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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（４）で表される化合物を、アクリル酸系ポリマー、ポリエステル系ポリマ
ー、及びポリカーボネート系ポリマーからなる群から選ばれる少なくとも一つの高分子物
質に含有させてなることを特徴とする紫外線吸収材料。

（式中、Ｙ41及びＹ42は各々独立して１価の置換基を表す。ただし、Ｙ41及びＹ42の一方
はシアノ基であり、他方はアルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、ヘテロ環カル
ボニル基、アルキルスルホニル基、又はアリールスルホニル基である。Ｖ41及びＶ42は各
々独立して水素原子、ハロゲン原子、メルカプト基、シアノ基、カルボキシル基、リン酸
基、スルホ基、ヒドロキシ基、カルバモイル基、スルファモイル基、ニトロ基、アルコキ
シ基、アリールオキシ基、アシル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、スルホニル基、
スルフィニル基、スルホニルアミノ基、アミノ基、アンモニウム基、ヒドラジノ基、ウレ
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イド基、イミド基、アルキル若しくはアリールチオ基、アルケニルチオ基、アルコキシカ
ルボニル基、アリーロキシカルボニル基、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表す
。）
【請求項２】
　前記高分子物質のガラス転移点（Ｔｇ）が－８０℃以上２００℃以下であることを特徴
とする請求項１記載の紫外線吸収材料。
【請求項３】
　前記高分子物質が、ポリアクリル酸エステル、ポリカーボネート又はポリエチレンテレ
フタレートであることを特徴とする請求項１又は２に記載の紫外線吸収材料。
【請求項４】
　前記高分子物質がポリエチレンテレフタレートであり、該ポリエチレンテレフタレート
１００質量％に対して紫外線吸収剤が０．１質量％～５０質量％含まれることを特徴とす
る請求項１～３のいずれか１項に記載の紫外線吸収材料。
【請求項５】
　前記ポリエチレンテレフタレート及び前記紫外線吸収剤を２００℃以上で溶融混練する
ことにより作製されることを特徴とする請求項４記載の紫外線吸収材料。
【請求項６】
　前記高分子物質がポリアクリル酸エステル又はポリカーボネートであり、該ポリアクリ
ル酸エステル又はポリカーボネート１００質量％に対して紫外線吸収剤が０．１質量％～
５０質量％含まれることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の紫外線吸収材
料。
【請求項７】
　前記アクリル酸エステル及び前記紫外線吸収剤を沸点が２００℃以下である溶剤で溶解
させた後、これを基板上に塗布することにより作製されることを特徴とする請求項６記載
の紫外線吸収材料。
【請求項８】
　下記一般式（５）で表される化合物。
【化４】

（Ｒ51及びＲ52は、各々独立して炭素数１～１８の無置換アルキル基または炭素数２～１
８の無置換アルキルカルボニル基を表す。Ｒ53は炭素数２～１８の無置換アルキル基また
は炭素数６～１０の無置換アリール基を表す。）
【請求項９】
　請求項８記載の化合物からなる紫外線吸収剤。
【請求項１０】
　請求項９記載の紫外線吸収剤を用いた紫外線吸収高分子材料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外線吸収剤を含む高分子材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から紫外線吸収剤を種々の樹脂などと共用して紫外線吸収性を付与することが行わ
れている。紫外線吸収剤として無機系紫外線吸収剤と有機系紫外線吸収剤を用いる場合が
ある。無機系紫外線吸収剤（例えば、特許文献１～３等を参照。）では、耐候性や対熱性
などの耐久性に優れている反面、吸収波長が化合物のバンドギャップによって決定される
ために選択の自由度が少なく、３２０～４００ｎｍの長波紫外線（ＵＶ－Ａ）領域まで吸
収できるものはない。また、長波紫外線を吸収するものは可視域まで吸収を有するために
着色を伴ってしまう。
　これに対して、有機系紫外線吸収剤は、吸収剤の構造設計の自由度が高いために、吸収
剤の構造を工夫することによって様々な吸収波長のものを得ることができる。
【０００３】
　これまでにも様々な有機系紫外線吸収剤を用いた検討がなされている。長波紫外線領域
まで吸収する場合には、極大吸収波長が長波紫外線領域にあるものを用いるか、濃度を高
くするかの２通りが考えられている。しかし、特許文献４及び５等に記載された極大吸収
波長が長波紫外線領域にあるものは、耐光性が悪く、吸収能が時間とともに減少していく
という欠点があった。
【０００４】
　これに対してベンゾフェノン系やベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤は比較的耐光性
に優れ、濃度や膜厚を大きくすれば長波長領域まで比較的クリアにカットできる（例えば
特許文献６及び７等を参照。）。しかし、通常これらの紫外線吸収剤を樹脂等に混ぜて塗
布する場合、膜厚は数十μｍ程度が限界である。この膜厚で長波長領域までカットするた
めには、高濃度に紫外線吸収剤を添加する必要がある。このような場合、紫外線吸収剤の
析出や長期使用によるブリードアウトが生じるという問題があった。また、ベンゾフェノ
ン系やベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤の中には、皮膚刺激性や生体内への蓄積性の
懸念があるものがある。特許文献８，９，１０には硫黄原子を２つ含有する、５員環化合
物の記載がある。
【特許文献１】特開平５－３３９０３３号公報
【特許文献２】特開平５－３４５６３９号公報
【特許文献３】特開平６－５６４６６号公報
【特許文献４】特開平６－１４５３８７号公報
【特許文献５】特開２００３－１７７２３５号公報
【特許文献６】特表２００５－５１７７８７号公報
【特許文献７】特開平７－２８５９２７号公報
【特許文献８】特開２００７－３０４２８７公報
【特許文献９】特開昭６０－１７０８４２公報
【特許文献１０】特公昭４９－１１１５５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ポリマーに混練または溶媒を用いて溶解させる場合の製造適性に優れ
、紫外線吸収剤の析出や長期使用によるブリードアウトが生じることなく、長波紫外線吸
収能に優れ、かつ前記吸収能を長期間維持して耐光性に優れる紫外線吸収材料を提供する
ことにある。
 
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、光堅牢性が高い特定の構造を有する化合物を高分子材料に用いることで
、その化合物の析出や長期使用によるブリードアウトが生じることなく、長波紫外線吸収
能に優れ、かつ前記吸収能を長期間維持して耐光性に優れる高分子材料を提供できること
を見出し、本発明を完成するに至った。
　本発明の課題は、下記の手段によって達成された。
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　＜１＞下記一般式（４）で表される化合物を、アクリル酸系ポリマー、ポリエステル系
ポリマー、及びポリカーボネート系ポリマーからなる群から選ばれる少なくとも一つの高
分子物質に含有させてなることを特徴とする紫外線吸収材料。

（式中、Ｙ41及びＹ42は各々独立して１価の置換基を表す。ただし、Ｙ41及びＹ42の一方
はシアノ基であり、他方はアルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、ヘテロ環カル
ボニル基、アルキルスルホニル基、又はアリールスルホニル基である。Ｖ41及びＶ42は各
々独立して水素原子、ハロゲン原子、メルカプト基、シアノ基、カルボキシル基、リン酸
基、スルホ基、ヒドロキシ基、カルバモイル基、スルファモイル基、ニトロ基、アルコキ
シ基、アリールオキシ基、アシル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、スルホニル基、
スルフィニル基、スルホニルアミノ基、アミノ基、アンモニウム基、ヒドラジノ基、ウレ
イド基、イミド基、アルキル若しくはアリールチオ基、アルケニルチオ基、アルコキシカ
ルボニル基、アリーロキシカルボニル基、アルキル基、アリール基、又は複素環基を表す
。）
 
【０００８】
＜２＞前記高分子物質のガラス転移点（Ｔｇ）が－８０℃以上２００℃以下であることを
特徴とする＜１＞項に記載の紫外線吸収材料。
＜３＞前記高分子物質が、ポリアクリル酸エステル、ポリカーボネート又はポリエチレン
テレフタレートであることを特徴とする＜１＞又は＜２＞項に記載の紫外線吸収材料。
＜４＞前記高分子物質がポリエチレンテレフタレートであり、該ポリエチレンテレフタレ
ート１００質量％に対して紫外線吸収剤が０．１質量％～５０質量％含まれることを特徴
とする＜１＞～＜３＞のいずれか１項に記載の紫外線吸収材料。
＜５＞前記ポリエチレンテレフタレート及び前記紫外線吸収剤を２００℃以上で溶融混練
することにより作製されることを特徴とする＜４＞項に記載の紫外線吸収材料。
＜６＞前記高分子物質がポリアクリル酸エステル又はポリカーボネートであり、該ポリア
クリル酸エステル又はポリカーボネート１００質量％に対して紫外線吸収剤が０．１質量
％～５０質量％含まれることを特徴とする＜１＞～＜３＞のいずれか１項に記載の紫外線
吸収材料。
＜７＞前記アクリル酸エステル及び前記紫外線吸収剤を沸点が２００℃以下である溶剤で
溶解させた後、これを基板上に塗布することにより作製されることを特徴とする＜６＞項
に記載の紫外線吸収材料。
 
【００１１】
＜８＞下記一般式（５）で表される化合物
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【化４】

（Ｒ51及びＲ52は、各々独立して炭素数１～１８の無置換アルキル基または炭素数２～１
８の無置換アルキルカルボニル基を表す。Ｒ53は炭素数２～１８の無置換アルキル基また
は炭素数６～１０の無置換アリール基を表す。）
＜９＞＜８＞項に記載の化合物からなる紫外線吸収剤。
＜１０＞＜９＞項に記載の紫外線吸収剤を用いた紫外線吸収高分子材料。
 
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の高分子材料は、ポリマーに混練または溶媒を用いて溶解させる場合の製造適性
に優れ、紫外線吸収剤の析出や長期使用によるブリードアウトが生じることがなく、長波
紫外線吸収能に優れかつこの吸収能を長期間維持して耐光性（紫外光堅牢性）に優れる、
という効果を奏する。また、紫外線吸収剤が皮膚刺激性のある構造では無い点で取り扱い
が容易である。
　また、本発明の高分子材料は、優れた耐光性を有しているので、プラスチック、容器、
塗料、塗膜、繊維、建材などの高分子成形品として用いることができる。また、優れた長
波紫外線吸収能を有しているので、紫外線に弱い内容物を保護するフィルタ、包装材料、
容器、塗料、塗膜、インク、繊維、建材、記録媒体、画像表示装置、太陽電池カバーとし
て用いることができ、光に不安定な化合物の分解を抑制することもできる。
　また、本発明の高分子材料は化粧品用途に用いることができる。本発明の高分子材料を
含む化粧用製剤は、化粧料の調製に当たり紫外線吸収剤の析出や黄色味の生じることがな
く、長波紫外線吸収能に優れかつ前記吸収能を長期間維持できるという効果を奏する。ま
た、紫外線吸収剤が皮膚刺激性のある構造では無い点で有利である。
　また、本発明の高分子材料に用いられる化合物は、優れた長波紫外線吸収能を有し、高
分子材料に使用しても、析出やブリードアウトを生じず、上記のように耐光性向上など優
れた作用を示す。また、該化合物は紫外光に感受性の有機材料、特にヒトならびに動物の
皮膚および毛髪を、紫外線照射の損傷作用から防御することができ、化粧用調製品、医薬
製剤、および獣医薬製剤における光防御剤として適している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　紫外線吸収剤に用いることができる化合物としては、下記一般式（２）で表される化合
物が挙げられる。一般式（２）について説明する。
 
【００１４】

【化５】
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【００１５】
（式中、Ａ21及びＡ22は、水素原子及び炭素原子以外の原子を表す。Ｙ21及びＹ22は各々
独立して水素原子または１価の置換基を表す。ただし、Ｙ21又はＹ22の少なくとも一方は
、ハメットの置換基定数σｐ値が０．２以上の置換基を表す。また、Ｙ21及びＹ22は、互
いに結合して環を形成しても良い。（Ｂ）はＡ21、Ａ22および炭素原子と一緒になって５
または６員環を形成するのに必要な原子群を表す。）
【００１６】
　Ａ21及びＡ22は、互いに独立して、水素原子及び炭素原子以外の原子を表す。Ａ21及び
Ａ22の例としては、ホウ素、窒素、酸素、フッ素、ケイ素、リン、硫黄、セレン原子など
が挙げられる。
【００１７】
　Ａ21及びＡ22の例として好ましくは、窒素、酸素、硫黄が挙げられる。特に好ましくは
硫黄原子である。好ましい組み合わせとしては、酸素－窒素、窒素－硫黄、窒素－窒素、
硫黄－硫黄の組み合わせであり、特に好ましい組み合わせは硫黄－硫黄の組み合わせであ
る。
【００１８】
　Ｙ21及びＹ22は各々独立して水素原子または１価の置換基を表す。１価の置換基として
は、シアノ基、置換もしくは無置換のカルバモイル基、置換もしくは無置換のスルファモ
イル基、ニトロ基、置換もしくは無置換のアシル基、置換もしくは無置換のアルキルスル
ホニル基、置換もしくは無置換のアリールスルホニル基、置換もしくは無置換のアルキル
スルフィニル基、置換もしくは無置換のアリールスルフィニル基、置換もしくは無置換の
アルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、置換もし
くは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換の複素
環基などが挙げられる。置換基は更に置換されていても良く、置換基が複数ある場合は、
同じでも異なっても良い。この場合の置換基は上記の１価の置換基である。また置換基同
士で結合して環を形成しても良い。
【００１９】
　Ｙ21及びＹ22の例として詳しくは、シアノ基、炭素数１～１０、好ましくは炭素数２～
８、さらに好ましくは炭素数２～５のカルバモイル基（例えばメチルカルバモイル、エチ
ルカルバモイル、モルホリノカルボニル）、炭素数０～１０、好ましくは炭素数２～８、
さらに好ましくは炭素数２～５のスルファモイル基（例えばメチルスルファモイル、エチ
ルスルファモイル、ピペリジノスルホニル）、ニトロ基、炭素数１～２０、好ましくは炭
素数１～１２、さらに好ましくは炭素数１～８のアシル基（例えばホルミル、アセチル、
ベンゾイル、トリクロロアセチル）、炭素数１～２０、好ましくは炭素数１～１０、さら
に好ましくは炭素数１～８のアルキルスルホニル基、炭素数６～２０、好ましくは炭素数
６～１０のアリールスルホニル基（例えばメタンスルホニル、エタンスルホニル、ベンゼ
ンスルホニルなど）、炭素数１～２０、好ましくは炭素数１～１０、さらに好ましくは炭
素数１～８のアルキルスルフィニル基、炭素数６～２０、好ましくは炭素数６～１０のア
リールスルフィニル基（例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニル）、炭素数２
～２０、好ましくは炭素数２～１２、さらに好ましくは炭素数２～８のアルコキシカルボ
ニル基（例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル）
、炭素数６～２０、好ましくは炭素数６～１２、さらに好ましくは炭素数６～８のアリー
ルオキシカルボニル基（例えばフェノキシカルボニル）、
【００２０】
炭素数１～１８、好ましくは炭素数１～１０、さらに好ましくは炭素数１～５の無置換ア
ルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル）、炭素数１～１８、好ましくは
炭素数１～１０、さらに好ましくは炭素数１～５の置換アルキル基（ヒドロキシメチル、
トリフルオロメチル、ベンジル、カルボキシエチル、エトキシカルボニルメチル、アセチ
ルアミノメチル）、炭素数６～２０、好ましくは炭素数６～１５、さらに好ましくは炭素
数６～１０の置換または無置換のアリール基（例えばフェニル、ナフチル、ｐ－カルボキ
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シフェニル、ｐ－ニトロフェニル、３，５－ジクロロフェニル、ｐ－シアノフェニル、ｍ
－フルオロフェニル、ｐ－トリル、ｐ－ブロモフェニル）、炭素数１～２０、好ましくは
炭素数２～１０、さらに好ましくは炭素数４～６の置換されていてもよい複素環基（例え
ばピリジル、５－メチルピリジル、チエニル、フリル、モルホリノ、テトラヒドロフルフ
リル）が挙げられる。置換基は更に置換されていても良く、置換基が複数ある場合は、同
じでも異なっても良い。この場合の置換基は上記で記した置換基である。また置換基同士
で結合して環を形成しても良い。
【００２１】
　Ｙ21、Ｙ22として好ましくはＹ21、Ｙ22のうち少なくとも一方がハメットのσｐ値が０
．２以上の置換基を有するときである。
　ハメットの置換基定数σ値について説明する。ハメット則は、ベンゼン誘導体の反応又
は平衡に及ぼす置換基の影響を定量的に論ずるために１９３５年Ｌ．Ｐ．Ｈａｍｍｅｔｔ
により提唱された経験則であるが、これは今日広く妥当性が認められている。ハメット則
に求められた置換基定数にはσｐ値とσｍ値があり、これらの値は多くの一般的な成書に
見出すことができる。例えば、Ｊ．Ａ．Ｄｅａｎ編、「Ｌａｎｇｅ’ｓ　Ｈａｎｄｂｏｏ
ｋ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」第１２版，１９７９年（Ｍｃ　Ｇｒａｗ－Ｈｉｌｌ）や
「化学の領域」増刊，１２２号，９６～１０３頁，１９７９年（南光堂）、Ｃｈｅｍ．Ｒ
ｅｖ．，１９９１年，９１巻，１６５～１９５ページなどに詳しい。本発明におけるハメ
ットの置換基定数σｐ値が０．２以上の置換基とは電子求引性基であることを示している
。σｐ値として好ましくは０．２５以上であり、より好ましくは０．３以上であり、特に
好ましくは０．３５以上である。
【００２２】
　具体例としては、シアノ基（０．６６）、カルボキシル基（－ＣＯＯＨ：０．４５）、
アルコキシカルボニル基（－ＣＯＯＭｅ：０．４５）、アリールオキシカルボニル基（－
ＣＯＯＰｈ：０．４４）、カルバモイル基（－ＣＯＮＨ2：０．３６）、アルキルカルボ
ニル基（－ＣＯＭｅ：０．５０）、アリールカルボニル基（－ＣＯＰｈ：０．４３）、ア
ルキルスルホニル基（－ＳＯ2Ｍｅ：０．７２）、またはアリールスルホニル基（－ＳＯ2

Ｐｈ：０．６８）などが挙げられる。本明細書において、Ｍｅはメチル基を、Ｐｈはフェ
ニル基を表す。なお、括弧内の値は代表的な置換基のσｐ値をＣｈｅｍ．Ｒｅｖ．，１９
９１年，９１巻，１６５～１９５ページから抜粋したものである。
【００２３】
　また、Ｙ21及びＹ22は互いに結合して環を形成してもよい。なお、環を形成する場合に
はＹ21、Ｙ22のσｐ値を規定することができないが、本発明においてはＹ21、Ｙ22にそれ
ぞれ環の部分構造が置換しているとみなして、環形成の場合のσｐ値を定義することとす
る。例えば１，３－インダンジオン環を形成している場合、Ｙ21、Ｙ22にそれぞれベンゾ
イル基が置換したものとして考える。
【００２４】
　Ｙ21及びＹ22の好ましい例として各々独立して、シアノ基、アルキルカルボニル基、ア
リールカルボニル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモ
イル基、スルフィニル基、スルホニル基、またはスルファモイル基等が挙げられる。
　特に好ましくはＹ21及びＹ22の少なくとも一方がシアノ基であり、他方はアルキルカル
ボニル基、アリールカルボニル基、ヘテロ環カルボニル基、アルキルスルホニル基、アリ
ールスルホニル基である場合である。Ｙ21及びＹ22は互いに結合して環を形成しないこと
が好ましい。
【００２５】
　（Ｂ）はＡ21、Ａ22と炭素原子とが一緒になって形成する環を表す。
【００２６】
　（Ｂ）としてＡ21、Ａ22および炭素原子と一緒になって形成する環としては、５または
６員環が好ましい。詳述すると、例えば、ピリミジン環、イミダゾリジン環、イミダゾリ
ン環、オキサゾリン環、チアゾリン環、ジチオール環などが挙げられる。これらの環は１



(8) JP 5308039 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

価の置換基を有していてもよい。また、芳香環などと共に縮環構造を形成してもよい。
【００２７】
　環（Ｂ）として好ましくはイミダゾリン環、オキサゾリン環、チアゾリン環、ジチオー
ル環、またはこれらのベンゾ縮環体であり、更に好ましくはベンゾジチオール環、ベンゾ
オキサゾリン環、ベンゾチアゾリン環、ベンゾイミダゾリン環であり、特に好ましくはベ
ンゾジチオール環である。
【００２８】
　前記一般式（２）における好ましい置換基の組み合わせは、Ｙ21及びＹ22の少なくとも
一方がシアノ基であり、他方がアルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、ヘテロ環
カルボニル基、アルキルスルホニル基、又はアリールスルホニル基であり、Ａ21及びＡ22

