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(57)【 要 約 】

（修正有）

【課題】透明性や耐熱性に優れるだけでなく、機械的強度、成形加工性などの所望の特性
を備えると共に、特に異物が少なくゲル化し難いラクトン環含有重合体を提供すること。
【解決手段】本発明のラクトン環含有重合体は、ｔ−ブチル型の過酸化物に代えて、ｔ−
アミル型の過酸化物、アゾ系開始剤、リビングラジカル系開始剤を使用し製造することに
より、平均粒径５０μｍ以上のポリマーゲルの含有量が１００個／１００ｇ以下であり、
重量平均分子量が５０，０００〜１７０，０００であること、および／または、２８０℃
で３０分間加熱した後の粘度増加率が２．０倍以下である。かかる重合体を加熱造粒して
なる成形材料は、例えば、導光体、光学レンズ、光学フィルムなどの光学部品に好適であ
る。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均粒径５０μｍ以上のポリマーゲルの含有量が１００個／１００ｇ以下であり、重量
平均分子量が５０，０００〜１７０，０００であること、および／または、２８０℃で３
０分間加熱した後の粘度増加率が２．０倍以下であることを特徴とするラクトン環含有重
合体。
【請求項２】
下記式（１）：
【化１】
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［式中、Ｒ

１

、Ｒ

２

およびＲ

３

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有
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機残基を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
で示されるラクトン環構造を有する請求項１記載のラクトン環含有重合体。
【請求項３】
請求項１または２項記載のラクトン環含有重合体を加熱造粒してなることを特徴とする
成形材料。
【請求項４】
請求項３記載の成形材料から形成された導光体、光学レンズおよび光学フィルムから選
択される光学部品。
【請求項５】
下記式（２）：
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【化２】

［式中、Ｒ

４

およびＲ

５

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有機残基

を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
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で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルであって、９０℃で２時間の加熱試
験後の濁度が０．０５以下であることを特徴とする２−ヒドロキシメチルアクリル酸エス
テル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、異物が少なくゲル化し難いラクトン環含有重合体およびその用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、透明性を有する樹脂として、メタクリル系樹脂が知られている。メタクリル
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系樹脂は、透明性だけでなく、表面光沢や耐候性に優れ、しかも、機械的強度、成形加工
性、表面硬度のバランスがとれているので、自動車や家電製品などにおける光学関連用途
に幅広く使用されている。しかし、メタクリル系樹脂のガラス転移温度は１１０℃前後で
あることから、耐熱性が要求される分野での使用は困難であった。
【０００３】
透明性と耐熱性とを有し、さらに、機械的強度や成形加工性などの各種特性も備えた透
明性耐熱樹脂として、最近、分子鎖中にヒドロキシ基とエステル基とを有する重合体をラ
クトン環化縮合反応させることにより得られるラクトン環含有重合体がいくつか提案され
た。例えば、２−ヒドロキシメチルアクリル酸アルキルエステル／メタクリル酸メチル共
重合体をエステル交換の一種である脱アルコール反応させることにより、同一分子内に存
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在するヒドロキシ基とエステル基との縮合によりラクトン環を生じさせた重合体である。
【０００４】
ラクトン環含有重合体は、その製造にあたり、分子鎖中にヒドロキシ基とエステル基と
を有する重合体を得た後、ラクトン環化縮合工程を経るので、ポリマー分子鎖中に分岐が
存在すると、分子間でも脱アルコール反応が起こり、いわゆるポリマーゲルが発生しやす
い。
【０００５】
また、従来の製造方法では、例えば、特許文献１の実施例に記載されているように、通
常、ｔ−ブチル型の過酸化物が重合開始剤に使用されていたが、この種の重合開始剤は、
ポリマー分子鎖から水素を引き抜く能力が高く、そのことにより、ポリマー分子鎖の分岐
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や分子間架橋が起こり、やはりポリマーゲルが発生しやすい。
【０００６】
さらに、特許文献２の実施例には、ｔ−アミル型の過酸化物やアゾ系開始剤を使用した
実験例が記載されているが、得られた重合体は、重量平均分子量が１８０，０００〜５０
０，０００と比較的高く、このような分子量領域では、ポリマーゲルが発生しやすい。
【特許文献１】特開２０００−２３００１６号公報
【特許文献２】特開２００５−１４６０８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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ところで、例えば、光学フィルムなどの光学用途では、光学材料中に異物が存在するの
は問題であり、可能な限り異物を少なくする必要がある。従来の製造方法で得られたラク
トン環含有重合体は、優れた光学特性を有する成形材料であるが、重合体ペレット中にも
ポリマーゲルが異物として存在することに加えて、成形時に熱を加えることにより、ゲル
化が発生するという問題があった。そこで、特に光学用途では、重合体ペレットの段階で
も異物が少なく、かつ成形時に熱を加えてもゲル化を起こし難い成形材料が求められてい
た。
【０００８】
上述した状況の下、本発明が解決すべき課題は、透明性や耐熱性に優れるだけでなく、
機械的強度、成形加工性などの所望の特性を備えると共に、特に異物が少なくゲル化し難
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いラクトン環含有重合体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、種々検討の結果、ラクトン環含有重合体を製造するにあたり、ｔ−ブチ
ル型の過酸化物に代えて、ｔ−アミル型の過酸化物、アゾ系開始剤、リビングラジカル系
開始剤などのように、ポリマー分子鎖から水素を引き抜く能力が低い重合開始剤を使用し
、かつ分子量を所定の範囲内に制限することにより、ポリマーゲルの生成を抑制すること
ができ、さらに、成形材料として使用した場合、熱を加えても、例えば、押出成形時に熱
滞留させても、ゲル化を起こしてポリマーゲル量が増加し難いラクトン環含有重合体が得
られることを見出して、また、ラクトン環含有重合体を製造するにあたり、特定の方法で
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精製した２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを単量体に用い、ｔ−アミル型の過酸
化物を重合開始剤に用いれば、ラクトン環含有重合体におけるポリマーゲルの発生を極め
て効果的に抑制できることを見出して、本発明を完成した。
【００１０】
すなわち、本発明は、平均粒径５０μｍ以上のポリマーゲルの含有量が１００個／１０
０ｇ以下であり、重量平均分子量が５０，０００〜１７０，０００であること、および／
または、２８０℃で３０分間加熱した後の粘度増加率が２．０倍以下であることを特徴と
するラクトン環含有重合体を提供する。
【００１１】
本発明のラクトン環含有重合体は、好ましくは、下記式（１）：
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【００１２】
【化１】
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【００１３】
［式中、Ｒ

１

、Ｒ

２

およびＲ

３

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有

機残基を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
で示されるラクトン環構造を有する。
【００１４】
また、本発明は、前記ラクトン環含有重合体を加熱造粒してなることを特徴とする成形
材料、および、前記成形材料から形成されてなることを特徴とする光学部品を提供する。
前記光学部品としては、例えば、導光体、光学レンズ、光学フィルムなどが挙げられる。
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【００１５】
さらに、本発明は、前記ラクトン環含有重合体を製造するにあたり、ｔ−アミル型の過
酸化物を重合開始剤に使用する場合に好適な単量体として、下記式（２）：
【００１６】
【化２】
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【００１７】
［式中、Ｒ

４

およびＲ

５

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有機残基

を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルであって、９０℃で２時間の加熱試
験後の濁度が０．０５以下であることを特徴とする２−ヒドロキシメチルアクリル酸エス
テルを提供する。
【発明の効果】
【００１８】
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本発明のラクトン環含有重合体によれば、製造時にｔ−アミル型の過酸化物などの特定
の重合開始剤を用い、分子量を所定の範囲内に制限しているので、透明性や耐熱性に優れ
るだけでなく、機械的強度、成形加工性などの所望の特性を備えると共に、特に異物（ポ
リマーゲル）が非常に少なく、しかも成形時に熱を加えてもゲル化を起こし難く、例えば
、極めて優れた光学部品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
≪ラクトン環含有重合体≫
本発明のラクトン環含有重合体は、ある様相では、平均粒径５０μｍ以上のポリマーゲ
ルの含有量が１００個／１００ｇ以下であり、重量平均分子量が５０，０００〜１７０，
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０００であることを特徴とする。ここで、「ポリマーゲル」とは、ポリマーが化学結合に
よって、あるいはポリマー分子鎖間の相互作用によって、３次元的な網目構造を構成した
ものを意味する。なお、本発明では、「ポリマーゲル」と「異物」とを交換可能なように
使用する。
【００２０】
ラクトン環含有重合体を成形材料として光学用途に用いる場合、平均粒径５０μｍを超
えるポリマーゲルが問題となる。そこで、本発明では、平均粒径５０μｍ以上のポリマー
ゲルの含有量が１００個／１００ｇ以下と規定した。なお、ポリマーゲルの含有量は、１
００ｇのラクトン環含有重合体をラクトン環含有重合体が可溶であり、精密濾過により精
製された溶剤（例えば、メチルエチルケトンなど）５００ｍＬに溶解した後、平均孔径１
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．０μｍのポリテトラフルオロエチレン製メンブランフィルターで濾過して、フィルター
上に残留した平均粒径５０μｍ以上のポリマーゲルの個数を顕微鏡下、目視によって計数
して求めるものとする。ポリマーゲルの含有量が１００個／１００ｇを超えると、成形材
料として用いた場合に、光学用途に適さないことがある。ポリマーゲルの含有量は、好ま
しくは５０個／１００ｇ以下、より好ましくは２０個／１００ｇ以下である。ポリマーゲ
ルの含有量の下限は、理想的には、０個／１００ｇである。
【００２１】
また、ラクトン環含有重合体は、分子量が高くなると、ポリマーゲルを発生しやすい傾
向がある。そこで、本発明では、重量平均分子量が５０，０００〜１７０，０００と規定
した。重量平均分子量は、好ましくは１００，０００〜１５０，０００の範囲内である。
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なお、重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフを用いて、ポリスチレン換算による求
めた値であるとする。重合体の重量平均分子量が５０，０００未満であると、メルトフロ
ーレートが高くなり、成形材料として用いた場合、例えば、溶融押出法などによる成形加
工が困難になることがある。逆に、重合体の重量平均分子量が１７０，０００を超えると
、ポリマーゲルが発生しやすくなると共に、メルトフローレートが低くなり、成形材料と
して用いた場合に、例えば、射出成形法などによる成形加工が困難になることがある。
【００２２】
本発明のラクトン環含有重合体は、別の様相では、２８０℃で３０分間加熱した後の粘
度増加率が２．０倍以下であることを特徴とする。ここで、「粘度増加率」とは、重合体
を２８０℃で３０分間加熱する前後に、温度２５０℃、荷重１０ｋｇｆ／ｃｍ

２

、ダイ形
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状０．５ｍｍφ×１ｍｍの条件で溶融粘度を測定し、得られた両方の溶融粘度の比率（加
熱後／加熱前）を意味する。重合体の粘度増加率が２．０倍を超えると、成形材料として
用いた場合に、成形加工性が低下することがある。重合体の粘度増加率の下限は、理想的
には、１．０倍であるが、重合体の一部が分解する場合を考慮すると、０．８倍である。
なお、粘度増加率は、重合体に熱を加えた際に起こるゲル化の指標であり、値が小さい方
がゲル化を起こし難い。
【００２３】
本発明のラクトン環含有重合体は、ダイナミックＴＧ測定における１５０〜３００℃の
範囲内における質量減少率が好ましくは１％以下、より好ましくは０．５％以下、さらに
好ましくは０．３％以下である。
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【００２４】
本発明のラクトン環含有重合体は、環化縮合反応率が高いので、成形後の成形品中に泡
やシルバーストリークが入るという欠点が回避できる。さらに、高い環化縮合反応率によ
ってラクトン環構造が重合体に充分に導入されるので、得られたラクトン環含有重合体が
充分に高い耐熱性を有している。
【００２５】
本発明のラクトン環含有重合体は、濃度１５質量％のクロロホルム溶液にした場合、そ
の着色度（ＹＩ）が、好ましくは６以下、より好ましくは３以下、さらに好ましくは２以
下、特に好ましくは１以下である。着色度（ＹＩ）が６を超えると、着色により透明性が
損なわれ、特に光学用途に使用できないことがある。
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【００２６】
本発明のラクトン環含有重合体は、熱質量分析（ＴＧ）における５％質量減少温度が、
好ましくは３００℃以上、より好ましくは３２０℃以上、さらに好ましくは３３０℃以上
である。熱質量分析（ＴＧ）における５％質量減少温度は、熱安定性の指標であり、これ
が３００℃未満であると、充分な熱安定性を発揮できないことがある。
【００２７】
本発明のラクトン環含有重合体は、ガラス転移温度（Ｔｇ）が、好ましくは１００℃以
上、より好ましくは１１０℃以上、さらに好ましくは１２０℃以上、特に好ましくは１３
０℃以上である。
【００２８】
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本発明のラクトン環含有重合体は、それに含まれる残存揮発分の総量が、好ましくは１
，５００ｐｐｍ以下、より好ましくは１，０００ｐｐｍ以下である。残存揮発分の総量が
１，５００ｐｐｍを超えると、成形時の変質などによって着色したり、発泡したり、シル
バーストリークなどの成形不良の原因となる。
【００２９】
本発明のラクトン環含有重合体は、射出成形により得られる成形品に対するＡＳＴＭ−
Ｄ−１００３に準拠した方法で測定された全光線透過率が、好ましくは８５％以上、より
好ましくは８８％以上、さらに好ましくは９０％以上である。全光線透過率は、透明性の
指標であり、これが８５％未満であると、透明性が低下し、特に光学用途に使用できない
ことがある。
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本発明のラクトン環含有重合体は、好ましくは、下記式（１）：
【００３０】
【化３】
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【００３１】
［式中、Ｒ

