ラインに配置した混合装置（「インラ
インブレンド」）により行うことができる。アルキレンオキシドおよび所望による不飽和
環状カルボン酸無水物を別個にまたは事前混合形態で、例えば、熱交換器を介して誘導さ
れる再循環ループ内へポンプ圧側で計量添加することが有利である。反応媒体との完全な
混合を行うために、アルキレンオキシド流および／またはカルボン酸無水物流および／ま
たは反応媒体流内に高せん断混合装置を組み込むことが有利である。発熱開環付加反応の
温度を、冷却により所望の温度に保つ。発熱反応用の重合反応装置の設計に関する先行技
術によると（例えば、Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 第B4巻, 第16
7頁以降, 第5版, 1992参照）、このような冷却は、一般に反応装置壁（例えば、二重壁ジ
ャケット、半管コイル）を介して行われ、ならびに、反応装置の内部に配置した更なる熱
交換表面および／または再循環ループ外部に配置した更なる熱交換表面、例えば、冷却コ
イル、冷却栓、冷却板、冷却管束または熱交換ミキサーを用いて行われる。これらは、計
量添加工程の開始時、すなわち、少量の充填量であっても、効果的に冷却できるように設
計されるべきである。
【００７８】
　一般に、反応装置の内容物の完全な混合は、常套の撹拌要素の構成および使用により、
反応の全工程において確保すべきであり、特に、一以上のステージに配置した撹拌機、ま
たは充填高さ全体におよぶ広範囲にわたって撹拌できる撹拌機を用いることが、本発明に
おいて適している（例えば、Handbuch Apparate; Vulkan-Verlag Essen, 第1版. (1990),
 第188-208頁参照）。これに適した技術は、一般に０．２～５Ｗ／ｌの範囲にある混合エ
ネルギーを反応装置内容物全体に亘り平均的に導入することであり、所望によっては、低
い充填水準にて、相応のより高い局所エネルギーを撹拌要素自体の周囲で印加することを
伴う。最適な撹拌作用をもたらすために、反応容器の底部全体に亘り広がりを得る、バッ
フル（例えば平面状または管状バッフル）と冷却コイル（または冷却栓）との組合せを、
先行技術にしたがって反応装置に配置できる。また、混合装置の撹拌効率は、反応の重要
な工程において特に高いエネルギー入力を確保するために、充填水準に応じて、計量添加
工程中に変化できる。例えば、反応の開始時に存在し得る固体含有分散体としてスクロー
スを用いる場合、特に強く混合することが有利である。
【００７９】
　さらに、特に固体の水素官能性スターター化合物を用いる場合、撹拌装置の選択によっ
て、反応混合物における固体の十分な分散を確保するべきである。底部配置した撹拌ステ
ージ、特に懸濁に適する撹拌要素が、本発明において好ましく用いられる。また、撹拌器
の形状は、反応生成物の発泡の低減に寄与すべきである。反応混合物の発泡は、例えば、
計量添加の終了後および後反応工程の後、１～５００ｂａｒの範囲の絶対圧の真空下で残
存エポキシドを除去する場合に観察できる。液体表面の連続的な完全混合をもたらす撹拌
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要素が、このような条件に特に適している。必要に応じて、撹拌軸は容器内に底部ベアリ
ングおよび所望による更なる支持ベアリングを有する。撹拌軸は、（中心配置または偏心
配置して）上部または底部から駆動できる。
【００８０】
　あるいは、熱交換器に導かれる再循環ループを用いることだけで必要な混合を完全に行
うことも可能であり、または、撹拌装置に加えて、更なる混合要素として再循環ループを
操作することができ、反応装置の内容物は必要により再循環し得る（一般に、１時間当た
り１～５０回）。
【００８１】
　非常に多種多様な反応装置が、本発明の方法を行うのに適当している。１：１～１０：
１の高さ／直径比を有する円筒型容器が好ましく用いられる。反応装置の適当な底部は、
例えば、球状、皿状、平面状または円錐状の底部である。
【００８２】
　工程ａ）における、アルキレンオキシドの計量添加と、不飽和環状カルボン酸無水物の
計量添加と、更なるコモノマーの計量添加に続いて、残存アルキレンオキシドおよび／ま
たは不飽和環状カルボン酸無水物および／または更なるコモノマーを完全に反応させ後反
応工程を設けてもよい。さらなる圧力降下が反応容器内で検出できなくなった時、この後