がともに硫黄原子であり、（Ｂ）がベンゾジチオール環を形成している組み合わせである
。
【００２９】
　上記一般式（２）で表される化合物は下記一般式（３）で表される化合物であることが
好ましい。続いて一般式（３）について詳述する。
【００３０】
【化６】

【００３１】
（式中、Ａ31及びＡ32は、各々独立に、酸素原子、窒素原子およびイオウ原子からなる群
から選択されるヘテロ原子を表す。Ｙ31及びＹ32は各々独立して水素原子または１価の置
換基を表す。ただし、Ｙ31又はＹ32の少なくとも一方は、ハメットの置換基定数σｐ値が
０．２以上の置換基を表す。また、Ｙ31及びＹ32は、互いに結合して環を形成しても良い
。（Ｄ）は炭素原子と一緒になって５または６員環を形成するのに必要な原子群を表す。
）
【００３２】
　Ａ31及びＡ32は、各々独立に、酸素原子、窒素原子およびイオウ原子からなる群から選
択されるヘテロ原子を表し、好ましくは硫黄原子である。好ましい組み合わせとしては、
酸素－窒素、窒素－硫黄、窒素－窒素、硫黄－硫黄の組み合わせであり、特に好ましい組
み合わせは硫黄－硫黄の組み合わせである。
【００３３】
　Ｙ31及びＹ32は各々独立して水素原子または１価の置換基を表す。１価の置換基の例と
しては、シアノ基、置換もしくは無置換のカルバモイル基、置換もしくは無置換のスルフ
ァモイル基、ニトロ基、置換もしくは無置換のアシル基、置換もしくは無置換のアルキル
スルホニル基、置換もしくは無置換のアリールスルホニル基、置換もしくは無置換のアル
キルスルフィニル基、置換もしくは無置換のアリールスルフィニル基、置換もしくは無置
換のアルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、置換
もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、又は置換もしくは無置
換の複素環基が挙げられる。ただし、Ｙ31又はＹ32の少なくとも一方は、ハメットの置換
基定数σｐ値が０．２以上の置換基を表す。ハメットの置換基定数σｐ値が０．２以上の
置換基の例としてはシアノ基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アルコキ
シカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、スルフィニル基、スル
ホニル基、またはスルファモイル基が挙げられる。
【００３４】
　Ｙ31及びＹ32のうち好ましくは、Ｙ31及びＹ32の少なくとも一方がシアノ基であり、他
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方は置換もしくは無置換のアルキルカルボニル基、置換もしくは無置換のアリールカルボ
ニル基、置換もしくは無置換のヘテロ環カルボニル基、置換もしくは無置換のアルキルス
ルホニル基、又は置換もしくは無置換のアリールスルホニル基である場合である。
【００３５】
　環（Ｄ）は炭素原子を含む５または６員環を形成するのに必要な原子群を表す。
　環（Ｄ）の具体例としては例えば、シクロヘキサン、シクロペンタン等のシクロアルカ
ン類、ベンゼン環などのアリール類、ピリジン環、ピロール環、チオフェン環、チアゾー
ル環、オキサゾール環、ピラゾール環、またはこれらのベンゾ縮環体等のヘテロ環類があ
げられるが、より好ましくはベンゼン環である。
【００３６】
　前記一般式（３）における好ましい組み合わせは、Ｙ31、Ｙ32の少なくとも一方がシア
ノ基であり、他方が置換もしくは無置換のアルキルカルボニル基、置換もしくは無置換の
アリールカルボニル基、置換もしくは無置換のヘテロ環カルボニル基、置換もしくは無置
換のアルキルスルホニル基、又は置換もしくは無置換のアリールスルホニル基であり、Ａ

31及びＡ32がともに硫黄原子であり、環（Ｄ）がベンゼン環であり、Ａ31、Ａ32と共にベ
ンゾジチオール環を形成している組み合わせである。
【００３７】
　上記一般式（３）で表される化合物は下記一般式（４）で表される化合物であることが
好ましい。続いて一般式（４）について詳述する。
【００３８】
【化７】

【００３９】
　式中、Ｙ41及びＹ42は各々独立して１価の置換基を表す。ただし、Ｙ41又はＹ42の少な
くとも一方はシアノ基であり、他方は置換もしくは無置換のアルキルカルボニル基、置換
もしくは無置換のアリールカルボニル基、置換もしくは無置換のヘテロ環カルボニル基、
置換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、又は置換もしくは無置換のアリールスルホ
ニル基である。
【００４０】
　Ｙ41及びＹ42として好ましくは、Ｙ41又はＹ42の少なくとも一方がシアノ基であり、他
方が置換もしくは無置換のアルキルカルボニル基、置換もしくは無置換のアリールカルボ
ニル基、又は置換もしくは無置換のヘテロ環カルボニル基であるときである。特に好まし
くは一方がシアノ基であり他方が、置換もしくは無置換のアルキルカルボニル基、又は置
換もしくは無置換のアリールカルボニル基であるときである。また、Ｙ41及びＹ42が他の
原子をともなって環を形成しないことが好ましい。更に好ましくは、Ｙ41又はＹ42の少な
くとも一方がシアノ基であり、他方が炭素数３～１８の置換もしくは無置換のアルキルカ
ルボニル基、又は炭素数７～１８の置換もしくは無置換のアリールカルボニル基であると
きである。
【００４１】
　Ｖ41及びＶ42は各々独立して水素原子または１価の置換基を表す。１価の置換基の例と
しては、ハロゲン原子、メルカプト基、シアノ基、カルボキシル基、リン酸基、スルホ基
、ヒドロキシ基、カルバモイル基、スルファモイル基、ニトロ基、アルコキシ基、アリー
ルオキシ基、アシル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、スルホニル基、スルフィニル
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基、スルホニルアミノ基、アミノ基、置換アミノ基、アンモニウム基、ヒドラジノ基、ウ
レイド基、イミド基、アルキルもしくはアリールチオ基、無置換もしくは置換アルケニル
チオ基、アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、無置換アルキル基、置換
アルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、又は置換もしくは無置換の複素環基が挙
げられる。これらの置換基の具体例についてはＹ41、Ｙ42で挙げたものが例としてあげら
れる。置換基は更に置換されていても良く、置換基が複数ある場合は、同じでも異なって
も良い。この場合の置換基は上記で記した置換基である。また置換基同士で結合して環を
形成しても良い。
【００４２】
　Ｖ41及びＶ42として好ましくは各々独立にシアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基、アル
コキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基であり、特に好ましくはアルコキシ基、ア
リールオキシ基、アシルオキシ基である。
【００４３】
　前記一般式（４）における好ましい組み合わせは、Ｙ41及びＹ42の少なくとも一方がシ
アノ基であり、他方が炭素数３～１８の置換もしくは無置換のアルキルカルボニル基、又
は炭素数７～１８の置換もしくは無置換のアリールカルボニル基であり、Ｖ41及びＶ42が
ともにアルコキシ基、アリールオキシ基、又はアシルオキシ基である組み合わせである。
【００４４】
　続いて下記一般式（５）で表される化合物について詳述する。
【００４５】
【化８】

【００４６】
（Ｒ51及びＲ52は、各々独立して炭素数１～１８の無置換アルキル基または炭素数２～１
８の無置換アルキルカルボニル基を表す。Ｒ53は炭素数２～１８の無置換アルキル基また
は炭素数６～１０の無置換アリール基を表す。）
【００４７】
　Ｒ51及びＲ52は、各々独立して炭素数１～１８の無置換アルキル基または炭素数２～１
８の無置換アルキルカルボニル基を表す。中でもメチル基、アセチル基、２－エチルヘキ
シル基、又は２－エチルヘキサノイル基が好ましく、２－エチルヘキシル基、又は２－エ
チルヘキサノイル基が特に好ましい。
【００４８】
　Ｒ53は、炭素数２～１８の無置換アルキル基または炭素数６～１０の無置換アリール基
を表す。無置換アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル
基、ｔｅｒｔ－ブチル基が好ましく、ｔｅｒｔ－ブチル基が特に好ましい。無置換アリー
ル基としては、フェニル基、ナフチル基が好ましく、フェニル基が特に好ましい。
【００４９】
　前記一般式（５）における好ましい組み合わせは、Ｒ51及びＲ52がともに２－エチルヘ
キシル基または２－エチルヘキサノイル基であり、Ｒ53がｔｅｒｔ－ブチル基またはフェ
ニル基である組合せである。
【００５０】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物について合成参考例を示す。ジ
ャーナル　オブ　ケミカル　クリスタログラフィー（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉ
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ｃａｌ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒａｐｈｙ）２７・９９７・５１６ページ右段３行目～５
２０ページ右段１５行目、リービッグス　アナレン　デル　ケミー（Ｌｉｅｂｉｇｓ　Ａ
ｎｎａｌｅｎ　ｄｅｒ　Ｃｈｅｍｉｅ）７２６・１０６ページ１５行目～１０９ページ３
７行目、特開昭４９－１１１５号公報３ページ左段７行目～５ページ左段８行目、バイオ
オーガニック　アンド　メディシナル　ケミストリー　レターズ（Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ
　＆　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ）７・１９９７・６５
２ページ９行目～１９行目、ジャーナル　オブ　オーガニックケミストリー（Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ）４３・１９７８・２１５３ページ左
段２行目～１２行目、特開平４－３３８７５９号公報４ページ左段２行目～５ページ左段
２行目、特開平３－５４５６６号公報７ページ左段６行目～８ページ左段１０行目、シン
セシス（Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）１９８６・９６８ページ左段１行目～２２行目等に記載、
引用もしくはこれらに準じる合成法により製造できる。
【００５１】
　以下に、前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物の好ましい具体例を挙
げるが、本発明はこれらに限られるものではない。下記式中、Ｅｔはエチル基、Ｐｒはプ
ロピル基を表す。ただし、下記の化合物（Ｓ－１７）～（Ｓ－３１）は参考例である。
 
【００５２】
〔一般式（５）に該当する例〕
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【００５３】
〔一般式（５）に該当せず、一般式（４）に該当する例〕
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【００５４】
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【００５５】
〔一般式（４）に該当せず、一般式（３）に該当する例〕
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【００５６】
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【化１３】

【００５７】
〔一般式（３）に該当せず、一般式（２）に該当する例〕
【化１４】

【００５８】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物は、構造とその置かれた環境に
よって互変異性体を取り得る。本明細書においては代表的な形の一つで記述しているが、
本明細書の記述と異なる互変異性体も本発明に用いられる化合物に含まれる。
【００５９】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物は、同位元素（例えば、2Ｈ、3

Ｈ、13Ｃ、15Ｎ、17Ｏ、18Ｏなど）を含有していてもよい。
【００６０】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物の構造を紫外線吸収性基として
繰り返し単位内に含むポリマーも、本発明に好適に使用できる。以下に、前記一般式（２
）～（５）のいずれかで表される化合物の構造を含む繰り返し単位の例を示す。
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【化１５】

【００６２】
　上記の繰り返し単位からなるホモポリマーであってもよいし、２種類以上の繰り返し単
位からなるコポリマーであってもよい。さらに他の繰り返し単位を含むコポリマーであっ
てもよい。以下に他の繰り返し単位の例を示す。
【００６３】
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【化１６】

【００６４】
　本発明の高分子材料の調製には、その高分子組成物が用いられる。本発明に用いられる
高分子組成物は、後述する高分子物質に、前記一般式（２）～（５）のいずれかで表され
る化合物からなる紫外線吸収剤を含有してなる。
【００６５】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物は、様々な方法で高分子物質に
含有させることができる。前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物が高分
子物質との相溶性を有する場合は、前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合
物を高分子物質に直接添加することができる。高分子物質との相溶性を有する補助溶媒に
、前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物を溶解し、その溶液を高分子物
質に添加してもよい。前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物をポリマー
中に分散し、その分散物を高分子物質に添加してもよい。
【００６６】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物の添加方法については、特開昭
５８－２０９７３５号、同６３－２６４７４８号、特開平４－１９１８５１号、同８－２
７２０５８号の各公報および英国特許第２０１６０１７Ａ号明細書を参考にできる。
【００６７】
　異なる構造を有する二種類以上の本発明の紫外線吸収剤を併用してもよいし、本発明の
紫外線吸収剤とそれ以外の構造を有する一種類以上の紫外線吸収剤を併用してもよい。二
種類（好ましくは三種類）の紫外線吸収剤を併用すると、広い波長領域の紫外線を吸収す
ることができる。また、二種類以上の紫外線吸収剤を併用すると、紫外線吸収剤の分散状
態が安定化するとの作用もある。本発明の紫外線吸収剤以外の構造を有する紫外線吸収剤
としては、いずれのものでも使用できる。例えば、大勝靖一監修「高分子添加剤の開発と
環境対策」（シーエムシー出版、２００３年）第２章、東レリサーチセンター調査研究部
門編集「高分子用機能性添加剤の新展開」（東レリサーチセンター、１９９９年）２．３
．１、などに記載されている紫外線吸収剤が挙げられる。例えば、紫外線吸収剤の構造と
して知られているトリアジン系、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、メロシアニ
ン系、シアニン系、ジベンゾイルメタン系、桂皮酸系、アクリレート系、安息香酸エステ
ル系シュウ酸ジアミド系などの化合物が挙げられる。例えば、ファインケミカル、２００
４年５月号、２８～３８ページ、東レリサーチセンター調査研究部門発行「高分子用機能
性添加剤の新展開」（東レリサーチセンター、１９９９年）９６～１４０ページ、大勝靖
一監修「高分子添加剤の開発と環境対策」（シーエムシー出版、２００３年）５４～６４
ページなどに記載されている。
　好ましくは、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、サリチル酸系、アクリレート
系、トリアジン系の化合物である。より好ましくはベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノ
ン系、トリアジン系の化合物である。特に好ましくはベンゾトリアゾール系、トリアジン
系の化合物である。
【００６８】
本発明の高分子材料は、複数の一般式（２）で表されるＵＶ吸収剤を混合しても良い。ま
た、他の構造の公知の吸収剤と併用しても良い。
【００６９】
　前記ベンゾトリアゾール系化合物としては、その有効吸収波長が約２７０～３８０ｎｍ
で、下記一般式（IIａ）又は（IIｂ）のいずれかで表される化合物が好ましい。（IIａ）
及び（IIｂ）について詳述する。
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【００７０】
【化１７】

【００７１】
〔前記一般式（IIａ）中、
　Ｒ11は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル、置換もしくは無置換のシクロアル
キル、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。
　Ｒ12は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしく
は無置換のアリール基を表す。
　Ｒ13は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無
置換のアルコキシ基、又は－ＣＯＯＲ14基（ここで、Ｒ14は、水素原子、置換もしくは無
置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基である。）を表す。〕
【００７２】
〔前記一般式（IIｂ）中、
　Ｔは、水素原子、又は置換もしくは無置換のアルキル基を表す。
　Ｔ1は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無
置換のアリール基、又は置換もしくは無置換のアルコキシ基を表す。
　Ｌは２価の連結基または単結合を表し、ｍは０又は１を表す。
　ｎは１～４の整数を表す。ｎが１のときＴ2は、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の
アルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。また、ｎが２のときＴ2は２
価の置換基を表し、ｎが３のときＴ2は３価の置換基を表し、ｎが４のときＴ2は４価の置
換基を表す。〕
【００７３】
（一般式（IIａ））
　Ｒ11は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル、置換もしくは無置換のシクロアル
キル、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。
　Ｒ11として好ましくは、炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキル基、炭素数５～
１８の置換もしくは無置換シクロアルキル基、又は炭素数６～２４の置換もしくは無置換
アリール基である。Ｒ11として特に好ましくは、炭素数１～１８の置換もしくは無置換ア
ルキル基、又は炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキル基である。
【００７４】
　置換アルキル基、置換シクロアルキル基、置換アリール基は任意の位置に１価の置換基
を有しているアルキル基、シクロアルキル基、アリール基を表し、１価の置換基の例とし
ては、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、炭素数１
～２０（好ましくは１～１０）の直鎖又は分岐のアルキル基（例えばメチル、エチル）、
炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリール基（例えばフェニル、ナフチル）、シ
アノ基、カルボキシル基、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアルコキシカルボニ
ル基（例えばメトキシカルボニル）、炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリール
オキシカルボニル基（例えばフェノキシカルボニル）、炭素数０～２０（好ましくは０～
１０）の置換又は無置換のカルバモイル基（例えばカルバモイル、Ｎ－フェニルカルバモ
イル、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル）、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアル
キルカルボニル基（例えばアセチル）、炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリー
ルカルボニル基（例えばベンゾイル）、ニトロ基、炭素数０～２０（好ましくは０～１０
）の置換または無置換のアミノ基（例えばアミノ、ジメチルアミノ、アニリノ）、炭素数
１～２０（好ましくは１～１０）のアシルアミノ基（例えばアセトアミド、エトキシカル
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ボニルアミノ）、
【００７５】
炭素数０～２０（好ましくは０～１０）のスルホンアミド基（例えばメタンスルホンアミ
ド）、炭素数２～２０（好ましくは２～１０）のイミド基（例えばスクシンイミド、フタ
ルイミド）、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のイミノ基（例えばベンジリデンア
ミノ）、ヒドロキシ基、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアルコキシ基（例えば
メトキシ）、炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリールオキシ基（例えばフェノ
キシ）、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアシルオキシ基（例えばアセトキシ）
、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアルキルスルホニルオキシ基（例えばメタン
スルホニルオキシ）、炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリールスルホニルオキ
シ基（例えばベンゼンスルホニルオキシ）、スルホ基、炭素数０～２０（好ましくは０～
１０）の置換または無置換のスルファモイル基（例えばスルファモイル、Ｎ－フェニルス
ルファモイル）、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアルキルチオ基（例えばメチ
ルチオ）、炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリールチオ基（例えばフェニルチ
オ）、炭素数１～２０（好ましくは１～１０）のアルキルスルホニル基（例えばメタンス
ルホニル）、炭素数６～２０（好ましくは６～１０）のアリールスルホニル基（例えばベ
ンゼンスルホニル）、４～７員環（好ましくは５～６員環）のヘテロ環基（例えばピリジ
ル、モルホリノ）などを挙げることができる。
【００７６】
　Ｒ12は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしく
は無置換のアリール基を表す。Ｒ12として好ましくは、水素原子、塩素原子、炭素数１～
１８の置換もしくは無置換アルキル基、炭素数５～１８の置換もしくは無置換シクロアル
キル基、又は炭素数６～２４の置換もしくは無置換アリール基である。Ｒ12として特に好
ましくは、水素原子、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキル基、又は
炭素数６～２４の置換もしくは無置換アリール基である。
【００７７】
　Ｒ13は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無
置換のアルコキシ基、又は－ＣＯＯＲ14基（ここで、Ｒ14は、水素原子、置換もしくは無
置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基である。）を表す。Ｒ13として
好ましくは、水素原子、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキル基、炭
素数１～１８の置換もしくは無置換アルコキシ基、又は－ＣＯＯＲ14基（ここで、Ｒ14は
、水素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～２４の
置換もしくは無置換のアリール基である。）である。
【００７８】
　Ｒ11、Ｒ12は、ベンゼン環に置換していればいずれの位置でも構わないが、ヒドロキシ
ル基の２位および４位に置換していることが好ましい。
【００７９】
（一般式（IIｂ））
　Ｔは、水素原子、又は置換もしくは無置換のアルキル基を表す。Ｔとして好ましくは、
水素原子、又は炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキル基である。
　Ｔ1は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無
置換のアリール基、又は置換もしくは無置換のアルコキシ基を表す。Ｔ1として好ましく
は、水素原子、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数６
～２４のアリール基、又は炭素数１～１８のアルコキシ基である。
【００８０】
　－Ｌ－は２価の連結基または単結合を表し、ｍは０又は１を表す。
　ｍが０のときは、Ｔ2がＬを介さずに直接ベンゼン環と結合しているとき、即ち－Ｌ－
が単なる結合を表しているときを表す。
　２価の連結基－Ｌ－について説明する。－Ｌ－は下記一般式（ａ）で表わされる２価の
置換基である。
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　一般式（ａ）
　　　－(Ｌ1)m1－(Ｌ2)m2－(Ｌ3)m3－(Ｌ4)m4－(Ｌ5)m5－
【００８１】
　一般式（ａ）中、ｍ１～ｍ５は０～２の整数を表す。
　Ｌ1～Ｌ5は各々独立して、－ＣＯ－、－Ｏ－、－ＳＯ2－、－ＳＯ－、－ＮＲL－、置換
もしくは無置換の２価のアルキル基、置換もしくは無置換の２価のアルケニル基、又は置
換もしくは無置換の２価のアリール基を表す。ＲLは水素原子、置換もしくは無置換のア
ルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。
【００８２】
　ＲLの具体例としては、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ヘキシ
ル基、オクチル基、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。アルキル基上およびアリ
ール基上の任意の位置に１価の置換基を有していてもよい。１価の置換基としては上述し
た１価の置換基の例が挙げられる。ＲLとして好ましくは、炭素数３～２０の置換もしく
は無置換のアルキル基、又は炭素数６～１４の置換もしくは無置換のアリール基である。
より好ましくは炭素数６～１２の置換もしくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～１０
の置換もしくは無置換のアリール基である。
【００８３】
　即ち２価の置換基－Ｌ－としては、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ

3Ｈ6－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－、―ＮＨ－ＣＯ－Ｃ4Ｈ8－、－ＣＨ2－、
－Ｃ2Ｈ4－、－Ｃ3Ｈ6－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｃ5Ｈ10－、－Ｃ8Ｈ16－、－Ｃ4Ｈ8－ＣＯ－Ｏ
－、－Ｃ6Ｈ4－Ｃ6Ｈ4－、－ＮＨ－ＳＯ2－Ｃ3Ｈ6－等が好ましい。
【００８４】
　前記一般式（IIｂ）中、ｎは１～４の整数を表す。
　ｎが１のときＴ2は、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もし
くは無置換のアリール基を表す。ｎが１のときＴ2として好ましくは、塩素原子、炭素数
１～１８の置換もしくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～２４の置換もしくは無置換
のアリール基である。
【００８５】
　ｎが２のときＴ2は、２価の置換基を表す。ｎが２のときＴ2の具体例としては、上記の
２価の置換基－Ｌ－の例が挙げられる。ｎが２の時Ｔ2として好ましくは、－ＣＨ2－、－
Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－である。
【００８６】
　ｎが３のときＴ2は３価の置換基を表す。３価の置換基について説明する。３価の置換
基は３価のアルキル基、３価のアリール基、又は下記一般式
【化１８】

で表される置換基である。
　３価の置換基のうち、好ましくは炭素数１～８の３価のアルキル基、炭素数６～１４の
３価のアリール基、又は下記一般式、
【化１９】

で表される置換基である。
【００８７】
　ｎが４のときＴ2は４価の置換基を表す。４価の置換基について説明する。４価の置換
基は４価のアルキル基、４価のアリール基で表される置換基である。４価の置換基のうち
好ましくは、炭素数１～８の４価のアルキル基、炭素数６～１４の４価のアリールである
。
【００８８】
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　一般式（IIｂ）において、ｎが１又は２の時が特に好ましい。
　即ち、一般式（IIｂ）の好ましい組み合わせとしては、
　ｎが１のとき、Ｔが水素原子、又は炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキル基で
あり、Ｔ1が水素原子、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルキル基、
炭素数６～２４のアリール基、又は炭素数１～１８のアルコキシ基であり、Ｌが－Ｏ－Ｃ
Ｏ－Ｃ3Ｈ6－、－ＣＨ2－、－Ｃ3Ｈ6－、－Ｃ5Ｈ10－、－Ｃ8Ｈ16－、―ＮＨ－ＣＯ－Ｃ4

Ｈ8－又は単なる結合であり、Ｔ2が塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のア
ルキル基、又は炭素数６～２４の置換もしくは無置換のアリール基である組合せである。
　また、ｎが２のとき、Ｔが水素原子、又は炭素数１～１８の置換もしくは無置換アルキ
ル基であり、Ｔ1が水素原子、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルキ
ル基、炭素数６～２４のアリール基、又は炭素数１～１８のアルコキシ基であり、Ｌが－
ＣＨ2－又は単なる結合であり、Ｔ2が、－ＣＨ2－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、
又は－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－である組合せである。
　また、ｎが２のとき、ｍが０であり、Ｔが水素原子、又は炭素数１～１８の置換もしく
は無置換アルキル基であり、Ｔ1が水素原子、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは
無置換のアルキル基、炭素数６～２４のアリール基、又は炭素数１～１８のアルコキシ基
であり、Ｔ2が、－ＣＨ2－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、又は－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3

Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－である組合せも好ましい。
【００８９】
　前記一般式（IIａ）又は（IIｂ）で表される化合物の代表例としては、２－（２’－ヒ
ドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’
－ｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチ
ル－５’－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ
－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’
－ヒドロキシ－３’－ドデシル－５’－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾー
ル、２－（２’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－アミルフェニル）ベンゾトリアゾー
ル、２－（２’－ヒドロキシ－５’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル
）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－４’－オクチルオキシフェニル）ベン
ゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’－（３，４，５，６－テトラヒドロフタ
ルイミジルメチル）－５’－メチルベンジル）フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３
’－ｓｅｃ－ブチル－５’－ｔ－ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾー
ル、２－（３’，５’－ビス－（α，α－ジメチルベンジル）－２’－ヒドロキシフェニ
ル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－ｔ－ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－オ
クチルオキシカルボニルエチル）フェニル）－５－クロロ－ベンゾトリアゾール、２－（
３’－ｔ－ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキシルオキシ）－カルボニルエチル］－
２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロ－ベンゾトリアゾール、２－（３’－ｔ－ブチ
ル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）フェニル）－５－クロ
ロ－ベンゾトリアゾール、２－（３’－ｔ－ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－メ
トキシカルボニルエチル）フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－ｔ－ブチル－２
’－ヒドロキシ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）フェニル）ベンゾトリ
アゾール、２－（３’－ｔ－ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキシルオキシ）カルボ
ニルエチル］－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－ドデシル
－２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－ｔ－ブ
チル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－イソオクチルオキシカルボニルエチル）フェニル
ベンゾトリアゾール、２，２’－メチレン－ビス［４－（１，１，３，３－テトラメチル
ブチル）－６－ベンゾトリアゾール－２－イルフェノール］、２－［３’－ｔ－ブチル－
５’－（２－メトキシカルボニルエチル）－２’－ヒドロキシフェニル］－２Ｈ－ベンゾ
トリアゾールとポリエチレングリコール３００とのエステル交換生成物；
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【化２０】

（式中、Ｒ＝３’－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－ヒドロキシ－５’－２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール－２－イルフェニル、２－［２’－ヒドロキシ－３’－（α，α－ジメチルベンジル
）－５’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－フェニル］ベンゾトリアゾール；
２－［２’－ヒドロキシ－３’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－５’－（α
，α－ジメチルベンジル）－フェニル］ベンゾトリアゾール等を挙げることができる。
【００９０】
　前記トリアジン系化合物としては、その有効吸収波長が約２７０～３８０ｎｍで、下記
一般式（III）で表される化合物が好ましい。
【００９１】
【化２１】

【００９２】
［前記一般式（III）中、
　置換基Ｙ1は、互いに独立して、水素原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のア
ルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、又は置換もしくは無置換のアルコキシ基で
ある。Ｌfは２価の連結基または単結合を表す。
　ｕは１又は２であり、ｖは０又は１であり、そしてｒは１～３の整数であり、
　ｕが１のときＹ2は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしくは
無置換のアリール基である。また、ｕが２のときＹ2は２価の置換基を表す。］
【００９３】
　Ｙ1は、互いに独立して、水素原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアルキル
基、置換もしくは無置換のアリール基、又は置換もしくは無置換のアルコキシ基を表す。
Ｙ1として好ましくは、水素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１８の置換もしくは無置
換のアルキル基、炭素数６～２４の置換もしくは無置換のアリール基、又は炭素数１～１
８の置換もしくは無置換のアルコキシ基である。
【００９４】
　Ｌfは２価の連結基または単なる結合を表す。ｕは１又は２を表す。ｒは１～３の整数
を表す。ｖは０又は１であり、ｖが０の時はＬｆは単なる結合を表す。
　２価の連結基－Ｌｆ－について説明する。２価の置換基Ｌｆは、下記一般式（ｂ）で表
わされる２価の置換基である。
　一般式（ｂ）
　　　－(Ｌｆ1)mf1－(Ｌｆ2)mf2－(Ｌｆ3)mf3－(Ｌｆ4)mf4－(Ｌｆ5)mf5－
【００９５】
　一般式（ｂ）中、ｍｆ１～ｍｆ５は０～２の整数を表す。
　Ｌｆ1～Ｌｆ5は各々独立して、－ＣＯ－、－Ｏ－、－ＳＯ2－、－ＳＯ－、－ＮＲｆL－
、２価の置換もしくは無置換のアルキル基、２価の置換もしくは無置換のアルケニル基、
又は２価の置換もしくは無置換のアリール基を表す。ＲｆLは水素原子、置換もしくは無
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置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。
【００９６】
　ＲｆLの具体例としては、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ヘキ
シル基、オクチル基、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。アルキル基上およびア
リール基上の任意の位置に１価の置換基を有していてもよい。１価の置換基としては上述
した１価の置換基の例が挙げられる。ＲｆLとして好ましくは、炭素数３～２０の置換も
しくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～１４の置換もしくは無置換のアリール基であ
る。より好ましくは炭素数６～１２の置換もしくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～
１０の置換もしくは無置換のアリール基である。
【００９７】
　即ち２価の置換基－Ｌｆ－としては、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－
Ｃ3Ｈ6－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－、―ＮＨ－ＣＯ－Ｃ4Ｈ8－、－ＣＨ2－
、－Ｃ2Ｈ4－、－Ｃ3Ｈ6－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｃ5Ｈ10－、－Ｃ8Ｈ16－、－Ｃ4Ｈ8－ＣＯ－
Ｏ－、－Ｃ6Ｈ4－Ｃ6Ｈ4－、－ＮＨ－ＳＯ2－Ｃ3Ｈ6－等が好ましい。
【００９８】
　ｕが１のときＹ2は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、又は置換もしくは
無置換のアリール基である。ｕが１のときＹ2として好ましくは、水素原子、炭素数１～
１８の置換もしくは無置換アルキル基、又は炭素数６～２４の置換もしくは無置換アリー
ル基である。
【００９９】
　ｕが２のときＹ2は２価の置換基を表す。２価の置換基の例としては上記の２価の置換
基－Ｌ－の例があげられる。Ｙ2として好ましくは、置換もしくは無置換の２価のアルキ
ル基、置換もしくは無置換の２価のアルケニル基、置換もしくは無置換の２価のアリール
基、－ＣＨ2ＣＨ(ＯＨ)ＣＨ2－Ｏ－Ｙ11－ＯＣＨ2ＣＨ(ＯＨ)ＣＨ2、－ＣＯ－Ｙ12－ＣＯ
－、－ＣＯ－ＮＨ－Ｙ13－ＮＨ－ＣＯ－、又は－(ＣＨ2)t－ＣＯ2－Ｙ14－ＯＣＯ－(ＣＨ

2)tである。
　ただし、ｔは、１、２または３であり、
　Ｙ11は、置換もしくは無置換のアルキレン、フェニレン、又は－フェニレン－Ｍ－フェ
ニレン－（ここで、Ｍは、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ2－、－ＣＨ2－または－Ｃ(ＣＨ3)2－
である。）であり、
　Ｙ12は、置換もしくは無置換の２価のアルキル基、置換もしくは無置換の２価のアルケ
ニル基、又は置換もしくは無置換の２価のアリール基であり、
　Ｙ13は、置換もしくは無置換の２価のアルキル基、又は置換もしくは無置換の２価のア
リール基であり、そして
　Ｙ14は、置換もしくは無置換の２価のアルキル基、又は置換もしくは無置換の２価のア
リール基である。
【０１００】
　即ちｕが２のとき、Ｙ2として好ましくは、炭素数１～１８の置換もしくは無置換の２
価のアルキル基、炭素数６～２４の置換もしくは無置換の２価のアリール基、－ＣＨ2Ｃ
Ｈ(ＯＨ)ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2－ＯＣＨ2ＣＨ(ＯＨ)ＣＨ2-、－ＣＨ2ＣＨ(ＯＨ)ＣＨ2－Ｏ－
Ｃ(ＣＨ3)2－ＯＣ8Ｈ16－、又は－(ＣＨ2)2－ＣＯ2－Ｃ2Ｈ4－ＯＣＯ－(ＣＨ2)2－である
。
【０１０１】
　前記一般式（III）で表される化合物の代表例としては、２－（４－ブトキシ－２－ヒ
ドロキシフェニル）－４，６－ジ（４－ブトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、
２－（４－ブトキシ－２－ヒドロキシフェニル）－４，６－ジ（２，４－ジブトキシフェ
ニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジ（４－ブトキシ－２－ヒドロキシフェニル
）－６－（４－ブトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジ（４－ブトキ
シ－２－ヒドロキシフェニル）－６－（２，４－ジブトキシフェニル）－１，３，５－ト
リアジン、２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－１，
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３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－４，６－
ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２，４－ジヒドロ
キシフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン
、２，４－ビス（２－ヒドロキシ－４－プロピルオキシフェニル）－６－（２，４－ジメ
チルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシ
フェニル）－４，６－ビス（４－メチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２
－ヒドロキシ－４－ドデシルオキシフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニ
ル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－トリデシルオキシフェニル
）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－
ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキシ－３－ブチルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６
－ビス（２，４－ジメチル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（
２－ヒドロキシ－３－オクチルオキシプロピルオキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，
４－ジメチル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－（ドデシルオキシ／トリデシルオ
キシ－２－ヒドロキシプロポキシ）－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４
－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（２－ヒ
ドロキシ－３－ドデシルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチ
ルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシ）
フェニル－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－
メトキシフェニル）－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリ
ス（２－ヒドロキシ－４－（３－ブトキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル）－１
，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシフェニル）－４－（４－メトキシフェニル
）－６－フェニル－１，３，５－トリアジン、２－｛２－ヒドロキシ－４－［３－（２－
エチルヘキシル－１－オキシ）－２－ヒドロキシ－プロピルオキシ］フェニル｝－４，６
－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ
－４－（２－エチルヘキシル）オキシ）フェニル－４，６－ジ（４－フェニル）フェニル
－１，３，５－トリアジン等を挙げることができる。
【０１０２】
　前記ベンゾフェノン系化合物としては、その有効吸収波長が約２７０～３８０ｎｍであ
る化合物が好ましく、下記一般式（IVａ）又は（IVｂ）で表される化合物が好ましい。
【０１０３】
【化２２】

