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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高硬度で耐擦性に優れると共に、親水性に優れ、塗料、コーティング剤、合成・
人工皮革、高機能エラストマー用途等に有用なポリカーボネート系ポリウレタンを与える
新規ポリカーボネートジオールと、このポリカーボネートジオールを原料とするポリウレ
タンを提供する。また優れた耐汚染性及び硬度を有する硬化膜が得られる活性エネルギー
線硬化性重合体組成物を提供する。
【解決手段】特定のジオール二種と炭酸ジエステルとを、周期表１族又は２族金属を用い
た化合物であるエステル交換触媒の存在下に反応させて得られ、前記エステル交換触媒の
金属の含有量が１００重量ｐｐｍ以下であるポリカーボネートジオール、このポリカーボ
ネートジオールを用いて得られるポリウレタン、このポリカーボネートジオールの反応物
であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含有する活性エネルギー線硬化性重
合体組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なくとも１種
のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオール、及び
（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させて得られるポリカーボ
ネートジオールであって、
　前記エステル交換触媒が、周期表１族金属を用いた化合物又は２族金属を用いた化合物
であり、
　前記ポリカーボネートジオールに含有される前記エステル交換触媒の量が、その金属の
重量比として１００ｐｐｍ以下であるポリカーボネートジオール。
【請求項２】
　ポリカーボネートジオールに含有される前記エステル交換触媒の量が、その金属の重量
比として０．１ｐｐｍ以上である請求項１に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項３】
　前記エステル交換触媒が周期表２族金属を用いた化合物である請求項１又は２に記載の
ポリカーボネートジオール。
【請求項４】
　分子鎖中の少なくとも一部に下記式（Ａ）で表される繰り返し単位、及び下記式（Ｂ）
で表される繰り返し単位を含み、数平均分子量が２５０以上５，０００以下であり、かつ
下記式（Ｉ）で表される末端（Ａ）率が１．２以上１．９以下である請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。

【化１】

【化２】

（Ｘはヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５の２価の基を表す。）
【数１】

【請求項５】
　前記反応における最高温度が１８０℃未満である請求項１乃至４のいずれか１項に記載
のポリカーボネートジオール。
【請求項６】
　分子鎖中の少なくとも一部に下記式（Ａ）で表される繰り返し単位、及び下記式（Ｂ）
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で表される繰り返し単位を含み、数平均分子量が２５０以上５，０００以下であり、かつ
下記式（Ｉ）で表される末端（Ａ）率が１．２以上１．９以下であるポリカーボネートジ
オール。
【化３】

【化４】

（Ｘはヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５の２価の基を表す。）
【数２】

【請求項７】
　前記数平均分子量が５００以上５，０００以下である、請求項６に記載のポリカーボネ
ートジオール。
【請求項８】
　（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なくとも１種
のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオール、及び
（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させて得られる請求項６又
は７に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項９】
　前記エステル交換触媒が周期表１族金属を用いた化合物又は２族金属を用いた化合物で
ある請求項８に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項１０】
　前記エステル交換触媒が周期表２族金属を用いた化合物である請求項９に記載のポリカ
ーボネートジオール。
【請求項１１】
　前記反応における最高温度が１８０℃未満である請求項８乃至１０のいずれか１項に記
載のポリカーボネートジオール。
【請求項１２】
　（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なくとも１種
のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオール、及び
（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させてポリカーボネートジ
オールを製造するポリカーボネートジオールの製造方法であって、
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　前記反応における最高温度が１８０℃未満であるポリカーボネートジオールの製造方法
。
【請求項１３】
　前記エステル交換触媒が周期表１族金属を用いた化合物又は２族金属を用いた化合物で
ある請求項１２に記載のポリカーボネートジオールの製造方法。
【請求項１４】
　前記エステル交換触媒が周期表２族金属を用いた化合物である請求項１３に記載のポリ
カーボネートジオールの製造方法。
【請求項１５】
　請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオールの製造方法によ
り得られるポリカーボネートジオール。
【請求項１６】
　前記炭酸ジエステルがジフェニルカーボネートである請求項１乃至５、８乃至１１及び
１５のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項１７】
　炭酸ジエステルの含有量が１重量％以下である請求項１乃至５、８乃至１１、１５及び
１６のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項１８】
　前記（ｉ）のジオールに含まれるギ酸の量が２０ｐｐｍ以下である請求項１乃至５、８
乃至１１、及び１５乃至１７のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項１９】
　分子鎖の末端がアルキルオキシ基又はアリールオキシ基である数の割合が、前記分子鎖
の全末端数に対して５％以下である請求項１乃至５、８乃至１１、及び１５乃至１８のい
ずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項２０】
　ハーゼン色数の値（ＡＰＨＡ値：ＪＩＳ　Ｋ００７１－１に準拠）が１００以下である
請求項１乃至１１、及び１５乃至１９のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール
。
【請求項２１】
　分子量分布が１．５～３．５である請求項１乃至１１、及び１５乃至２０のいずれか１
項に記載のポリカーボネートジオール。
【請求項２２】
　請求項１乃至１１、及び１５乃至２１のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオー
ルを用いて得られるポリウレタン。
【請求項２３】
　幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み約５０～１００μｍの短冊状のサンプルに対して、
チャック間距離５０ｍｍ、引張速度５００ｍｍ／分にて、温度２３℃、相対湿度５５％で
測定した引張破断伸度が４００％以下である請求項２２に記載のポリウレタン。
【請求項２４】
　幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み約５０～１００μｍの短冊状のサンプルに対して、
チャック間距離５０ｍｍ、引張速度５００ｍｍ／分にて、温度２３℃、相対湿度５５％で
測定した１００％モジュラスが１０ＭＰａ以上である請求項２２又は２３に記載のポリウ
レタン。
【請求項２５】
　厚み約５０～１００μｍのフィルム状のサンプルについて、ＪＩＳ　Ｌ０８４９に準じ
て実施した荷重４．９Ｎでの摩擦試験（５００回往復）において、重量減少率が２％以下
である請求項２２乃至２４のいずれか１項に記載のポリウレタン。
【請求項２６】
　請求項１乃至１１、及び１５乃至２１のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオー
ルと、ポリイソシアネートとを反応させてプレポリマーとし、該プレポリマーと鎖延長剤
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【請求項２７】
　請求項１乃至１１、及び１５乃至２１のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオー
ル、ポリイソシアネート、及び鎖延長剤を一括に混合した後、反応させることを特徴とす