反応工程は終了する。未反応のアルキレンオキシドおよび／または不飽和環状カルボン酸
無水物の痕跡を、反応工程の後に、所望により真空内で、１～５００ｍｂａｒの絶対圧に
て、またはストリッピングにより、定量的に除去できる。ストリッピングの場合、液相内
に不活性ガスまたは水蒸気を通過させ、さらに、真空条件にすることにより（例えば、５
～５００ｍｂａｒの絶対圧にて不活性ガスを通過させることにより）、揮発性成分、例え
ば、（残留）アルキレンオキシドなどが除去される。真空下にて、またはストリッピング
による揮発性成分、例えば、未反応のエポキシドの除去を、好ましくは撹拌しながら、２
０～２００℃、好ましくは５０～１６０℃の温度で行う。このようなストリッピング操作
を、不活性ガスまたは水蒸気の流れが生成物流れに向流で通過する、いわゆるストリッピ
ングカラム中で行うことができる。不活性ガスによるストリッピングは、好ましくは、水
蒸気の不存在下で行われる。一定の圧力に達した後に、または揮発性成分を真空および/
またはストリッピングによって除去した後、生成物を反応装置から排出できる。
【００８３】
　方法の変形例（Ａ）において、工程ａ）における環状カルボン酸無水物の計量添加は、
アルキレンオキシド計量添加および／または更なるコモノマーの計量添加を中断し、場合
により、後反応工程の後に、不飽和環状カルボン酸無水物を反応装置に供給し、所望量の
不飽和環状カルボン酸無水物の供給後、アルキレンオキシド計量添加および／または更な
るコモノマーの計量添加を再開する方法により行うことができる。この手順は、もちろん
、１つの反応バッチ中に数回繰り返すことができる。この方法において、最終的に得られ
るアルキレンオキシドブロックが、スターター化合物として使用する水素官能性化合物由
来の活性水素原子１モル当たり１モルより多いアルキレンオキシドを含有することが特に
好ましい。この場合にも、不飽和環状カルボン酸無水物を計量添加する前に、反応抑制剤
、例えば、フェノール誘導体、ビタミンＥまたはフェノチアジンなどを、所望により、反
応混合物または水素官能性化合物に添加できる。
【００８４】
　また、計量添加工程において、計量添加するアルキレンオキシド量と計量添加する不飽
和環状カルボン酸無水物量との比が連続的または段階的に変化すること、すなわち、これ
ら２成分の一般的な計量添加を、例えば、不飽和環状カルボン酸無水物の計量添加流とア
ルキレンオキシドおよび／または複数のアルキレンオキシドの計量添加流との比が０：１
～１：０値となるようにして、行うことができる。
【００８５】
　ＤＭＣ触媒の特徴は、例えば、多量のスターター、例えばエチレングリコール、プロピ
レングリコール、グリセロール、トリメチロールプロパン、ソルビトールまたはスクロー
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ス、および反応混合物の極性不純物に由来する高濃度のヒドロキシル基に対して顕著な感
受性を示すことである。それ故に、反応開始段階において、ＤＭＣ触媒を重合活性な形態
に転化できない。不純物は、例えば、水、または近接して多数のヒドロキシル基を有する
化合物、例えば炭水化物および炭水化物誘導体である。ヒドロキシル基に近接するまたは
隣接するカルボニル基を有する物質も、触媒活性に悪影響を及ぼす。それにもかかわらず
、高濃度のＯＨ基を有するスターター、または触媒毒としてみなされる不純物を有するス
ターターをＤＭＣ触媒アルキレンオキシド付加反応に使用できるようにするためには、ヒ
ドロキシル基濃度をより低くするか、触媒毒を無害にすべきである。その目的のため、ま
ず、塩基触媒作用によってこのスターター化合物からプレポリマーを製造し、次いで、該
プレポリマーを後処理した後に、ＤＭＣ触媒作用によって、高モル質量の望ましいアルキ
レンオキシド付加生成物に転化できる。このプレポリマーには、例えば、スターターとし
て適当な上述した「事前調製アルキレンオキシド付加生成物」が含まれる。この方法は、
プレポリマーを介して導入した微量の塩基性触媒によってＤＭＣ触媒が失活しないように
、塩基触媒作用により得られたプレポリマーを非常に注意深く後処理しなければならない
。
【００８６】
　この問題は、スターター化合物を反応装置内に導入せず、反応の間に、アルキレンオキ
シドと共に反応装置に連続的に供給する、いわゆる連続スターター計量添加法により解消