１

、Ｒ

２

およびＲ

３

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有

機残基を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
で示されるラクトン環構造を有する。
【００３２】
ラクトン環含有重合体の構造中における上記式（１）で示されるラクトン環構造の含有
割合は、好ましくは５〜９０質量％、より好ましくは１０〜７０質量％、さらに好ましく
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は１０〜６０質量％、特に好ましくは１０〜５０質量％である。ラクトン環構造の含有割
合が５質量％未満であると、得られた重合体の耐熱性、耐溶剤性および表面硬度が低下す
ることがある。逆に、ラクトン環構造の含有割合が９０質量％を超えると、得られた重合
体の成形加工性が低下することがある。
【００３３】
ラクトン環含有重合体は、上記式（１）で示されるラクトン環構造以外の構造を有して
いてもよい。上記式（１）で示されるラクトン環構造以外の構造としては、特に限定され
るものではないが、例えば、ラクトン環含有重合体の製造方法として後述するような、（
メタ）アクリル酸エステルと、ヒドロキシ基含有単量体と、下記式（３）：
【００３４】

10

【化４】

【００３５】
［式中、Ｒ

６

は水素原子またはメチル基を表し、Ｘは水素原子、炭素数１〜２０のアルキ

ル基、アリール基、−ＯＡｃ基、−ＣＮ基、−ＣＯ−Ｒ
、Ａｃはアセチル基を表し、Ｒ

７

７

基、または−ＣＯＯＨ基を表し

は水素原子または炭素数１〜２０の有機残基を表す］

20

で示される単量体とからなる群から選択される少なくとも１種の単量体を重合して形成さ
れる重合体構造単位（繰り返し構造単位）が好ましい。
【００３６】
ラクトン環含有重合体の製造方法は、特に限定されるものではないが、例えば、重合工
程によって分子鎖中にヒドロキシ基とエステル基とを有する重合体（ａ）を得た後、得ら
れた重合体（ａ）を加熱処理することによりラクトン環構造を重合体に導入するラクトン
環化縮合工程を行うことによって得られる。
重合工程においては、例えば、下記式（２）：
【００３７】
【化５】

30

【００３８】
［式中、Ｒ

４

およびＲ

５

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有機残基

を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］

40

で示される単量体（以下、「２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステル」ということがあ
る。）を配合した単量体成分の重合反応を行うことにより、分子鎖中にヒドロキシ基とエ
ステル基とを有する重合体が得られる。
【００３９】
上記式（２）で示される単量体としては、例えば、（ａ）Ｒ

４

で表される置換基が水素

原子である単量体、例えば、２−ヒドロキシメチルアクリル酸、２−（１−ヒドロキシエ
チル）アクリル酸、２−（１−ヒドロキシブチル）アクリル酸、２−（１−ヒドロキシ−
２−エチルヘキシル）アクリル酸など；（ｂ）Ｒ

４

で表される置換基が炭素数１〜１８の

アルキル基である単量体、例えば、２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチル、２−（１−
ヒドロキシエチル）アクリル酸メチル、２−（１−ヒドロキシブチル）アクリル酸メチル
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、２−（１−ヒドロキシ−２−エチルヘキシル）アクリル酸メチル、２−ヒドロキシメチ
ルアクリル酸エチル、２−（１−ヒドロキシエチル）アクリル酸エチル、２−（１−ヒド
ロキシブチル）アクリル酸エチル、２−（１−ヒドロキシ−２−エチルヘキシル）アクリ
ル酸エチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｎ−プロピル、２−（１−ヒドロキシエチ
ル）アクリル酸ｎ−プロピル、２−（１−ヒドロキシブチル）アクリル酸ｎ−プロピル、
２−（１−ヒドロキシ−２−エチルヘキシル）アクリル酸ｎ−プロピル、２−ヒドロキシ
メチルアクリル酸イソプロピル、２−（１−ヒドロキシエチル）アクリル酸イソプロピル
、２−（１−ヒドロキシブチル）アクリル酸イソプロピル、２−（１−ヒドロキシ−２−
エチルヘキシル）アクリル酸イソプロピル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｎ−ブチル
、２−ヒドロキシメチルアクリル酸イソブチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｔ−ブ

10

チル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｎ−オクチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸
イソオクチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸２−エチルヘキシル、２−ヒドロキシメ
チルアクリル酸ステアリルなど；（ｃ）Ｒ

４

で表される置換基が炭素数３〜１０のシクロ

アルキル基である単量体、例えば、２−ヒドロキシメチルアクリル酸シクロペンチル、２
−（１−ヒドロキシエチル）アクリル酸シクロペンチル、２−（１−ヒドロキシブチル）
アクリル酸シクロペンチル、２−（１−ヒドロキシ−２−エチルヘキシル）アクリル酸シ
クロペンチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸シクロヘキシルなど；（ｄ）Ｒ

４

で表さ

れる置換基がアリール基である単量体、例えば、２−ヒドロキシメチルアクリル酸フェニ
ル、２−（１−ヒドロキシエチル）アクリル酸フェニル、２−（１−ヒドロキシブチル）
アクリル酸フェニル、２−（１−ヒドロキシ−２−エチルヘキシル）アクリル酸フェニル
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、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｏ−メトキシフェニル、２−ヒドロキシメチルアクリ
ル酸ｐ−メトキシフェニル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｐ−ニトロフェニル、２−
ヒドロキシメチルアクリル酸ｏ−メチルフェニル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｐ−
メチルフェニル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｐ−ｔ−ブチルフェニルなど；が挙げ
られる。これらの単量体は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。これらの単量体
のうち、２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸エチ
ル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸ｎ−ブチル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸２−
エチルヘキシル、２−ヒドロキシメチルアクリル酸２−ヒドロキシエチル、２−ヒドロキ
シメチルアクリル酸２−ヒドロキシプロピルが好適であり、耐熱性を向上させる効果が高
いことから、２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルが特に好適である。
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【００４０】
重合工程に供する単量体成分中における上記式（２）で示される単量体の含有割合は、
好ましくは２．５〜５０質量％、より好ましくは５〜４０質量％、さらに好ましくは５〜
３５質量％、特に好ましくは５〜３０質量％である。上記式（２）で示される単量体の含
有割合が２．５質量％未満であると、得られた重合体の耐熱性、耐溶剤性および表面硬度
が低下することがある。逆に、上記式（２）で示される単量体の含有割合が５０質量％を
超えると、重合工程やラクトン環化縮合工程においてゲル化が起こることや、得られた重
合体の成形加工性が低下することがある。
【００４１】
重合工程に供する単量体成分には、上記式（２）で示される単量体以外の単量体を配合
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してもよい。このような単量体としては、特に限定されるものではないが、例えば、（メ
タ）アクリル酸エステル、および、下記式（３）：
【００４２】
【化６】

【００４３】
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は水素原子またはメチル基を表し、Ｘは水素原子、炭素数１〜２０のアルキ

ル基、アリール基、−ＯＡｃ基、−ＣＮ基、−ＣＯ−Ｒ
、Ａｃはアセチル基を表し、Ｒ

７

７

基、または−ＣＯＯＨ基を表し

は水素原子または炭素数１〜２０の有機残基を表す］

で示される単量体などが挙げられる。これらの単量体は、単独で用いても２種以上を併用
してもよい。
【００４４】
（メタ）アクリル酸エステルとしては、上記式（２）で示される単量体以外の（メタ）
アクリル酸エステルである限り、特に限定されるものではないが、例えば、アクリル酸メ
チル、アクリル酸エチル、アクリル酸ｎ−ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ｔ
−ブチル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸ベンジルなどのアクリル酸エステル；
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メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ｎ−ブ
チル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｔ−ブチル、メタクリル酸シクロヘキシル
、メタクリル酸ベンジルなどのメタクリル酸エステル；などが挙げられる。これらの（メ
タ）アクリル酸エステルは、単独で用いても２種以上を併用してもよい。これらの（メタ
）アクリル酸エステルのうち、得られた重合体の耐熱性や透明性が優れることから、メタ
クリル酸メチルが特に好ましい。
【００４５】
上記式（２）で示される単量体以外の（メタ）アクリル酸エステルを用いる場合、重合
工程に供する単量体成分中におけるその含有割合は、本発明の効果を充分に発揮させる上
で、好ましくは１０〜９７．５質量％、より好ましくは１０〜９５質量％、さらに好まし
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くは４０〜９５質量％、特に好ましくは５０〜９５質量％である。
【００４６】
上記式（３）で示される単量体としては、例えば、スチレン、α−メチルスチレン、ビ
ニルトルエン、アクリロニトリル、メチルビニルケトン、エチレン、プロピレン、酢酸ビ
ニルなどが挙げられる。これらの単量体は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。
【００４７】
上記式（３）で示される単量体を用いる場合、重合工程に供する単量体成分中における
その含有割合は、本発明の効果を充分に発揮させる上で、好ましくは０〜３０質量％、よ
り好ましくは０〜２０質量％、さらに好ましくは０〜１５質量％、特に好ましくは０〜１
０質量％である。
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【００４８】
単量体成分を重合して分子鎖中にヒドロキシ基とエステル基とを有する重合体を得るた
めの重合反応の形態としては、溶剤を使用する重合形態であることが好ましく、溶液重合
が特に好ましい。また、リビングラジカル重合は、開始反応と成長反応のみから成り、停
止または連鎖移動などの成長末端を失活させる副反応が起こらないので、ポリマー分子鎖
から水素を引き抜くことが少なく、ポリマーゲルの発生を抑制するのに特に好適である。
【００４９】
重合温度や重合時間は、使用する単量体の種類や割合などに応じて変化するが、例えば
、好ましくは、重合温度が０〜１５０℃、重合時間が０．５〜２０時間であり、より好ま
しくは、重合温度が８０〜１４０℃、重合時間が１〜１０時間である。
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【００５０】
溶剤を使用する重合形態の場合、重合溶剤としては、特に限定されるものではなく、例
えば、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶剤；メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン系溶剤；テトラヒドロフランなどのエーテ
ル系溶剤；などが挙げられる。これらの溶剤は、単独で用いても２種以上を併用してもよ
い。また、溶剤の沸点が高すぎると、最終的に得られるラクトン環含有重合体の残存揮発
分が多くなることから、沸点が５０〜２００℃である溶剤が好ましい。
【００５１】
重合反応時には、必要に応じて、重合開始剤を添加してもよい。重合開始剤としては、
ポリマー分子鎖から水素を引き抜く能力が低い開始剤である限り、特に限定されるもので
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はないが、例えば、ｔ−アミルパーオキシ−２−エチルヘキサノエート、ｔ−アミルパー
オキシイソノナノエート、ｔ−アミルパーオキシアセテート、ｔ−アミルパーオキシベン
ゾエート、１，１−ジ（ｔ−アミルパーオキシ）シクロヘキサンなどのｔ−アミル型の過
酸化物；２，２

−アゾビス（イソブチロニトリル）、１，１

サン−１−カルボニトリル）、２，２
、ジメチル２，２

−アゾビス（シクロヘキ

−アゾビス（２，４−ジメチルバレロニトリル）

−アゾビスイソブチレートなどのアゾ系開始剤；ジクロロトリス（ト

リフェニルホスフィン）ルテニウム、アルミニウムトリイソプロポキシド、２、２

−ジ

クロロアセトフェノンなどのリビングラジカル系開始剤などが挙げられる。これらの重合
開始剤は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。これらの重合開始剤のうち、後述
するように、上記式（２）で示される単量体を特定の方法で精製した場合には、ラクトン