るポリウレタンの製造方法。
【請求項２８】
　請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した塗料又はコ
ーティング剤。
【請求項２９】
　請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した人工皮革又
は合成皮革。
【請求項３０】
　請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した水系ポリウ
レタン塗料。
【請求項３１】
　請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した医療用材料
。
【請求項３２】
　請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した接着剤。
【請求項３３】
　請求項１乃至１１、及び１５乃至２１のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオー
ル、ポリイソシアネート、及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、を含む原料の
反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含有する活性エネルギー線硬
化性重合体組成物。
【請求項３４】
　ポリイソシアネート、ポリカーボネートジオール、及びヒドロキシアルキル（メタ）ア
クリレート、を含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含
有する活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、
　前記ポリカーボネートジオールが、下記式（Ａ）で表される繰り返し単位を１０質量％
以上含み、前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量が５００以上５，０００以下、
かつ１分子当りの平均水酸基数が２．２以下であることを特徴とする活性エネルギー線硬
化性重合体組成物。
【化５】

【請求項３５】
　前記ポリカーボネートジオールが、下記式（Ｂ）で表される繰り返し単位をさらに含む
ことを特徴とする、請求項３４に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
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【化６】

（式（Ｂ）中、Ｘはヘテロ原子を含有してもよい炭素数１～１５の二価の基を表す。）
【請求項３６】
　前記式（Ｂ）のＸが炭素数６の二価の基であることを特徴とする、請求項３５に記載の
活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項３７】
　ポリイソシアネート、ポリカーボネートジオール、及びヒドロキシアルキル（メタ）ア
クリレート、を含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含
有する活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、
　前記ポリカーボネートジオールが、（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイデ
ィッドから選ばれる少なくとも１種のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよ
い炭素数１～１５のジオール、及び（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在
下に反応させて得られるポリカーボネートジオールであって、前記ポリカーボネートジオ
ールの数平均分子量が５００以上５，０００以下、かつ１分子当りの平均水酸基数が２．
２以下であることを特徴とする活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項３８】
　前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量が３，０００以下であることを特徴とす
る請求項３４乃至３７のいずれか１項に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項３９】
　計算網目架橋点間分子量が５００～１０，０００であることを特徴とする請求項３４乃
至３８のいずれか１項に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項４０】
　前記原料が、前記ポリカーボネートジオールを除く数平均分子量５００を超える高分子
量ポリオールをさらに含むことを特徴とする請求項３４乃至３９のいずれか１項に記載の
活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項４１】
　前記原料が、前記ポリカーボネートジオールを除く数平均分子量５００以下の低分子量
ポリオールをさらに含むことを特徴とする請求項３４乃至４０のいずれか１項に記載の活
性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項４２】
　前記ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、末端にイソシアネート基を有する
ウレタンプレポリマーと前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとをウレタン化反
応させてなる構造を有し、
　前記ウレタンプレポリマーは、前記ポリイソシアネートと前記ポリカーボネートジオー
ルとをウレタン化反応させてなることを特徴とする請求項３４乃至４１のいずれか１項に
記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【請求項４３】
　請求項３４乃至４２のいずれか１項に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物に、
活性エネルギー線を照射してなる硬化膜。
【請求項４４】
　基材上に、請求項４３に記載の硬化膜からなる層を有する積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は新規なポリカーボネートジオールに関する。本発明はまた、このポリカーボネ
ートジオールを原料として製造される、物性バランスに優れた塗料、コーティング剤、合
成・人工皮革、高機能エラストマー用途等に有用なポリカーボネート系ポリウレタンに関
するものである。
　また、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含む活性エネルギー線硬化性重合
体組成物、該組成物への活性エネルギー線の照射による硬化膜、及びそれを用いた積層体
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、工業規模で生産されているポリウレタン樹脂の主たるソフトセグメント部の原料
は、ポリテトラメチレングリコールに代表されるエーテルタイプとアジペート系エステル
に代表されるエステルタイプ、ポリカプロラクトンに代表されるポリラクトンタイプ、そ
してポリカーボネートジオールに代表されるポリカーボネートタイプに分けられる（非特
許文献１）。
【０００３】
　このうちエーテルタイプは、耐加水分解性、柔軟性、伸縮性には優れるものの、耐熱性
及び耐光性が劣るとされている。一方、エステルタイプは耐熱性、耐候性は改善されるも
ののエステル部の耐加水分解性が低く、用途によっては使用することができない。一方、
ポリラクトンタイプは、エステルタイプと比較すると耐加水分解性に優れるグレードとさ
れているが、同様にエステル基があるために加水分解を完全に抑制することはできない。
また、これらエステルタイプ、エーテルタイプ、ポリラクトンタイプを混合して使用する
ことも提案されているが、従来法ではそれぞれの欠点を完全に補うことはできていない。
【０００４】
　これに対して、ポリカーボネートジオールを用いるポリカーボネートタイプのポリウレ
タンは、耐熱性、耐加水分解性において最良な耐久グレードとされており、耐久性フィル
ムや自動車や家具用の人工皮革、塗料（特に水系塗料）、コーティング剤、接着剤として
広く利用されている。
【０００５】
　しかしながら、現在広く市販されているポリカーボネートジオールは、１，６－ヘキサ
ンジオールから合成されるポリカーボネートジオールが中心であり、このポリカーボネー
トジオールを用いて製造したポリウレタンは、ソフトセグメント部位が鎖状であることか
ら柔軟で、表面が物理的に傷つきやすいと言う欠点があった。このため、得られたポリウ
レタンを塗料やコーティング剤として使用した場合、物理的な要因により簡単に傷ついて
しまい外観が悪化してしまうという問題が生じていた。
【０００６】
　これらの課題を解決すべく、より剛直性に富むポリウレタンを与えるポリカーボネート
ジオールとして、１，４－シクロヘキサンジメタノールから得られるポリカーボネートジ
オール（特許文献１）が、また、１，４－シクロヘキサンジメタノールと１，６－ヘキサ
ンジオールから得られるポリカーボネートジオール（特許文献２）が提案されている。
【０００７】
　しかしながら１，４－シクロヘキサンジメタノールは、その製法上の制約からシス体と