できる。この方法において、プレポリマーを、反応のためのスターター媒体として導入で
き、また、製造される少量の生成物をスターター媒体として使用することもできる。した
がって、最初に、更なるアルキレンオキシド付加に適するプレポリマーを個別に製造する
必要性が無くなる。
【００８７】
　したがって、本発明の製造方法の工程ａ）における変形例（Ｂ）においては、スタータ
ーポリオールとＤＭＣ触媒を反応系に導入し、水素官能性化合物を、アルキレンオキシド
と不飽和環状カルボン酸無水物と共に連続的に供給する。工程ａ）におけるスターターポ
リオールとして適当なものは、アルキレンオキシド付加生成物、例えば、いずれの場合に
おいても、３～１０００ｍｇ ＫＯＨ／ｇの範囲、好ましくは３～３００ｍｇ ＫＯＨ／ｇ
の範囲のＯＨ価を有する、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、ポリエー
テルエステルポリオール、ポリカーボネートポリオール、ポリエステルカーボネートポリ
オールまたはポリエーテルカーボネートポリオール、および／または、工程ａ）において
別途生成した中間生成物である。工程ａ）において別途生成した中間生成物は、工程ａ）
におけるスターターポリオールとして好ましく使用される。
【００８８】
　この方法Ｂ）のやや好ましくない変形例において、三成分の計量添加工程中に、計量添
加するアルキレンオキシドと計量添加する不飽和環状カルボン酸無水物との計量添加比は
連続的または段階的に変化でき、不飽和環状カルボン酸無水物の計量添加流とアルキレン
オキシドおよび／または複数のエポキシドの計量添加流の比は、０：１～１：０である。
この態様は、工程ａ）における中間体生成物が、あまり均質でない形態で製造されるので
、やや好ましくない。
【００８９】
　工程ａ）の態様Ｂ）において、水素官能性化合物の計量添加と、アルキレンオキシドお
よび不飽和環状カルボン酸無水物の計量添加が、好ましくは同時に終了するように行われ
、あるいは、まず、水素官能性化合物とアルキレンオキシドの第一分量および不飽和環状
カルボン酸無水物の第一分量とを共に計量添加し、次いで、アルキレンオキシドの第二分
量および不飽和環状カルボン酸無水物の第二分量を計量添加してもよく、アルキレンオキ
シドの第一分量および第二分量と、不飽和環状カルボン酸無水物の第一分量および第二分
量の合計は、工程ａ）において使用する１種以上のアルキレンオキシドまたは１種以上の
不飽和環状カルボン酸無水物の総量に一致する。アルキレンオキシドの第一分量は、工程
ａ）において計量添加されるアルキレンオキシド総量の好ましくは６０～９８重量％であ
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り、第二分量は、該総量の４０～２重量％である。不飽和環状カルボン酸無水物の第一分
量は、工程ａ）において計量添加される１種以上の不飽和環状カルボン酸無水物総量の好
ましくは０～１００重量％であり、第二分量は該総量の１００～０重量％である。
【００９０】
　アルキレンオキシドの組成、および／または１種以上の不飽和環状カルボン酸無水物の
組成および／または計量添加速度が、水素官能性化合物の計量添加の終了後に変化する場
合、マルチブロック構造を有する生成物を方法の変形例Ｂ）に基づき製造できる。また、
方法の変形例Ｂ）において、不飽和環状カルボン酸無水物の計量添加は、アルキレンオキ
シドの計量添加前に終了し、特に好ましくは、この末端アルキレンオキシドブロックを、
スターター化合物として使用する水素官能性化合物に由来する活性水素原子の１モル当た
り１モルより多いアルキレンオキシド量を含有するように計量添加する。反応成分の計量
添加に続いて後反応工程を行うことができ、該工程においては、圧力のモニタリングによ
り、アルキレンオキシドおよび／または不飽和環状カルボン酸無水物の消費量を定量でき
る。一定の圧力に達したとき、上述のように、生成物を所望により真空にすることにより
、またはストリッピングにより未反応のアルキレンオキシドを除去することにより、生成
物を取り出すことができる。
【００９１】
　本発明の製造方法における工程ａ）の変形例Ｃ）においては、中間生成物を全て連続的
に製造できる。その目的のために、ＤＭＣ触媒を、アルコキシル化条件下、アルキレンオ