10

環含有重合体におけるポリマーゲルの発生を極めて効果的に抑制できることから、ｔ−ア
ミル型の過酸化物が特に好適である。なお、重合開始剤の使用量は、単量体の組合せや反
応条件などに応じて適宜設定すればよく、特に限定されるものではない。
【００５２】
重合を行う際には、反応液のゲル化を抑制するために、重合反応混合物中に生成した重
合体の濃度が５０質量％以下となるように制御することが好ましい。具体的には、重合反
応混合物中に生成した重合体の濃度が５０質量％を超える場合には、重合溶剤を重合反応
混合物に適宜添加して５０質量％以下となるように制御することが好ましい。重合反応混
合物中に生成した重合体の濃度は、より好ましくは４５質量％以下、さらに好ましくは４
０質量％以下である。なお、重合反応混合物中に生成した重合体の濃度が低すぎると生産
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性が低下するので、重合反応混合物中に生成した重合体の濃度は、好ましくは１０質量％
以上、より好ましくは２０質量％以上である。
【００５３】
重合溶剤を重合反応混合物に適宜添加する形態としては、特に限定されるものではなく
、例えば、連続的に重合溶剤を添加してもよいし、間欠的に重合溶剤を添加してもよい。
このように重合反応混合物中に生成した重合体の濃度を制御することによって、反応液の
ゲル化をより充分に抑制することができ、特に、ラクトン環含有割合を増やして耐熱性を
向上させるために分子鎖中のヒドロキシ基とエステル基との割合を高めた場合であっても
、ゲル化を充分に抑制することができる。添加する重合溶剤としては、例えば、重合反応
の初期仕込み時に使用した溶剤と同じ種類の溶剤であってもよいし、異なる種類の溶剤で
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あってもよいが、重合反応の初期仕込み時に使用した溶剤と同じ種類の溶剤を使用するこ
とが好ましい。また、添加する重合溶剤は、１種のみの単一溶剤であっても２種以上の混
合溶剤であってもよい。
【００５４】
以上の重合工程を終了した時点で得られる重合反応混合物中には、通常、得られた重合
体以外に溶剤が含まれているが、溶剤を完全に除去して重合体を固体状態で取り出す必要
はなく、溶剤を含んだ状態で、続くラクトン環化縮合工程に導入することが好ましい。ま
た、必要な場合は、固体状態で取り出した後に、続くラクトン環化縮合工程に好適な溶剤
を再添加してもよい。
【００５５】

40

重合工程で得られた重合体は、分子鎖中にヒドロキシ基とエステル基とを有する重合体
（ａ）であり、重合体（ａ）の重量平均分子量は、好ましくは５０，０００〜１７０，０
００、より好ましくは６０，０００〜１７０，０００、さらに好ましくは７０，０００〜
１７０，０００である。重合工程で得られた重合体（ａ）は、続くラクトン環化縮合工程
において、加熱処理されることによりラクトン環構造が重合体に導入され、ラクトン環含
有重合体となる。
【００５６】
重合体（ａ）にラクトン環構造を導入するための反応は、加熱により、重合体（ａ）の
分子鎖中に存在するヒドロキシ基とエステル基とが環化縮合してラクトン環構造を生じる
反応であり、その環化縮合によってアルコールが副生する。ラクトン環構造が重合体の分
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子鎖中（重合体の主骨格中）に形成されることにより、高い耐熱性が付与される。ラクト
ン環構造を導く環化縮合反応の反応率が不充分であると、耐熱性が充分に向上しないこと
や、成形時の加熱処理によって成形途中に縮合反応が起こり、生じたアルコールが成形品
中に泡やシルバーストリークとなって存在することがある。
【００５７】
ラクトン環化縮合工程において得られるラクトン環含有重合体は、好ましくは、下記式
（１）：
【００５８】
【化７】
10

【００５９】
［式中、Ｒ

１

20
、Ｒ

２

およびＲ

３

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有

機残基を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
で示されるラクトン環構造を有する。
【００６０】
重合体（ａ）を加熱処理する方法については、特に限定されるものではなく、従来公知
の方法を利用すればよい。例えば、重合工程によって得られた、溶剤を含む重合反応混合
物を、そのまま加熱処理してもよい。あるいは、溶剤の存在下で、必要に応じて閉環触媒
を用いて加熱処理してもよい。あるいは、揮発成分を除去するための真空装置あるいは脱
揮装置を備えた加熱炉や反応装置、脱揮装置を備えた押出機などを用いて加熱処理を行う
こともできる。
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【００６１】
環化縮合反応を行う際に、重合体（ａ）に加えて、他の熱可塑性樹脂を共存させてもよ
い。また、環化縮合反応を行う際には、必要に応じて、環化縮合反応の触媒として一般に
使用されるｐ−トルエンスルホン酸などのエステル化触媒またはエステル交換触媒を用い
てもよいし、酢酸、プロピオン酸、安息香酸、アクリル酸、メタクリル酸などの有機カル
ボン酸類を触媒として用いてもよい。さらに、例えば、特開昭６１−２５４６０８号公報
や特開昭６１−２６１３０３号公報に開示されているように、塩基性化合物、有機カルボ
ン酸塩、炭酸塩などを使用してもよい。
【００６２】
あるいは、環化縮合反応の触媒として有機リン化合物を用いてもよい。使用可能な有機

40

リン酸化合物としては、例えば、メチル亜ホスホン酸、エチル亜ホスホン酸、フェニル亜
ホスホン酸などのアルキル（アリール）亜ホスホン酸（ただし、これらは、互変異性体で
あるアルキル（アリール）ホスフィン酸になっていてもよい）およびこれらのモノエステ
ルまたはジエステル；ジメチルホスフィン酸、ジエチルホスフィン酸、ジフェニルホスフ
ィン酸、フェニルメチルホスフィン酸、フェニルエチルホスフィン酸などのジアルキル（
アリール）ホスフィン酸およびこれらのエステル；メチルホスホン酸、エチルホスホン酸
、トリフルオルメチルホスホン酸、フェニルホスホン酸などのアルキル（アリール）ホス
ホン酸およびこれらのモノエステルまたはジエステル；メチル亜ホスフィン酸、エチル亜
ホスフィン酸、フェニル亜ホスフィン酸などのアルキル（アリール）亜ホスフィン酸およ
びこれらのエステル；亜リン酸メチル、亜リン酸エチル、亜リン酸フェニル、亜リン酸ジ
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メチル、亜リン酸ジエチル、亜リン酸ジフェニル、亜リン酸トリメチル、亜リン酸トリエ
チル、亜リン酸トリフェニルなどの亜リン酸モノエステル、ジエステルまたはトリエステ
ル；リン酸メチル、リン酸エチル、リン酸２−エチルヘキシル、リン酸オクチル、リン酸
イソデシル、リン酸ラウリル、リン酸ステアリル、リン酸イソステアリル、リン酸フェニ
ル、リン酸ジメチル、リン酸ジエチル、リン酸ジ−２−エチルヘキシル、リン酸ジイソデ
シル、リン酸ジラウリル、リン酸ジステアリル、リン酸ジイソステアリル、リン酸ジフェ
ニル、リン酸トリメチル、リン酸トリエチル、リン酸トリイソデシル、リン酸トリラウリ
ル、リン酸トリステアリル、リン酸トリイソステアリル、リン酸トリフェニルなどのリン
酸モノエステル、ジエステルまたはトリエステル；メチルホスフィン、エチルホスフィン
、フェニルホスフィン、ジメチルホスフィン、ジエチルホスフィン、ジフェニルホスフィ

10

ン、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリフェニルホスフィンなどのモノ
−、ジ−またはトリ−アルキル（アリール）ホスフィン；メチルジクロロホスフィン、エ
チルジクロロホスフィン、フェニルジクロロホスフィン、ジメチルクロロホスフィン、ジ
エチルクロロホスフィン、ジフェニルクロロホスフィンなどのアルキル（アリール）ハロ
ゲンホスフィン；酸化メチルホスフィン、酸化エチルホスフィン、酸化フェニルホスフィ
ン、酸化ジメチルホスフィン、酸化ジエチルホスフィン、酸化ジフェニルホスフィン、酸
化トリメチルホスフィン、酸化トリエチルホスフィン、酸化トリフェニルホスフィンなど
の酸化モノ−、ジ−またはトリ−アルキル（アリール）ホスフィン；塩化テトラメチルホ
スホニウム、塩化テトラエチルホスホニウム、塩化テトラフェニルホスホニウムなどのハ
ロゲン化テトラアルキル（アリール）ホスホニウム；などが挙げられる。これらの有機リ
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ン化合物は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。これらの有機リン化合物のうち
、触媒活性が高くて着色性が低いことから、アルキル（アリール）亜ホスホン酸、亜リン
酸モノエステルまたはジエステル、リン酸モノエステルまたはジエステル、アルキル（ア
リール）ホスホン酸が好ましく、アルキル（アリール）亜ホスホン酸、亜リン酸モノエス
テルまたはジエステル、リン酸モノエステルまたはジエステルがより好ましく、アルキル
（アリール）亜ホスホン酸、リン酸モノエステルまたはジエステルが特に好ましい。
【００６３】
環化縮合反応の際に用いる触媒の使用量は、特に限定されるものではないが、例えば、
重合体（ａ）に対して、好ましくは０．００１〜５質量％、より好ましくは０．０１〜２
．５質量％、さらに好ましくは０．０１〜１質量％、特に好ましくは０．０５〜０．５質
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量％である。触媒の使用量が０．００１質量％未満であると、環化縮合反応の反応率が充
分に向上しないことがある。逆に、触媒の使用量が５質量％を超えると、得られた重合体
が着色することや、重合体が架橋して、溶融成形が困難になることがある。
【００６４】
触媒の添加時期は、特に限定されるものではなく、例えば、反応初期に添加してもよい
し、反応途中に添加してもよいし、それらの両方で添加してもよい。
【００６５】
環化縮合反応を溶剤の存在下で行い、かつ、環化縮合反応の際に、脱揮工程を併用する
ことが好ましい。この場合、環化縮合反応の全体を通じて脱揮工程を併用する形態、およ
び、脱揮工程を環化縮合反応の過程全体にわたっては併用せずに過程の一部においてのみ

40

併用する形態が挙げられる。脱揮工程を併用する方法では、縮合環化反応で副生するアル
コールを強制的に脱揮させて除去するので、反応の平衡が生成側に有利となる。
【００６６】
脱揮工程とは、溶剤、残存単量体などの揮発分と、ラクトン環構造を導く環化縮合反応
により副生したアルコールを、必要に応じて減圧加熱条件下で、除去処理する工程を意味
する。この除去処理が不充分であると、得られた重合体中の残存揮発分が多くなり、成形
時の変質などにより着色することや、泡やシルバーストリークなどの成形不良が起こるこ
とがある。
【００６７】
環化縮合反応の全体を通じて脱揮工程を併用する形態の場合、用いる装置については、
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特に限定されるものではないが、例えば、本発明をより効果的に行うために、熱交換器と
脱揮槽からなる脱揮装置やベント付き押出機、また、脱揮装置と押出機を直列に配置した
ものを用いることが好ましく、熱交換器と脱揮槽からなる脱揮装置またはベント付き押出
機を使用することがより好ましい。
【００６８】
熱交換器と脱揮槽からなる脱揮装置を用いる場合の反応処理温度は、好ましくは１５０
〜３５０℃、より好ましくは２００〜３００℃である。反応処理温度が１５０℃未満であ
ると、環化縮合反応が不充分となって残存揮発分が多くなることがある。逆に、反応処理
温度が３５０℃を超えると、得られた重合体の着色や分解が起こることがある。
【００６９】

10

熱交換器と脱揮槽からなる脱揮装置を用いる場合の反応処理圧力は、好ましくは９３１
〜１．３３ｈＰａ（７００〜１ｍｍＨｇ）、より好ましくは７９８〜６６．５ｈＰａ（６
００〜５０ｍｍＨｇ）である。反応処理圧力が９３１ｈＰａ（７００ｍｍＨｇ）を超える
と、アルコールを含めた揮発分が残存しやすいことがある。逆に、反応処理圧力が１．３
３ｈＰａ（１ｍｍＨｇ）未満であると、工業的な実施が困難になることがある。
【００７０】
ベント付き押出機を用いる場合、ベントは１個でも複数個でもいずれでもよいが、複数
個のベントを有する方が好ましい。
【００７１】
ベント付き押出機を用いる場合の反応処理温度は、好ましくは１５０〜３５０℃、より
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好ましくは２００〜３００℃である。反応処理温度が１５０℃未満であると、環化縮合反
応が不充分となって残存揮発分が多くなることがある。逆に、反応処理温度が３５０℃を
超えると、得られた重合体の着色や分解が起こることがある。
【００７２】
ベント付き押出機を用いる場合の反応処理圧力は、好ましくは９３１〜１．３３ｈＰａ
（７００〜１ｍｍＨｇ）、より好ましくは７９８〜１３．３ｈＰａ（６００〜１０ｍｍＨ
ｇ）である。反応処理圧力が９３１ｈＰａ（７００ｍｍＨｇ）を超えると、アルコールを
含めた揮発分が残存しやすいことがある。逆に、反応処理圧力が１．３３ｈＰａ（１ｍｍ
Ｈｇ）未満であると、工業的な実施が困難になることがある。
【００７３】