トランス体の混合物であり、これらの混合比が変わると、合成されるポリカーボネートジ
オール自体、さらには誘導されるポリウレタンの物性が変わるため、品質の管理が難しい
という問題がある。また、１，４－シクロヘキサンジメタノールと１，６－ヘキサンジオ
ールを組み合わせ用いて得られるポリカーボネートジオールは、その構造から疎水性が高
いものとなるため、最近特に環境負荷低減という視点から注目されている水性ポリウレタ
ンを製造する場合には、ポリウレタンを水溶性にするために水溶性構造をポリウレタン製
造の際に導入しなければならず、このことがポリウレタンを設計する際において少なから
ずとも制約となっていた。また、１，４－シクロヘキサンジメタノールは、分子内に環構
造としてシクロヘキサン環を有しているものの、シクロヘキサン環はフレキシビリティの
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ある環構造であり、さらに水酸基がメチレン基を介してシクロヘキサン環に結合している
ため分子構造としてはそれほど剛直なものではなく、得られるポリウレタンの硬さと言う
点においても必ずしも十分なものではなかった。さらに、１，４－シクロヘキサンジメタ
ノールは化石資源由来であり、これを原料とした重合物を焼却すると地球温暖化を促進す
るという問題点もあった。
【０００８】
　従って、これらの制約なく簡便に製造することができ、なお且つ環境負荷の小さなポリ
カーボネートジオールであって、ポリウレタンとした際に、硬く、物理的に傷つきにくい
特性が得られるポリカーボネートジオールの開発が望まれていた。
【０００９】
　一方で、イソソルビドは天然糖であるソルビトールを脱水環化して得られる植物由来の
ジオールであり、焼却しても環境負荷の小さな化合物である。そのため、地球温暖化への
影響が小さなポリカーボネートを得るためのモノマーソースとして最近富にその利用法の
検討がなされてきている（例えば、特許文献３）。この特許文献３によれば、イソソルビ
ドを含むジオール混合物から共重合ポリカーボネートを製造できるとしており、ハンドリ
ング性と剛直な物性を併せ持つポリカーボネートが得られている。
【００１０】
　しかし当然のことながら、数多くあるイソソルビドを原料としたポリカーボネート製造
に関する公知文献は、いずれも高分子量のポリカーボネートを得ることを目標にしており
、分子量が小さい状態で且つ、純度よく両末端が水酸基の構造で単離する方法は記載され
ておらず、これをポリウレタン製造用のポリオール原料として利用することについての記
載はなかった。
【００１１】
　一方、基材の表面の保護や外観の維持を目的とする、塗料によるコーティングが一般に
行われている。このような塗料には、作業性の向上及び作業環境の改善等の観点から、エ
ネルギー線の照射によって硬化する塗料が開発され、また実用化されている。このような
塗料としては、例えば、有機ポリイソシアネートと、脂環式構造を有するポリカーボネー
トポリオールと、分子内に一個以上の水酸基を含有する（メタ）アクリレートとを反応さ
せて得られるウレタンアクリレートを含有するエネルギー線硬化性重合体組成物が知られ
ている（例えば、特許文献４参照。）。このような塗料は、例えば用途に応じて、種々の
特性が要求される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】“ポリウレタンの基礎と応用”９６頁～１０６頁　松永勝治　監修、（
株）シーエムシー出版、２００６年１１月発行
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開昭５５－５６１２４号公報
【特許文献２】特開２００２－６９１６６号公報
【特許文献３】国際公開第０８／０２９７４６号パンフレット
【特許文献４】特開２００９－２２７９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、硬く、物理的に傷つきにくく、ポリウレタン製造の際に水溶性構造を導入す
るための設計上の制約のないポリウレタンを開発すること、そのためにこれらの特性が得
られる原料ポリカーボネートジオールを設計、製造することを第１の課題とする。特に、
均質なポリウレタンを得るための、原料ポリカーボネートジオールを設計、製造すること
を第２の課題とする。また、設計した特性のポリウレタンを得るための、原料ポリカーボ
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　本発明はまた、そのポリカーボネートジオール及びポリウレタンを工業的なスケールで
製造する方法を確立することを第４の課題とする。
　さらに、本発明は、優れた耐汚染性及び硬度を有する硬化膜が得られる活性エネルギー
線硬化性重合体組成物を提供することを第５の課題とする。特に、塗布性に優れた活性エ
ネルギー線硬化性重合体組成物を提供することを第６の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記第１、第２及び第４の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特
定の化合物を触媒存在下に反応させて得られるポリカーボネートジオールであって、含有
させる前記触媒の量が所定量であるポリカーボネートジオール、及びこのポリカーボネー
トジオールを用いて製造されるポリウレタンが、上記第１、第２、及び第４の課題を解決
し得ることを見出し、本発明に至った。
　また、上記第１、第３及び第４の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、分子鎖に特
定の繰り返し単位を含み、かつ、分子鎖の末端に占める前記特定の繰り返し単位の割合が
特定量であるポリカーボネートジオール、及びこのポリカーボネートジオールを用いて製
造されるポリウレタンが、上記第１、第３及び第４の課題を解決し得ることを見出し、本
発明に至った。
【００１６】
　また、本発明者は、前記５及び第６の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、ポリ
カーボネートジオールを含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴ
マーを含む活性エネルギー線硬化性重合体組成物であって、前記ポリカーボネートジオー
ルの１分子当りの平均水酸基数を所定量にすることで塗布性を良好にすることができ、こ
れを硬化させて硬化膜とした場合に、従来知られるものよりも耐汚染性、硬度に特に優れ
ることを見出し本発明に至った。
【００１７】
　すなわち、本発明の第１の態様は、下記［１］～［４４］に存する。
【００１８】
［１］　（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なくと
も１種のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオール
、及び（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させて得られるポリ
カーボネートジオールであって、前記エステル交換触媒が、周期表１族金属を用いた化合
物又は２族金属を用いた化合物であり、前記ポリカーボネートジオールに含有される前記
エステル交換触媒の量が、その金属の重量比として１００ｐｐｍ以下であるポリカーボネ
ートジオール。
【００１９】
［２］　ポリカーボネートジオールに含有される前記エステル交換触媒の量が、その金属
の重量比として０．１ｐｐｍ以上である［１］に記載のポリカーボネートジオール。
【００２０】
［３］　前記エステル交換触媒が周期表２族金属を用いた化合物である［１］又は［２］
に記載のポリカーボネートジオール。
【００２１】
［４］　分子鎖中の少なくとも一部に下記式（Ａ）で表される繰り返し単位、及び下記式
（Ｂ）で表される繰り返し単位を含み、数平均分子量が２５０以上５，０００以下であり
、かつ下記式（Ｉ）で表される末端（Ａ）率が１．２以上１．９以下である［１］乃至［
３］のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【００２２】
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【化１】

【００２３】
【数１】

【００２４】
　式（Ｂ）中、Ｘはヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５の２価の基を表す。
【００２５】
［５］　前記反応における最高温度が１８０℃未満である［１］乃至［４］のいずれか１
項に記載のポリカーボネートジオール。
【００２６】
［６］　分子鎖中の少なくとも一部に前記式（Ａ）で表される繰り返し単位、及び前記式
（Ｂ）で表される繰り返し単位を含み、数平均分子量が２５０以上５，０００以下であり
、かつ前記式（Ｉ）で表される末端（Ａ）率が１．２以上１．９以下であるポリカーボネ
ートジオール。
【００２７】
［７］　前記数平均分子量が５００以上５，０００以下である、［６］に記載のポリカー
ボネートジオール。
【００２８】
［８］　（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なくと
も１種のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオール
、及び（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させて得られる［６