キシドおよび水素官能性化合物ならびに不飽和環状カルボン酸無水物と共に、反応装置ま
たは反応装置系に連続的に供給し、予め選択した平均滞留時間が経過した後、生成物を、
反応装置または反応装置系から連続的に除去する。方法の変形例Ｃ）では、１種以上のア
ルキレンオキシドのみを連続的に計量添加する第三の連続運転反応装置を後反応装置およ
び実反応装置の間に配置した、反応装置カスケードを反応装置として使用することが好ま
しい。方法の変形例Ｃ）の特に好ましい態様において、最終的なアルキレンオキシドブロ
ックは、スターター化合物として使用する水素官能性化合物に由来する活性水素原子の１
モル当たり１モルより多いアルキレンオキシドを含有する。
【００９２】
　連続する後反応工程を、例えば、反応装置カスケードまたは管状反応装置中で行い得る
。上述のように、揮発性成分を真空条件下および／またはストリッピングにより除去でき
る。
【００９３】
　ＤＭＣ触媒付加工程ａ）より得られる不飽和ポリエーテルエステルポリオールのＯＨ価
は、好ましくは３～２００ｍｇ ＫＯＨ／ｇ、特に好ましくは１０～６０ｍｇ ＫＯＨ／ｇ
、最も好ましくは２０～５０ｍｇ ＫＯＨ／ｇの値を有する。
【００９４】
　ＯＨ価は、例えば、ＤＩＮ ５３２４０に規定される滴定分析により、またはＮＩＲに
よる分光法により決定できる。
【００９５】
　当量モル質量は、活性水素原子を含む物質の全質量を活性水素原子数で割ったものを意
味すると理解される。ヒドロキシル基含有物質の場合、ＯＨ価との関係は以下のとおりで
ある：
【数１】

【００９６】
　老化防止剤、例えば、酸化防止剤を、本発明の方法の工程ａ）に基づき得ることができ
る中間生成物に所望により添加できる。
【００９７】
　本発明の方法の工程ｂ）を、以下に詳細に説明する。この説明も、例として与えられ、
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【００９８】
　工程ｂ）では、適当なアミンを、０℃～１５０℃、好ましくは１０℃～１００℃、およ
び特に好ましくは２０℃～８０℃の温度で、工程ａ）で得た生成物と反応させる。第一級
アミノ基と付加可能な二重結合とのモル比は、例えば、約１：１～１．１：１である。反
応を、酢酸銅、塩化スズまたは酢酸を用いて触媒できるが、触媒を添加させずに反応を行
うことが好ましい。
【００９９】
　一般に、アミンを、不活性ガス条件下、反応容器中に存在する工程ａ）で生成した中間
生成物に供給し、上記温度にて、１～４８時間撹拌する。アミンと工程ａ）で生成した中
間生成物との予備混合は、例えば、常套の計量添加ラインに配置した混合装置を用いて行
うことができる（「インラインブレンド」）。
【０１００】
　反応の進行は、常套の方法、例えば、オンラインもしくはオフラインでより行われるガ
スクロマトグラフィー分析、または分光法、例えば、ＮＭＲまたはＩＲ分光法により追跡
できる。未反応アミンまたは任意の過剰アミンの痕跡を、所望により、真空条件下、１～
５００ｍｂａｒの絶対圧での反応工程後、またはストリッピングにより、定量的に除去で
きる。
【０１０１】
　工程ａ）で得られる成分とアミンまたは複数のアミンとの工程ｂ）における反応は、原
則として、工程ａ）における成分の製造を行った反応装置と同じ装置を用いて行える。し
かし、反応装置に残存するアミンの痕跡は、次のＤＭＣ触媒工程ａ）の遂行を妨げるので
、工程ｂ）における反応を異なる反応装置で行うことが好ましい。
【０１０２】
　一般的に、ポリウレタン（ウレア）用途向けのポリオールを、不活性ガス雰囲気下で常
に取り扱うことが有利である。このことは、特に、触媒分離前にアルカリ金属ヒドロキシ
ド触媒作用により生成する、常套のアルカリ性ポリエーテルポリオール、またはアミン触
媒作用により得られる生成物に対して特に当てはまる。また、酸素を排除して取り扱うこ
とおよび貯蔵することが、無塩の後処理生成物および安定した中間生成物、ならびに最終
生成物に対して推奨され、あるいはＤＭＣ触媒作用を用いて製造した中間生成物および最
終生成物に推奨される。同じことが、本発明の製造方法により得られるヒドロキシ－アミ
ノポリマー、および工程ａ）により得られるその前駆体にも当てはまる。適当な不活性ガ
スは、例えば、希ガス、窒素または二酸化炭素であり、希ガスまたは窒素が特に適当であ
る。酸素の侵入を防止することにより、生成物の変色を、可能な限り最大限に回避でき、