30

なお、環化縮合反応の全体を通じて脱揮工程を併用する形態の場合、後述するように、
厳しい熱処理条件では得られるラクトン環含有重合体の物性が劣化することがあるので、
前述した脱アルコール反応の触媒を用い、できるだけ温和な条件で、ベント付き押出機な
どを使用して行うことが好ましい。
【００７４】
また、環化縮合反応の全体を通じて脱揮工程を併用する形態の場合、好ましくは、重合
工程で得られた重合体（ａ）を溶剤と共に環化縮合反応装置に導入するが、この場合、必
要に応じて、もう一度ベント付き押出機などの環化縮合反応装置に通してもよい。
【００７５】
脱揮工程を環化縮合反応の過程全体にわたっては併用せずに、過程の一部においてのみ
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併用する形態を行ってもよい。例えば、重合体（ａ）を製造した装置を、さらに加熱し、
必要に応じて脱揮工程を一部併用して、環化縮合反応を予めある程度進行させておき、そ
の後に引き続いて脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応を行い、反応を完結させる形態
である。
【００７６】
先に述べた環化縮合反応の全体を通じて脱揮工程を併用する形態では、例えば、重合体
（ａ）を、二軸押出機を用いて、２５０℃付近、あるいはそれ以上の高温で熱処理する時
に、熱履歴の違いにより環化縮合反応が起こる前に一部分解などが生じ、得られるラクト
ン環含有重合体の物性が劣化することがある。そこで、脱揮工程を同時に併用した環化縮
合反応を行う前に、予め環化縮合反応をある程度進行させておくと、後半の反応条件を緩
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和でき、得られるラクトン環含有重合体の物性の劣化を抑制できるので好ましい。特に好
ましい形態としては、例えば、脱揮工程を環化縮合反応の開始から時間をおいて開始する
形態、すなわち、重合工程で得られた重合体（ａ）の分子鎖中に存在するヒドロキシ基と
エステル基とを予め環化縮合反応させて環化縮合反応率をある程度上げておき、引き続き
、脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応を行う形態が挙げられる。具体的には、例えば
、予め釜型反応器を用いて溶剤の存在下で環化縮合反応をある程度の反応率まで進行させ
ておき、その後、脱揮装置を備えた反応器、例えば、熱交換器と脱揮槽とからなる脱揮装
置や、ベント付き押出機などで、環化縮合反応を完結させる形態が好ましく挙げられる。
特に、この形態の場合、環化縮合反応用の触媒が存在していることがより好ましい。
【００７７】

10

前述したように、重合工程で得られた重合体（ａ）の分子鎖中に存在するヒドロキシ基
とエステル基とを予め環化縮合反応させて環化縮合反応率をある程度上げておき、引き続
き、脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応を行う方法は、本発明においてラクトン環含
有重合体を得る上で好ましい形態である。この形態により、ガラス転移温度がより高く、
環化縮合反応率もより高まり、耐熱性に優れたラクトン環含有重合体が得られる。この場
合、環化縮合反応率の目安としては、例えば、実施例に示すダイナッミクＴＧ測定におけ
る１５０〜３００℃の範囲内における質量減少率が、好ましくは２％以下、より好ましく
は１．５％以下、さらに好ましくは１％以下である。
【００７８】
脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応の前に予め行う環化縮合反応の際に採用できる
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反応器は、特に限定されるものではないが、例えば、オートクレーブ、釜型反応器、熱交
換器と脱揮槽とからなる脱揮装置などが挙げられ、さらに、脱揮工程を同時に併用した環
化縮合反応に好適なベント付き押出機も使用可能である。これらの反応器のうち、オート
クレーブ、釜型反応器が特に好ましい。しかし、ベント付き押出機などの反応器を用いる
場合でも、ベント条件を温和にしたり、ベントをさせなかったり、温度条件やバレル条件
、スクリュー形状、スクリュー運転条件などを調整することにより、オートクレーブや釜
型反応器での反応状態と同じ様な状態で環化縮合反応を行うことが可能である。
【００７９】
脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応の前に予め行う環化縮合反応の際には、例えば
、重合工程で得られた重合体（ａ）と溶剤とを含む混合物を、（ｉ）触媒を添加して、加
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熱反応させる方法、（ｉｉ）無触媒で加熱反応させる方法、および、前記（ｉ）または（
ｉｉ）を加圧下で行う方法などが挙げられる。
【００８０】
なお、ラクトン環化縮合工程において環化縮合反応に導入する「重合体（ａ）と溶剤と
を含む混合物」とは、重合工程で得られた重合反応混合物それ自体、あるいは、いったん
溶剤を除去した後に環化縮合反応に適した溶剤を再添加して得られた混合物を意味する。
【００８１】
脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応の前に予め行う環化縮合反応の際に再添加でき
る溶剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、トルエン、キシレン、エチルベ
ンゼンなどの芳香族炭化水素類；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケ
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トン類；クロロホルム、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン；などが挙げられる
。これらの溶媒は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。重合工程に使用した溶剤
と同じ種類の溶剤を使用することが好ましい。
【００８２】
方法（ｉ）で添加する触媒としては、例えば、一般に使用されるｐ−トルエンスルホン
酸などのエステル化触媒またはエステル交換触媒、塩基性化合物、有機カルボン酸塩、炭
酸塩などが挙げられるが、本発明においては、前述の有機リン化合物を用いることが好ま
しい。触媒の添加時期は、特に限定されるものではないが、例えば、反応初期に添加して
もよいし、反応途中に添加してもよいし、それらの両方で添加してもよい。触媒の添加量
は、特に限定されるものではないが、例えば、重合体（ａ）の質量に対して、好ましくは
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０．００１〜５質量％、より好ましくは０．０１〜２．５質量％、さらに好ましくは０．
０１〜１質量％、特に好ましくは０．０５〜０．５質量％である。方法（ｉ）の加熱温度
や加熱時間は、特に限定されるものではないが、例えば、加熱温度は、好ましくは室温〜
１８０℃、より好ましくは５０〜１５０℃であり、加熱時間は、好ましくは１〜２０時間
、より好ましくは２〜１０時間である。加熱温度が室温未満であるか、あるいは、加熱時
間が１時間未満であると、環化縮合反応率が低下することがある。逆に、加熱温度１８０
℃を超えるか、あるいは、加熱時間が２０時間を超えると、樹脂の着色や分解が起こるこ
とがある。
【００８３】
方法（ｉｉ）は、例えば、耐圧性の釜型反応器などを用いて、重合工程で得られた重合
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反応混合物をそのまま加熱すればよい。方法（ｉｉ）の加熱温度や加熱時間は、特に限定
されるものではないが、例えば、加熱温度は、好ましくは１００〜１８０℃、より好まし
くは１００〜１５０℃であり、加熱時間は、好ましくは１〜２０時間、より好ましくは２
〜１０時間である。加熱温度が１００℃未満であるか、あるいは、加熱時間が１時間未満
であると、環化縮合反応率が低下することがある。逆に、加熱温度が１８０℃を超えるか
、あるいは加熱時間が２０時間を超えると、樹脂の着色や分解が起こることがある。
【００８４】
いずれの方法においても、条件によっては、加圧下となっても何ら問題はない。
【００８５】
脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応の前に予め行う環化縮合反応の際には、溶剤の
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一部が反応中に自然に揮発しても何ら問題ではない。
【００８６】
脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応の前に予め行う環化縮合反応の終了時、すなわ
ち、脱揮工程開始直前における、ダイナミックＴＧ測定における１５０〜３００℃の範囲
内における質量減少率は、好ましくは２％以下、より好ましくは１．５％以下、さらに好
ましくは１％以下である。質量減少率が２％を超えると、続けて脱揮工程を同時に併用し
た環化縮合反応を行っても、環化縮合反応率が充分高いレベルまで上がらず、得られるラ
クトン環含有重合体の物性が劣化することがある。なお、上記の環化縮合反応を行う際に
、重合体（ａ）に加えて、他の熱可塑性樹脂を共存させてもよい。
【００８７】

30

重合工程で得られた重合体（ａ）の分子鎖中に存在するヒドロキシ基とエステル基とを
予め環化縮合反応させて環化縮合反応率をある程度上げておき、引き続き、脱揮工程を同
時に併用した環化縮合反応を行う形態の場合、予め行う環化縮合反応で得られた重合体（
分子鎖中に存在するヒドロキシ基とエステル基との少なくとも一部が環化縮合反応した重
合体）と溶剤を、そのまま脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応に導入してもよいし、
必要に応じて、前記重合体（分子鎖中に存在するヒドロキシ基とエステル基との少なくと
も一部が環化縮合反応した重合体）を単離してから溶剤を再添加するなどのその他の処理
を経てから脱揮工程を同時に併用した環化縮合反応に導入しても構わない。
【００８８】
脱揮工程は、環化縮合反応と同時に終了することには限らず、環化縮合反応の終了から
時間をおいて終了しても構わない。
【００８９】
≪２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステル≫
本発明の２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルは、下記式（２）：
【００９０】
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【化８】

【００９１】
［式中、Ｒ

４

およびＲ

５

は、互いに独立して、水素原子または炭素数１〜２０の有機残基

10

を表す；なお、有機残基は酸素原子を含有していてもよい］
で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルであって、９０℃で２時間の加熱試
験後の濁度が０．０５以下であることを特徴とする。本発明の２−ヒドロキシメチルアク
リル酸エステルは、９０℃で２時間の加熱試験後の濁度が好ましくは０．０２以下、より
好ましくは０．０１以下である。
【００９２】
ここで、濁度の測定は、以下のようにして行うものとする。まず、２−ヒドロキシメチ
ルアクリル酸エステル１０ｇを容量２０ｍＬのガラス製スクリュー管に入れ、重合防止剤
としてハイドロキノンモノメチルエーテル５００ｐｐｍを添加し、蓋をする。このスクリ
ュー管を９０℃の恒温槽に入れ、２時間の加熱試験を行う。２時間経過後、スクリュー管

20

を取り出して室温に冷却し、分光光度計（ＵＶ−１６５０ＰＣ、（株）島津製作所製）の
波長を４００ｎｍとして、純水で吸光度０を合わせた状態で、目的物の吸光度（濁度）を
測定する。
【００９３】
以下、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルの製造方法お
よび精製方法について説明する。
上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルは、下記式（４）：
【００９４】
【化９】
30

【００９５】
［式中、Ｒ

４

は水素原子または炭素数１〜２０の有機残基を表す；なお、有機残基は酸素

原子を含有していてもよい］
で示されるアクリル酸エステルと、アルデヒド系化合物とを、３級アミン化合物、および
、反応終了時において水相を形成するに足る水の存在下で反応させることにより、製造す
ることができる。

40

【００９６】
上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとしては、例えば、（ａ）Ｒ
置換基が水素原子であるアクリル酸；（ｂ）Ｒ

４

４

で表される

で表される置換基が炭素数１〜１８のア

ルキル基であるアクリル酸アルキルエステル、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エ
チル、アクリル酸ｎ−プロピル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸ｎ−ブチル、アク
リル酸イソブチル、アクリル酸ｔ−ブチル、アクリル酸ｎ−オクチル、アクリル酸イソオ
クチル、アクリル酸２−エチルヘキシル、アクリル酸ラウリル、アクリル酸ステアリルな
ど；（ｃ）Ｒ

４

で表される置換基が炭素数３〜１０のシクロアルキル基であるアクリル酸

シクロアルキルエステル、例えば、アクリル酸シクロペンチル、アクリル酸シクロヘキシ
ルなど；（ｄ）Ｒ

４

で表される置換基がアリール基であるアクリル酸アリールエステル、
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例えば、アクリル酸フェニル、アクリル酸ｏ−メトキシフェニル、アクリル酸ｐ−メトキ
シフェニル、アクリル酸ｐ−ニトロフェニル、アクリル酸ｏ−メチルフェニル、アクリル
酸ｐ−メチルフェニル、アクリル酸ｐ−ｔ−ブチルフェニルなど；が挙げられる。これら
のアクリル酸エステルのうち、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ｎ−ブ
チル、アクリル酸２−エチルヘキシルが特に好適である。
【００９７】
アルデヒド系化合物としては、アルデヒド基を含有する化合物；トリオキサン；パラア
セトアルデヒド；および、下記式（５）：
【００９８】
【化１０】

10

【００９９】
［式中、Ｙは水素原子、炭素数１〜８の直鎖状もしくは分枝鎖状のアルキル基、または炭
素数３〜１０のシクロアルキル基を表し、ｐは１〜１００の整数を表す］
で示されるオキシメチレン化合物が挙げられる。なお、上記式（５）において、Ｙで表さ
れる置換基が炭素数３〜１０のシクロアルキル基である場合、該シクロアルキル基は、さ
らに別の置換基を含有していてもよい。
【０１００】