【０１０４】
〔前記一般式（IVａ）中、Ｘ1及びＸ2は、互いに独立して、水素原子、ハロゲン原子、ヒ
ドロキシル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、置
換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、置換も
しくは無置換のアリールスルホニル基、スルホン酸基、置換もしくは無置換のアルキルオ
キシカルボニル基、置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、又は置換もしく
は無置換のアミノ基を表す。ｓ１及びｓ２は、互いに独立して１～３の整数を表す。〕
【０１０５】
〔前記一般式（IVｂ）中、Ｘ1は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もし
くは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のアル
コキシ基、置換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、置換もしくは無置換のアリール
スルホニル基、スルホン酸基、置換もしくは無置換のアルキルオキシカルボニル基、置換
もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、又は置換もしくは無置換のアミノ基を表
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し、ｓ１は１～３の整数を表す。
　Ｌｇは２価の置換基または単なる結合を表し、ｗは０又は１を表す。
　ｔｂは１又は２を表し、ｔｂが１のときＸ3は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ
ル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしく
は無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、置換もしくは無
置換のアリールスルホニル基、スルホン酸基、置換もしくは無置換のアルキルオキシカル
ボニル基、置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、又は置換もしくは無置換
のアミノ基を表す。ｔｂが２のときＸ3は２価の置換基を表す。〕
【０１０６】
（一般式（IVａ））
　Ｘ1及びＸ2は、互いに独立して、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もし
くは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のアル
コキシ基、置換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、置換もしくは無置換のアリール
スルホニル基、スルホン酸基、置換もしくは無置換のアルキルオキシカルボニル基、置換
もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、又は置換もしくは無置換のアミノ基を表
す。Ｘ1及びＸ2として好ましくは、水素原子、塩素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１
８の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数６～２４の置換もしくは無置換のアリール
基、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ基、炭素数２～１８のアルキルオ
キシカルボニル基、炭素数７～２４のアリールオキシカルボニル基、スルホン酸基、又は
炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミノ基である。Ｘ1及びＸ2として特に好ましく
は水素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ基、ス
ルホン酸基、又は炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミノ基である。
【０１０７】
（一般式（IVｂ））
　ｔｂは１又は２であり、ｗは０又は１であり、ｓ１は１～３の整数である。
　置換基Ｘ1は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアル
キル基、置換もしくは無置換のフェニル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換も
しくは無置換のアルキルスルホニル基、置換もしくは無置換のアリールスルホニル基、ス
ルホン酸基、置換もしくは無置換のアルキルオキシカルボニル基、置換もしくは無置換の
アリールオキシカルボニル基、又は置換もしくは無置換のアミノ基を表す。
【０１０８】
　Ｘ1として好ましくは、水素原子、塩素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１８の置換
もしくは無置換のアルキル基、炭素数６～２４の置換もしくは無置換のアリール基、炭素
数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ基、炭素数２～１８のアルキルオキシカル
ボニル基、炭素数７～２４のアリールオキシカルボニル基、スルホン酸基、又は炭素数１
～１６の置換もしくは無置換のアミノ基である。Ｘ1として特に好ましくは水素原子、ヒ
ドロキシル基、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ基、スルホン酸基、又
は炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミノ基である。
【０１０９】
　－Ｌｇ－は２価の連結基または単なる結合を表し、ｗは０～１の整数を表す。ｗが０の
時はＸ3がＬｇを介さずに直接ベンゼン環と結合しているとき、即ち－Ｌｇ－が単なる結
合を表しているときを表す。
　２価の連結基－Ｌｇ－について説明する。２価の置換基Ｌｇは、下記一般式（ｃ）で表
わされる２価の置換基である。
　一般式（ｃ）
　　　－(Ｌｇ1)mg1－(Ｌｇ2)mg2－(Ｌｇ3)mg3－(Ｌｇ4)mg4－(Ｌｇ5)mg5－
【０１１０】
　一般式（ｃ）中、ｍｇ１～ｍｇ５は０～２の整数を表す。
　Ｌｇ1～Ｌｇ5は各々独立して、－ＣＯ－、－Ｏ－、－ＳＯ2－、－ＳＯ－、－ＮＲｇL－
、置換もしくは無置換の２価のアルキル基、置換もしくは無置換の２価のアルケニル基、
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又は置換もしくは無置換の２価のアリール基を表す。ＲｇLは水素原子、置換もしくは無
置換のアルキル基、又は置換もしくは無置換のアリール基を表す。
【０１１１】
　ＲｇLの具体例としては、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ヘキ
シル基、オクチル基、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。アルキル基上およびア
リール基上の任意の位置に１価の置換基を有していてもよい。１価の置換基としては上述
した１価の置換基の例が挙げられる。ＲｇLとして好ましくは、炭素数３～２０の置換も
しくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～１４の置換もしくは無置換のアリール基であ
る。より好ましくは炭素数６～１２の置換もしくは無置換のアルキル基、又は炭素数６～
１０の置換もしくは無置換のアリール基である。
【０１１２】
　即ち２価の置換基－Ｌｇ－としては、―Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ
－Ｃ4Ｈ8－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－、―ＮＨ
－ＣＯ－Ｃ4Ｈ8－、－ＣＨ2－、－Ｃ2Ｈ4－、－Ｃ3Ｈ6－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｃ5Ｈ10－、－
Ｃ8Ｈ16－、－Ｃ4Ｈ8－ＣＯ－Ｏ－、－Ｃ6Ｈ4－Ｃ6Ｈ4－、－ＮＨ－ＳＯ2－Ｃ3Ｈ6－等が
好ましい。
【０１１３】
　ｔｂが１のとき、Ｘ3は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置
換のフェニル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基
、置換もしくは無置換のアルキルスルホニル基、置換もしくは無置換のアリールスルホニ
ル基、スルホン酸基、置換もしくは無置換のアルキルオキシカルボニル基、置換もしくは
無置換のアリールオキシカルボニル基、又は置換もしくは無置換のアミノ基である。
　ｔｂが１のとき、Ｘ3として好ましくは、水素原子、ヒドロキシル基、塩素原子、炭素
数１～１８の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数６～２４の置換もしくは無置換の
アリール基、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ基、炭素数２～１８のア
ルキルオキシカルボニル基、炭素数７～２４のアリールオキシカルボニル基、スルホン酸
基、又は炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミノ基である。
　Ｘ3として特に好ましくは水素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１８の置換もしくは
無置換のアルコキシ基、スルホン酸基、又は炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミ
ノ基である。
【０１１４】
　ｔｂが２のときＸ3は、２価の置換基を表す。
　ｔｂが２のとき、Ｘ3の具体例としては、上記の２価の置換基－Ｌ－の例が挙げられる
。ｔｂが２のときＸ3として好ましくは、－ＣＨ2－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｏ－Ｃ4Ｈ8－Ｏ－、
－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、又は－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－である。
【０１１５】
　一般式（IVb）において、ｔｂが１のときが特に好ましい。
　即ち、一般式（ＩＶｂ）の好ましい組み合わせとしては、以下のとおりである。
　具体的には、ｔｂが１のとき、
　Ｘ1が水素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ
基、スルホン酸基、又は炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミノ基であり、
　Ｌｇが－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－Ｃ4Ｈ8－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－
Ｃ3Ｈ6－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－、―ＮＨ－ＣＯ－Ｃ4Ｈ8－、－ＣＨ2－
、－Ｃ2Ｈ4－、－Ｃ3Ｈ6－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｃ5Ｈ10－、－Ｃ8Ｈ16－、－Ｃ4Ｈ8－ＣＯ－
Ｏ－、－Ｃ6Ｈ4－Ｃ6Ｈ4－、もしくは－ＮＨ－ＳＯ2－Ｃ3Ｈ6－、又は単なる結合であり
、
　Ｘ3が水素原子、ヒドロキシル基、塩素原子、炭素数１～１８の置換もしくは無置換の
アルキル基、炭素数６～２４の置換もしくは無置換のアリール基、炭素数１～１８の置換
もしくは無置換のアルコキシ基、炭素数２～１８のアルキルオキシカルボニル基、炭素数
７～２４のアリールオキシカルボニル基、スルホン酸基、又は炭素数１～１６の置換もし
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くは無置換のアミノ基である組み合わせが好ましい。
【０１１６】
　ｔｂが２のとき、
　Ｘ1が水素原子、ヒドロキシル基、炭素数１～１８の置換もしくは無置換のアルコキシ
基、スルホン酸基、又は炭素数１～１６の置換もしくは無置換のアミノ基であり、
　Ｌｇが－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－Ｃ4Ｈ8－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－
Ｃ3Ｈ6－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－、―ＮＨ－ＣＯ－Ｃ4Ｈ8－、－ＣＨ2－
、－Ｃ2Ｈ4－、－Ｃ3Ｈ6－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｃ5Ｈ10－、－Ｃ8Ｈ16－、－Ｃ4Ｈ8－ＣＯ－
Ｏ－、－Ｃ6Ｈ4－Ｃ6Ｈ4－、もしくは－ＮＨ－ＳＯ2－Ｃ3Ｈ6－、又は単なる結合であり
、
　Ｘ3が－ＣＨ2－、－Ｃ4Ｈ8－、－Ｏ－Ｃ4Ｈ8－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｃ2Ｈ4－ＣＯ－Ｏ－
、又は－ＮＨ－ＣＯ－Ｃ3Ｈ6－ＣＯ－ＮＨ－である組み合わせが好ましい。
【０１１７】
　前記ベンゾフェノン系化合物の代表例としては、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン
、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシ
ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－デシルオキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－
４－ドデシルオキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ベンジルオキシベンゾフェノ
ン、２－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキシ－３－メタクリルオキシプロポキシ）ベンゾ
フェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－５－スルホベンゾフェノン、２－ヒドロキシ
－４－メトキシ－５－スルホベンゾフェノントリヒドレート、２－ヒドロキシ－４－メト
キシ－２’－カルボキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－オクタデシロキシベンゾ
フェノン、２－ヒドロキシ－４－ジエチルアミノ－２’－ヘキシルオキシカルボニルベン
ゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２’，４，４
’－テトラヒドロキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシ
ベンゾフェノン、１，４－ビス（４－ベンジルオキシ－３－ヒドロキシフェノキシ）ブタ
ン等を挙げることができる。
【０１１８】
　前記サリチル酸系化合物としては、その有効吸収波長が約２９０～３３０ｎｍである化
合物が好ましく、その代表例としてはフェニルサリシレート、４－ｔ－ブチルフェニルサ
リシレート、４－オクチルフェニルサリシレート、ジベンゾイルレゾルシノール、ビス（
４－ｔ－ブチルベンゾイル）レゾルシノール、ベンゾイルレゾルシノール、２，４－ジ－
ｔ－ブチルフェニル　３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシサリシレート、ヘキサデ
シル　３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシサリシレートなどを挙げることができる
。
【０１１９】
　前記アクリレート系化合物としては、その有効吸収波長が約２７０～３５０ｎｍである
化合物が好ましく、その代表例としては２－エチルヘキシル　２－シアノ－３，３－ジフ
ェニルアクリレート、エチル　２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート、イソオク
チル　２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート、ヘキサデシル　２－シアノ－３－
（４－メチルフェニル）アクリレート、メチル　２－シアノ－３－メチル－３－（４－メ
トキシフェニル）シンナメート、ブチル　２－シアノ－３－メチル－３－（４－メトキシ
フェニル）シンナメート、メチル　２－カルボメトキシ－３－（４－メトキシフェニル）
シンナメート２－シアノ－３－（４－メチルフェニル）アクリル酸塩、１，３－ビス（２
’－シアノ－３，３’－ジフェニルアクリロイル）オキシ）－２，２－ビス（（（２’－
シアノ－３，３’－ジフェニルアクリロイル）オキシ）メチル）プロパン、Ｎ－（２－カ
ルボメトキシ－２－シアノビニル）－２－メチルインドリン等を挙げることができる。
【０１２０】
　前記シュウ酸ジアミド系化合物としては、その有効吸収波長が約２５０～３５０ｎｍで
あるものが好ましく、その代表例としては４，４’－ジオクチルオキシオキサニリド、２
，２’－ジオクチルオキシ－５，５’－ジ－ｔ－ブチルオキサニリド、２，２’－ジドデ
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シルオキシ－５，５’－ジ－ｔ－ブチルオキサニリド、２－エトキシ－２’－エチルオキ
サニリド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－ジメチルアミノプロピル）オキサミド、２－エトキシ－
５－ｔ－ブチル－２’－エチルオキサニリド、２－エトキシ－２’－エチル－５，４’－
ジ－ｔ－ブチルオキサニリド等を挙げることができる。
【０１２１】
　本発明の紫外線吸収剤組成物は更に光安定剤、酸化防止剤を含んでいても良い。
　光安定剤、酸化防止剤の好ましい例としては特開２００４－１１７９９７で表される化
合物があげられる。具体的には、特開２００４－１１７９９７のｐ２９中段、段落番号［
００７１］～［０１１１］に記載の化合物であることが好ましい。段落番号［００７２］
に記載の一般式（ＴＳ－Ｉ）、一般式（ＴＳ－ＩＩ）、一般式（ＴＳ－ＩＶ）一般式（Ｔ
Ｓ－Ｖ）で表される化合物であることが特に好ましい。
【０１２２】
　本発明の高分子材料における前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物の
含有量は、使用目的と使用形態によって異なるため一義的に定めることはできないが、当
業者はいくらかの試験をすることによって容易に決定することができる。好ましくは高分
子材料の全量に対して０．００１～１０質量％であり、より好ましくは０．０１～５質量
％である。また、前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物以外の紫外線吸
収剤の含有量は、本発明の目的に応じて適宜決定することができる。
【０１２３】
　本発明においては、紫外線吸収剤のみで実用的には十分な紫外線遮蔽効果が得られるも
のの、更に厳密を要求する場合には隠蔽力の強い白色顔料、例えば酸化チタンなどを併用
してもよい。また、外観、色調が問題となる時、あるいは好みによって微量（０．０５質
量％以下）の着色剤を併用することができる。また、透明あるいは白色であることが重要
である用途に対しては蛍光増白剤を併用してもよい。蛍光増白剤としては市販のものや特
開２００２－５３８２４号公報記載のものが挙げられる。
【０１２４】
　本発明の高分子材料に用いられる高分子物質について説明する。高分子物質としては、
アクリル酸系ポリマー、ポリエステル、ポリカーボネート及びその配合物を用いることが
好ましい。以下に各々について詳細を説明する。
【０１２５】
（アクリル酸系ポリマー）
　ここで、アクリル酸系ポリマーとは、下記一般式Ａ１で表される化合物をモノマー成分
とし、これを重合することにより得られるホモポリマー及びコポリマーのことを示す。
【０１２６】
【化２３】

【０１２７】
（一般式Ａ１中、Ｒa1はヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もし
くは無置換のアミノ基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリー
ル基、又は置換もしくは無置換の複素環基を表す。Ｒa2は水素原子、メチル基、又は炭素
数２以上のアルキル基を表す。）
【０１２８】
　前記一般式Ａ１について詳述する。
　前記一般式Ａ１中、Ｒa1はヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換
もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアミノ基、置換もしくは無置
換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、又は置換もしくは無置換の複素環基
を表す。Ｒa1のうち好ましくは、置換もしくは無置換のアルコキシ基、又は置換もしくは
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無置換のアリールオキシ基であり、特に好ましくは、炭素数１～１８の置換もしくは無置
換のアルコキシ基、又は炭素数６～２４の置換もしくは無置換のアリールオキシ基である
。
【０１２９】
　Ｒa2は、水素原子、メチル基、又は炭素数２以上のアルキル基を表す。Ｒa2のうち好ま
しくは水素原子又はメチル基の場合である。
【０１３０】
　即ち一般式Ａ１の好ましい置換基の組み合わせとしては、Ｒa1が炭素数１～１８の置換
または無置換のアルコキシ基、炭素数６～２４の置換または無置換のアリールオキシ基で
あり、Ｒa2が水素原子またはメチル基の場合である。
【０１３１】
　一般式Ａ１で表される化合物として具体的には以下のものが挙げられる。
・アクリル酸エステル誘導体……メチルアクリレート、エチルアクリレート、（ｎ－また
はｉ－）プロピルアクリレート、（ｎ－、ｉ－、ｓｅｃ－またはｔ－）ブチルアクリレー
ト、アミルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ドデシルアクリレート、ク
ロロエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプロピル
アクリレート、２－ヒドロキシペンチルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ア
リルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモ
ノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、クロロベンジ
ルアクリレート、ヒドロキシベンジルアクリレート、ヒドロキシフェネチルアクリレート
、ジヒドロキシフェネチルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフ
リルアクリレート、フェニルアクリレート、ヒドロキシフェニルアクリレート、クロロフ
ェニルアクリレート、スルファモイルフェニルアクリレート、２－（ヒドロキシフェニル
カルボニルオキシ）エチルアクリレート。
【０１３２】
・メタクリル酸エステル誘導体……メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、（ｎ
－またはｉ－）プロピルメタクリレート、（ｎ－、ｉ－、ｓｅｃ－またはｔ－）ブチルメ
タクリレート、アミルメタクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ドデシルメ
タクリレート、クロロエチルメタクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２
－ヒドロキシプロピルメタクリレート、２－ヒドロキシペンチルメタクリレート、シクロ
ヘキシルメタクリレート、アリルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリ
レート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、ベンジルメタクリレート、メトキシ
ベンジルメタクリレート、クロロベンジルメタクリレート、ヒドロキシベンジルメタクリ
レート、ヒドロキシフェネチルメタクリレート、ジヒドロキシフェネチルメタクリレート
、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、フェニルメタク
リレート、ヒドロキシフェニルメタクリレート、クロロフェニルメタクリレート、スルフ
ァモイルフェニルメタクリレート、２－（ヒドロキシフェニルカルボニルオキシ）エチル
メタクリレート。
【０１３３】
・アクリルアミド誘導体……アクリルアミド、Ｎ－メチルアクリルアミド、Ｎ－エチルア
クリルアミド、Ｎ－プロピルアクリルアミド、Ｎ－ブチルアクリルアミド、Ｎ－ベンジル
アクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－フェニルアクリルアミド、
Ｎ－トリルアクリルアミド、Ｎ－（ヒドロキシフェニル）アクリルアミド、Ｎ－（スルフ
ァモイルフェニル）アクリルアミド、Ｎ－（フェニルスルホニル）アクリルアミド、Ｎ－
（トリルスルホニル）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－メチル－
Ｎ－フェニルアクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシエチル－Ｎ－メチルアクリルアミド。
【０１３４】
・メタクリルアミド誘導体……メタクリルアミド、Ｎ－メチルメタクリルアミド、Ｎ－エ
チルメタクリルアミド、Ｎ－プロピルメタクリルアミド、Ｎ－ブチルメタクリルアミド、
Ｎ－ベンジルメタクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシエチルメタクリルアミド、Ｎ－フェニル
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メタクリルアミド、Ｎ－トリルメタクリルアミド、Ｎ－（ヒドロキシフェニル）メタクリ
ルアミド、Ｎ－（スルファモイルフェニル）メタクリルアミド、Ｎ－（フェニルスルホニ
ル）メタクリルアミド、Ｎ－（トリルスルホニル）メタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
メタクリルアミド、Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルメタクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシエチル
－Ｎ－メチルメタクリルアミド。
【０１３５】
　アクリル酸系ポリマーとしては、上記一般式Ａ１で表されるモノマーのみから重合され
る１成分系のホモポリマー、並びに上記一般式Ａ１で表されるモノマーをモル比にて１０
％～９０％、好ましくは２０％～８０％用いて、他モノマー成分もしくはさらなる上記一
般式Ａ１で表されるモノマー成分と共に重合された２～４成分、好ましくは２～３成分系
のコポリマーが好ましい。上記他モノマー成分としては、置換もしくは無置換のスチレン
誘導体、アクリルニトリルなどがあげられる。
【０１３６】
　アクリル酸系ポリマーとしては、炭素数４～２４のアクリル酸エステル及びメタクリル
酸エステルをモノマー成分とするホモポリマー、アクリル酸エステル及びメタクリル酸エ
ステルをモノマー成分としてモル比で１０％～９０％有する２～３成分系のコポリマーで
ある時が好ましい。
【０１３７】
（ポリエステル）
　続いてポリエステルについて説明する。
　本発明に用いられるポリエステルは、モノマー成分として、下記のジカルボン酸及びそ
の酸ハライドまたは多価カルボン酸とジオールから成る。
【０１３８】
　ジカルボン酸又はその酸ハライドの例としてはアジピン酸、スペリン酸、アゼライン酸
、セバシン酸、ドデカン二酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、エチルコハ
ク酸、ピメリック酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、
２－メチルコハク酸、２－メチルアジピン酸、３－メチルアジピン酸、３－メチルペンタ
ン二酸、２－メチルオクタン二酸、３，８－ジメチルデカン二酸、３，７－ジメチルデカ
ン二酸、ダイマー酸、水添ダイマー酸、１，２－および１，３－シクロペンタンジカルボ
ン酸、１，２－、１，３－、１，４－シクロヘキサンジカルボン酸等の脂肪族、脂環式の
もの、
【０１３９】
フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、１，４－ナフタレンジカルボン酸、２，５－ナ
フタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、ナフタル酸、ビフェニルジカ
ルボン酸、２－メチルイソフタル酸、３－メチルフタル酸、２－メチルテレフタル酸、２
，４，５，６－テトラメチルイソフタル酸、３，４，５，６－テトラメチルフタル酸、２
－クロロテレフタル酸、２－メチルテレフタル酸、５－メチルイソフタル酸、５－ナトリ
ウムスルホイソフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル酸
、ヘキサヒドロイソフタル酸、３－クロルイソフタル酸、３－メトキシイソフタル酸、２
－フルオロイソフタル酸、３－フルオロフタル酸、２－フルオロテレフタル酸、２，４，
５，６－テトラフルオロイソフタル酸、３，４，５，６－テトラフルオロフタル酸、４，
４’－オキシビス安息香酸、３，３’－オキシビス安息香酸、３，４’－オキシビス安息
香酸、２，４’－オキシビス安息香酸、３，４’－オキシビス安息香酸、２，３’－オキ
シビス安息香酸、４，４’－オキシビスオクタフルオロ安息香酸、３，３’－オキシビス
オクタフルオロ安息香酸、１，４－ナフタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカル
ボン酸、４，４’－ビフェニルジカルボン酸、４，４’－ジフェニルエーテルカルボン酸
等の芳香族のものが挙げられる。
【０１４０】
　ジカルボン酸以外の多価カルボン酸の例としては、エタントリカルボン酸、プロパント
リカルボン酸、ブタンテトラカルボン酸、ピロメリット酸、トリメリット酸、トリメシン



(32) JP 5308039 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

酸、３，４，３’，４’－ビフェニルテトラカルボン酸が挙げられる。
【０１４１】
　本発明のポリエステルについては、これらのジカルボン酸及び多価カルボン酸成分のう
ち、アジピン酸、マロン酸、コハク酸、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、１，４
－ナフタレンジカルボン酸、２，５－ナフタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカ
ルボン酸、トリメリット酸を用いることが好ましく、テレフタル酸、イソフタル酸、１，
４－ナフタレンジカルボン酸、２，５－ナフタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジ
カルボン酸を用いることが特に好ましい。
【０１４２】
　ジオールの例としてはエチレングリコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－
プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、１，２－ブチ
レングリコール、１，３－ブチレングリコール、２，３－ブチレングリコール、１，４－
ブチレングリコール、１，５－ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、１，６－ヘ
キサンジオール、１，２－シクロヘキサンジオール、１，３－シクロヘキサンジオール、
１，４－シクロヘキサンジオール、１，２－シクロヘキサンジメタノール、１，３－シク
ロヘキサンジメタノール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、１，４－シクロヘキサ
ンジエタノール、１，１０－デカメチレングリコール、１，１２－ドデカンジオール、ポ
リエチレングリコール、ポリトリメチレングリコール、ポリテトラメチレングリコールな
どに例示される脂肪族グリコール、ヒドロキノン、４，４’－ジヒドロキシビスフェノー
ル、１，４－ビス（β－ヒドロキシエトキシ）ベンゼン、１，４－ビス（β－ヒドロキシ
エトキシフェニル）スルホン、ビス（ｐ－ヒドロキシフェニル）エーテル、ビス（ｐ－ヒ
ドロキシフェニル）スルホン、ビス（ｐ－ヒドロキシフェニル）メタン、１，２－ビス（
ｐ－ヒドロキシフェニル）エタン、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＣ、２，５－ナフ
タレンジオール、これらのグリコールにエチレンオキシドが付加したグリコール、などに
例示される芳香族グリコールが挙げられる。
【０１４３】
　本発明に用いられるポリエステルについては、これらのジオール成分のうちエチレング
リコール、１，３－プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコ
ール、ヒドロキノン、４，４’－ジヒドロキシビスフェノール、ビスフェノールＡを用い
ることが好ましく、エチレングリコール、４，４’－ジヒドロキシビスフェノールを用い
ることが特に好ましい。
【０１４４】
　即ち本発明に用いられるポリエステルにおいて好ましいモノマーの組み合わせ及びポリ
マーは、ジカルボン酸成分としてテレフタル酸、ジオール成分としてエチレングリコール
を用いたポリエチレンテレフタレート、ジカルボン酸成分としてテレフタル酸、ジオール
成分として１，４－ブチレングリコールを用いたポリブチレンテレフタレート、ジカルボ
ン酸成分として２，６－ナフタレンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコー
ルを用いたポリエチレンナフタレートである。
【０１４５】
（ポリカーボネート）
　本発明に用いられるポリカーボネートは、下記の多価フェノール類とビスアルキルカー
ボネート、ビスアリールカーボネート、ホスゲン等の炭酸エステル類から成る。
　多価フェノール類の例としては、ハイドロキノン、レゾルシン、４，４’－ジヒドロキ
シジフェニル、ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシ
フェニル）エタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェニルエタン，ビ
スフェノールＡ、ビスフェノールＣ、ビスフェノールＥ、ビスフェノールＦ、ビスフェノ
ールＭ、ビスフェノールＰ、ビスフェノールＳ、ビスフェノールＺ、２，２－ビス（３－
メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）
シクロヘキサン、２，２－ビス（３－フェニル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２
，２－ビス（３－イソプロピル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，２－ビス（４
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－ヒドロキシフェニル）ブタン、２，２－ビス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）プロパン、２，２－ビス（３，５－ジブロモ－４－ヒドロキシフェニル）プロパン
、４，４’－ジヒドロキシジフェニルスルホン、４，４’－ジヒドロキシジフェニルスル
ホキシド、４，４’－ジヒドロキシジフェニルスルフィド、３，３’－ジメチル－４，４
’－ジヒドロキシジフェニルスルフィド、４，４’－ジヒドロキシジフェニルオキシドな
どが挙げられる。
【０１４６】
　本発明に用いられるポリカーボネートについては、これらの多価フェノール成分のうち
ハイドロキノン、レゾルシン、４，４’－ジヒドロキシジフェニル，ビスフェノールＡを
用いることが好ましい。
【０１４７】
　炭酸エステル類としてはホスゲン、ジフェニルカーボネート、ビス（クロロフェニル）
カーボネート、ジナフチルカーボネート、ビス（ジフェニル）カーボネート、ジメチルカ
ーボネート、ジエチルカーボネート、ジブチルカーボネートなどが挙げられる。
【０１４８】
　本発明に用いられるポリカーボネートについては、これらの炭酸エステル成分のうちホ
スゲン、ビス（ジフェニル）カーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネー
トを用いることが好ましい。
【０１４９】
　即ち本発明に用いられるポリカーボネートにおいて好ましいモノマーの組み合わせ及び
ポリマーは、多価フェノール成分としてビスフェノールＡ、炭酸エステル成分としてホス
ゲンを用いたビスフェノールＡカーボネートが挙げられる。
【０１５０】
　上記のポリマーの中でも、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチル、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカ
ーボネートが特に好ましい。上記の好ましい高分子物質を用いた場合当業者の予想に反し
て紫外線吸収剤の光堅牢性が上記以外の高分子物質を用いた場合と比較して、飛躍的に向
上した。
【０１５１】
　本発明に用いられる高分子物質は、熱可塑性樹脂であることが好ましい。
　本発明に用いられる高分子物質は、透過率が８０％以上であることが好ましい。なお、
本発明における透過率については、日本化学会編「第４版実験化学講座　２９　高分子材
料媒」（丸善、１９９２年）２２５～２３２ページに記載の内容に基づき、全光線透過率
を求めたものである。
【０１５２】
　本発明に用いられる高分子物質は、ガラス転移点（Ｔｇ）が－８０℃以上２００℃以下
であることが好ましく、－３０℃以上１８０℃以下であることが更に好ましい。中でも、
ポリアクリル酸エステル、ポリカーボネート又はポリエチレンテレフタレートが好ましい
。
　上記Ｔｇを示す高分子物質を用いた高分子材料は適度な軟らかさと硬さの高分子材料を
作製することが可能であり、ポリアクリル酸エステル、ポリカーボネート、ポリエチレン
テレフタレートを用いる場合は、作業の効率が上がり、本発明の紫外線吸収剤を用いた場
合、紫外線吸収剤自体の光堅牢性を良化させる効果がある。
【０１５３】
　本発明の高分子材料には、上記の高分子物質および紫外線防止剤に加えて、必要に応じ
て酸化防止剤、光安定剤、加工安定剤、老化防止剤、相溶化剤等の任意の添加剤を適宜含
有してもよい。
【０１５４】
　本発明の高分子材料は前記高分子物質を用いてなる。本発明の高分子材料は、前記高分
子物質のみから形成されたものでもよく、また、前記高分子物質を任意の溶媒に溶解して