このことは、特に、一般に粘度を低下させることによって（中間）生成物の取り扱いを容
易にするために使用される高温域で当てはまる。さらに、不活性ガス雰囲気下では、過酸
化物基が顕著に少なくなる。この過酸化物基は、エーテル結合の開裂を伴いながら、例え
ば、アセトアルデヒド、メタノール、ギ酸、ギ酸エステル類、アセトンおよびホルムアル
デヒドなどの更に低分子量の酸化分解生成物を生成する。したがって、不活性ガス雰囲気
下では、（中間）生成物の高揮発性有機化合物の含有量を下げることができ、臭気公害、
健康損害および品質の低下を回避できる。
【０１０３】
　本発明は、さらに、本発明の方法により得ることができるヒドロキシ－アミノポリマー
に関し、アルキレンオキシド化合物量とカルボン酸無水物量との比は、少なくとも１．１
：１、好ましくは少なくとも２：１、特に好ましくは少なくとも２．５：１であり、より
好ましくはヒドロキシ－アミノポリマーは精製を必要としない。
【０１０４】
　特に好ましくは、本発明のヒドロキシ－アミノポリマーは、一般式（VII）で表される
構造を有する：
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【化１０】

[式中、「スターター」は、水素官能性スターター化合物の基を表し、
Ａは、以下(VIIIa)または(VIIIb)で表される構造を有するアスパルテート基を表す：
【０１０５】
【化１１】

（式中、
Ｒ２およびＲ３は、相互に独立して、水素、脂肪族基または芳香族基を表し、また、Ｒ２
およびＲ３は、脂環式環系の一部であってよく、
Ｒ１は、水素、またはヘテロ原子（特に、窒素原子、または酸素原子）を含有してもよい
脂肪族基、脂環式基または芳香族基、あるいはヒドロキシ基を表し、
Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は、相互に独立して、水素、脂肪族基または芳香族基を表し
、Ｒ５およびＲ６は、脂環式環系の一部であってよい）、
lは、水素官能性スターター化合物のツェレビチノフ活性水素原子の数を表し、
ｍ、ｎおよびｏは、相互に独立して、整数であり、ｎおよびｏは０または１以上であり、
ｍは２以上であり、
および、ｎ、ｍは好ましくは２～４３０、特に３～４３０、好ましくは４～４３０であり
ｏは好ましくは１～１００、特に１～５０、および好ましくは１～１０であり、
式(VII)で表される構造の当量モル質量は、１８９００ｇ／モルの値を超えない。]
【０１０６】
　したがって、式(VII)で表される上記構造において、変数ｏは、化合物の分枝ごとに独
立して選択できる。
【０１０７】
　さらに、本発明は、ポリイソシアネートと、本発明の方法により製造できるヒドロキシ
－アミノポリマーとの反応により得ることができるポリウレタンウレアポリマーに関する
。この目的に関して、本発明の方法により製造できるヒドロキシ－アミノポリマーは、単
独でまたは所望による更なるイソシアネート反応性成分の混合状態で、有機ポリイソシア
ネートと、所望による発泡剤、触媒および所望による更なる添加剤(例えば気泡安定剤)の
存在下で反応できるので、固体または発泡ポリウレタンウレア成分として使用できる。従
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って、本発明はまた、本発明のヒドロキシ－アミノポリマーを含有するポリウレタンウレ
ア、好ましくは固体または発泡ポリウレタンウレア、特に、コーティング系を提供する。
【０１０８】
　適当なポリイソシアネートは、脂肪族、脂環式、芳香脂肪族、芳香族およびヘテロ環式
ポリイソシアネートであり、例えば、W. Siefkenによる Justus Liebigs Annalen der Ch
emie, 562, 第75頁～第136頁に記載されているもの、例えば、式(IX)で表される
【化１２】

[式中、
ｎ＝２～４、好ましくは２～３、および
Ｑは、２～１８個の炭素原子、好ましくは６～１０個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素
基、４～１５個、好ましくは６～１３個の炭素原子を有する脂環式炭化水素基、または８
～１５個の炭素原子、好ましくは８～１３個の炭素原子を有する芳香脂肪族炭水基である
]ポリイソシアネートである。
【０１０９】
　ポリイソシアネートの例は、例えば、ＥＰ０００７５０２Ａ１、第７頁～第８頁に記載