20

アルデヒド基を含有する化合物としては、例えば、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ
ド、プロピオンアルデヒド、ブチルアルデヒド、バレルアルデヒド、イソブチルアルデヒ
ド、ピバルアルデヒド、シクロヘキシルアルデヒド、シクロヘキセンアルデヒド、ベンズ
アルデヒド、トルアルデヒド、アニスアルデヒド、フルフラールなどが挙げられる。
【０１０１】
上記式（５）で示されるオキシメチレン化合物としては、例えば、ホルムアルデヒドの
重合体（２量体〜１００量体）であるパラホルムアルデヒド、ホルムアルデヒドの２０〜
５０質量％水溶液（水和ホルムアルデヒド）、ホルムアルデヒドの濃度が２０〜５０質量
％であるメタノール水溶液などが挙げられる。
【０１０２】

30

これらのアルデヒド系化合物のうち、アセトアルデヒド、パラホルムアルデヒド、ホル
ムアルデヒドの２０〜５０質量％水溶液、およびホルムアルデヒドの濃度が２０〜５０質
量％であるメタノール水溶液が特に好適である。アルデヒド系化合物は、単独で用いても
２種以上を併用してもよい。
【０１０３】
上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとアルデヒド系化合物とを反応させること
により、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルが得られる。
上記式（２）において、Ｒ

５

で表される置換基は、アルデヒド系化合物に由来する置換基

である。
【０１０４】

40

上記反応における触媒として使用される３級アミン化合物としては、例えば、トリメチ
ルアミン、トリエチルアミン、トリ−ｎ−プロピルアミン、トリイソプロピルアミンなど
のトリアルキルアミン；Ｎ，Ｎ−ジメチルエチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチルプロピルアミ
ン、Ｎ，Ｎ−ジメチルイソプロピルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチルブチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジ
メチルイソブチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチル−ｔ−ブチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチル（ト
リメチルシリル）アミンなどのＮ，Ｎ−ジメチルアルキルアミン；Ｎ，Ｎ−ジエチルメチ
ルアミン、Ｎ，Ｎ−ジエチルプロピルアミン、Ｎ，Ｎ−ジエチルイソプロピルアミンなど
のＮ，Ｎ−ジエチルアルキルアミン；などが挙げられる。これらの３級アミン化合物は、
単独で用いても２種以上を併用してもよい。これらの３級アミン化合物のうち、水に対す
る溶解度が比較的高い化合物が好ましく、常圧における沸点が１００℃以下であり、かつ
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、少なくとも１個のＮ−メチル基を有するＮ−メチルアルキルアミン（Ｎ−メチル化合物
）がより好ましく、常圧における沸点が１００℃以下であり、かつ、２個のＮ−メチル基
を有するＮ，Ｎ−ジメチルアルキルアミンがさらに好ましく、トリメチルアミンが最も好
ましい。
【０１０５】
３級アミン化合物は、液体状、ガス状など、種々の状態での使用が可能であるが、５〜
８０質量％水溶液として使用することが好ましく、２０〜６０質量％水溶液として使用す
ることがより好ましい。３級アミン化合物を水溶液の状態で使用することにより、反応開
始時および反応時における取り扱いが容易になると共に、反応終了後に３級アミン化合物
を回収して再使用する場合における取り扱いなども容易となる。

10

【０１０６】
上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとアルデヒド系化合物とのモル比（上記式
（４）で示されるアクリル酸エステル／アルデヒド系化合物）は、特に限定されるもので
はないが、少なくとも２以上、より好ましくは２．５〜１５、さらに好ましくは２．５〜
８の範囲内である。このモル比が２未満であると、アルデヒド系化合物に由来する不純物
の生成が多くなり、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルの
選択率が低下すると共に、その精製に多くの労力を要することがある。
【０１０７】
３級アミン化合物とアルデヒド系化合物とのモル比（３級アミン化合物／アルデヒド系
化合物）は、特に限定されるものではないが、好ましくは０．０１〜２、より好ましくは
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０．０２〜１、さらに好ましくは０．０５〜０．８の範囲内である。このモル比が０．０
１未満であると、反応速度の向上が認められず、副反応物の生成が多くなり、上記式（２
）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルの選択率が低下することがある。
逆に、このモル比が２を超えると、反応条件にもよるが、原料である上記式（４）で示さ
れるアクリル酸エステルまたは生成物である上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチ
ルアクリル酸エステルの加水分解が起こることがある。
【０１０８】
上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとアルデヒド系化合物とは、反応終了時に
水相を形成するに足る水の存在下で反応させる。好ましくは、反応開始時、反応時および
反応終了時を通じて、反応溶液（反応系）が有機相および水相の２相系を形成して、反応

30

が進行することができ得る量の水の存在下で反応させる。なお、有機相とは、実質的に水
に不溶な化合物、すなわち、原料である上記式（４）で示されるアクリル酸エステル、生
成物である上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステル、および後
述する溶媒などからなる混合物を意味する。
【０１０９】
水の使用量は、特に限定されるものではなく、例えば、上記式（４）で示されるアクリ
ル酸エステル、アルデヒド系化合物、３級アミン化合物、および溶媒などの種類（性質）
や組合せ、使用量；得られる式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステ
ルの性質；反応温度などの反応条件；などを考慮に入れて、最適な量となるように、適宜
設定すればよい。具体的には、例えば、上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとし
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てアクリル酸メチルを用い、アルデヒド系化合物としてパラホルムアルデヒドを用い、３
級アミン化合物としてトリメチルアミンを用いる場合には、反応条件にもよるが、アクリ
ル酸メチルおよびパラホルムアルデヒドの合計量に対する水の量が２〜４０質量％程度と
なるように、水を添加すればよい。このような量の水を添加することにより、反応開始時
、反応時および反応終了時を通じて、反応溶液が有機相および水相の２相系を形成し、反
応が効率的に進行する。
【０１１０】
反応に際しては、必要に応じて、有機相を形成するために水に不溶な溶媒を用いること
ができる。溶媒の種類は、上記式（４）で示されるアクリル酸エステル、アルデヒド系化
合物、および上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルなどを溶
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解し、かつ、反応に対して不活性な化合物である限り、特に限定されるものではない。溶
媒の使用量は、特に限定されるものではないが、例えば、上記式（４）で示されるアクリ
ル酸エステル、アルデヒド系化合物、３級アミン化合物、および溶媒などの種類（性質）
や組合せ、使用量；得られる式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステ
ルの性質；反応温度などの反応条件；などを考慮に入れて、最適な量となるように、適宜
設定すればよい。溶媒は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。なお、上記式（４
）で示されるアクリル酸エステルを大過剰に使用することにより、溶媒として利用するこ
ともできる。
【０１１１】
上記反応を行う際の反応条件などは、特に限定されるものではないが、原料である上記

10

式（４）で示されるアクリル酸エステルおよび生成物である上記式（２）で示される２−
ヒドロキシメチルアクリル酸エステルは、分子内に重合性二重結合を有するので、重合し
やすい性質を有している。そこで、上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとアルデ
ヒド系化合物とを反応させる際には、これらの化合物が重合するのを抑制するために、反
応系に重合防止剤（または重合禁止剤）や分子状酸素を添加することが好ましい。
【０１１２】
重合防止剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、ハイドロキノン、メチ
ルハイドロキノン、ｔ−ブチルハイドロキノン、２，４−ジ−ｔ−ブチルハイドロキノン
、２，４−ジメチルハイドロキノンなどのキノン類；フェノチアジンなどのアミン化合物
；２，４−ジメチル−６−ｔ−ブチルフェノール、２，４−ジ−ｔ−ブチルフェノール、
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ｐ−メトキシフェノールなどのフェノール類；などが挙げられる。これらの重合防止剤は
、単独で用いても２種以上を併用してもよい。重合防止剤の添加量は、特に限定されるも
のではないが、例えば、上記式（４）で示されるアクリル酸エステルに対する割合が０．
００１〜１質量％の範囲内になるようにすればよい。
【０１１３】
分子状酸素としては、例えば、空気、または、分子状酸素と窒素などとの混合ガスを用
いることができる。この場合、反応溶液、つまり、有機相または水相に分子状酸素を含有
させるために攪拌するとか分子状酸素を含有するガスを吹き込むように（いわゆる、バブ
リング）すればよい。そして、重合を充分に抑制するために、重合防止剤と分子状酸素と
を併用することが好ましい。

30

【０１１４】
反応温度は、特に限定されるものではないが、重合を抑制するためには、好ましくは１
０〜１５０℃、より好ましくは４０〜１００℃、さらに好ましくは４０〜８０℃の範囲内
である。反応温度が１０℃未満であると、反応速度が遅くなるので、反応時間が長くなり
過ぎ、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを効率的に製造
することができないことがある。逆に、反応温度が１５０℃を超えると、重合を抑制する
ことができなくなると共に、上記式（４）で示されるアクリル酸エステルの加水分解が起
こることがある。
【０１１５】
反応時間は、上記反応が完結するように、反応温度や、上記式（４）で示されるアクリ
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ル酸エステル、アルデヒド系化合物、３級アミン化合物、および溶媒などの種類（性質）
や組合せ、使用量などに応じて、適宜設定すればよい。そこで、反応時間は、特に限定さ
れるものではないが、おおよそ０．５〜１０時間程度で充分である。また、反応圧力は、
特に限定されるものではなく、常圧（例えば、大気圧）、減圧、加圧のいずれであっても
よい。
【０１１６】
反応終了後、分液などの所定の操作を行い、反応溶液を有機相と水相とに分離する。必
要に応じて、有機相を充分に水洗してから、分別蒸留により、未反応の上記式（４）で示
されるアクリル酸エステル、および溶媒を分離・回収する。そして、所定の温度で還流し
て熱処理を行った後、精留することにより、高純度の上記式（２）で示される２−ヒドロ
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キシメチルアクリル酸エステルを簡便に得ることができる。一般的に、上記式（４）で示
されるアクリル酸エステルとアルデヒド系化合物とを反応させることにより得られた粗製
の上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルには、微量ではある
が、複数の副生成物が含まれている。そして、その副生成物のうちいくつかは、目的物で
ある上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルとの沸点差が小さ
い不純物である。
【０１１７】
熱処理される不純物、すなわち目的物である上記式（２）で示される２−ヒドロキシメ
チルアクリル酸エステルとの沸点差が小さい不純物とは、粗製の上記式（２）で示される
２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルに含まれるアセタール化合物である。このアセ

10

タール化合物としては、例えば、目的物が２−ヒドロキシメチルアクリル酸エチルである
場合には、２−エトキシメトキシメチルアクリル酸エチルなどが挙げられる。
【０１１８】
上記アセタール化合物は、目的物である上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチル
アクリル酸エステルとの沸点差が小さいので、そのままでは、蒸留による分離は困難であ
る。しかし、本発明者らが鋭意検討を重ねた結果、上記アセタール化合物は、熱処理によ
り、容易に、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルより高沸
点の化合物に変化することが判明した。
【０１１９】
粗製の上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを熱処理する

20

温度は、それに含まれるアセタール化合物が高沸点の化合物に変化する温度であり、かつ
精留時のボトム温度に対して、−１０〜３０℃の範囲内であれば、得られた上記式（２）
で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを貯蔵中に白色異物が発生すること
はない。さらに、熱処理の温度は、精留時のボトム温度に対して、０〜２５℃の範囲内が
好ましく、効率的に処理するためには、精留時のボトム温度に対して、１０〜２０℃の範
囲内がより好ましい。熱処理の温度が精留時のボトム温度に対して、−１０℃より低い場
合には、得られた上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを貯
蔵している間に白色異物が発生しやすくなることがある。また、上記式（２）で示される
２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルは、分子内に重合性二重結合を有するので、重
合しやすい性質を有している。このため、熱処理の温度が精留時のボトム温度に対して、

30

３０℃よりも高い場合には、重合を抑制できなくなることがある。
【０１２０】
さらに、熱処理に際しては、真空下、沸騰状態で行う方が好ましい。上記式（２）で示
される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルは、沸騰して留出するが、コンデンサで
冷却されて蒸留装置内に戻される。この際の真空度については、精留時のボトム温度に対
して、−１０〜３０℃の範囲内の温度で沸騰する圧力であればよい。
【０１２１】
熱処理の時間は、熱処理の温度に応じて適宜設定すればよく、特に限定されるものでは
ないが、通常、０．５〜５時間の範囲内である。
【０１２２】