(34) JP 5308039 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

形成されたものでもよい。
【０１５５】
　高分子物質としてポリエチレンテレフタレートを用いる場合、本発明の高分子材料は、
ポリエチレンテレフタレート及び紫外線吸収剤を２００℃以上で溶融混練することによっ
て作製することが好ましい。同温度以下でポリエチレンテレフタレートを溶融させること
により作製した高分子材料は紫外線吸収剤が斑に点在した高分子材料となる可能性がある
。このとき、本発明の高分子材料における紫外線吸収剤の含有量は、ポリエチレンテレフ
タレート１００質量％に対して０．１質量％～５０質量％が好ましく、０．１質量％～２
５質量％が更に好ましい。０．４質量％～１０質量％が特に好ましい。０．１重量％以下
の添加量である場合、紫外線吸収剤の添加量不足で紫外線領域を完全に吸収する高分子材
料とはならない可能性がある。
【０１５６】
　本発明の構造を有する化合物は溶解性に優れ、種々の溶媒にポリマーとともに溶解させ
、塗布することにより容易に高分子材料を作製することが可能である。高分子材料の作製
の際には、可塑剤を添加しなくともよい。さらに可塑剤を用いて作製した高分子材料の場
合と比較して、溶媒に塗布もしくはポリマー混練を行った高分子材料は光堅牢性に優れる
という利点がある。
【０１５７】
　前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物は分子量が１０００以下である
物が多く、このような化合物をＰＥＴ混練というような高温で長時間溶融させる状況下で
使用するということは、揮発、分解の可能性があるため、当業者が容易に相当しうること
では無かった。
【０１５８】
　ポリエチレンテレフタレートを用いる場合、揮発、分解が生じにくいことから前記一般
式（３）～（５）のいずれかで表される化合物を用いることが好ましい。前記一般式（４
）又は（５）で表される化合物を用いることが特に好ましく、前記一般式（５）で表され
る化合物を用いることが更に好ましい。
【０１５９】
　高分子物質としてアクリル酸エステル又はポリカーボネートを用いる場合、本発明の高
分子材料は、アクリル酸エステル及び前記紫外線吸収剤を沸点が２００℃以下である溶剤
で溶解させた後、これを基板上に塗布することによって作製することが好ましい。２００
℃以上の溶媒を使用して紫外線吸収剤を塗布した場合、高温で溶剤を揮発させる必要が生
じる。その場合、作業工程が複雑になる可能性がある。このとき、本発明の高分子材料に
おける紫外線吸収剤の含有量は、アクリル酸エステル又はポリカーボネート１００質量％
に対して０．１質量％～５０質量％が好ましく、０．１質量％～２５質量％が更に好まし
い。０．４質量％～１０質量％が特に好ましい。０．１重量％以下の添加量である場合、
紫外線吸収剤の添加量不足で紫外線領域を完全に吸収する高分子材料とはならない可能性
がある。
【０１６０】
　高分子物質としてアクリル酸エステル、ポリカーボネートを用いて塗布する場合、前記
一般式（３）～（５）のいずれかで表される化合物を用いることが溶媒に対する溶解性、
ポリマーに対する相溶性の観点から好ましい。前記一般式（４）又は（５）で表される化
合物を用いることが特に好ましく、前記一般式（５）で表される化合物を用いることが更
に好ましい。
【０１６１】
　本発明の高分子材料は、合成樹脂が使用される全ての用途に使用可能であるが、特に日
光又は紫外線を含む光に晒される可能性のある用途に特に好適に使用できる。具体例とし
ては、例えばガラス代替品とその表面コーティング材、住居、施設、輸送機器等の窓ガラ
ス、採光ガラス及び光源保護ガラス用のコーティング材、住居、施設、輸送機器等の内外
装材及び内外装用塗料、蛍光灯、水銀灯等の紫外線を発する光源用部材、精密機械、電子
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電気機器用部材、各種ディスプレイから発生する電磁波等の遮断用材、食品、化学品、薬
品等の容器又は包装材、農工業用シート又はフィルム材、印刷物、染色物、染顔料等の退
色防止剤、日焼け止めクリーム、シャンプー、リンス、整髪料等の化粧品、スポーツウェ
ア、ストッキング、帽子等の衣料用繊維製品及び繊維、カーテン、絨毯、壁紙等の家庭用
内装品、プラスチックレンズ、コンタクトレンズ、義眼等の医療用器具、光学フィルタ、
プリズム、鏡、写真材料等の光学用品、テープ、インク等の文房具、標示板、標示器等と
その表面コーティング材等を挙げることができる。また、本発明の高分子材料は、化粧品
用途に用いることもできる。
【０１６２】
　本発明の高分子材料の形状としては、平膜状、粉状、球状粒子、破砕粒子、塊状連続体
、繊維状、管状、中空糸状、粒状、板状、多孔質状などのいずれの形状であってもよい。
【０１６３】
　本発明の高分子材料は、前記一般式（２）～（５）のいずれかで表される長波紫外線吸
収化合物を含有しているため、優れた耐光性（紫外光堅牢性）を有しており、紫外線吸収
剤の析出や長期使用によるブリードアウトが生じることがない。また、本発明の高分子材
料は、優れた長波紫外線吸収能を有するので、紫外線吸収フィルタや容器として用いるこ
とができ、紫外線に弱い化合物などを保護することもできる。例えば、前記高分子物質を
押出成形又は射出成形などの任意の方法により成形することで、本発明の高分子材料から
なる成形品（容器等）を得ることができる。また、別途作製した成形品に前記高分子物質
の溶液を塗布・乾燥することで、本発明の高分子材料からなる紫外線吸収膜がコーティン
グされた成形品を得ることもできる。
【０１６４】
　本発明の高分子材料を紫外線吸収フィルタや紫外線吸収膜として用いる場合、高分子物
質は透明であることが好ましい。透明高分子材料の例としては、ポリカーボネート、ポリ
エステル（例、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレン
テレフタレート、ポリ－１，４－シクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレ
ン－１，２－ジフェノキシエタン－４，４’－ジカルボキシレート、ポリブチレンテレフ
タレート）、ポリメチルメタクリレートなどが挙げられる。好ましくは、ポリカーボネー
ト、ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂である。本発明の高分子材料は透明支持
体として用いることもでき、透明支持体の透過率は８０％以上であることが好ましく、８
６％以上であることがさらに好ましい。
【０１６５】
　本発明の紫外線吸収剤を含む包装材料について説明する。本発明の紫外線吸収剤を含む
包装材料は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれの
種類の高分子から成る包装材料であってもよい。例えば、特開平８－２０８７６５号公報
に記載の熱可塑性樹脂、特開平１０－１６８２９２号公報、特開２００４－２８５１８９
号公報に記載のポリエステル、特開２００１－３２３０８２号公報に記載の熱収縮性ポリ
エステルなどが挙げられる。例えば、特開２００６－２４０７３４号公報に記載の紫外線
吸収剤を含む樹脂を塗布した紙であってもよい。
【０１６６】
　本発明の紫外線吸収剤を含む包装材料は、食料品、飲料、薬剤、化粧品、個人ケア用品
等いずれのものを包装するものであってもよい。例えば、特開平１１－３４２６１号公報
、特開２００３－２３７８２５号公報に記載の食品包装、特開平８－８０９２８号公報に
記載の着色液体包装、特開２００４－５１１７４号公報に記載の液状製剤用包装、特開平
８－３０１３６３号公報、特開平１１－２７６５５０号公報に記載の医薬品容器包装、特
開２００６－２７１７８１号公報に記載の医療品用滅菌包装、特開平７－２８７３５３号
公報に記載の写真感光材料包装、特開２０００－５６４３３号公報に記載の写真フィルム
包装、特開２００５－１７８８３２号公報に記載の紫外線硬化型インク用包装、特開２０
０３－２００９６６号公報、特開２００６－３２３３３９号公報に記載のシュリンクラベ
ルなどが挙げられる。
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【０１６７】
　本発明の紫外線吸収剤を含む包装材料は、例えば特開２００４－５１１７４号公報に記
載の透明包装体であってもよいし、例えば特開２００６－２２４３１７号公報に記載の遮
光性包装体であってもよい。
【０１６８】
　本発明の紫外線吸収剤を含む包装材料は、例えば特開２００１－２６０８１号公報、特
開２００５－３０５７４５号公報に記載のように紫外線遮蔽性を有するだけでなく、他の
性能を合わせて持っていても良い。例えば特開２００２－１６０３２１号公報に記載のガ
スバリヤー性を合わせて有するものや、例えば特開２００５－１５６２２０号公報に記載
の酸素インジケータを内包するものや、例えば特開２００５－１４６２７８号公報に記載
の紫外線吸収剤と蛍光増白剤を組み合わせるものなどが挙げられる。
【０１６９】
　本発明の紫外線吸収剤を含む包装材料は、いずれの方法を用いて製造してもよい。例え
ば特開２００６－１３０８０７号公報に記載のインキ層を形成させる方法、例えば特開２
００１－３２３０８２号公報、特開２００５－３０５７４５号公報に記載の紫外線吸収剤
を含有した樹脂を溶融押出し積層する方法、例えば特開平９－１４２５３９号公報に記載
の基材フィルム上にコーティングする方法、例えば特開平９－１５７６２６号公報に記載
の接着剤に紫外線吸収剤を分散する方法などが挙げられる。
【０１７０】
　本発明の紫外線吸収剤を含む容器について説明する。本発明の紫外線吸収剤を含む容器
は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれの種類の高
分子から成る容器であってもよい。例えば、特開平８－３２４５７２号公報に記載の熱可
塑性樹脂容器、特開２００１－４８１５３号公報、特開２００５－１０５００４号公報、
特開２００６－１５６８号公報に記載のポリエステル製容器、特開２０００－２３８８５
７号公報に記載のポリエチレンナフタレート製容器などが挙げられる。
【０１７１】
　本発明の紫外線吸収剤を含む容器の用途は食料品、飲料、薬剤、化粧品、個人ケア用品
、シャンプー等いずれのものを入れるものであってもよい。例えば特開平５－１３９４３
４号公報に記載の液体燃料貯蔵容器、特開平７－２８９６６５号公報に記載のゴルフボー
ル容器、特開平９－２９５６６４号公報、特開２００３－２３７８２５号公報に記載の食
品用容器、特開平９－５８６８７号公報に記載の酒用容器、特開平８－１５５００７号公
報に記載の薬剤充填容器、特開平８－３２４５７２号公報、特開２００６－２９８４５６
号公報に記載の飲料容器、特開平９－８６５７０号公報に記載の油性食品用容器、特開平
９－１１３４９４号公報に記載の分析試薬用溶液容器、特開平９－２３９９１０号公報に
記載の即席麺容器、特開平１１－１８０４７４号公報、特開２００２－６８３２２号公報
、特開２００５－２７８６７８号公報に記載の耐光性化粧料容器、特開平１１－２７６５
５０号公報に記載の医薬品容器、特開平１１－２９０４２０号公報に記載の高純度薬品液
用容器、特開２００１－１０６２１８号公報に記載の液剤用容器、特開２００５－１７８
８３２号公報に記載の紫外線硬化型インク用容器、ＷＯ０４／９３７７５号パンフレット
に記載のプラスチックアンプルなどが挙げられる。
【０１７２】
　本発明の紫外線吸収剤を含む容器は、例えば特開平５－３０５９７５号公報、特開平７
－４０９５４号公報に記載のように紫外線遮断性を有するだけでなく、他の性能を合わせ
て持っていてもよい。例えば特開平１０－２３７３１２号公報に記載の抗菌性容器、特開
２０００－１５２９７４号公報に記載の可撓性容器、特開２００２－２６４９７９号公報
に記載のディスペンサー容器、例えば特開２００５－２５５７３６号公報に記載の生分解
性容器などが挙げられる。
【０１７３】
　本発明の紫外線吸収剤を含む容器はいずれの方法を用いて製造してもよい。例えば特開
２００２－３７０７２３号公報に記載の二層延伸ブロー成形による方法、特開２００１－
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８８８１５号公報に記載の多層共押出ブロー成形方法、特開平９－２４１４０７号公報に
記載の容器の外側に紫外線吸収層を形成させる方法、特開平８－９１３８５号公報、特開
平９－４８９３５号公報、特表平１１－５１４３８７号公報、特開２０００－６６６０３
号公報、特開２００１－３２３０８２号公報、特開２００５－１０５０３２号公報、ＷＯ
９９／２９４９０号パンフレットに記載の収縮性フィルムを用いた方法、特開平１１－２
５５９２５号公報に記載の超臨界流体を用いる方法などが挙げられる。
【０１７４】
　本発明の紫外線吸収剤を含む塗料および塗膜について説明する。本発明の紫外線吸収剤
を含む塗料は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれ
の成分からなる塗料であってもよい。例えば、アクリル樹脂系、ポリエステル系樹脂など
が挙げられる。これらの樹脂は主剤、硬化剤、希釈剤、レベリング剤、はじき防止剤など
を任意に配合することができる。
【０１７５】
　例えば、透明樹脂成分としてアクリルウレタン樹脂、シリコンアクリル樹脂を選んだ場
合には、硬化剤としてポリイソシアネートなどを、希釈剤としてトルエン、キシレンなど
の炭化水素系溶剤、酢酸イソブチル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどのエステル系溶剤、イ
ソプロピルアルコール、ブチルアルコールなどのアルコール系を用いることができる。ま
た、ここでアクリルウレタン樹脂とは、メタクリル酸エステル（メチルが代表的）とヒド
ロキシエチルメタクリレート共重合体とポリイソシアネートと反応させて得られるアクリ
ルウレタン樹脂をいう。なおこの場合のポリイソシアネートとはトリレンジイソシアネー
ト、ジフェニルメタンジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネー
ト、トリジンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシ
アネート、イソホロンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、ジシクロヘキシ
ルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどが挙げられる。透明樹
脂成分としては、他にも例えば、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチルスチ
レン共重合体等が挙げられる。更にこれら成分に加えアクリル樹脂、シリコーン樹脂など
のレベリング剤、シリコーン系、アクリル系等のはじき防止剤等を必要に応じて配合する
ことができる。
【０１７６】
　本発明の紫外線吸収剤を含む塗料の使用目的としてはいずれの用途であってもよい。例
えば特開平７－２６１７７号公報、特開平９－１６９９５０号公報、特開平９－２２１６
３１号公報、特開２００２－８０７８８号公報に記載の紫外線遮蔽塗料、特開平１０－８
８０３９号公報に記載の紫外線・近赤外線遮断塗料、特開２００１－５５５４１号公報に
記載の電磁波遮蔽用塗料、特開平８－８１６４３号公報に記載のクリアー塗料、特開２０
００－１８６２３４号公報に記載のメタリック塗料組成物、特開平７－１６６１１２号公
報に記載のカチオン電着塗料、特開２００２－２９４１６５号公報に記載の抗菌性および
無鉛性カチオン電着塗料、特開２０００－２７３３６２号公報、特開２００１－２７９１
８９号公報、特開２００２－２７１２２７号公報に記載の粉体塗料、特開２００１－９３
５７号公報に記載の水性中塗り塗料、水性メタリック塗料、水性クリヤー塗料、特開２０
０１－３１６６３０号公報に記載の自動車、建築物、土木系品に用いられる上塗り用塗料
、特開２００２－３５６６５５号公報に記載の硬化性塗料、特開２００４－９３７号公報
に記載の自動車バンパー等プラスチック材等に使用される塗膜形成組成物、特開２００４
－２７００号公報に記載の金属板用塗料、特開２００４－１６９１８２号公報に記載の硬
化傾斜塗膜、特開２００４－１０７７００号公報に記載の電線用塗装材、特開平６－４９
３６８号公報に記載の自動車補修塗料、特開２００２－３８０８４号公報、特開２００５
－３０７１６１号公報に記載のアニオン電着塗料、特開平５－７８６０６号公報、特開平
５－１８５０３１号公報、特開平１０－１４００８９号公報、特表２０００－５０９０８
２号公報、特表２００４－５２０２８４号公報、ＷＯ２００６／０９７２０１号パンフレ
ットに記載の自動車用塗料、特開平６－１９４５号公報に記載の塗装鋼板用塗料、特開平
６－３１３１４８号公報に記載のステンレス用塗料、特開平７－３１８９号公報に記載の
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ランプ用防虫塗料、特開平７－８２４５４号公報に記載の紫外線硬化型塗料、特開平７－
１１８５７６号公報に記載の抗菌性塗料、特開２００４－２１７７２７号公報に記載の眼
精疲労防止用塗料、特開２００５－３１４４９５号公報に記載の防曇塗料、特開平１０－
２９８４９３号公報に記載の超耐候性塗料、特開平９－２４１５３４号公報に記載の傾斜
塗料、特開２００２－２３５０２８号公報に記載の光触媒塗料、特開２０００－３４５１
０９号公報に記載の可剥塗料、特開平６－３４６０２２号公報に記載のコンクリート剥離
用塗料、特開２００２－１６７５４５号公報に記載の防食塗料、特開平８－３２４５７６
号公報に記載の保護塗料、特開平９－１２９２４号公報に記載の撥水性保護塗料、特開平
９－１５７５８１号公報に記載の板ガラス飛散防止用塗料、特開平９－５９５３９号公報
に記載のアルカリ可溶型保護塗料、特開２００１－１８１５５８号公報に記載の水性一時
保護塗料組成物、特開平１０－１８３０５７号公報に記載の床用塗料、特開２００１－１
１５０８０号公報に記載のエマルション塗料、特開２００１－２６２０５６号公報に記載
の２液型水性塗料、特開平９－２６３７２９号公報に記載の１液性塗料、特開２００１－
２８８４１０号公報に記載のＵＶ硬化性塗料、特開２００２－６９３３１号公報に記載の
電子線硬化型塗料組成物、特開２００２－８０７８１号公報に記載の熱硬化性塗料組成物
、特表２００３－５２５３２５号公報に記載の焼付ラッカー用水性塗料、特開２００４－
１６２０２１号公報に記載の粉体塗料およびスラリー塗料、特開２００６－２３３０１０
号公報に記載の補修用塗料、特表平１１－５１４６８９号公報に記載の粉体塗料水分散物
、特開２００１－５９０６８号公報、特開２００６－１６０８４７号公報に記載のプラス
チック用塗料、特開２００２－６９３３１号公報に記載の電子線硬化型塗料などが挙げら
れる。
【０１７７】
　本発明の紫外線吸収剤を含む塗料は一般に塗料（透明樹脂成分を主成分として含む）お
よび紫外線吸収剤から構成されるが、好ましくは樹脂を基準に考えて紫外線吸収剤０～２
０質量％の組成である。塗布する際の厚さは、好ましくは２～１０００μｍであるが、更
に好ましくは５～２００μｍの間である。これら塗料を塗布する方法は任意であるが、ス
プレー法、ディッピング法、ローラーコート法、フローコーター法、流し塗り法などがあ
る。塗布後の乾燥は塗料成分によって異なるが概ね室温～１２０℃で１０～９０分程度行
うことが好ましい。
【０１７８】
　本発明の紫外線吸収剤を含む塗膜は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物か
らなる紫外線吸収剤を含む塗膜であり、上記の本発明の紫外線吸収剤を含む塗料を用いて
形成された塗膜である。
【０１７９】
　本発明の紫外線吸収剤を含むインクについて説明する。本発明の紫外線吸収剤を含むイ
ンクは、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれの形態
のインクであってもよい。例えば、染料インク、顔料インク、水性インク、油性インクな
どが挙げられる。また、いずれの用途に用いられてもよい。例えば、特開平８－３５０２
号公報に記載のスクリーン印刷インク、特表２００６－５２１９４１号公報に記載のフレ
キソ印刷インク、特表２００５－５３３９１５号公報に記載のグラビア印刷インク、特表
平１１－５０４９５４号公報に記載の平版オフセット印刷インク、特表２００５－５３３
９１５号公報に記載の凸版印刷インク、特開平５－２５４２７７号公報に記載のＵＶイン
ク、特開２００６－３０５９６号公報に記載のＥＢインクなどが挙げられる。また例えば
、特開平１１－１９９８０８号公報、ＷＯ９９／６７３３７号パンフレット、特開２００
５－３２５１５０号公報、特開２００５－３５０５５９号公報、特開２００６－８８１１
号公報、特表２００６－５１４１３０号公報に記載のインクジェットインク、特開２００
６－２５７１６５号公報に記載のフォトクロミックインク、特開平８－１０８６５０号公
報に記載の熱転写インク、特開２００５－２３１１１号公報に記載のマスキングインク、
特開２００４－７５８８８号公報に記載の蛍光インク、特開平７－１６４７２９号公報に
記載のセキュリティインク、特開２００６－２２３００号公報に記載のＤＮＡインクなど
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も挙げられる。
【０１８０】
　本発明の紫外線吸収剤を含むインクを用いることで得られるいずれの形態も本発明に含
まれる。例えば特開２００６－７０１９０号公報に記載の印刷物、印刷物をラミネートし
て得られる積層体、積層体を用いた包装材料や容器、特開２００２－１２７５９６号公報
に記載のインク受理層などが挙げられる。
【０１８１】
　本発明の紫外線吸収剤を含む繊維について説明する。本発明の紫外線吸収剤を含む繊維
は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれの種類の高
分子から成る繊維であってもよい。例えば、特開平５－１１７５０８号公報、特開平７－
１１９０３６号公報、特開平７－１９６６３１号公報、特開平８－１８８９２１号公報、
特開平１０－２３７７６０号公報、特開２０００－５４２８７号公報、特開２００６－２
９９４２８号公報、特開２００６－２９９４３８号公報に記載のポリエステル繊維などが
挙げられる。
【０１８２】
　本発明の紫外線吸収剤を含む繊維はいずれの方法で製造してもよい。例えば特開平６－
２２８８１８号公報に記載のように前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物をあら
かじめ含んだ高分子を繊維状に加工してもよいし、例えば特開平５－９８７０号公報、特
開平８－１８８９２１号公報、特開平１０－１５８７号公報に記載のように繊維状に加工
したものに対して前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含む溶液などを用いて
処理をおこなってもよい。特開２００２－２１２８８４号公報、特開２００６－１６７１
０号公報に記載のように超臨界流体を用いて処理をおこなってもよい。
【０１８３】
　本発明の紫外線吸収剤を含む繊維は各種用途に用いることができる。例えば、特開平５
－１４８７０３号公報に記載の衣料、特開２００４－２８５５１６号公報に記載の裏地、
特開２００４－２８５５１７号公報に記載の肌着、特開２００３－３３９５０３号公報に
記載の毛布、特開２００４－１１０６２号公報に記載の靴下、特開平１１－３０２９８２
号公報に記載の人工皮革、特開平７－２８９０９７号公報に記載の防虫メッシュシート、
特開平１０－１８６８号公報に記載の工事用メッシュシート、特開平５－２５６４６４号
公報に記載のカーペット、特開平５－１９３０３７号公報に記載の透湿・防水性シート、
特開平６－１１４９９１号公報に記載の不織布、特開平１１－２４７０２８号公報に記載
の極細繊維、特開２０００－１４４５８３号公報に記載の繊維からなるシート状物、特開
平５－１４８７０３号公報に記載の清涼衣料、特開平５－１９３０３７号公報に記載の透
湿防水性シート、特開平７－１８５８４号公報に記載の難燃性人工スエード状構造物、特
開平８－４１７８５号公報に記載の樹脂ターポリン、特開平８－１９３１３６号公報に記
載の膜剤、外壁材剤、農業用ハウス、特開平８－２６９８５０号公報に記載の建築資材用
ネット、メッシュ、特開平８－２８４０６３号公報に記載のフィルター基材、特開平９－
５７８８９号公報に記載の防汚膜剤、特開平９－１３７３３５号公報に記載のメッシュ織
物、陸上ネット、特開平１０－１６５０４５号公報に記載の水中ネット、特開平１１－２
４７０２７号公報、特開平１１－２４７０２８号公報に記載の極細繊維、特開平７－３１
０２８３号公報、特表２００３－５２８９７４号公報に記載の防織繊維、特開２００１－
３０８６１号公報に記載のエアバッグ用基布、特開平７－３２４２８３号公報、特開平８
－２０５７９号公報、特開２００３－１４７６１７号公報に記載の紫外線吸収性繊維製品
などが挙げられる。
【０１８４】
　本発明の紫外線吸収剤を含む建材について説明する。本発明の紫外線吸収剤を含む建材
は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれの種類の高
分子から成る建材であってもよい。例えば、特開２００２－１６１１５８号公報に記載の
ポリエステル系、特開２００３－１６０７２４号公報に記載のポリカーボネート系などが
挙げられる。
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【０１８５】
　本発明の紫外線吸収剤を含む建材はいずれの方法で製造してもよい。例えば特開平８－
２６９８５０号公報に記載のように前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含む
材料を用いて所望の形に形成してもよいし、例えば特開平１０－２０５０５６号公報に記
載のように前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含む材料を積層して形成して
もよいし、例えば特開平８－１５１４５７号公報に記載のように前記一般式（２）～（５
）で表わされる化合物を用いた被覆層を形成させてもよいし、例えば特開２００１－１７
２５３１号公報に記載のように前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含有する
塗料を塗装して形成してもよい。
【０１８６】
　本発明の紫外線吸収剤を含む建材は各種用途に用いることができる。例えば、特開平７