のポリイソシアネートである。例えば、好ましいポリイソシアネートは、商業的に容易に
入手できるポリイソシアネートであり、例えば２，４－および２，６－トルエンジイソシ
アネートおよびこれらの異性体の任意の混合物（「ＴＤＩ」）；ポリフェニルポリメチレ
ンポリイソシアネート、例えばアニリン－ホルムアルデヒド凝縮後にホスゲン処理するこ
とにより調製されたもの（「粗ＭＤＩ」）；およびカルボジイミド基、ウレタン基、アロ
ファネート基、イソシアヌレート基、ウレア基あるいはビウレット基を含有するポリイソ
シアネート（「変性ポリイソシアネート」）、特に２，４－および／または２，６－トル
エンジイソシアネートから、または４，４'－および／または２，４'－ジフェニルメタン
ジイソシアネートから誘導された変性ポリイソシアネートである。ウレタン基含有ポリイ
ソシアネート（プレポリマー）は、例えば、ポリイソシアネートと、ポリリシノール酸エ
ステルポリオールまたは任意所望の他のポリオール（例えば、常套のポリオール）との反
応生成物であってもよい。２，４－および２，６－トルエンジイソシアネート、４，４'
－、２，４'－および２，２'－ジフェニルメタンジイソシアネートおよびポリフェニルポ
リメチレンポリイソシアネート（「多核ＭＤＩ」）を含む群から選択される少なくとも１
つの化合物をポリイソシアネートとして使用するのが好ましく、４，４'－ジフェニルメ
タンジイソシアネート、２，４'－ジフェニルメタンジイソシアネートおよびポリフェニ
ルポリメチレンポリイソシアネートを含有する混合物を、ポリイソシアネートとして使用
することが特に好ましい。
【０１１０】
　上記ポリイソシアネートに加えて、常套のポリエーテルポリオールも、ポリウレタン（
ウレア）ポリマーの製造に更に使用できる。本発明の範囲に含まれる常套のポリエーテル
ポリオールは、ツェレビチノフ活性水素原子を有するスターター化合物のアルキレンオキ
シド付加生成物である化合物であり、すなわち、ポリエーテルポリオールは、３ｍｇ Ｋ
ＯＨ／ｇ以上、１０００ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以下、好ましくは５ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以上６００
ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以下のＤＩＮ５３２４０に従うヒドロキシル価を有する。このようなポ
リオールの例は、当業者に知られている。それは、３ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以上、１０００ｍ
ｇ ＫＯＨ／ｇ以下、好ましくは５ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以上６００ｍｇ ＫＯＨ／ｇ以下のＤ
ＩＮ５３２４０に従うヒドロキシル価を有することができる。常套のポリエーテルポリオ
ールを製造するのに使用するツェレビチノフ活性水素原子を有するスターター化合物は、
大部分は、２～８、好ましくは３～６、特に好ましくは３の官能価を有し、スターター化
合物は好ましくはヒドロキシ官能性である。ヒドロキシ官能性スターター化合物の例は、
プロピレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリ
コール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、
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ヘキサンジオール、ペンタンジオール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，１
２－ドデカンジオール、グリセロール、トリメチロールプロパン、トリエタノールアミン
、ペンタエリトリトール、ソルビトール、スクロース、ヒドロキノン、ピロカテコール、
レゾルシノール、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡ、１，３，５－トリヒドロキシベ
ンゼン、およびホルムアルデヒドとフェノール、メラミンまたはウレアとのメチロール基
含有縮合生成物である。スターター化合物として、グリセロールおよび／またはトリメチ