40

また、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルは、重合しや
すい性質を有しているので、熱処理を行う際には、この化合物が重合するのを抑制するた
めに、重合防止剤（重合禁止剤）や分子状酸素を添加することが好ましい。
【０１２３】
重合防止剤としては、特に限定されるものではないが、上記式（４）で示されるアクリ
ル酸エステルとアルデヒド系化合物とを反応させる際に使用可能な重合防止剤として列挙
した上記のような重合防止剤が挙げられる。重合防止剤は、単独で用いても２種以上を併
用してもよい。重合防止剤の添加量は、特に限定されるものではないが、例えば、粗製の
上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルに対する割合が０．０
１〜１質量％の範囲内になるようにすればよい。
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【０１２４】
分子状酸素としては、例えば、空気、または、分子状酸素と窒素などとの混合ガスを用
いることができる。この場合、反応溶液、つまり、有機相または水相に分子状酸素を含有
するガスを吹き込むように（いわゆる、バブリング）すればよい。そして、重合を充分に
抑制するために、重合防止剤と分子状酸素とを併用することが好ましい。
【０１２５】
このように、上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとアルデヒド系化合物とを反
応させて得られる粗製の上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステ
ルを精製するに際して、精留時のボトム温度に対して、−１０〜３０℃の範囲内の温度で
熱処理を行った後、精留することにより、高純度の上記式（２）で示される２−ヒドロキ

10

シメチルアクリル酸エステルが得られる。上記熱処理により、目的物である上記式（２）
で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルとの沸点差が小さい不純物であるア
セタール化合物は、上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルよ
り高沸点の化合物に変化する。この際、軽沸成分も発生するので、精留前に高い温度で熱
処理することにより、精留時に白濁の要因となる成分を除去しておくことができる。この
ため、高品質の上記式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを高い
収率で得ることができる。
【０１２６】
上記したように、ラクトン環含有重合体を製造するにあたり、このような高品質の上記
式（２）で示される２−ヒドロキシメチルアクリル酸エステルを単量体に用い、かつｔ−

20

アミル型の過酸化物を重合開始剤に用いれば、ラクトン環含有重合体におけるポリマーゲ
ルの発生を極めて効果的に抑制することができる。
【０１２７】
≪ラクトン環含有重合体の用途および成形≫
本発明のラクトン環含有重合体は、透明性や耐熱性に優れるだけでなく、低着色性、機
械的強度、成形加工性などの所望の特性を備えると共に、特に異物が少なくゲル化し難い
成形材料であるので、光学用途に特に好適である。本発明のラクトン環含有重合体は、例
えば、導光体、光学レンズ、光学フィルム、光学プリズム、光学ディスクなどの光学部品
に有用であるが、これらの光学部品のうち、導光体、光学レンズ、光学フィルムなどが特
に好ましい。
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【０１２８】
本発明のラクトン環含有重合体は、用途に応じて様々な形状に成形することができる。
通常、本発明のラクトン環含有重合体は、加熱造粒してなる、例えば、ペレットなどの成
形材料とした後、様々な形状に２次成形される。成形可能な形状としては、例えば、フィ
ルム、シート、プレート、ディスク、ブロック、ボール、レンズ、ロッド、ストランド、
コードなどが挙げられる。成形方法としては、従来公知の成形方法の中から形状に応じて
適宜選択すればよく、特に限定されるものではない。
【０１２９】
以下、特に好ましい用途である光学フィルムを一例として、本発明のラクトン環含有重
合体から光学フィルムを製造する方法について詳しく説明する。
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【０１３０】
＜光学フィルムの製造＞
本発明のラクトン環含有重合体から光学フィルムを製造するには、例えば、オムニミキ
サーなど、従来公知の混合機でフィルム原料をプレブレンドした後、得られた混合物を押
出混練する。この場合、押出混練に用いる混合機は、特に限定されるものではなく、例え
ば、単軸押出機、二軸押出機などの押出機や加圧ニーダーなど、従来公知の混合機を用い
ることができる。
【０１３１】
フィルム成形の方法としては、例えば、溶液キャスト法（溶液流延法）、溶融押出法、
カレンダー法、圧縮成形法など、従来公知のフィルム成形法が挙げられる。これらのフィ
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ルム成形法のうち、溶液キャスト法（溶液流延法）、溶融押出法が特に好適である。
【０１３２】
溶液キャスト法（溶液流延法）に使用する溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン
、キシレンなどの芳香族炭化水素類；シクロヘキサン、デカリンなどの脂肪族炭化水素類
；酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類；アセトン、メチルエチエルケトン、メチル
イソブチルケトンなどのケトン類；メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノ
ール、イソブタノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブなどの
アルコール類；テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類；ジクロロメタン、ク
ロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化炭化水素類；ジメチルホルムアミド；ジメチル
スルホキシド；などが挙げられる。これらの溶媒は、単独で用いても２種以上を併用して

10

もよい。
【０１３３】
溶液キャスト法（溶液流延法）を行うための装置としては、例えば、ドラム式キャステ
ィングマシン、バンド式キャスティングマシン、スピンコーターなどが挙げられる。
【０１３４】
溶融押出法としては、例えば、Ｔダイ法、インフレーション法などが挙げられ、その際
の成形温度は、フィルム原料のガラス転移温度に応じて適宜調節すればよく、特に限定さ
れるものではないが、例えば、好ましくは１５０〜３５０℃、より好ましくは２００〜３
００℃である。
【０１３５】

20

Ｔダイ法でフィルム成形する場合は、公知の単軸押出機や二軸押出機の先端部にＴダイ
を取り付け、フィルム状に押出されたフィルムを巻取って、ロール状のフィルムを得るこ
とができる。この際、巻取りロールの温度を適宜調整して、押出方向に延伸を加えること
で、１軸延伸することも可能である。また、押出方向と垂直な方向にフィルムを延伸する
ことにより、同時２軸延伸、逐次２軸延伸などを行うこともできる。
【０１３６】
本発明のラクトン環含有重合体からなるフィルムは、未延伸フィルムまたは延伸フィル
ムのいずれでもよい。延伸フィルムである場合は、１軸延伸フィルムまたは２軸延伸フィ
ルムのいずれでもよい。２軸延伸フィルムである場合は、同時２軸延伸フィルムまたは逐
次２軸延伸フィルムのいずれでもよい。２軸延伸した場合は、機械的強度が向上し、フィ

30

ルム性能が向上する。本発明のラクトン環含有重合体は、その他の熱可塑性樹脂を混合す
ることにより、延伸しても位相差の増大を抑制することができ、光学的等方性を保持した
フィルムを得ることができる。
【０１３７】
延伸温度は、フィルム原料であるラクトン環含有重合体のガラス転移温度近傍であるこ
とが好ましく、具体的には、好ましくは（ガラス転移温度−３０℃）〜（ガラス転移温度
＋１００℃）、より好ましくは（ガラス転移温度−２０℃）〜（ガラス転移温度＋８０℃
）の範囲内である。延伸温度が（ガラス転移温度−３０℃）未満であると、充分な延伸倍
率が得られないことがある。逆に、延伸温度が（ガラス転移温度＋１００℃）超えると、
重合体の流動（フロー）が起こり、安定な延伸が行えなくなることがある。
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【０１３８】
面積比で定義した延伸倍率は、好ましくは１．１〜２５倍、より好ましくは１．３〜１
０倍の範囲内である。延伸倍率が１．１倍未満であると、延伸に伴う靭性の向上につなが
らないことがある。逆に、延伸倍率が２５倍を超えると、延伸倍率を上げるだけの効果が
認められないことがある。
【０１３９】
延伸速度は、一方向で、好ましくは１０〜２０，０００％／ｍｉｎ、より好ましく１０
０〜１０，０００％／ｍｉｎの範囲内である。延伸速度が１０％／ｍｉｎ未満であると、
充分な延伸倍率を得るために時間がかかり、製造コストが高くなることがある。逆に、延
伸速度が２０，０００％／ｍｉｎを超えると、延伸フィルムの破断などが起こることがあ

50

(23)

JP 2007‑70607 A 2007.3.22

る。
【０１４０】
なお、本発明のラクトン環含有重合体からなるフィルムは、その光学的等方性や機械的
特性を安定化させるために、延伸処理後に熱処理（アニーリング）などを行うことができ
る。熱処理の条件は、従来公知の延伸フィルムに対して行われる熱処理の条件と同様に適
宜選択すればよく、特に限定されるものではない。
【０１４１】
本発明のラクトン環含有重合体からなるフィルムは、その厚さが好ましくは５〜２００
μｍ、より好ましくは１０〜１００μｍである。厚さが５μｍ未満であると、フィルムの
強度が低下するだけでなく、他の部品に貼着して耐久性試験を行うと捲縮が大きくなるこ

10

とがある。逆に、厚さが２００μｍを超えると、フィルムの透明性が低下するだけでなく
、透湿性が小さくなり、他の部品に貼着する際に水系接着剤を用いた場合、その溶剤であ
る水の乾燥速度が遅くなることがある。
【０１４２】
本発明のラクトン環含有重合体からなるフィルムは、その表面の濡れ張力が、好ましく
は４０ｍＮ／ｍ以上、より好ましくは５０ｍＮ／ｍ以上、さらに好ましくは５５ｍＮ／ｍ
以上である。表面の濡れ張力が少なくとも４０ｍＮ／ｍ以上であると、本発明のラクトン
環含有重合体からなるフィルムと他の部品との接着強度がさらに向上する。表面の濡れ張
力を調整するために、例えば、コロナ放電処理、オゾン吹き付け、紫外線照射、火炎処理
、化学薬品処理、その他の従来公知の表面処理を施すことができる。

20

【０１４３】
本発明のラクトン環含有重合体からなるフィルムには、種々の添加剤を含有していても
よい。添加剤としては、例えば、ヒンダードフェノール系、リン系、イオウ系などの酸化
防止剤；耐光安定剤、耐候安定剤、熱安定剤などの安定剤；ガラス繊維、炭素繊維などの
補強材；フェニルサリチレート、（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−ヒドロキシベンゾフェノンなどの紫外線吸収剤；近赤外線吸収剤；ト
リス（ジブロモプロピル）ホスフェート、トリアリルホスフェート、酸化アンチモンなど
の難燃剤；アニオン系、カチオン系、ノニオン系の界面活性剤などの帯電防止剤；無機顔
料、有機顔料、染料などの着色剤；有機充填剤や無機充填剤；樹脂改質剤；可塑剤；滑剤
；帯電防止剤；などが挙げられる。
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【０１４４】
ラクトン環含有重合体を主成分とする熱可塑性樹脂フィルム中における添加剤の含有割
合は、好ましくは０〜５質量％、より好ましくは０〜２質量％、さらに好ましくは０〜０
．５質量％である。
【実施例】
【０１４５】
以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
により制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加え
て実施することも可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１４６】

40

まず、ラクトン環含有重合体の評価方法について説明する。
【０１４７】
＜重合反応率、重合体組成分析＞
重合反応時の反応率および重合体中の特定単量体単位の含有率は、得られた重合反応混
合物中の未反応単量体の量をガスクロマトグラフ（ＧＣ１７Ａ、（株）島津製作所製）を
使用して測定して求めた。
【０１４８】
＜ダイナミックＴＧ＞
重合体（または重合体溶液もしくはペレット）をいったんテトラヒドロフランに溶解ま
たは希釈し、過剰のヘキサンまたはメタノールに投入して再沈殿を行い、取り出した沈殿
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物を真空乾燥（１．３３ｈＰａ（１ｍｍＨｇ）、８０℃、３時間以上）することによって
揮発成分などを除去し、得られた白色固形状の樹脂を以下の方法（ダイナミックＴＧ法）
で分析した。
測定装置：差動型示差熱天秤（Ｔｈｅｒｍｏ

Ｐｌｕｓ

２

ＴＧ−８１２０

ダイナミ

ックＴＧ、（株）リガク製）
測定条件：試料量５〜１０ｍｇ
昇温速度：１０℃／ｍｉｎ
雰囲気：窒素フロー２００ｍＬ／ｍｉｎ
方法：階段状等温制御法（６０℃から５００℃までの範囲内における質量減少速度値０．
００５％／ｓ以下に制御）

10

【０１４９】
＜ラクトン環化率＞
例としてメタクリル酸メチルと２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルから得られた重
合体組成の場合、すべてのヒドロキシ基がメタノールとして脱アルコールした際に起こる
質量減少量を基準にし、ダイナミックＴＧ測定において質量減少が始まる前の１５０℃か
ら重合体の分解が始まる前の３００℃までの脱アルコール反応による質量減少から、脱ア
ルコール反応率を求めることができる。
【０１５０】
すなわち、ラクトン環構造を有する重合体のダイナミックＴＧ測定において１５０℃か
ら３００℃までの間の質量減少率の測定を行い、得られた実測値を実測質量減少率（Ｘ）