－３９５５号公報、特開平８－１５１４５７号公報、特開２００６－２６６０４２号公報
に記載の外装用建材、特開平８－１９７５１１号公報に記載の建材用木質構造体、特開平
９－１８３１５９号公報に記載の建材用屋根材、特開平１１－２３６７３４号公報に記載
の抗菌性建築資材、特開平１０－２０５０５６号公報に記載の建材用基材、特開平１１－
３００８８０号公報に記載の防汚建材、特開２００１－９８１１号公報に記載の難燃性材
料、特開２００１－１７２５３１号公報に記載の窯業系建材、特開２００３－３２８５２
３号公報に記載の装飾用建材、特開２００２－２２６７６４号公報に記載の建材用塗装物
品、特開平１０－６４５１号公報、特開平１０－１６１５２号公報、特開２００６－３０
６０２０号公報に記載の化粧材、特開平８－２６９８５０号公報に記載の建築資材用ネッ
ト、特開平９－２７７４１４号公報に記載の建材用透湿防水シート、特開平１０－１８６
８号公報に記載の建築工事用メッシュシート、特開平７－２６９０１６号公報に記載の建
材用フィルム、特開２００３－２１１５３８号公報に記載の表装用フィルム、特開平９－
２３９９２１号公報、特開平９－２５４３４５号公報、特開平１０－４４３５２号公報に
記載の建材用被覆材料、特開平８－７３８２５号公報に記載の建材用接着剤組成物、特開
平８－２０７２１８号公報に記載の土木建築構造物、特開２００３－８２６０８号公報に
記載の歩行路用塗装材、特開２００１－１３９７００号公報に記載のシート状光硬化性樹
脂、特開平５－２５３５５９号公報に記載の木材用保護塗装、特開２００５－２９４１７
８０号公報に記載の押釦スイッチ用カバー、特開平９－１８３１５９号公報に記載の接合
シート剤、特開平１０－４４３５２号公報に記載の建材用基材、特開２０００－２２６７
７８号公報に記載の壁紙、特開２００３－２１１５３８号公報に記載の表装用ポリエステ
ルフィルム、特開２００３－２１１６０６号公報に記載の成形部材表装用ポリエステルフ
ィルム、特開２００４－３１９１号公報に記載の床材などが挙げられる。
【０１８７】
　本発明の紫外線吸収剤を含む記録媒体について説明する。本発明の紫外線吸収剤を含む
記録媒体は、前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればいずれの
ものであってもよい。例えば、特開平９－３０９２６０号公報、特開２００２－１７８６
２５号公報、特開２００２－２１２２３７号公報、特開２００３－２６６９２６号公報、
特開２００３－２６６９２７号公報、特開２００４－１８１８１３号公報に記載のインク
ジェット被記録媒体、特開平８－１０８６５０熱転写インク用受像媒体、特開平１０－２
０３０３３号公報に記載の昇華転写用受像シート、特開２００１－２４９４３０号公報に
記載の画像記録媒体、特開平８－２５８４１５号公報に記載の感熱記録媒体、特開平９－
９５０５５号公報、特開２００３－１４５９４９号公報、特開２００６－１６７９９６号
公報に記載の可逆性感熱記録媒体、特開２００２－３６７２２７号公報に記載の光情報記
録媒体などが挙げられる。
【０１８８】
　本発明の紫外線吸収剤を含む画像表示装置について説明する。本発明の紫外線吸収剤を
含む画像表示装置は前記一般式（２）～（５）で表わされる化合物を含むものであればい
ずれのものであってもよい。例えば、特開２００６－３０１２６８号公報に記載のエレク
トロクロミック素子を用いた画像表示装置、特開２００６－２９３１５５号公報に記載の
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いわゆる電子ペーパーと呼ばれる画像表示装置、特開平９－３０６３４４号公報に記載の
プラズマディスプレー、特開２０００－２２３２７１号公報に記載の有機ＥＬ素子を用い
た画像表示装置などが挙げられる。本発明の紫外線吸収剤は、例えば特開２０００－２２
３２７１号公報に記載の積層構造中に紫外線吸収層を形成させるものでもよいし、例えば
特開２００５－１８９６４５号公報に記載の円偏光板など必要な部材中に紫外線吸収剤を
含むものを用いてもよい。
【０１８９】
　本発明の紫外線吸収剤を含む太陽電池用カバーについて説明する。本発明における適用
する太陽電池は、結晶シリコン太陽電池、アモルファスシリコン太陽電池、色素増感太陽
電池などいずれの形式の素子からなる太陽電池であってもよい。結晶シリコン太陽電池や
アモルファスシリコン太陽電池において、特開２０００－１７４２９６号公報に記載のよ
うに防汚や耐衝撃性、耐久性を付与する保護部材としてカバー材が用いられている。また
色素増感太陽電池において、特開２００６－２８２９７０号公報に記載のように光（特に
紫外線）に励起されて活性となる金属酸化物系半導体を電極材料として用いるため、光増
感剤として吸着させた色素が劣化し、光発電効率が徐々に低下する問題があり、紫外線吸
収層を設けることが提案されている。
【０１９０】
　本発明の紫外線吸収剤を含む太陽電池用カバーはいずれの種類の高分子から成るもので
あってもよい。例えば特開２００６－３１０４６１号公報に記載のポリエステル、特開２
００４－２２７８４３号公報に記載のアクリル樹脂等が挙げられる。
【０１９１】
　本発明の紫外線吸収剤を含む太陽電池用カバーはいずれの方法で製造してもよい。例え
ば特開平１１－４０８３３号公報に記載の紫外線吸収層を形成してもよいし、特開２００
５－１２９９２６号公報に記載のそれぞれ紫外線吸収剤を含む層を積層してもよいし、特
開２０００－９１６１１号公報に記載の充填材層の樹脂に含まれていてもよいし、特開２
００５－３４６９９９号公報に記載の紫外線吸収剤を含む高分子からフィルムを形成して
もよい。
【０１９２】
　本発明の紫外線吸収剤を含む太陽電池用カバーはいずれの形状であってもよい。特開２
０００－９１６１０号公報、特開平１１－２６１０８５号公報に記載のフィルム、シート
、例えば特開平１１－４０８３３号公報に記載の積層フィルム、特開平１１－２１４７３
６号公報に記載のカバーガラス構造などが挙げられる。特開２００１－２６１９０４号公
報に記載の封止材に紫外線吸収剤を含むものであってもよい。
【０１９３】
　前記一般式（２）～（５）で表される化合物を含むガラス被膜及びこれを用いたガラス
について説明する。このガラスないしガラス被膜は、その被膜に前記一般式（２）～（５
）で表わされる化合物を含むものであれば、どのような形態であってもよい。また、いず
れの用途に用いられてもよい。例えば、特開平5-58670、特開平9-52738記載の熱線遮断性
ガラス、特開平7-48145記載のウインドガラス、特開平8-157232、特開平10-45425、特開
平11-217234記載の着色ガラス、特開平8-59289記載の水銀ランプやメタルハライドランプ
などの高輝度光源用紫外線シャープカットガラス、特開平5-43266記載のフリットガラス
、特開平5-163174記載の車両用紫外線遮断ガラス、特開平5-270855記載の色つき熱線吸収
ガラス、特開平6-316443記載の含蛍光増白剤紫外線吸収断熱ガラス、特開平7-237936記載
の自動車用紫外線熱線遮断ガラス、特開平7-267682記載の外装用ステンドグラス、特開平
7-291667記載の撥水性紫外線赤外線吸収ガラス、特開平7-257227記載の車両用ヘッドアッ
プディスプレイ装置向けガラス、特開平7-232938記載の調光遮熱複層窓、特開平5-78147
、特開平7-61835、特開平8-217486記載の紫外線赤外線カットガラス、特開平6-127974、
特開平7-53241記載の紫外線カットガラス、特開平8-165146記載の窓用紫外線赤外線吸収
ガラス、特開平10-17336記載の窓用紫外線遮断防汚膜、特開平9-67148記載の栽培室用透
光パネル、特開平10-114540記載の紫外線赤外線吸収低透過ガラス、特開平11-302037記載
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の低反射率低透過率ガラス、特開2000-16171記載のエッジライト装置、特開2000-44286記
載の粗面形成板ガラス、特開2000-103655記載のディスプレイ用積層ガラス、特開2000-13
3987記載の導電性膜つきガラス、特開2000-191346記載の防眩性ガラス、特開2000-7371記
載の紫外線赤外線吸収中透過ガラス、特開2000-143288記載のプライバシー保護用車両用
窓ガラス、特開2000-239045記載の防曇性車両用ガラス、特開2001-287977記載の舗装材料
用ガラス、特開2002-127310号公報に記載の水滴付着防止性及び熱線遮断性を有するガラ
ス板、特開2003-342040記載の紫外線赤外線吸収ブロンズガラス、W001/019748記載の合わ
せガラス、特開2004-43212記載のID識別機能つきガラス、特開2005-70724記載のPDP用光
学フィルタ、特開2005-105751記載の天窓などが挙げられる。前記一般式（２）～（５）
で表される化合物を含むガラス被膜ないしこれを用いたガラスはいずれの方法によって作
られてもよい。
【０１９４】
　また、その他使用例としては特開平８－１０２２９６号公報、特開２０００－６７６２
９号公報、特開２００５－３５３５５４号公報に記載の照明装置用光源カバー、特開平５
－２７２０７６号公報、特開２００３－２３９１８１号公報に記載の人工皮革、特開２０
０６－６３１６２号公報に記載のスポーツゴーグル、特開２００７－９３６４９号公報に
記載の偏向レンズ、特開２００１－２１４１２１号公報、特開２００１－２１４１２２号
公報、特開２００１－３１５２６３号公報、特開２００３－２０６４２２号公報、特開２
００３－２５４７８号公報、特開２００４－１３７４５７号公報、特開２００５－１３２
９９９号公報に記載の各種プラスチック製品向けハードコート、特開２００２－３６４４
１号公報に記載の窓外側貼り付け用ハードコート、特開平１０－２５０００４号公報に記
載の窓張りフィルム、特開２００２－３６４５２号公報に記載の高精細防眩性ハードコー
トフィルム、特開２００３－３９６０７号公報に記載の帯電防止性ハードコートフィルム
、特開２００４－１１４３５５号公報に記載の透過性ハードコートフィルム、特開２００
２－１１３９３７号公報に記載の偽造防止帳表、特開２００２－２９３７０６号公報に記
載の芝の紫斑防止剤、特開２００６－２７４１７９号公報に記載の樹脂フィルムシート接
合用シール剤、特開２００５－３２６７６１号公報に記載の導光体、特開２００６－３３
５８５５号公報に記載のゴム用コーティング剤、特開平１０－３４８４１号公報、特開２
００２－１１４８７９号公報に記載の農業用被覆材、特表２００４－５３２３０６号公報
、特表２００４－５３００２４号公報に記載の染色ろうそく、特表２００４－５２５２７
３号公報に記載の布地リンス剤組成物、特開平１０－２８７８０４号公報に記載のプリズ
ムシート、特開２０００－７１６２６号公報に記載の保護層転写シート、特開２００１－
１３９７００号公報に記載の光硬化性樹脂製品、特開２００１－１５９２２８号公報に記
載の床用シート、特開２００２－１８９４１５号公報に記載の遮光性印刷ラベル、特開２
００２－１３０５９１号公報に記載の給油カップ、特開２００２－３０７６１９号公報に
記載の硬質塗膜塗工物品、特開２００２－３０７８４５号公報に記載の中間転写記録媒体
、特開２００６－３１６３９５号公報に記載の人工毛髪、ＷＯ９９／２９４９０号パンフ
レット、特開２００４－３５２８４７号公報に記載のラベル用低温熱収縮性フィルム、特
開２０００－２２４９４２号公報に記載の釣り用品、特開平８－２０８９７６号公報に記
載のマイクロビーズ、特開平８－３１８５９２号公報に記載のプレコート金属板、特開２
００５－５０４７３５号公報に記載の薄肉フィルム、特開２００５－１０５０３２号公報
に記載の熱収縮性フィルム、特開２００５－３７６４２号公報に記載のインモールド成形
用ラベル、特開２００５－５５６１５号公報に記載の投影スクリーン、特開平９－３００
５３７号公報、特開２０００－２５１８０号公報、特開２００３－１９７７６号公報、特
開２００５－７４７３５号公報に記載の化粧シート、特開２００１－２０７１４４号公報
に記載のホットメルト接着剤、特表２００２－５４３２６５号公報、特表２００２－５４
３２６６号公報、米国特許第６２２５３８４号明細書に記載の接着剤、特開２００４－３
５２７８３号公報に記載の電着コート、ベースコート、特開平７－２６８２５３号公報に
記載の木材表面保護、特開２００３－２５３２６５号公報、特開２００５－１０５１３１
号公報、特開２００５－３００９６２号公報、特許第３９１５３３９号公報に記載の調光
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材料、調光フィルム、調光ガラス、特開２００５－３０４３４０号公報に記載の防蛾灯、
特開２００５－４４１５４号公報に記載のタッチパネル、特開２００６－２７４１９７号
公報に記載の樹脂フィルムシート接合用シール剤、特開２００６－８９６９７号公報に記
載のポリカーボネートフィルム被覆、特開２０００－２３１０４４号公報に記載の光ファ
イバテープ、特表２００２－５２７５５９号公報に記載の固形ワックスなどが挙げられる
。
【０１９５】
　次に、高分子材料の耐光性を評価する方法について説明する。高分子材料の耐光性を評
価する方法として、「高分子の光安定化技術」（株式会社シーエムシー，２０００年）８
５ページ～１０７ページ、「高機能塗料の基礎と物性」（株式会社シーエムシー，２００
３年）３１４ページ～３５９ページ、「高分子材料と複合材製品の耐久性」（株式会社シ
ーエムシー，２００５年）、「高分子材料の長寿命化と環境対策」（株式会社シーエムシ
ー，２０００年）、Ｈ．Ｚｗｅｉｆｅｌ編「Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ａｄｄｉｔｉｖｅｓ　Ｈ
ａｎｄｂｏｏｋ　５ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ」（Ｈａｎｓｅｒ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ）２
３８ページ～２４４ページ、葛良忠彦著「基礎講座２　プラスチック包装容器の科学」（
日本包装学会，２００３年）第８章などの記載を参考にできる。
　また各々の用途に対する評価としては下記の既知評価法により達成できる。
　高分子材料の光による劣化は、ＪＩＳ－Ｋ７１０５：１９８１、ＪＩＳ－Ｋ７１０１：
１９８１、ＪＩＳ－Ｋ７１０２：１９８１、ＪＩＳ－Ｋ７２１９：１９９８、ＪＩＳ－Ｋ
７３５０－１：１９９５、ＪＩＳ－Ｋ７３５０－２：１９９５、ＪＩＳ－Ｋ７３５０－３
：１９９６、ＪＩＳ－Ｋ７３５０－４：１９９６の方法およびこれを参考にした方法によ
って評価することができる。
【０１９６】
　包装・容器用途として用いられる場合の耐光性は、ＪＩＳ－Ｋ７１０５の方法およびこ
れを参考にした方法によって評価することができる。その具体例としては、特開２００６
－２９８４５６号公報に記載のボトル胴体の光線透過率、透明性評価、キセノン光源を用
いた紫外線暴露後のボトル中身の官能試験評価、特開２０００－２３８８５７号公報に記
載のキセノンランプ照射後のヘーズ値評価、特開２００６－２２４３１７号公報に記載の
ハロゲンランプ光源としたヘイズ値評価、特開２００６－２４０７３４号公報に記載の水
銀灯暴露後のブルーウールスケールを用いた黄変度評価、特開２００５－１０５００４号
公報、特開２００６－１５６８号公報に記載のサンシャインウェザーメーターを用いたヘ
ーズ値評価、着色性目視評価、特開平７－４０９５４号公報、特開平８－１５１４５５号
公報、特開平１０－１６８２９２号公報、特開２００１－３２３０８２号公報、特開２０
０５－１４６２７８号公報に記載の紫外線透過率評価、特開平９－４８９３５号公報、特
開平９－１４２５３９号公報に記載の紫外線遮断率評価、特開平９－２４１４０７号公報
、特開２００４－２４３６７４号公報、特開２００５－３２０４０８号公報、特開２００
５－３０５７４５号公報、特開２００５－１５６２２０号公報に記載の光線透過率評価、
特開２００５－１７８８３２号公報に記載のインク容器内インキの粘度評価、特開２００
５－２７８６７８号公報に記載の光線透過率評価、日光暴露後の容器内サンプル目視、色
差ΔＥ評価、特開２００４－５１１７４号公報に記載の白色蛍光灯照射後の紫外線透過率
評価、光透過率評価、色差評価、特開２００４－２８５１８９号公報に記載の光線透過率
評価、ヘーズ値評価、色調評価、特開２００３－２３７８２５号公報に記載の黄色度評価
、特開２００３－２０９６６号公報に記載の遮光性評価、Ｌ*ａ*ｂ*表色系色差式を用い
た白色度評価、特開２００２－６８３２２号公報に記載のキセノン光を分光した後の波長
ごとの暴露後サンプルにおける色差ΔＥａ*ｂ*を用いた黄ばみ評価、特開２００１－２６
０８１号公報に記載の紫外線暴露後、紫外線吸収率評価、特開平１０－２９８３９７号公
報に記載のサンシャインウェザーメーターを用いた暴露後のフィルム引っ張り伸び評価、
特開平１０－２３７３１２号公報に記載のキセノンウェザーメーター暴露後の抗菌性評価
、特開平９－２３９９１０号公報に記載の蛍光灯照射後の包装内容物褪色性評価、特開平
９－８６５７０号公報に記載のサラダ油充填ボトルに対する蛍光灯暴露後の油の過酸化物
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価評価、色調評価、特開平８－３０１３６３号公報に記載のケミカルランプ照射後の吸光
度差評価、特開平８－２０８７６５号公報に記載のサンシャインウェザーメーターを用い
た暴露後の表面光沢度保持率、外観評価、特開平７－２１６１５２号公報に記載のサンシ
ャインウェザロメーターを用いた暴露後の色差、曲げ強度評価、特開平５－１３９４３４
号公報に記載の遮光比評価、灯油中の過酸化物生成量評価などがあげられる。
【０１９７】
　塗料・塗膜用途として用いられる場合の長期耐久性は、ＪＩＳ－Ｋ５４００、ＪＩＳ－
Ｋ５６００－７－５：１９９９、ＪＩＳ－Ｋ５６００－７－６：２００２、ＪＩＳ－Ｋ５
６００－７－７：１９９９、ＪＩＳ－Ｋ５６００－７－８：１９９９、ＪＩＳ－Ｋ８７４
１の方法およびこれを参考にした方法によって評価することができる。その具体例として
は、特表２０００－５０９０８２号公報に記載のキセノン耐光試験機およびＵＶＣＯＮ装
置による暴露後の色濃度およびＣＩＥ　Ｌ*ａ*ｂ*色座標における色差ΔＥａ*ｂ*、残留
光沢を用いた評価、特表２００４－５２０２８４号公報に記載の石英スライド上フィルム
に対するキセノンアーク耐光試験機を用いた暴露後の吸光度評価、ロウにおける蛍光灯、
ＵＶランプ暴露後の色濃度およびＣＩＥ　Ｌ*ａ*ｂ*色座標における色差ΔＥａ*ｂ*を用
いた評価、特開２００６－１６０８４７号公報に記載のメタルウェザー耐候性試験機を用
いた暴露後の色相評価、特開２００５－３０７１６１号公報に記載のメタルハイドランプ
を用いた暴露試験後の光沢保持率評価および色差ΔＥａ*ｂ*を用いた評価、サンシャイン
カーボンアーク光源を用いた暴露後光沢感の評価、特開２００２－６９３３１号公報に記
載のメタルウェザー耐候性試験機を用いた暴露後の色差ΔＥａ*ｂ*を用いた評価、光沢保
持率、外観評価、特開２００２－３８０８４号公報に記載のサンシャインウェザオメータ
ーを用いた暴露後の光沢保持率評価、特開２００１－５９０６８号公報に記載のＱＵＶ耐
候性試験機を用いた暴露後の色差ΔＥａ*ｂ*を用いた評価、光沢保持率評価、特開２００
１－１１５０８０号公報、特開平６－４９３６８号公報、特開２００１－２６２０５６号
公報に記載のサンシャインウェザオメーターを用いた暴露後光沢保持率評価、特開平８－
３２４５７６号公報、特開平９－１２９２４号公報、特開平９－１６９９５０号公報、特
開平９－２４１５３４号公報、特開２００１－１８１５５８号公報に記載の塗装板に対す
るサンシャインウェザオメーターを用いた暴露後の外観評価、特開２０００－１８６２３
４号公報に記載のサンシャインウェザオメーターを用いた暴露後の光沢保持率、明度値変
化評価、特開平１０－２９８４９３号公報に記載の塗膜に対するデューサイクルＷＯＭ暴
露後の塗膜劣化状態の外観評価、特開平７－２６１７７号公報に記載の塗膜の紫外線透過
率評価、特開平７－３１８９号公報、特開平９－２６３７２９号公報に記載の塗膜の紫外
線遮断率評価、特開平６－１９４５号公報に記載のサンシャインウェザーオーメーターを
用いた塗膜の光沢保持率８０％となる時間比較評価、特開平６－３１３１４８号公報に記
載のデューパネル光コントロールウェザーメーターを用いた暴露後の錆発生評価、特開平
６－３４６０２２号公報に記載の屋外暴露後の塗装済み型枠に対するコンクリートの強度
評価、特開平５－１８５０３１号公報に記載の屋外暴露後の色差ΔＥａ*ｂ*を用いた評価
、碁盤目密着評価、表面外観評価、特開平５－７８６０６号公報に記載の屋外暴露後の光
沢保持率評価、特開２００６－６３１６２号公報に記載のカーボンアーク光源を用いた暴
露後の黄変度（ΔＹＩ）評価等があげられる。
【０１９８】
　インク用途として用いられる場合の耐光性は、ＪＩＳ－Ｋ５７０１－１：２０００、Ｊ
ＩＳ－Ｋ７３６０－２、ＩＳＯ１０５－Ｂ０２の方法およびこれを参考にした方法によっ
て評価することができる。具体的には特表２００６－５１４１３０号公報に記載の事務所
用蛍光灯、褪色試験機を用いた暴露後の色濃度およびＣＩＥ　Ｌ*ａ*ｂ*色座標の測定に
よる評価、特開２００６－２２３００号公報に記載のキセノンアーク光源を用いた紫外線
暴露後の電気泳動評価、特開２００６－８８１１号公報に記載のキセノンフェードメータ
ーによる印刷物の濃度評価、特開２００５－２３１１１号公報に記載の１００Ｗケミカル
ランプを用いたインク抜け性評価、特開２００５－３２５１５０号公報に記載のウェザー
メーターによる画像形成部位の色素残存率評価、特開２００２－１２７５９６号公報に記
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載のアイスーパーＵＶテスターを用いた印刷物のチョーキング評価、および変色評価、特
開平１１－１９９８０８号公報、特開平８－１０８６５０号公報に記載のキセノンフェー
ドメーター暴露後の印刷物についてＣＩＥ　Ｌ*ａ*ｂ*色座標における色差ΔＥａ*ｂ*を
用いた評価、特開平７－１６４７２９号公報に記載のカーボンアーク光源を用いた暴露後
の反射率評価などが挙げられる。
【０１９９】
　太陽電池モジュールの耐光性は、ＪＩＳ－Ｃ８９１７：１９９８、ＪＩＳ－Ｃ８９３８
：１９９５の方法およびこれを参考にした方法によって評価することができる。具体的に
は、特開２００６－２８２９７０号公報に記載のキセノンランプに太陽光シミュレーショ
ン用補正フィルタを装着した光源による暴露後のＩ－Ｖ測定光発電効率評価、特開平１１
－２６１０８５号公報、特開２０００－１４４５８３号公報に記載のサンシャインウェザ
ーメーター、フェードメータを用いた暴露後の変褪色グレースケール等級評価、色、外観
密着性評価などがあげられる。
【０２００】
　繊維および繊維製品の耐光性は、ＪＩＳ－Ｌ１０９６：１９９９、ＪＩＳ－Ａ５９０５
：２００３、ＪＩＳ－Ｌ０８４２、ＪＩＳ－Ｋ６７３０、ＪＩＳ－Ｋ７１０７、ＤＩＮ７
５．２０２、ＳＡＥＪ１８８５、ＳＮ－ＩＳＯ－１０５－Ｂ０２、ＡＳ／ＮＺＳ４３９９
の方法およびこれを参考にした方法によって評価することができる。特開平１０－１５８
７号公報、特開２００６－２９９４２８号公報、特開２００６－２９９４３８号公報に記
載の紫外線透過率評価、特開平６－２２８８１６号公報、特開平７－７６５８０号公報、
特開平８－１８８９２１号公報、特開平１１－２４７０２８号公報、特開平１１－２４７
０２７号公報、特開２０００－１４４５８３号公報、特開２００２－３２２３６０号公報
、特開２００３－３３９５０３号公報、特開２００４－１１０６２号公報に記載のキセノ
ン光源、カーボンアーク光源を用いた暴露後のブルースケール変褪色評価、特開２００３
－１４７６１７号公報に記載のＵＶカット率評価、特開２００３－４１４３４号公報に記
載の紫外線遮断性評価、特開平１１－３０２９８２号公報に記載のドライクリーニング後
のカーボンアーク光源を用いた暴露後ブルースケール変褪色評価、特開平７－１１９０３
６号公報、特開平１０－２５１９８１号公報に記載のフェードオメーターを用いた暴露後
の明度指数、クロマティクネス指数に基づく色差ΔＥ*評価、特開平９－５７８８９号公
報、特開平９－１３７３３５号公報、特開平１０－１８６８号公報、特開平１０－２３７
７６０号公報に記載のＵＶテスター、サンシャインウェザーメーターを用いた暴露後の引
っ張り強度評価、特開平８－４１７８５号公報、特開平８－１９３１３６号公報に記載の
全透過率評価、強力保持率評価、特表２００３－５２８９７４号公報、特表２００５－５
１７８２２号公報、特開平８－２０５７９号公報に記載の紫外線保護係数（ＵＰＦ）評価
、特開平６－２２８８１８号公報、特開平７－３２４２８３号公報、特開平７－１９６６
３１号公報、特開平７－１８５８４号公報に記載の高温フェードメーターを用いた暴露後
の変褪色グレースケール評価、特開平７－２８９０９７号公報に記載の屋外暴露後の外観
評価、特開平７－２８９６６５号公報に記載の紫外線暴露後の黄色度（ＹＩ）、黄変度（
ΔＹＩ）評価、特表２００３－５２８９７４号公報に記載の規約反射率評価等があげられ
る。
【０２０１】
　建材の耐光性は、ＪＩＳ－Ａ１４１５：１９９９の方法およびこれを参考にした方法に
よって評価することができる。具体的には、特開２００６－２６６４０２号公報に記載の
サンシャインウェザオメーターを用いた暴露後の表面色調評価、特開２００４－３１９１
号公報、特開２００６－３０６０２０号公報に記載のカーボンアーク光源を用いた暴露後
の外観評価、アイスーパーＵＶテスターを用いた暴露後の外観評価、暴露後の吸光度評価
、暴露後の色度、色差評価、メタルハイドランプ光源を用いた暴露後のＣＩＥ　Ｌ*ａ*ｂ
*色座標における色差ΔＥａ*ｂ*を用いた評価、光沢保持率評価、特開平１０－４４３５
２号公報、特開２００３－２１１５３８号公報、特開平９－２３９９２１号公報、特開平
９－２５４３４５号公報、特開２００３－２１１６０６号公報に記載のサンシャインウェ
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ザーメーターを用いた暴露後のヘーズ値変化評価、暴露後の引張試験機を用いた伸度保持
率評価、特開２００２－１６１１５８号公報に記載の溶媒浸漬後の紫外線透過率評価、ア
イスーパーＵＶテスターを用いた暴露後の外観目視評価、特開２００２－２２６７６４号
公報に記載のＱＵＶ試験後の光沢率変化評価、特開２００１－１７２５３１号公報に記載
のサンシャインウェザオメーターを用いた暴露後の光沢保持率評価、特開平１１－３００
８８０号公報に記載のブラックライトブルー蛍光灯を用いた紫外線暴露後の色差ΔＥａ*