］又は［７］に記載のポリカーボネートジオール。
【００２９】
［９］　前記エステル交換触媒が周期表１族金属を用いた化合物又は２族金属を用いた化
合物である［８］に記載のポリカーボネートジオール。
【００３０】
［１０］　前記エステル交換触媒が周期表２族金属を用いた化合物である［９］に記載の
ポリカーボネートジオール。
【００３１】
［１１］　前記反応における最高温度が１８０℃未満である［８］乃至［１０］のいずれ
か１項に記載のポリカーボネートジオール。
【００３２】
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［１２］　（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なく
とも１種のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオー
ル、及び（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させてポリカーボ
ネートジオールを製造するポリカーボネートジオールの製造方法であって、前記反応にお
ける最高温度が１８０℃未満であるポリカーボネートジオールの製造方法。
【００３３】
［１３］　前記エステル交換触媒が周期表１族金属を用いた化合物又は２族金属を用いた
化合物である［１２］に記載のポリカーボネートジオールの製造方法。
【００３４】
［１４］　前記エステル交換触媒が周期表２族金属を用いた化合物である［１３］に記載
のポリカーボネートジオールの製造方法。
【００３５】
［１５］　［１２］乃至［１４］のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオールの製
造方法により得られるポリカーボネートジオール。
【００３６】
［１６］　前記炭酸ジエステルがジフェニルカーボネートである［１］乃至［５］、［８
］乃至［１１］及び［１５］のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【００３７】
［１７］　炭酸ジエステルの含有量が１重量％以下である［１］乃至［５］、［８］乃至
［１１］、［１５］及び［１６］のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【００３８】
［１８］　前記（ｉ）のジオールに含まれるギ酸の量が２０ｐｐｍ以下である［１］乃至
［５］、［８］乃至［１１］、及び［１５］乃至［１７］のいずれか１項に記載のポリカ
ーボネートジオール。
【００３９】
［１９］　分子鎖の末端がアルキルオキシ基又はアリールオキシ基である数の割合が、前
記分子鎖の全末端数に対して５％以下である［１］乃至［５］、［８］乃至［１１］、及
び［１５］乃至［１８］のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【００４０】
［２０］　ハーゼン色数の値（ＡＰＨＡ値：ＪＩＳ　Ｋ００７１－１に準拠）が１００以
下である［１］乃至［１１］、及び［１５］乃至［１９］のいずれか１項に記載のポリカ
ーボネートジオール。
【００４１】
［２１］　分子量分布が１．５～３．５である［１］乃至［１１］、及び［１５］乃至［
２０］のいずれか１項に記載のポリカーボネートジオール。
【００４２】
［２２］　［１］乃至［１１］、及び［１５］乃至［２１］のいずれか１項に記載のポリ
カーボネートジオールを用いて得られるポリウレタン。
【００４３】
［２３］　幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み約５０～１００μｍの短冊状のサンプルに
対して、チャック間距離５０ｍｍ、引張速度５００ｍｍ／分にて、温度２３℃、相対湿度
５５％で測定した引張破断伸度が４００％以下である［２２］に記載のポリウレタン。
【００４４】
［２４］　幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み約５０～１００μｍの短冊状のサンプルに
対して、チャック間距離５０ｍｍ、引張速度５００ｍｍ／分にて、温度２３℃、相対湿度
５５％で測定した１００％モジュラスが１０ＭＰａ以上である［２２］又は［２３］に記
載のポリウレタン。
【００４５】
［２５］　厚み約５０～１００μｍのフィルム状のサンプルについて、ＪＩＳ　Ｌ０８４
９に準じて実施した荷重４．９Ｎでの摩擦試験（５００回往復）において、重量減少率が
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２％以下である［２２］乃至［２４］のいずれか１項に記載のポリウレタン。
【００４６】
［２６］　［１］乃至［１１］、及び［１５］乃至［２１］のいずれか１項に記載のポリ
カーボネートジオールと、ポリイソシアネートとを反応させてプレポリマーとし、該プレ
ポリマーと鎖延長剤とを反応させることを特徴とするポリウレタンの製造方法。
【００４７】
［２７］　［１］乃至［１１］、及び［１５］乃至［２１］のいずれか１項に記載のポリ
カーボネートジオール、ポリイソシアネート、及び鎖延長剤を一括に混合した後、反応さ
せることを特徴とするポリウレタンの製造方法。
【００４８】
［２８］　［２２］乃至［２５］のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した
塗料又はコーティング剤。
【００４９】
［２９］　［２２］乃至［２５］のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した
人工皮革又は合成皮革。
【００５０】
［３０］　［２２］乃至［２５］のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した
水系ポリウレタン塗料。
【００５１】
［３１］　［２２］乃至［２５］のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した
医療用材料。
【００５２】
［３２］　［２２］乃至［２５］のいずれか１項に記載のポリウレタンを用いて製造した
接着剤。
【００５３】
［３３］　［１］乃至［１１］、及び［１５］乃至［２１］のいずれか１項に記載のポリ
カーボネートジオール、ポリイソシアネート、及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレ
ート、を含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含有する
活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００５４】
　また、本発明の第２の態様は、下記［３４］～［４２］に存する。
【００５５】
［３４］　ポリイソシアネート、ポリカーボネートジオール、及びヒドロキシアルキル（
メタ）アクリレート、を含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴ
マーを含有する活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、
　前記ポリカーボネートジオールが、前記式（Ａ）で表される繰り返し単位を１０質量％
以上含み、前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量が５００以上５，０００以下、
かつ１分子当りの平均水酸基数が２．２以下であることを特徴とする活性エネルギー線硬
化性重合体組成物。
【００５６】
［３５］　前記ポリカーボネートジオールが、前記式（Ｂ）で表される繰り返し単位をさ
らに含むことを特徴とする、［３４］に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００５７】
［３６］　前記式（Ｂ）のＸが炭素数６の二価の基であることを特徴とする、［３５］に
記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００５８】
［３７］　ポリイソシアネート、ポリカーボネートジオール、及びヒドロキシアルキル（
メタ）アクリレート、を含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴ
マーを含有する活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、
　前記ポリカーボネートジオールが、（ｉ）イソソルビド、イソマンニド、及びイソイデ
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ィッドから選ばれる少なくとも１種のジオール、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよ
い炭素数１～１５のジオール、及び（ｉｉｉ）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在
下に反応させて得られるポリカーボネートジオールであって、前記ポリカーボネートジオ
ールの数平均分子量が５００以上５，０００以下、かつ１分子当りの平均水酸基数が２．
２以下であることを特徴とする活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００５９】
［３８］　前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量が３，０００以下であることを