20

とする。他方、当該重合体の組成から、その重合体組成に含まれるすべてのヒドロキシ基
がラクトン環の形成に関与するためにアルコールになり脱アルコールすると仮定した時の
質量減少率（すなわち、その組成上において１００％脱アルコール反応が起きたと仮定し
て算出した質量減少率）を理論質量減少率（Ｙ）とする。なお、理論質量減少率（Ｙ）は
、より具体的には、重合体中の脱アルコール反応に関与する構造（ヒドロキシ基）を有す
る原料単量体のモル比、すなわち当該重合体組成における原料単量体の含有率から算出す
ることができる。これらの値を脱アルコール計算式：
１−（実測質量減少率（Ｘ）／理論質量減少率（Ｙ））
に代入してその値を求め、百分率（％）で表記すると、脱アルコール反応率（ラクトン環
化率）が得られる。
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【０１５１】
一例として、後述の実施例１で得られたペレットにおけるラクトン環構造の含有割合を
計算する。この重合体の理論質量減少率（Ｙ）を求めてみると、メタノールの分子量は３
２であり、２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルの分子量は１１６であり、２−ヒドロ
キシメチルアクリル酸メチルの重合体中の含有率（質量比）は組成上２０．０質量％であ
るから、（３２／１１６）×２０．０質量％≒５．５２質量％となる。他方、ダイナミッ
クＴＧ測定による実測質量減少率（Ｘ）は０．１７質量％であった。これらの値を上記の
脱アルコール計算式に当てはめると、１−（０．１７／５．５２）≒０．９６９となるの
で、脱アルコール反応率（ラクトン環化率）は、９６．９％である。
【０１５２】

40

＜重量平均分子量＞
重合体の重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフ（ＧＰＣシステム、東ソー（株）
製）を用いて、ポリスチレン換算により求めた。展開液はクロロホルムを用いた。
【０１５３】
＜重合体の熱分析＞
重合体の熱分析は、示差走査熱量計（ＤＳＣ−８２３０、（株）リガク製）を用いて、
試料約１０ｍｇ、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、窒素フロー５０ｍＬ／ｍｉｎの条件で行った
。なお、ガラス転移温度（Ｔｇ）は、ＡＳＴＭ−Ｄ−３４１８に準拠して、中点法で求め
た。
【０１５４】
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＜メルトフローレート＞
メルトフローレートは、ＪＩＳ−Ｋ６８７４に準拠して、試験温度２４０℃、荷重１０
ｋｇで測定した。
【０１５５】
＜溶融粘度の測定＞
重合体の溶融粘度は、フローテスター（ＣＦＴ−５００Ｃ、（株）島津製作所製）を用
いて、温度２５０℃、荷重１０ｋｇｆ／ｃｍ

２

、ダイ形状０．５ｍｍφ×１ｍｍの条件で

測定した。
【０１５６】
＜ポリマーゲルの含有量＞

10

１００ｇの重合体を、精密濾過により精製したメチルエチルケトン５００ｍＬに溶解し
た。得られた重合体溶液を、平均孔径１．０μｍのポリテトラフルオロエチレン製メンブ
ランフィルターに通過させて、ポリマーゲルをメンブランフィルター上に濾取した。得ら
れたポリマーゲルのうち、平均粒径５０μｍ以上のものについて、顕微鏡下、目視によっ
て計数し、重合体１００ｇあたりの個数として表した。
【０１５７】
次に、２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルの合成例について説明する。なお、合成
例１では、分別蒸留時における蒸留釜内の温度に対して、０〜２６．５℃高い温度で熱処
理を行い、高純度の２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルを得た。合成例２では、分別
蒸留時のおける蒸留釜内の温度に対して、２〜３０℃低い温度で熱処理を行い、低純度の

20

２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルを得た。
【０１５８】
≪合成例１≫
温度計、ガス吹き込み管、冷却管、攪拌装置、水浴を備えた容量３Ｌの４つ口フラスコ
に、上記式（４）で示されるアクリル酸エステルとしてアクリル酸メチル２，０６６ｇ（
２４モル）、アルデヒド系化合物として９２質量％パラホルムアルデヒド１９５．８ｇ（
６モル）、３級アミン化合物として３０質量％トリメチルアミン水溶液２３７．８ｇ（１
．２モル）、重合防止剤としてｐ−メトキシフェノール２．１ｇを仕込んだ。アクリル酸
メチルに対するｐ−メトキシフェノールの割合は、１，０００ｐｐｍであった。その後、
反応溶液に空気を吹き込みながら、反応溶液を７０℃で８時間攪拌して反応させた。
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【０１５９】
反応終了後、反応溶液を分液ロートに移し、有機相と水相とに分液した。次に、有機相
に水１００ｇを加えて水洗を行った。有機相と水相とに分液した後、有機相をさらに同量
の水で水洗し、有機相と水洗液とに分液した。
【０１６０】
得られた有機相を、温度計、ガス吹き込み管、空塔蒸留管、攪拌装置、油浴を備えた容
量２Ｌの４つ口フラスコに移し、安定剤としてのフェノチアジン５ｇを添加し、空気を吹
き込みながら、内温が１００℃を超えないように調節しつつ、圧力４００〜１３３ｈＰａ
（３００〜１００ｍｍＨｇ）でアクリル酸メチルを回収した。
【０１６１】
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次いで、圧力を４０ｈＰａ（３０ｍｍＨｇ）とし、内温１１０〜１２０℃で沸騰させな
がら熱処理を行った。沸騰した液は、コンデンサで冷却してフラスコに戻した。
【０１６２】
熱処理後、有機相の分別蒸留を行い、塔頂温度８６〜８７℃／１３．３ｈＰａ（１０ｍ
ｍＨｇ）の留分である２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチル４１８ｇを得た。この目的
物を得た際の精留時のボトム温度は９３．５〜１１０℃であった。
【０１６３】
かくして得られた２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチル１０ｇを容量２０ｍＬのガラ
ス製スクリュー管に入れ、重合防止剤としてハイドロキノンモノメチルエーテル５００ｐ
ｐｍを添加し、蓋をした。このスクリュー管を９０℃の恒温槽に入れ、２時間の加熱試験
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を行った。２時間経過後、スクリュー管を取り出して冷却し、分光光度計（ＵＶ−１６５
０ＰＣ、（株）島津製作所製）の波長を４００ｎｍとして、純水で吸光度０を合わせた状
態で、目的物の吸光度（濁度）を測定した。この目的物の濁度は０．００１であった。
【０１６４】
この目的物を４０℃で３ヶ月貯蔵したが、目的物は無色透明であり、白濁異物は発生し
なかった。
【０１６５】
≪合成例２≫
アクリル酸メチルを回収する工程までは、実施例１と同様の操作を行った。その後、圧
力を２６．７ｈＰａ（２０ｍｍＨｇ）とし、内温１００〜１１０℃で沸騰させながら熱処

10

理を行った。沸騰した液はコンデンサで冷却してフラスコに戻した。
【０１６６】
熱処理後、有機相の分別蒸留を行い、塔頂温度１０５〜１０６℃／４０ｈＰａ（３０ｍ
ｍＨｇ）の留分である２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチル４０７ｇを得た。この目的
物を得た際の精留時のボトム温度は１１２〜１３０℃であった。
【０１６７】
かくして得られた２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチル１０ｇを容量２０ｍＬのガラ
ス製スクリュー管に入れ、重合防止剤としてのハイドロキノンモノメチルエーテル５００
ｐｐｍを添加し、蓋をした。このスクリュー管を９０℃の恒温槽に入れ、２時間の加熱試
験を行った。２時間経過後、スクリュー管を取り出して冷却し、分光光度計（ＵＶ−１６
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５０ＰＣ、（株）島津製作所製）の波長を４００ｎｍとして、純水で吸光度０を合わせた
状態で、目的物の吸光度（濁度）を測定した。この目的物の濁度は０．０７２であった。
【０１６８】
この目的物を４０℃で３ヶ月貯蔵したが、２ヶ月目より白く曇り、３ヶ月後には白色の
沈殿物が発生していた。
【０１６９】
≪実施例１≫
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に、８
，０００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、２，０００ｇの２−ヒドロキシメチルアク
リル酸メチル（ＭＨＭＡ；合成例１で調製）、１０，０００ｇのトルエンを仕込み、これ
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に窒素を通じつつ、１０５℃まで昇温し、還流したところで、重合開始剤として１０．０
ｇのｔ−アミルパーオキシイソノナノエート（ルパゾール５７０、アトフィナ吉富（株）
製）を添加すると同時に、２０．０ｇのｔ−アミルパーオキシイソノナノエートと１００
ｇのトルエンからなる溶液を２時間かけて滴下しながら、還流下、約１０５〜１１０℃で
溶液重合を行い、さらに４時間かけて熟成を行った。
【０１７０】
得られた重合体溶液に、１０ｇのリン酸ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（Ｐｈ
ｏｓｌｅｘ

Ａ−１８、堺化学工業（株）製）を加え、還流下、約９０〜１１０℃で５時

間、環化縮合反応を行った。次いで、得られた重合体溶液を、バレル温度２６０℃、回転
数１００ｒｐｍ、減圧度１３．３〜４００ｈＰａ（１０〜３００ｍｍＨｇ）、リアベント
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数１個、フォアベント数４個のベントタイプスクリュー二軸押出し機（φ＝２９．７５ｍ
ｍ、Ｌ／Ｄ＝４２）に、樹脂量換算で、２．０ｋｇ／ｈの処理速度で導入し、この押出し
機内で、さらに環化縮合反応と脱揮を行い、押し出すことにより、ラクトン環含有重合体
の透明なペレットを得た。
【０１７１】
得られたラクトン環含有重合体について、ダイナミックＴＧの測定を行ったところ、０
．１７質量％の質量減少を検知した。また、このラクトン環含有重合体は、重量平均分子
量が１４７，７００、ガラス転移温度が１３０℃、メルトフローレートが１１．０ｇ／１
０ｍｉｎ、ラクトン環化率は９７％、ポリマーゲル含有量は２個／１００ｇであった。結
果を表１に示す。
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【０１７２】
また、得られたラクトン環含有重合体のペレットを、バレル温度２７０℃、回転数１０
０ｒｐｍの２軸押出機（φ＝２９．７５ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３０）で混練試験を行ったところ
、ポリマーゲルの含有量は２個／１００ｇのままであった。結果を表１に示す。
【０１７３】
得られたラクトン環含有重合体のペレットの２５０℃における溶融粘度を測定したとこ
ろ、２，１００ポアズであった。次いで、このラクトン環含有重合体のペレットを２８０
℃のオーブン中に３０分間放置した後、再びラクトン環含有重合体の２５０℃における溶
融粘度を測定したところ、３，７００ポアズであった。加熱前後の溶融粘度から、粘度増
加率（加熱後／加熱前）は１．７６であった。結果を表１に示す。

10

【０１７４】
≪実施例２≫
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に、８
，０００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、２，０００ｇの２−ヒドロキシメチルアク
リル酸メチル（ＭＨＭＡ；合成例２で調製）、１０，０００ｇのトルエン、５．０ｇのｎ
−ドデシルメルカプタンを仕込み、これに窒素を通じつつ、１００℃まで昇温し、還流し
たところで、重合開始剤として１０．０ｇのｔ−アミルパーオキシイソノナノエート（ル
パゾール５７０、アトフィナ吉富（株）製）を添加すると同時に、２０．０ｇのｔ−アミ
ルパーオキシイソノナノエートと１００ｇのトルエンからなる溶液を２時間かけて滴下し
ながら、還流下、約９５〜１１０℃で溶液重合を行い、さらに４時間かけて熟成を行った

20

。
【０１７５】
得られた重合体溶液に、１０ｇのリン酸ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（Ｐｈ
ｏｓｌｅｘ

Ａ−１８、堺化学工業（株）製）を加え、還流下、約９０〜１１０℃で５時

間、環化縮合反応を行った。次いで、得られた重合体溶液を、実施例１と同様に、押出し
機内で環化縮合反応と脱揮を行い、押し出すことにより、ラクトン環含有重合体の透明な
ペレットを得た。
【０１７６】
得られたラクトン環含有重合体について、ダイナミックＴＧの測定を行ったところ、０
．１８質量％の質量減少を検知した。また、このラクトン環含有重合体は、重量平均分子

30

量が１４１，０００、ガラス転移温度が１３０℃、メルトフローレートが１３．０ｇ／１
０ｍｉｎ、ラクトン環化率は９７％、ポリマーゲル含有量は５８個／１００ｇであった。
結果を表１に示す。
【０１７７】
また、得られたラクトン環含有重合体のペレットを、実施例１と同様の条件で混練試験
を行ったところ、ポリマーゲルの含有量は６０個／１００ｇに増加した。結果を表１に示
す。
【０１７８】
得られたラクトン環含有重合体のペレットの２５０℃における溶融粘度を測定したとこ
ろ、２，０５０ポアズであった。次いで、このラクトン環含有重合体のペレットを２８０
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℃のオーブン中に３０分間放置した後、再びラクトン環含有重合体の２５０℃における溶
融粘度を測定したところ、３，８００ポアズであった。加熱前後の溶融粘度から、粘度増
加率（加熱後／加熱前）は１．８５であった。結果を表１に示す。
【０１７９】
≪実施例３≫
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に、８
，０００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、２，０００ｇの２−ヒドロキシメチルアク
リル酸メチル（ＭＨＭＡ；合成例１で調製）、１０，０００ｇのトルエンを仕込み、これ
に窒素を通じつつ、１０５℃まで昇温し、還流したところで、重合開始剤として５．０ｇ
の１，１