ｂ*を用いた評価、特開平１０－２０５０５６号公報に記載のコーブコン促進試験機を用
いた暴露後の密着保持率評価、紫外線遮断性評価、特開平８－２０７２１８号公報、特開
平９－１８３１５９号公報に記載の屋外暴露（ＪＩＳ－Ａ１４１０）後の外観評価、全光
透過率評価、ヘイズ変化評価、引張せん断接着強さ評価、特開平８－１５１４５７号公報
に記載のキセノンウェザーメーターを用いた暴露後の全光線透過率評価、ヘイズ評価、黄
変度評価、特開平７－３９５５号公報に記載のサンシャインウェザオメーターを用いた暴
露後の黄変度（ΔＹＩ）、紫外線吸収剤残存率評価等が挙げられる。
【０２０２】
　記録媒体用途として用いられる場合の耐光性はＪＩＳ－Ｋ７３５０の方法およびこれを
参考にした方法によって評価することができる。具体的には、特開２００６－１６７９９
６号公報に記載の蛍光灯照射後の印字部位における地肌色差変化評価、特開平１０－２０
３０３３号公報、特開２００４－１８１８１３号公報に記載のキセノンウェザーメーター
を用いた暴露による画像濃度残存率評価、特開２００２－２０７８４５号公報に記載のキ
セノンウェザーメーターを用いた暴露による光学反射濃度変化評価、特開２００３－２６
６９２６号公報に記載のサンテストＣＰＳ光褪色試験機を用いた暴露後のＬ*ａ*ｂ*評価
形による黄変度評価、特開２００３－１４５９４９号公報に記載のフェードメーターを用
いた暴露後の褪色評価、特開２００２－２１２２３７号公報に記載のキセノンフェードメ
ーターを用いた暴露後の褪色目視評価、特開２００２－１７８６２５号公報に記載の室内
太陽光暴露後の色濃度保持率評価、キセノンウェザーメーターを用いた暴露後の色濃度保
持率評価、特開２００２－３６７２２７号公報に記載のフェードメーターを用いた暴露後
のＣ／Ｎ評価、特開２００１－２４９４３０号公報に記載の蛍光灯暴露後のかぶり濃度評
価、特開平９－９５０５５号公報に記載の蛍光灯を用いた暴露後の光学反射濃度評価、消
去性評価、特開平９－３０９２６０号公報に記載のアトラスフェードメーターを用いた暴
露後の色差ΔＥ*評価、特開平８－２５８４１５号公報に記載のカーボンアークフェード
メーターを用いた暴露後の褪色目視評価、特開２０００－２２３２７１号公報に記載の有
機ＥＬ素子色変換特性保持率評価、特開２００５－１８９６４５号公報に記載のキセノン
褪色試験機による暴露後の有機ＥＬディスプレイ輝度測定評価などが挙げられる。
【０２０３】
　その他の評価法としてはＪＩＳ－Ｋ７１０３、ＩＳＯ／ＤＩＳ９０５０の方法およびこ
れを参考とした方法によって評価できる。具体的には、特開２００６－８９６９７号公報
に記載のポリカーボネート被覆フィルムのＵＶテスターによる暴露後の外観評価、特開２
００６－３１６３９５号公報に記載の人工毛髪における紫外線暴露後のブルースケール評
価、特開２００６－３３５８５５号公報に記載の促進耐候性試験機を用いた暴露後の評価
用処理布水接触角評価、特開２００５－５５６１５号公報に記載の耐候試験機を用いた暴
露後の投影スクリーンに映し出された映像目視評価、特開２００５－７４７３５号公報に
記載のサンシャインウェザーメーター、メタルウェザーメーターを用いた暴露後の試験体
表面劣化、意匠性変化目視評価、特開２００５－３２６７６１号公報に記載の金属ランプ
リフレクターを用いた点灯暴露後の外観目視評価、特開２００２－１８９４１５号公報、
特開２００４－３５２８４７号公報に記載のボトル用ラベルの光線透過率評価、特開２０
０３－１９７７６号公報に記載のキセノンウェザーメーターを用いた湿度条件下、暴露後
のポリプロピレン劣化評価、特開２００２－３６４４１号公報、特開２００３－２５４７
８号公報に記載のサンシャインウェザオメーターを用いたハードコートフィルムの劣化評
価、基材の劣化評価、親水性評価、耐擦傷性評価、特開２００３－２３９１８１号公報に
記載のキセノンランプ光源を用いた暴露後の人工皮革のグレースケール色差評価、特開２
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００３－２５３２６５号公報に記載の水銀灯を用いた暴露後の液晶デバイス特性評価、特
開２００２－３０７６１９号公報に記載のサンシャインウェザオメーターを用いた暴露後
の密着性評価、特開２００２－２９３７０６号公報に記載の芝の紫斑度合い評価、特開２
００２－１１４８７９号公報に記載のキセノンアーク光源を用いた暴露後紫外線透過率評
価、引張強度評価、特開２００１－１３９７００号公報に記載のコンクリート密着速度評
価、特開２００１－３１５２６３号公報に記載のサンシャインウェザオメーターを用いた
暴露後外観評価、および塗膜密着性評価、特開２００１－２１４１２１号公報、特開２０
０１－２１４１２２号公報に記載のカーボンアーク光源を用いた暴露後の黄変度、密着性
評価、特開２００１－２０７１４４号公報に記載の紫外線フェードメーターを用いた接着
性能評価、特開２０００－６７６２９号公報に記載の照明点灯時における昆虫類飛来抑制
評価、特開平１０－１９４７９６号公報に記載のアイスーパーＵＶテスターを用いた合わ
せガラスの黄変度（ΔＹＩ）評価、特開平８－３１８５９２号公報に記載のＱＵＶ照射、
耐湿テストを行った後の表面外観評価、光沢保持率評価、特開平８－２０８９７６号公報
に記載のデューパネル光コントロールウェザーメーターを用いた経時色差評価、特開平７
－２６８２５３号公報に記載のキセノンウェザロメーターを用いた暴露後の木材基材塗布
状態における光沢度（ＤＩ）、黄色度指数（ＹＩ）評価、特表２００２－５４４３２６５
号公報、特表２００２－５４３２６６号公報に記載の紫外線照射、暗闇を繰り返した後の
紫外線吸収率評価、特表２００４－５３２３０６号公報に記載の紫外線暴露後の染料褪色
色差ΔＥ評価等が挙げられる。
【実施例】
【０２０４】
　以下、本発明を実施例に基づき更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されない。
また、実施例中、Ａ化合物とはジャーナル　オブ　ケミカル　クリスタログラフィー（Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒａｐｈｙ）２７・９９
７・５１６ページ記載の中間体２であり、下記で表される化合物である。
【０２０５】
【化２４】