特徴とする［３４］乃至［３７］に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００６０】
［３９］　計算網目架橋点間分子量が５００～１０，０００であることを特徴とする［３
４］乃至［３８］のいずれかに記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００６１】
［４０］　前記原料が、前記ポリカーボネートジオールを除く数平均分子量５００を超え
る高分子量ポリオールをさらに含むことを特徴とする［３４］乃至［３９］のいずれかに
記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００６２】
［４１］　前記原料が、前記ポリカーボネートジオールを除く数平均分子量５００以下の
低分子量ポリオールをさらに含むことを特徴とする［３４］乃至［４０］のいずれか１項
に記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００６３】
［４２］　前記ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、末端にイソシアネート基
を有するウレタンプレポリマーと前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとをウレ
タン化反応させてなる構造を有し、
　前記ウレタンプレポリマーは、前記ポリイソシアネートと前記ポリカーボネートジオー
ルとをウレタン化反応させてなることを特徴とする［３４］乃至［４１］のいずれかに記
載の活性エネルギー線硬化性重合体組成物。
【００６４】
［４３］　［３４］乃至［４２］のいずれかに記載の活性エネルギー線硬化性重合体組成
物に、活性エネルギー線を照射してなる硬化膜。
【００６５】
［４４］　基材上に、［４３］に記載の硬化膜からなる層を有する積層体。
【発明の効果】
【００６６】
　本発明の第１の態様によれば、ポリカーボネートジオールを用いて製造されたポリウレ
タンは、従来汎用とされている１，６－ヘキサンジオール由来のポリカーボネートジオー
ルを原料としたポリウレタンと比較して、硬度及び耐擦性に優れるという特長を有し、塗
料や、コーティング剤、接着剤等の物理的な外因に対して耐久性が求められる用途に適し
ており、産業上極めて有用である。
【００６７】
　また、本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、前述の特定
のポリカーボネートジオールを原料に含むウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを
含有することから、優れた耐汚染性及び硬度を有する硬化膜を形成することができる。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限
定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
【００６９】
　なお、本明細書において（メタ）アクリレートとはアクリレートとメタクリレートとの
総称であり、アクリレート及びメタクリレートの一方又は両方を意味する。（メタ）アク
リロイル基、（メタ）アクリル酸についても同様である。
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　また、本明細書において「～」とはその前後に記載される数値を下限値及び上限値とし
て含む意味で使用される。
【００７０】
［ポリカーボネートジオール］
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、ジオールと炭酸ジエステルを
原料とし、エステル交換触媒を用いて製造されることが好ましい。ジオールには、イソソ
ルビド、及びその立体異性体であるイソマンニド、イソイディッドの１種以上と、ヘテロ
原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオールとが挙げられる。炭酸ジエステルに
は、例えばアルキルカーボネート、アリールカーボネート、及びアルキレンカーボネート
が挙げられる。
【００７１】
　エステル交換触媒には、一般にエステル交換能があるとされている金属の単体や、水酸
化物や塩等の金属化合物が挙げられる。好ましくは、周期表１族金属、周期表２族金属の
酢酸塩や炭酸塩、水酸化物が挙げられ、周期表２族金属を用いる触媒がより好ましい。
【００７２】
　ポリカーボネートジオール中には製造時に使用された触媒が残存することがあるが、そ
の後のポリウレタン化反応を想定以上に促進したりする場合があり、触媒は残存しない方
が好ましい。このような観点から、ポリカーボネートジオール中に残存する触媒量は、触
媒金属換算の含有量として１００重量ｐｐｍ以下であることが好ましい。触媒の残存量の
下限値は小さいほどよいが、製法の簡略化の観点から０．１重量ｐｐｍ以上としてもよい
。
【００７３】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、分子鎖中の少なくとも一部に
下記式（Ａ）で表される繰り返し単位（以下、式（Ａ）で表される構造を「構造（Ａ）」
と称す場合がある。）を含む、数平均分子量が２５０以上、より好ましくは５００以上、
５，０００以下のポリカーボネートジオールであることが好ましい。
【００７４】
【化２】

【００７５】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、構造（Ａ）を分子鎖中の少な
くとも一部に有していることが好ましく、分子鎖中に他の構造を有していていてもよい。
前記他の構造の含有量は、本発明の効果に加えて他の構造による効果が得られる範囲であ
ればよく、他の構造に応じて適宜に決めることができる。
【００７６】
　前記他の構造として、例えば下記式（Ｂ）で表される構造（以下、式（Ｂ）で表される
構造を「構造（Ｂ）」と称す場合がある。）を有していてもよい。
【００７７】
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【化３】

【００７８】
　式（Ｂ）中、Ｘはヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５の２価の基を表す。
【００７９】
｛構造上の特徴｝
　本発明の第１の態様に係る構造（Ａ）の構造上の第１の特徴は、フラン環が２個縮環し
たフレキシビリティの小さな剛直な構造である点にあり、このため、本発明の第１の態様
に係るポリカーボネートジオールでは、この構造（Ａ）の部分において剛直性が発現され
る。また、第２の特徴は、カーボネート基が、メチレン基等の自由回転可能な基を介する
ことなく、直接縮環フラン環に結合しているため、この部分においても自由度が低く、極
めてリジッドな構造となっている点にある。また、第３の特徴として、密度高く親水性の
フラン環が２個配置されていることにあり、このため、水分子等の極性基との親和性があ
り、親水性が高いという特性を有する。
【００８０】
　また、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、前記分子鎖の末端がア
ルキルオキシ基又はアリールオキシ基である数の割合が、前記分子鎖の全末端数に対して
５％以下であることが好ましく、前記分子鎖の末端がアルキルオキシ基又はアリールオキ
シ基である数の割合が、前記分子鎖の全末端数に対して５％以下で、かつ、分子鎖の両末
端の９５％以上が水酸基であることがより好ましい。ポリウレタン化反応の際はこの水酸
基がポリイソシアネートと反応できる構造となっている。
【００８１】
　構造（Ａ）は、前記ポリカーボネートジオールにおいて連続していてもよいし、一定の
間隔で存在していてもよいし、偏在していてもよい。前記ポリカーボネートジオールにお
ける前記構造（Ａ）の含有量は、前述した剛直性、親水性等の観点から１０質量％以上で
あり、２０質量％以上であることが好ましく、４０質量％以上であることがより好ましい
。分子鎖中に構造（Ａ）以外の他構造を導入することにより、前述した剛直性、親水性等
によりもたらされる効果に加えて、ポリカーボネートジオールの規則性が乱されるため融
点及び粘度が低下しハンドリング性が良くなるという効果が得られる。このように本発明
の第１の態様では、本発明の効果が得られる範囲において、構造（Ａ）以外の他の構造を
ポリカーボネートジオールに導入することが可能である。
【００８２】
｛構造（Ｂ）｝
　構造（Ｂ）を表す式（Ｂ）におけるＸは、ヘテロ原子を含有してもよい炭素数１～１５
の２価の基であり、直鎖又は分岐鎖の鎖状基、環状基、いずれの構造が含まれていてもよ
い。
　Ｘを構成する元素としての炭素数は好ましくは１０以下であり、６以下であることがよ
り好ましい。
　Ｘ中に含まれていてもよいヘテロ原子は、例えば酸素原子、硫黄原子、窒素原子等であ
り、化学的な安定性から好ましくは酸素原子である。
【００８３】
　Ｘの基の具体例としては、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの製造
時に、構造（Ｂ）を与える化合物として以下に例示した化合物を用いた場合に生成する基
が挙げられ、好ましくは下記例示の化合物のうち好ましい化合物を反応して得られる基が
挙げられる。
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【００８４】