ロールプロパンを使用することが好ましい。
【０１１１】
　常套のポリエーテル用の適当なアルキレンオキシドは、例えば、エチレンオキシド、プ
ロピレンオキシド、１，２－ブチレンオキシドまたは２，３－ブチレンオキシドおよびス
チレンオキシドである。好ましくは、プロピレンオキシドおよびエチレンオキシドが、混
合物としてまたは連続して、それぞれ反応混合物に供給される。アルキレンオキシドを連
続的に計量添加する場合、製造した生成物は、ブロック構造を有するポリエーテル鎖を有
する。エチレンオキシドブロックを有する生成物は、例えば、系にイソシアネート反応性
を有利にもたらす、第一級末端基濃度が増加していることを特徴とする。
【０１１２】
　最後に、本発明は、ポリウレタンウレアポリマーの製造における本発明のヒドロキシ－
アミノポリマーの使用に関する。
【実施例】
【０１１３】
　本発明は、例示的な実施態様を参照して、以下の詳細を用いて説明される。
【０１１４】
　測定方法および定量方法
ＯＨ価、酸価、アミン価および粘度
ＯＨ価の定量を、ＤＩＮ ５３２４０の規定に基づき行った。
酸価の定量を、ＤＩＮ ＥＮ ＩＳＯ ２１１４の規定に基づき行った。
アミン価定量を、ＤＩＮ５３１７６の規定に基づき行った。
粘度を、回転粘度計（Physica MCR 51、製造者Anton Pear）を用い、ＤＩＮ ５３０１８(
スピンドル型ＣＣ２７、せん断速度範囲１６－１２８ｓ－１)の規定に基づき測定した。
【０１１５】
　モル質量分布
　モル質量分布は、サイズ排除クロマトグラフィ（ＳＥＣ）を用いて定量した。使用した
装置は、Agilent製の装置Agilent 1100シリーズである。分子量分布Ｍｗ／Ｍｎで表され
る多分散性ＰＤが規定される[式中、Ｍｗは重量平均分子量を表し、Ｍｎは数平均分子量
を表す]。この定量における更なる情報：
－ カラム組み合わせ：１ ＰＳＳプレカラム、５μｌ、８×５０ｍｍ；２ ＰＳＳ ＳＶＤ
、５μｌ、１００Å、８×３００ｍｍ；２ ＰＳＳ ＳＶＤ、５μｌ、１０００Å、８×３
００ｍｍ、ＰＳＳはカラムの製造元を表す（Polymer Standard Solutions、マインツ）
－ 評価ソフト：ＰＳＳ製のＷＩＮ　ＧＰＣ
－ 溶媒：ＴＨＦ（Merck LiChrosolv）
－ 流速：１ｍｌ／分
－ 検出器型：ＲＩ検出器（屈折率）、Shodex RI 74
－ 用いた公正基準：ポリスチレンに基づくPSS製の公正標準。
【０１１６】
　使用した原料
　アルキレンオキシド／酸無水物付加用触媒（ＤＭＣ触媒）
　ヘキサシアノコバルト酸亜鉛、tert-ブタノールおよび１０００ｇ/モルの数平均分子量
を有するポリプロピレングリコールを含有する複金属シアン化物触媒；ＷＯ０１／８０９
９４Ａ１、実施例６に記載。
【０１１７】
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　Abbosol(登録商標)

　沈降、コロイド状の、合成により生成したケイ酸マグネシウム、PQ Europe製
【０１１８】
　ポリオールＡ
　ＫＯＨ触媒を用い、エチレンオキシドをプロピレングリコールに付加することにより生
成したポリエーテル；ＯＨ価：１９０ ｍｇ ＫＯＨ／ｇ、数平均モル質量：５９１ｇ／モ
ル
【０１１９】
　実施例
　Ａ）ＤＭＣ触媒作用によるアルキレンオキシド／無水マレイン酸コポリマーの製造（工
程ａ）によるプレポリマー）
２リットルの実験室用オートクレーブに、窒素雰囲気下にて、２３３．７ｇ（３９６ｍｍ
ｏｌ）のポリオールＡおよび０．２５ｇの８５％リン酸を導入し、室温にて３０分間撹拌
した（８００ｒｐｍの速度でプロペラ撹拌）。０．６０１ｇのＤＭＣ触媒の添加後、オー
トクレーブの内在物を、４５０ｒｐｍの速度で撹拌（プロペラ撹拌）すると共に、１００
～１２０ｍｂａｒ絶対圧下、液面の下方に位置する分散環を用いて１分間あたり５０ｍｌ
の窒素を導入しながら、１３０℃にて３０分間ストリップした。１３０℃にて、８００ｒ
ｐｍの速度で撹拌しながら、１５６．５ｇのプロピレンオキシドと４６９．７ｇのエチレ
ンオキシドの混合物を、オートクレーブの上部空間内に２．０２時間かけて計量添加した
。計量添加は０．０５ｂａｒの絶対圧にて開始した。２０分の後反応時間の後、混合物を
室温まで冷却し、０．６２７ｇのビタミンＥおよび７７．９ｇ（７９４ｍｍｏｌ）の無水
マレイン酸を、オートクレーブに添加した。充填ノズルを閉めた時点で、２５℃にて４ｂ