【０２０６】
合成例１
（例示化合物（Ｓ－０１）の調製）
　Ａ化合物６．２６ｇ（０．０２モル）にＮ－メチルピロリドン３０ｍｌ、ピバロイルア
セトニトリル　３．００ｇ（０．０２４モル）を加え、これを窒素フロー条件下８０℃で
４時間攪拌した後に冷却し、酢酸エチル、希塩酸で処理後、ヘキサンを加えることにより
生じた固体６．１０ｇをろ別した。ここで得た下記Ｂ化合物３．０７ｇ（１０ミリモル）
をテトラヒドロフラン３０ｍｌに溶解させた後、ピリジン１．８ｇ（２３ミリモル）を加
え０℃に冷却した。その後２－エチルヘキサノイルクロリド３．２ｇ（２０ミリモル）を
加え、室温に戻し、６０度に加温した後、４時間攪拌した。酢酸エチル、希塩酸で処理後
、シリカゲルカラム（ヘキサン／酢酸エチル＝９／１）にて単離することにより、目的生
成物を得た。収量５．３ｇ、収率４７％。例示化合物（Ｓ－０１）の極大吸収波長（λｍ
ａｘ）は３７５ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、長波紫外線吸収能を有することがわかった。
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質量分析値ｍ／ｚ　５５９．８
1H　NMR（CDCl3）δ0.90-1.00(m,6H)，1.02-1.11(m,6H)，1.35-1.45(m,8H)，1.40(s,9H)
，1.62-1.90(m,8H)，2.56-2.68(m,2H)，7.27(s,2H)
【０２０７】
【化２５】

【０２０８】
合成例２
（例示化合物（Ｓ－０６）の調製）
　上記Ｂ化合物３．０７ｇ（１０ミリモル）をジメチルアセトアミド５０ｍｌに溶解させ
た後、炭酸カリウム５．５ｇ（２４ミリモル）、２－エチルヘキシルブロミド４．６ｇ（
２４ミリモル）を加え、８０℃で４時間攪拌した。酢酸エチル、希塩酸で処理後、酢酸エ
チル－アセトニトリル溶液で再結晶することにより、目的生成物を得た。収量８．３２ｇ
、収率５２％。例示化合物（Ｓ－０６）の極大吸収波長（λｍａｘ）は３８２ｎｍ（Ｅｔ
ＯＡｃ）であり、長波紫外線吸収能を有することがわかった。
質量分析値ｍ／ｚ　　５３２．０
1H　NMR（CDCl3）δ0.88-0.99(m,12H)，1.28-1.39(m,8H)，1.42(s,9H)，1.43-1.56(m,8H)
，1.71-1.80(m,2H)，3.90-3.99(m,4H)，6.80(s,2H)
【０２０９】
合成例３
（例示化合物（Ｓ－１８）の調製）
　Ａ化合物６．２６ｇ（０．０２モル）にＮ－メチルピロリドン３０ｍｌ、シアノ酢酸エ
チル　２．７１ｇ（０．０２４モル）を加え、これを窒素フロー条件下８０℃で４時間攪
拌した後に冷却し、酢酸エチル、希塩酸で処理後、ヘキサンを加えることにより生じた固
体５．９０ｇをろ別した。ここで得た下記Ｃ化合物２．９ｇ（１０ミリモル）をテトラヒ
ドロフラン３０ｍｌに溶解させた後、ピリジン１．８ｇ（２３ミリモル）を加え０℃に冷
却した。その後２－エチルヘキサノイルクロリド３．１ｇ（２０ミリモル）を加え、室温
に戻し、６０度に加温した後、４時間攪拌した。酢酸エチル、希塩酸で処理後、シリカゲ
ルカラム（ヘキサン／酢酸エチル＝９／１）にて単離することにより、目的生成物を得た
。収量０．７ｇ、収率１８％。例示化合物（Ｓ－１８）の極大吸収波長（λｍａｘ）は３
６０ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、長波紫外線吸収能を有することがわかった。
質量分析値ｍ／ｚ　５４８．７
【０２１０】

【化２６】

【０２１１】
合成例４
（例示化合物（Ｓ－２０）の調製）
　Ａ化合物６．２６ｇ（０．０２モル）にＮ－メチルピロリドン３０ｍｌ、２－シアノア
セトアミド２．０ｇ（０．０２４モル）を加え、これを窒素フロー条件下７０℃で５時間



(49) JP 5308039 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

攪拌した後に冷却し、酢酸エチル、希塩酸で処理後、ヘキサンを加えることにより生じた
固体４．１２ｇをろ別した。ここで得た下記Ｄ化合物２．０ｇ（７．５ミリモル）をテト
ラヒドロフラン３０ｍｌに溶解させた後、ピリジン１．８ｇ（２３ミリモル）を加え０℃
に冷却した。その後２－エチルヘキサノイルクロリド２．４ｇ（１６ミリモル）を加え、
室温に戻し、６０度に加温した後、４時間攪拌した。酢酸エチル、希塩酸で処理後、シリ
カゲルカラム（ヘキサン／酢酸エチル＝９／１）にて単離することにより、目的生成物を
得た。収量１８０ｍｇ、収率６％。例示化合物（Ｓ－２０）の極大吸収波長（λｍａｘ）
は３５７ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、長波紫外線吸収能を有することがわかった。
質量分析値ｍ／ｚ　５１８．７
【０２１２】
【化２７】

【０２１３】
実施例１
（成形板（試料１０１～１０５）の作製）
　ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）（Ｔｇ１００～１１０℃）１ｋｇと例示化合
物（Ｓ－０１）０．１ｇをステンレス製タンブラーで１時間攪拌した。この混合物をベン
ト式押出機で２３０℃にて溶融混合し、常法によって成形用ペレットを作製した。このペ
レットを８０℃で３時間乾燥処理した後、射出成形機で厚さ３ｍｍの成形板を作製した。
　また、例示化合物（Ｓ－０１）を例示化合物（Ｓ－１１）又は（Ｓ－１７）に代えたこ
と以外は同様にして、例示化合物（Ｓ－１１）及び（Ｓ－１７）を用いた成形板を作製し
た。なお、例示化合物（Ｓ－１１）及び（Ｓ－１７）のλｍａｘはそれぞれ３７７ｎｍ及
び３６３ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、いずれも長波紫外線吸収能を有する。
　また、例示化合物（Ｓ－０１）を比較化合物Ｘ又はＹに代えたこと以外は同様にして、
成形板を作製した。比較化合物Ｘのλｍａｘは３５７ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、比較化
合物Ｙのλｍａｘは３５５ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）である。
【０２１４】
【化２８】

【０２１５】
（評価）
　作製した成形板に、ＵＶフィルタを除去したキセノンランプで照度１５万ルクスになる
ように光照射し、１００時間照射後の紫外線吸収剤の残存量をそれぞれ測定した。残存量
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は次式に従い計算した。
　　残存率（％）＝１００×（１００－照射後の透過率）／（１００－照射前の透過率）
　なお、透過率は添加した化合物のλｍａｘで測定した値である。結果を表１に示す。
【０２１６】
【表１】

【０２１７】
　表１の結果から明らかなように、比較化合物Ｘ又はＹを含む試料１０４及び１０５では
、１００時間光照射後の紫外線吸収剤の残存量が低く耐光性に劣るのに対し、前記一般式
（２）～（５）のいずれかで表される化合物を含む試料１０１～１０３では、１００時間
光照射後においても紫外線吸収剤が９０％以上残存しており、耐光性に優れることがわか
った。このことから、本発明の高分子材料は、長波紫外線吸収能に優れ、かつこの吸収能
が長期間維持し、耐光性に優れることがわかる。
【０２１８】
実施例２
（ＰＥＴフィルム（試料２０１及び２０２）の作製）
　ダイヤナールＬＲ－１０６５（商品名、三菱レイヨン社製、アクリル樹脂の４０％メチ
ルエチルケトン（ＭＥＫ）溶液１００ｇ、例示化合物（Ｓ－０２）０．５ｇからなる透明
塗料を１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム上に乾燥膜厚が３０
μｍ程度となるようにバーコーターを用いて塗布し、これを乾燥して紫外線吸収層を有す
るＰＥＴフィルム（試料２０１）を作製した。なお、例示化合物（Ｓ－０２）のλｍａｘ
は３９２ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、長波紫外線吸収能を有する。
　また、例示化合物（Ｓ－０２）の代わりに比較化合物Ｙを用いたこと以外は同様にして
ＰＥＴフィルム（試料２０２）を作製した。
【０２１９】
（評価）
　インクジェットプリンター（ＰＩＸＵＳ　ｉＰ１５００、商品名、キヤノン製）を用い
てインクジェット記録用紙にマゼンタ色のベタ印字をおこない、十分に乾燥させてから、
先に作製したＰＥＴフィルムを最上層に紫外線吸収層となるように重ねて固定した。ＰＥ
Ｔフィルム側から光が当たるように南側の窓ガラスに貼り付け、１２週間放置することで
耐光性試験をおこなった。
　比較化合物Ｙを含む紫外線吸収層を有する試料２０２では、激しく退色していることが
目視で確認されたのに対し、例示化合物（Ｓ－０２）を含む紫外線吸収層を有する試料２
０１では、印字直後とほぼ同等の色相を維持していることがわかった。このことから、前
記一般式（２）～（５）のいずれかで表される化合物を含む本発明の高分子材料は、光堅
牢性が弱い化合物を長期間保護するための紫外線吸収フィルムとしても優れていることが
わかる。
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【０２２０】
実施例３
（ポリマー練り込み型ＵＶ剤含有高分子フィルム（試料３０１～３０４）の調製）
　ポリエチレンテレフタレート１５ｇに対し、例示化合物（Ｓ－０１）又は（Ｓ－０２）
を５０μｍのフィルム作製時に４００ｎｍの透過率が１％となるように添加し、２６５℃
で溶融混練後、冷却、遠心によりＵＶ剤含有フィルム（試料３０１及び３０２）を作製し
た。また、前記比較化合物Ｙ及び例示化合物（Ｓ－２５）を用いた系においても同様に混
練、フィルム化して、ＵＶ剤含有フィルム（試料３０３及び３０４）を作製した。なお、
例示化合物（Ｓ－２５）のλｍａｘは３６８ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、長波紫外線吸収
能を有する。
　例示化合物（Ｓ－０１）又は（Ｓ－０２）を使用したサンプル３０１及び３０２は結晶
が短時間で溶融し、溶け残りの粒子が無いため、均質で透明性が高いサンプルを容易に作
成することができた。
【０２２１】
（評価）
　作製したサンプルの４２０ｎｍ、４４０ｎｍ、４６０ｎｍにおける透過率の測定及び目
視により、サンプルの着色具合を評価した。また、作製したフィルムに、ＵＶフィルタを
除去したキセノンランプで照度１７万ルクスになるように光照射し、１００時間照射後の
紫外線吸収剤の残存量をそれぞれ測定した。残存量は次式に従い計算した。
　　残存率（％）＝１００×（１００－照射後の透過率）／（１００－照射前の透過率）
　なお、光堅牢性試験における透過率は４２０ｎｍで測定した値である。結果を表２に示
す。
【０２２２】
【表２】

【０２２３】
　表２の結果から明らかなように、比較化合物Ｙを含む試料３０３は、例示化合物（Ｓ－
０１）又は（Ｓ－０２）を用いた試料３０１及び３０２よりも黄色に着色していた。また
、例示化合物と比較して極大吸収が短波である例示化合物（Ｓ－２５）を用いた試料３０
４については光堅牢性残存率は９０％以上であったが、サンプル調製量が多くなったため
に着色が観察された。このことから、前記一般式（５）で表される化合物を含む本発明の
高分子材料は、着色無く、効果的にＵＶ－Ａ領域を吸収するフィルムとしても特に優れて
いることがわかる。
【０２２４】
実施例４
（ＵＶ剤含有高分子フィルム（試料４０１～４０７）の調製）
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　ポリエチレンテレフタレート１５ｇに対し、例示化合物（Ｓ－０１）、（Ｓ－０６）を
、５０μｍのフィルム作製時に極大吸収の吸光度（Abs.）が１となるように添加し、２６
５℃で溶融混練後、冷却、遠心によりＵＶ剤含有フィルム（試料４０１及び４０２）を作
製した。
　また、特公昭４９－１１１５５号公報の実施例２を参考にして、例示化合物（Ｓ－０１
）、（Ｓ－０６）及び例示化合物（Ｓ－２６）、（Ｓ－２７）、比較化合物Ｚ１を用いた
トリアセテート膜（試料４０３～４０７）を例示化合物の場合と同様に極大吸収の吸光度
（Abs.）が１となるように添加して作製した。なお、例示化合物（Ｓ－２６）及び（Ｓ－
２７）のλｍａｘはそれぞれ３６９ｎｍ及び３６７ｎｍ（ＥｔＯＡｃ）であり、いずれも
長波紫外線吸収能を有する。
　例示化合物（Ｓ－０１）又は（Ｓ－０６）を使用したサンプル４０１及び４０２は、結
晶が短時間で溶媒に溶解し、溶け残りの粒子が無いため、均質で透明性が高いサンプルを
容易に作成することができた。
【０２２５】

【化２９】

【０２２６】
（評価）
　作製した成形フィルムに、ＵＶフィルタを除去したキセノンランプで照度１７万ルクス
になるように光照射し、５０時間照射後の紫外線吸収剤の残存量をそれぞれ測定した。残
存量は次式に従い計算した。
　　残存率（％）＝１００×（１００－照射後の極大吸収吸光度）／（１００－照射前の
極大吸収吸光度）
　なお、吸光度は添加した化合物のλｍａｘで測定した値である。結果を表３に示す。
【０２２７】
【表３】
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【０２２８】
　表３の結果から明らかなように、例示化合物及び特公昭４９－１１１５５号公報記載の
例示化合物（Ｓ－２６）、（Ｓ－２７）、比較化合物Ｚ１を含むトリアセテート膜の試料
４０３～４０７では、５０時間光照射後の紫外線吸収剤の残存量が低く耐光性に劣るのに
対し、前記一般式（５）で表される化合物を含むポリエチレンテレフタレート膜の試料４
０１～４０２では、５０時間光照射後においても紫外線吸収剤が９０％以上残存しており
、耐光性に優れることがわかった。このことから、本発明の高分子材料は、長波紫外線吸
収能に優れ、かつこの吸収能が長期間維持し、耐光性に優れることがわかる。
【０２２９】
実施例５
（ＵＶ剤含有高分子フィルム（試料５０１～５０６）の調製）
　ポリカーボネート（Ｔｇ１４０℃～１５０℃）１０ｇに対し、例示化合物（Ｓ－０１）
を５μｍのフィルム作成時に極大吸収の吸光度（Abs.）が１となるように添加し、これを
テトラヒドロフラン２０ｍｌに溶解後、ガラス基板上にキャストすることによりポリカー
ボネート膜（試料５０１）を作製した。
　同様にして、ポリアクリル酸エステル樹脂（ダイヤナールＢＲ－８０：商品名、三菱レ
イヨン社製）（Ｔｇ５０℃～９０℃）１０ｇに対し、例示化合物（Ｓ－０１）を添加後、
２－ブタノン１０ｍｌ、トルエン１０ｍｌの混合溶媒に溶解後、ガラス基板上にキャスト
することによりポリアクリル酸エステル膜（試料５０２）を作製した。
　一方、特公昭４９－１１１５５号公報の実施例１を参考にして、例示化合物（Ｓ－０１
）、（Ｓ－２８）、（Ｓ－２９）を用いたポリ塩化ビニル膜（試料５０３～５０６）を例
示化合物の場合と同様に極大吸収の吸光度（Abs.）が１となるように作製した。なお、例
示化合物（Ｓ－２８）及び（Ｓ－２９）のλｍａｘはそれぞれ３６８ｎｍ及び３６２ｎｍ
（ＥｔＯＡｃ）であり、いずれも長波紫外線吸収能を有する。
【０２３０】
（評価）
　作製した成形フィルムに、ＵＶフィルタを除去したキセノンランプで照度１９万ルクス
になるように光照射し、５０時間照射後の紫外線吸収剤の残存量をそれぞれ測定した。残
存量は次式に従い計算した。
　　残存率（％）＝１００×（１００－照射後の極大吸収吸光度）／（１００－照射前の
極大吸収吸光度）
　なお、吸光度は添加した化合物のλｍａｘで測定した値である。結果を表４に示す。
【０２３１】
【表４】
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　表４の結果から明らかなように、例示化合物（Ｓ－０１）、（Ｓ－２８）又は（Ｓ－２
９）を含むポリ塩化ビニル膜の試料５０３～５０６では、５０時間光照射後の紫外線吸収
剤の残存量が低く耐光性に劣るのに対し、前記一般式（５）で表される化合物を含むポリ
カーボネート膜の試料５０１、ポリアクリル酸エステル膜の試料５０２では、５０時間光
照射後においても紫外線吸収剤が９０％以上残存しており、耐光性に優れることがわかっ
た。このことから、本発明の高分子材料は、長波紫外線吸収能に優れ、かつこの吸収能が
長期間維持し、耐光性に優れることがわかる。
【０２３３】
実施例６
　ポリアクリル酸エステル樹脂１０ｇに対し、例示化合物（Ｓ－０１）を５μｍのフィル
ム作成時に極大吸収の吸光度（Abs.）が１となるように添加し、２－ブタノン１０ｍｌ、
トルエン１０ｍｌの混合溶媒に溶解後、ガラス基板上にキャストすることによりポリアク
リル酸エステル膜（試料６０１）を作製した。混合溶媒中に４ｍｌのジオクチルテレフタ
レート及びトリフェニルホスフェイトを添加したこと以外は上記と同様にして可塑剤を含
んだポリアクリル酸エステル膜（６０２、６０３）を作製し、耐光性試験により比較した
。
【０２３４】
（評価）
　作製した成形フィルムに、ＵＶフィルタを除去したキセノンランプで照度１９万ルクス
になるように光照射し、５０時間照射後の膜における着色を目視にて評価した。着色が見
られない場合を○、若干の着色が見られる場合を△、明らかな着色を有する場合を×とし
て三段階評価を行った。結果を表５に示す。
【０２３５】
【表５】

【０２３６】
　表５の結果から明らかなように、例示化合物（Ｓ－０１）をポリアクリル酸エステルに
塗布した系において、可塑剤が無い場合が最も着色無い優れた高分子材料であることがわ
かった。
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