　構造（Ｂ）は、前記ポリカーボネートジオールにおいて連続していてもよいし、一定の
間隔で存在していてもよいし、偏在していてもよい。前記ポリカーボネートジオールにお
ける前記構造（Ｂ）の含有量は、ポリカーボネートジオールの規則性を乱し、融点及び粘
度を低下させることでのハンドリング性良化の観点から、８０質量％以下で存在すること
が好ましく、６０質量％以下であることがより好ましく、４０質量％以下であることが更
に好ましく、２０質量％以下であることが特に好ましい。
【００８５】
｛構造（Ａ）と構造（Ｂ）の割合｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの分子鎖を構成する構造（Ａ）と
構造（Ｂ）の割合（以下「（Ａ）／（Ｂ）比」と称す場合がある。）は、通常、モル比で
構造（Ａ）／構造（Ｂ）＝１００／０～１／９９である。分子鎖中に構造（Ｂ）を導入す
ることによりポリカーボネートジオールの規則性が乱されるため融点及び粘度が低下しハ
ンドリング性が改良されるという効果が得られる。前述した剛直性、親水性等の本発明の
効果をもたらすのは主として構造（Ａ）の部分であり、本発明の第１の態様に係るポリカ
ーボネートジオール中の構造（Ａ）の割合が少なすぎるとその効果が十分得られない場合
がある。（Ａ）／（Ｂ）比は１００／０～１０／９０であることが好ましく、さらには、
８０／２０～２０／８０であることがより好ましく、７０／３０～３０／７０であること
がさらに好ましい。
【００８６】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールにおいて、分子鎖末端における構
造（Ａ）／構造（Ｂ）の割合、即ち、式（Ａ）で表される構造と水素原子或いはアルキル
オキシ基又はアリールオキシ基との組み合わせで分子鎖末端が形成されている部分と、式
（Ｂ）で表される構造と水素原子或いはアルキルオキシ基又はアリールオキシ基との組み
合わせで分子鎖末端が形成されている部分との割合（以下、この割合を「末端（Ａ）／（
Ｂ）比」と称す場合がある。）は、９５／５～２０／８０であることが好ましく、特に９
０／１０～３０／７０であることがより好ましく、８０／２０～４０／６０であることが
さらに好ましい。この分子鎖末端において、この範囲よりも構造（Ｂ）部分が多いと硬度
等設計した特性が得られない場合がある。
【００８７】
　また、下記式（Ｉ）で求められる分子鎖末端の構造（Ａ）の数と構造（Ｂ）の数との合
計に対する分子鎖末端の構造（Ａ）の割合と、全分子鎖中の構造（Ａ）の数と構造（Ｂ）
の数との合計に対する全分子鎖中の構造（Ａ）の割合（以下、「末端（Ａ）率（Ｉ）」と
称す場合がある。）は、特に限定はされないが、通常１．１以上、好ましくは１．２以上
、より好ましくは１．３以上、特に好ましくは１．４以上であり、また通常５．０以下、
好ましくは３．０以下、より好ましくは２．０以下、さらに好ましくは１．９以下、特に
好ましくは１．８以下である。この末端（Ａ）率（Ｉ）が上記上限超過ではウレタン化反
応速度が速すぎることに起因してウレタン化反応が進みすぎて硬度等設計した物性が得ら
れない場合があり、上記下限未満では工業的に実施する上で、実用的なウレタン化反応速
度が得られない場合がある。末端（Ａ）率（Ｉ）は、構造（A）及び構造（B）の原料とな
るジオールの比や、触媒の種類や触媒量、反応最大温度、反応時間によって調整すること
ができる。
【００８８】
【数２】

【００８９】
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｛原料モノマー｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、後述するように、ジオールと
炭酸ジエステルを原料として製造される。
【００９０】
＜炭酸ジエステル＞
　使用可能な炭酸ジエステルとしては、本発明の効果を失わない限り限定されないが、ア
ルキルカーボネート、アリールカーボネート、又はアルキレンカーボネートが挙げられる
。このうちアリールカーボネートを使用すると速やかに反応が進行するという利点がある
。しかしその一方で、アリールカーボネートを原料とすると沸点の高いフェノール類が副
生するが、ポリカーボネートジオール生成物中のフェノール類の残留量は、より少ない方
が好ましい。このものは一官能性化合物なので、ポリウレタン化の際の重合阻害因子とな
り得る上、刺激性物質でもあるためである。
【００９１】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの製造に用いることができる炭酸
ジエステルのジアルキルカーボネート、ジアリールカーボネート、アルキレンカーボネー
トの具体例は以下の通りである。
【００９２】
　ジアルキルカーボネートの例としては、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、ジシクロヘキシルカーボネート、ジイソブチルカーボネート、
エチル－ｎ－ブチルカーボネート、エチルイソブチルカーボネート等が挙げられ、好まし
くはジメチルカーボネート、ジエチルカーボネートである。
　ジアリールカーボネートの例としては、ジフェニルカーボネート、ジトリルカーボネー
ト、ビス（クロロフェニル）カーボネート、ジｍ－クレジルカーボネート等が挙げられ、
好ましくはジフェニルカーボネートである。
　さらにアルキレンカーボネートの例としては、エチレンカーボネート、トリメチレンカ
ーボネート、テトラメチレンカーボネート、１，２－プロピレンカーボネート、１，２－
ブチレンカーボネート、１，３－ブチレンカーボネート、２，３－ブチレンカーボネート
、１，２－ペンチレンカーボネート、１，３－ペンチレンカーボネート、１，４－ペンチ
レンカーボネート、１，５－ペンチレンカーボネート、２，３－ペンチレンカーボネート
、２，４－ペンチレンカーボネート、ネオペンチルカーボネート等が挙げられ、好ましく
はエチレンカーボネートである。
【００９３】
　これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００９４】
　これらの中でもジアリールカーボネートが反応性に富み、工業的に製造する上で効率的
であることから好ましく、中でも工業原料として容易にかつ安価に入手可能なジフェニル
カーボネートがより好ましい。
【００９５】
＜ジオール＞
　一方、ジオールのうち、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールに含まれ
る構造（Ａ）と構造（Ｂ）を与えるジオールの具体的な例を以下に示す。
【００９６】
（構造（Ａ）の原料ジオール）
　構造（Ａ）を与える具体的な原料ジオールの例は、イソソルビド、及びその立体異性体
であるイソマンニド、イソイディッド等が挙げられ、これらは１種を単独で用いてもよく
、２種以上を併用してもよい。中でもソルビトールの脱水反応で容易に得られ、工業的な
量で市販もされているイソソルビドが好ましい。
【００９７】
（構造（Ｂ）の原料ジオール）
　構造（Ｂ）を与える具体的な原料ジオールの例としては、前記のヘテロ原子を含有して
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いてもよい炭素数１～１５のジオール類、好ましくは、炭素数２～１０のジオール類であ
り、次のようなものが挙げられる。
【００９８】
　エチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－
ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，７－ヘプタンジオール、１，８－オ
クタンジオール、１，９－ノナンジオール、１，１０－デカンジオール、１，１１－ウン
デカンジオール、１，１２－ドデカンジオール等の直鎖炭化水素の末端ジオール類；
　ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ペンタ
エチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラ
メチレングリコール等のエーテル基を有する鎖状のジオール類；
　ビスヒドロキシエチルチオエーテル等のチオエーテルジオール類；
　２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－エチル－１，３－プロパンジオール、２
－ブチル－１，３－プロパンジオール、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、
２－エチル－２－ブチル－１，３－プロパンジオール、２，２－ジエチル－１，３－プロ
パンジオール、２－ペンチル－２－プロピル－１，３－プロパンジオール、２－ペンチル
－２－プロピル－１，３－プロパンジオール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、
３，３－ジメチル－１，５－ペンタンジオール、２，２，４，４－テトラメチル－１，５
－ペンタンジオール、２－エチル－１，６－ヘキサンジオール、２，２，９，９－テトラ
メチル－１，１０－デカンジオール等の分岐鎖を有するジオール類；
　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、１，４－シクロ
ヘキサンジメタノール、４，４－ジシクロヘキシルジメチルメタンジオール、２，２’－
ビス（４－ヒドロキシシクロヘキシル）プロパン、１，４－ジヒドロキシエチルシクロヘ