−アゾビス（シクロヘキサン−１−カルボニトリル）（Ｖ−４０、和光純薬工
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１−カルボニトリル）と１００ｇのトルエンからなる溶液を２時間かけて滴下しながら、
還流下、約１０５〜１１０℃で溶液重合を行い、さらに４時間かけて熟成を行った。
【０１８０】
得られた重合体溶液に、１０ｇのリン酸ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（Ｐｈ
ｏｓｌｅｘ

Ａ−１８、堺化学工業（株）製）を加え、還流下、約９０〜１１０℃で５時

間、環化縮合反応を行った。次いで、得られた重合体溶液を、実施例１と同様に、押出し
機内で環化縮合反応と脱揮を行い、押し出すことにより、ラクトン環含有重合体の透明な
ペレットを得た。
【０１８１】

10

得られたラクトン環含有重合体について、ダイナミックＴＧの測定を行ったところ、０
．３１質量％の質量減少を検知した。また、このラクトン環含有重合体は、重量平均分子
量が１６８，０００、ガラス転移温度が１３１℃、メルトフローレートが７．２ｇ／１０
ｍｉｎ、ラクトン環化率は９４％、ポリマーゲル含有量は５個／１００ｇであった。結果
を表１に示す。
【０１８２】
また、得られたラクトン環含有重合体のペレットを、実施例１と同様の条件で混練試験
を行ったところ、ポリマーゲルの含有量は５個／１００ｇのままであった。結果を表１に
示す。
【０１８３】

20

得られたラクトン環含有重合体のペレットの２５０℃における溶融粘度を測定したとこ
ろ、４，４００ポアズであった。次いで、このラクトン環含有重合体のペレットを２８０
℃のオーブン中に３０分間放置した後、再びラクトン環含有重合体の２５０℃における溶
融粘度を測定したところ、８，０００ポアズであった。加熱前後の溶融粘度から、粘度増
加率（加熱後／加熱前）は１．８２であった。結果を表１に示す。
【０１８４】
≪実施例４≫
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に、８
００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、２００ｇの２−ヒドロキシメチルアクリル酸メ
チル（ＭＨＭＡ；合成例１で調製）、１０００ｇのトルエンを仕込み、重合開始剤として
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、１２．０ｇのジクロロトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム、１０．２ｇのア
ルミニウムトリイソプロポキシド、４．７ｇの２，２

−ジクロロアセトフェノンを添加

した。還流下、約１０５〜１１０℃で溶液重合を行い、さらに２４時間かけて熟成を行っ
た。
【０１８５】
得られた重合体溶液を過剰のヘキサンに添加し、ポリマー分を沈殿させ、沈殿物をヘキ
サンと水とで洗浄した後、８０℃、１．３３ｈＰａ（１ｍｍＨｇ）で３時間以上真空乾燥
することによって、揮発成分などを除去した。
【０１８６】
得られたポリマーを再度トルエンに溶解させ、５０％溶液とした。この溶液に、ポリマ

40

ー１ｇに対して０．００１ｇのリン酸ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（Ｐｈｏｓ
ｌｅｘ

Ａ−１８、堺化学工業（株）製）を加え、還流下、約９０〜１１０℃で５時間、

環化縮合反応を行った。次いで、得られた重合体溶液を、実施例１と同様に、押出し機内
で環化縮合反応と脱揮を行い、押し出すことにより、ラクトン環含有重合体の透明なペレ
ットを得た。
【０１８７】
得られたラクトン環含有重合体について、ダイナミックＴＧの測定を行ったところ、０
．２２質量％の質量減少を検知した。また、このラクトン環含有重合体は、重量平均分子
量が７２，０００、ガラス転移温度が１３０℃、メルトフローレートが３２．５ｇ／１０
ｍｉｎ、ラクトン環化率は９６％、ポリマーゲル含有量は２０個／１００ｇであった。結
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果を表１に示す。
【０１８８】
また、得られたラクトン環含有重合体のペレットを、実施例１と同様の条件で混練試験
を行ったところ、ポリマーゲルの含有量は２０個／１００ｇのままであった。結果を表１
に示す。
【０１８９】
得られたラクトン環含有重合体のペレットの２５０℃における溶融粘度を測定したとこ
ろ、１，７００ポアズであった。次いで、このラクトン環含有重合体のペレットを２８０
℃のオーブン中に３０分間放置した後、再びラクトン環含有重合体の２５０℃における溶
融粘度を測定したところ、２，５００ポアズであった。加熱前後の溶融粘度から、粘度増
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加率（加熱後／加熱前）は１．４７であった。結果を表１に示す。
【０１９０】
≪比較例１≫
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に、８
，０００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、２，０００ｇの２−ヒドロキシメチルアク
リル酸メチル（ＭＨＭＡ；合成例２で調製）、１０，０００ｇのトルエン、５．０ｇのｎ
−ドデシルメルカプタンを仕込み、これに窒素を通じつつ、１００℃まで昇温し、還流し
たところで、重合開始剤として１０．０ｇのｔ−ブチルパーオキシイソプロピルカーボネ
ート（カヤカルボンＢＩＣ−７５、化薬アクゾ（株）製）を添加すると同時に、２０．０
ｇのｔ−ブチルパーオキシイソプロピルカーボネートと１００ｇのトルエンからなる溶液
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を２時間かけて滴下しながら、還流下、約９５〜１１０℃で溶液重合を行い、さらに４時
間かけて熟成を行った。
【０１９１】
得られた重合体溶液に、１０ｇのリン酸ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（Ｐｈ
ｏｓｌｅｘ

Ａ−１８、堺化学工業（株）製）を加え、還流下、約９０〜１１０℃で５時

間、環化縮合反応を行った。次いで、得られた重合体溶液を、実施例１と同様に、押出し
機内で環化縮合反応と脱揮を行い、押し出すことにより、ラクトン環含有重合体の透明な
ペレットを得た。
【０１９２】
得られたラクトン環含有重合体について、ダイナミックＴＧの測定を行ったところ、０
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．２４質量％の質量減少を検知した。また、このラクトン環含有重合体は、重量平均分子
量が１３３，０００、ガラス転移温度が１３０℃、メルトフローレートが１１．３ｇ／１
０ｍｉｎ、ラクトン環化率は９６％、ポリマーゲル含有量は１３０個／１００ｇであった
。結果を表１に示す。
【０１９３】
また、得られたラクトン環含有重合体のペレットを、実施例１と同様の条件で混練試験
を行ったところ、ポリマーゲルの含有量は３８０個／１００ｇに増加した。結果を表１に
示す。
【０１９４】
得られたラクトン環含有重合体のペレットの２５０℃における溶融粘度を測定したとこ

40

ろ、２，４００ポアズであった。次いで、このラクトン環含有重合体のペレットを２８０
℃のオーブン中に３０分間放置した後、再びラクトン環含有重合体の２５０℃における溶
融粘度を測定したところ、１０３，４００ポアズであった。加熱前後の溶融粘度から、粘
度増加率（加熱後／加熱前）は４３．０８であった。結果を表１に示す。
【０１９５】
≪比較例２≫
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に、８
，５００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、１，５００ｇの２−ヒドロキシメチルアク
リル酸メチル（ＭＨＭＡ；合成例２で調製）、３，８００ｇのメチルイソブチルケトン（
ＭＩＢＫ）、９５０ｇのメチルエチルケトン（ＭＥＫ）を仕込み、初期モノマー濃度を６
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８％とし、重合開始剤として７．０ｇのｔ−アミル−３，５，５−トリメチルヘキサノエ
ート（カヤエステルＡＮ、化薬アクゾ（株）製）を添加すると同時に、７．０ｇのｔ−ア
ミル−３，５，５−トリメチルヘキサノエートと２８０ｇのＭＩＢＫと７０ｇのＭＥＫか
らなる溶液を４時間かけて滴下しながら、還流下、約９５〜１１０℃で溶液重合を行い、
さらに４時間かけて熟成を行った。溶液中のポリマー濃度が４５％以下となるように、混
合溶媒（ＭＩＢＫ：ＭＥＫ＝４：１）を重合反応開始２時間後から４時間後までは２，５
００ｇ／ｈの速度で、４時間後から７時間後までは１，６００ｇ／ｈの速度で滴下した。
【０１９６】
得られた重合体溶液の重合体成分１ｇに対して、０．００５ｇのリン酸ステアリル／リ
ン酸ジステアリル混合物（Ｐｈｏｓｌｅｘ

Ａ−１８、堺化学工業（株）製）を加え、窒
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素を通じつつ、還流下、約８０〜１００℃で５時間、環化縮合反応を行った。次いで、得
られた重合体溶液を、実施例１と同様に、押出し機内で環化縮合反応と脱揮を行い、押し
出すことにより、ラクトン環含有重合体の透明なペレットを得た。
【０１９７】
得られたラクトン環含有重合体について、ダイナミックＴＧの測定を行ったところ、０
．２６質量％の質量減少を検知した。また、このラクトン環含有重合体は、重量平均分子
量が３０５，０００、ガラス転移温度が１２９℃、メルトフローレートが０．５ｇ／１０
ｍｉｎ、ラクトン環化率は９５％、ポリマーゲル含有量は２８０個／１００ｇであった。
結果を表１に示す。
【０１９８】
また、得られたラクトン環含有重合体のペレットを、実施例１と同様の条件で混練試験
を行ったところ、ポリマーゲルの含有量は８３０個／１００ｇに増加した。結果を表１に
示す。
【０１９９】
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【表１】
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【０２００】
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表１から明らかなように、実施例１および２のラクトン環含有重合体は、ｔ−アミル型
の過酸化物を重合開始剤に用いて製造され、実施例３のラクトン環含有重合体は、アゾ系
開始剤を用いて製造され、また、実施例４のラクトン環含有重合体は、リビングラジカル
系開始剤を用いて製造され、いずれも分子量が所定の範囲内であるので、高いラクトン環
化率を示し、耐熱性が高く、成形加工に適したメルトフローレートを有し、ポリマーゲル
の含有量が非常に少なく、特に光学用途に好適である。
【０２０１】
これに対し、比較例１のラクトン環含有重合体は、分子量が所定の範囲内であるが、ｔ
−ブチル型の過酸化物を重合開始剤に用いて製造されているので、また、比較例２のラク
トン環含有重合体は、ｔ−アミル型の過酸化物を重合開始剤に用いて製造されているが、
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分子量が所定の範囲外であるので、高いラクトン環化率を示し、耐熱性は高いが、ポリマ
ーゲルの含有量が非常に多く、特に光学用途には不適である。
【０２０２】
また、合成例１で調製した高純度の２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルを単量体に
用い、かつｔ−アミル型の過酸化物を重合開始剤に用いて製造された実施例１のラクトン
環含有重合体は、合成例２で調製した低純度の２−ヒドロキシメチルアクリル酸メチルを
用い、かつｔ−アミル型の過酸化物を重合開始剤に用いて製造された実施例２のラクトン
環含有重合体に比べて、ポリマーゲルの含有量が極めて少ない。このことは、ラクトン環
含有重合体を製造するにあたり、特定の方法で精製した２−ヒドロキシメチルアクリル酸
エステルを単量体に用い、かつｔ−アミル型の過酸化物を重合開始剤に用いれば、ラクト
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ン環含有重合体におけるポリマーゲルの発生を極めて効果的に抑制できることを示してい
る。
【０２０３】
また、表１から明らかなように、実施例１〜４のラクトン環含有重合体は、上記した理
由により、２８０℃で３０分間加熱した後の粘度増加率が２．０倍以下であり、加熱して
もポリマー分子鎖の分岐や分子間架橋がそれほど起こらず、ゲル化が抑制されたものと考
えられる。
【０２０４】
これに対し、比較例１のラクトン環含有重合体は、ｔ−ブチル型の過酸化物を重合開始
剤に用いて製造されたためか、加熱すると急激に溶融粘度が上昇し、ポリマー分子鎖の分
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岐や分子間架橋により、ゲル化が発生したものと考えられる。
【０２０５】
かくして、ラクトン環含有重合体を製造するにあたり、従来の製造方法で使用されてい
たｔ−ブチル型の過酸化物ではなく、ｔ−アミル型の過酸化物、アゾ系開始剤、リビング
ラジカル系開始剤などのように、ポリマー分子鎖から水素を引き抜く能力が低い重合開始
剤を用い、かつ分子量が所定の範囲内にあるように製造すれば、異物が少なくゲル化し難
いラクトン環含有重合体が得られることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【０２０６】
本発明のラクトン環含有重合体は、透明性や耐熱性に優れているだけでなく、機械的強
度、成形加工性などの所望の特性を備えると共に、特に異物が少なくゲル化し難いので、
光学用途などに幅広く使用することができ、特に光学材料に関連する分野に多大の貢献を
なすものである。
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