ａｒの絶対圧まで４回窒素加圧し、次いで、過剰圧力を大気圧に下げ解放することで残留
酸素を除去した。８０℃まで加熱後、６５．６ｇのプロピレンオキシドと１９７．０ｇの
エチレンオキシドの混合物を、オートクレーブの上部空隙内に２．６５時間かけて計量添
加した。３０分の後反応時間の後、生成物を３０分間８０℃、１０ｍｂａｒ絶対圧にて加
熱し、次いで、０．２１４ｇのビタミンＥを添加した。
【０１２０】
　１１０２．４ｇの中間生成物を、２リットルの三ツ口フラスコ内に導入した。窒素で３
回排気および放出を行った後、８８．２ｇのAbbosol(登録商標)を８０℃にて窒素向流で
添加した。フラスコ内在物を８０℃にて３時間撹拌し、さらに３時間、８０℃および１ｍ
ｂａｒ絶対圧にて加熱した。次いで、Abbosol(登録商標)を、蒸気流（約１００℃）で加
熱した実験質用吸引フィルターを用いる濾過により分離した。
【０１２１】
　生成した中間生成物は、２５℃にて１８５４ｍＰａｓの粘度、３８ｍｇ ＫＯＨ／ｇの
ＯＨ価、および１０ｐｐｍＫＯＨの酸価を有していた。１．３８の多分散性（Ｍｗ／Ｍｎ

）を、サイズ排除クロマトグラフィーにより定量した。このような狭い多分散性は、重縮
合反応により製造した不飽和ポリエステルでは得ることができない。なぜならば、重縮合
反応により製造した生成物のモル質量は、シュルツ・フローリー分布に従うからである。
一方、ＤＭＣ触媒作用による本発明の方法により製造した中間生成物は、顕著に狭いポア
ソン分布を示す。
【０１２２】
　Ａ）で生成した中間生成物とＮ－ブチルアミンの反応(工程ｂ))
１００ｇ（３３．８ｍｍｏｌ）の工程Ａ）で生成した中間生成物を、還流冷却器、内部温
度計、マグネチック撹拌子を備えた５００ｍｌ四ツ首フラスコ内に導入した。窒素で３回
排気および放出を行った後、５．０６４４ｇ（６９．２ｍｍｏｌ）のＮ－ブチルアミンを
、窒素向流で添加した。数分のうちに、フラスコの内部温度が２６℃から３４℃に上昇し
た。３０分後、フラスコの内部温度は、マントルヒーターを用いることにより６０℃まで
上昇し、撹拌しながらその温度で４時間保持した。
【０１２３】
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　生成物の粘度は、２５℃にて１６３５ｍＰａｓであった。測定「ＯＨ価」は、７３．４
ｍｇ ＫＯＨ／ｇであった。この特定の例における測定「ＯＨ価」は、アミン価と実ＯＨ
価の合計である。アミン価は３５ｍｇ ＫＯＨ／ｇであり、この値は測定「ＯＨ価」の約
半分に相当する。前駆体中におけるＭＳＡ導入の化学量論は、１つのＯＨ基あたり１つの
ＭＳＡを使用するように選択した。結果は、事実上全ての二重結合が反応したことを示し
ている。



(27) JP 6227549 B2 2017.11.8

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100105153
            弁理士　朝倉　悟
(74)代理人  100117787
            弁理士　勝沼　宏仁
(74)代理人  100126099
            弁理士　反町　洋
(74)代理人  100172557
            弁理士　鈴木　啓靖
(72)発明者  クラウス・ロレンツ
            ドイツ４１５３９ドルマーゲン、ハンス－ベックラー－シュトラーセ９アー番
(72)発明者  イェルク・ホフマン
            ドイツ４７８００クレーフェルト、パウル－シュッツ－シュトラーセ３５番
(72)発明者  ハルトムート・ネフツガー
            ドイツ５０２５９プルハイム、ツー・デン・フスフェレン２４番

    審査官  水野　明梨

(56)参考文献  特表平０７－５０８３０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４８７４８３７（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｇ　　６５／００－６７／０４
              Ｃ０８Ｇ　　１８／００－１８／８７
              Ｃ０８Ｇ　　７１／００－７１／０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