キサン、４，４’－イソプロピリデンジシクロヘキサノール、４，４’－イソプロピリデ
ンビス（２，２’－ヒドロキシエトキシシクロヘキサン）、ノルボルナン－２，３－ジメ
タノール等の脂環式構造を有するジオール類；
　２，５－ビス（ヒドロキシメチル）テトラヒドロフラン、３，４－ジヒドロキシテトラ
ヒドロフラン、３，９－ビス（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－２，４，８
，１０－テトラオキサスピロ［５．５］ウンデカン（ｃａｓ番号：１４５５－４２－１）
、２－（５－エチル－５－ヒドロキシメチル－１，３－ジオキサン－２－イル）－２－メ
チルプロパン－１－オール（ｃａｓ番号：５９８０２－１０－７）等のヘテロ原子を環内
にもつ環状基を含むジオール類；
　ジエタノールアミン、Ｎ－メチル－ジエタノールアミン等の含窒素ジオール類；
　ビス（ヒドロキシエチル）スルフィド等の含硫黄ジオール類：
【００９９】
　これらジオール類のうち、工業的な入手性、得られるポリカーボネートジオール及びポ
リウレタンの物性が優れることからより好ましい原料ジオール類としては、直鎖炭化水素
の末端ジオール類ではエチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタン
ジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，７－ヘプタンジ
オール等が、エーテル基を有する鎖状のジオール類としてはジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテト
ラメチレングリコール等が、分岐鎖を有するジオール類としては、２－メチル－１，３－
プロパンジオール、２－エチル－１，３－プロパンジオール、２，２－ジメチル－１，３
－プロパンジオール、２－エチル－２－ブチル－１，３－プロパンジオール、２，２－ジ
エチル－１，３－プロパンジオール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、３，３－
ジメチル－１，５－ペンタンジオール、２，２，４，４－テトラメチル－１，５－ペンタ
ンジオール、２－エチル－１，６－ヘキサンジオール等が、脂環式構造を有するジオール
類としては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、１，４
－シクロヘキサンジメタノール、４，４－ジシクロヘキシルジメチルメタンジオール、２
，２’－ビス（４－ヒドロキシシクロヘキシル）プロパン、４，４’－イソプロピリデン
ジシクロヘキサノール、ノルボルナン－２，３－ジメタノール等が、ヘテロ原子を環内に
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もつ環状基を含むジオール類としては３，４－ジヒドロキシテトラヒドロフラン、３，９
－ビス（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－２，４，８，１０－テトラオキサ
スピロ［５．５］ウンデカン（ｃａｓ番号：１４５５－４２－１）、２－（５－エチル－
５－ヒドロキシメチル－１，３－ジオキサン－２－イル）－２－メチルプロパン－１－オ
ール（ｃａｓ番号：５９８０２－１０－７）等が挙げられる。
【０１００】
　これらのジオール類は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【０１０１】
｛構造（Ａ）用ジオール｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの特徴は構造（Ａ）を含むことに
あるが、この構造（Ａ）を与える前述のジオール類（以下「構造（Ａ）用ジオール」と称
す場合がある。）は、不安定な場合があり、保存や使用する際には注意を要する。例えば
、イソソルビドは酸素が存在すると徐々に酸化されるので、保管や製造時の取り扱いの際
には、酸素による分解を防ぐため、脱酸素剤を用いたり、窒素雰囲気下にしたりすること
が肝要である。また、水分が混入しないようにすることも必要である。イソソルビドが酸
化されると、ギ酸をはじめとする分解物が発生する。例えば、これら分解物を含むイソソ
ルビドを用いてポリカーボネートジオールを製造すると、得られるポリカーボネートジオ
ールに着色が発生したり、物性が著しく劣化する場合がある。また重合反応に影響を与え
、目的の分子量の重合体が得られない場合がある。
【０１０２】
　これらの対策としては公知の文献に記載の方法を任意に採用することができる。例えば
、特開２００９－１６１７４５号公報には、ポリカーボネートを製造する際に使用するイ
ソソルビド等の原料ジヒドロキシ化合物中に含まれる好ましいギ酸の量が規定されており
、規定量以下のジヒドロキシ化合物を用いると物性の良いポリカーボネートが得られると
している。
【０１０３】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを製造する場合にも同様の事が言
え、使用する構造（Ａ）用ジオール中に含まれるギ酸の量は、特に限定はされないが上限
は通常２０ｐｐｍ、好ましくは１０ｐｐｍ、さらに好ましくは５ｐｐｍであり、下限は通
常は０．１ｐｐｍ、好ましくは１ｐｐｍである。
【０１０４】
　また、これら構造（Ａ）用ジオールは酸化的に劣化するとギ酸等の酸性物質を生成する
ことからｐＨが下がる傾向がある。従って使用可能な構造（Ａ）用ジオールの評価にｐＨ
を指標とすることもできる。ｐＨは例えば、国際公開第０９／０５７６０９号パンフレッ
トに記載の方法、すなわち原料ジオールの４０％水溶液としてｐＨメーターで測定する方
法が採用できる。
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを製造するために必要な構造（Ａ
）用ジオールの４０％水溶液のｐＨの下限は、特に限定はされないが、通常３であり、好
ましくはｐＨ４、さらに好ましくはｐＨ５であり、上限はｐＨ１１、好ましくはｐＨ１０
である。
【０１０５】
　構造（Ａ）用ジオールが酸化劣化すると、過酸化物を生じる。この過酸化物は、本発明
の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを製造する際や、ウレタン化反応の際の着
色の原因になることがあるので、より少ない方が好ましい。構造（Ａ）用ジオール中の過
酸化物の量は、通常は構造（Ａ）用ジオール重量に対して１０ｐｐｍ以下、好ましくは５
ｐｐｍ以下、より好ましくは３ｐｐｍ以下、さらに好ましくは１ｐｐｍ以下である。下限
は特に限定されないが、通常０．０１ｐｐｍ以上である。
【０１０６】
　構造（Ａ）用ジオール中に周期表１族金属及び／又は周期表２族金属化合物が含有され
ると、ポリカーボネート化反応の際、さらには得られたポリカーボネートジオールをポリ
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ウレタン化する際の反応速度に影響を与えてしまう場合がある。そのため、構造（Ａ）用
ジオール中にア周期表１族金属及び／又は周期表２族金属化合物の含有量は、特に限定は
されないが、少ないほうが好ましく、通常、上限は、構造（Ａ）用ジオール重量に対して
の金属の重量割合として１０ｐｐｍ、好ましくは５ｐｐｍ、より好ましくは３ｐｐｍ、さ
らに好ましくは１ｐｐｍであり、特に好ましくは周期表１族金属及び／又は周期表２族金
属化合物を全く含まないものである。
【０１０７】
　構造（Ａ）用ジオール中に塩化物イオンや臭化物イオン等のハロゲン成分が含有される
と、ポリカーボネート化反応の際、さらには得られたポリカーボネートジオールをポリウ
レタン化する際の反応に影響を与えたり、着色の原因となる場合があるため、その含有量
は少ないほうが好ましい。通常、構造（Ａ）用ジオール中のハロゲン成分の含有量の上限
は、構造（Ａ）用ジオールの重量に対してハロゲン量として１０ｐｐｍ、好ましくは５ｐ
ｐｍ、より好ましくは１ｐｐｍである。
【０１０８】
　酸化等により劣化したり、あるいは上記不純物を含む構造（Ａ）用ジオールは、例えば
、蒸留等により精製することができるため、重合に使用する前に蒸留して上記した範囲と
なったものを使用することが可能である。蒸留後再び酸化劣化するのを防ぐためには安定
剤を添加することも有効である。具体的な安定剤としては通常一般に有機化合物の酸化防
止剤として使用されているものであれば制限なく使用することが可能であり、ブチルヒド
ロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフ
ェノール、２－［１－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ－ペンチルフェニル）エチル］
－６－ジ－ｔ－ペンチルフェニルアクリレート（住友化学製、商品名：Ｓｕｍｉｌｉｚｅ
ｒ（登録商標）ＧＳ）等のフェノール系安定化剤、６－［３－（３－ｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシ－５－メチルフェニル）プロポキシ］－２，４，８，１０－テトラ－ｔ－ブチル
ジベンズ［ｄ，ｆ］［１，３，２］ジオキサホスフェピン（住友化学製、商品名Ｓｕｍｉ
ｌｉｚｅｒ（登録商標）ＧＰ）、ビス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ペンタエリス
リトールジホスファイト等のリン系安定化剤が例として挙げられる。
【０１０９】
｛分子量・分子量分布｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの数平均分子量（Ｍｎ）の下限は
通常２５０であり、好ましくは５００、さらに好ましくは７００、特に好ましくは１，０
００である。一方、上限は通常５，０００であり、好ましくは４，０００、さらに好まし
くは３，０００である。ポリカーボネートジオールの数平均分子量が前記下限未満では、
ウレタンとした際に本発明の特徴である硬度が十分に得られない。一方前記上限超過では
粘度が上がり、ポリウレタン化の際のハンドリングに支障がでてくる。
【０１１０】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は特
に限定されないが、下限は通常１．５であり、好ましくは２．０である。上限は通常３．
５であり、好ましくは３．０である。
【０１１１】
　分子量分布が上記範囲を超える場合、このポリカーボネートジオールを用いて製造した
ポリウレタンの物性が、低温で硬くなる、伸びが悪くなる等、悪化する傾向があり、分子
量分布が上記範囲未満のポリカーボネートジオールを製造しようとすると、オリゴマーを
除く等の高度な精製操作が必要になる場合がある。
【０１１２】
　ここでＭｗは重量平均分子量、Ｍｎは数平均分子量であり、通常ゲルパーミエーション
クロマトグラフィー（ＧＰＣ）の測定で求めることができる。
【０１１３】
｛分子鎖の末端がアルキルオキシ基又はアリールオキシ基である数の割合・水酸基価｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは基本的にポリマーの末端構造は
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水酸基である。しかしながら、ジオールと炭酸ジエステルとの反応で得られるポリカーボ
ネートジオール生成物中には、不純物として一部ポリマー末端が水酸基ではない構造のも
のが存在する場合がある。その構造の具体例としては、分子鎖末端がアルキルオキシ基又
はアリールオキシ基のものであり、多くは炭酸ジエステル由来の構造である。
【０１１４】
　例えば、炭酸ジエステルとしてジフェニルカーボネートを使用した場合はアリールオキ
シ基としてフェノキシ基（ＰｈＯ－）、ジメチルカーボネートを使用した場合はアルキル
オキシ基としてメトキシ基（ＭｅＯ－）、ジエチルカーボネートを使用した場合はエトキ
シ基（ＥｔＯ－）、エチレンカーボネートを使用した場合はヒドロキシエトキシ基（ＨＯ
ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－）が末端基として残存する場合がある（ここで、Ｐｈはフェニル基を表し
、Ｍｅはメチル基を表し、Ｅｔはエチル基を表す。）。
【０１１５】
　本発明において、ポリカーボネートジオール生成物中に含まれる分子鎖末端がアルキル
オキシ基ないしアリールオキシ基となっている構造の割合は、通常、その末端基の数とし
て全末端数の５モル％以下、好ましくは３モル％以下、より好ましくは１モル％以下であ
る。この分子鎖の末端がアルキルオキシ基又はアリールオキシ基である数の割合の下限は
特に制限はなく、通常は０．０１モル％、好ましくは０．００１モル％、最も好ましくは
０モル％である。アルキルオキシないしアリールオキシ末端基の割合が大きいとポリウレ
タン化反応を行なう際に重合度が上がらない等の問題が生じる場合がある。
【０１１６】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、上述のように分子鎖の末端が
アルキルオキシ基又はアリールオキシ基である数の割合が通常５％以下で、分子鎖の両末
端基は基本的には水酸基であり、ポリウレタン化反応の際はこの水酸基がイソシアネート
と反応できる構造となっている。
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの水酸基価は、特に限定されない
が下限は通常１０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ、好ましくは２０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ、より好ましくは
３５ｍｇ－ＫＯＨ／ｇである。また、上限は通常２３０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ、好ましくは１
６０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ、より好ましくは１３０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇである。水酸基価が上記
下限未満では、粘度が高くなりすぎポリウレタン化の際のハンドリングが困難となる場合
があり、上記上限超過ではポリウレタンとした時に強度や硬度が不足する場合がある。
【０１１７】
｛エーテル構造｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、カーボネート基により原料ジ
オールが重合した構造が基本となっている。しかしながら、製造方法によっては、一部前
述の構造（Ａ）以外のエーテル構造となったものが混入する場合があり、その存在量が多
くなると耐候性や耐熱性が低下することがあるので、構造（Ａ）以外のエーテル構造の割
合が過度に多くならないように製造することが望ましい。
　ポリカーボネートジオール中の構造（Ａ）以外のエーテル構造を低減して、耐候性、耐
熱性等の特性を確保する点において、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオー
ルの分子鎖中に含まれる構造（Ａ）以外のエーテル結合とカーボネート結合の比は、特に
限定されないが、通常モル比で２／９８以下、好ましくは１／９９以下、より好ましくは
０．５／９９．５以下である。
【０１１８】
　また構造（Ｂ）もエーテル結合を含有する場合、構造（Ａ）及び構造（Ｂ）以外のエー
テル構造の割合が過度に多くならないように製造することが望ましい。
　その際、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの分子鎖中に含まれる構
造（Ａ）及び構造（Ｂ）以外のエーテル結合とカーボネート結合の比は、特に限定されな
いが、通常モル比で２／９８以下、好ましくは１／９９以下、より好ましくは０．５／９
９．５以下である。
【０１１９】
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｛粘度・溶媒溶解性｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、室温付近で通常、液状からワ
ックス状の白濁固体という性状を呈しているが、加温することにより粘度を低下させるこ
とができ、ハンドリングしやすくなる。また、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア
ミド等のアミド系の溶媒、γ－ブチロラクトン等のエステル系溶媒、ジメチルスルホキシ
ド等のスルホキシド系溶媒に溶解させることも可能で、移送や反応が行いやすくなる場合
もある。
【０１２０】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの性状は上述したように通常室温
で液状～白色ワックス状固体であり、温度によりその性状は異なる。例えば粘度で表すと
、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの４０℃における粘度の下限は好
ましくは０．１Ｐａ・ｓ、より好ましくは１Ｐａ・ｓ、さらに好ましくは５Ｐａ・ｓであ
り、上限は好ましくは１０８Ｐａ・ｓ、より好ましくは１０７Ｐａ・ｓ、さらに好ましく
は１０６Ｐａ・ｓである。
【０１２１】
｛ＡＰＨＡ値｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの色は、得られるポリウレタンの
色目に影響を与えない範囲が好ましく、着色の程度をハーゼン色数（ＪＩＳ　Ｋ００７１
－１に準拠）で表した場合の値（以下「ＡＰＨＡ値」と表記する。）は特に限定されない
が、１００以下が好ましく、より好ましくは５０以下、さらに好ましくは３０以下である
。
【０１２２】
｛不純物含有量｝
＜フェノール類＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオール中に含まれるフェノール類の含有
量は、特に限定されないが、少ないほうが好ましく、好ましくは０．１重量％（以下、「
重量％」を「質量％」とも言う）以下、より好ましくは０．０１重量％以下、さらに好ま
しくは０．００１重量％以下である。フェノール類は一官能性化合物なので、ポリウレタ
ン化の際の重合阻害因子となる可能性がある上、刺激性物質であるためである。
【０１２３】
＜炭酸ジエステル＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオール生成物中には、製造時の原料とし
て使用した炭酸ジエステルが残存することがあるが、本発明の第１の態様に係るポリカー
ボネートジオール中の炭酸ジエステルの残存量は限定されるものではないが、少ないほう
が好ましく、通常上限が５重量％、好ましくは３重量％、さらに好ましくは１重量％であ
る。ポリカーボネートジオールの炭酸ジエステル含有量が多すぎるとポリウレタン化の際
の反応を阻害する場合がある。一方、その下限は特に制限はなく０．１重量％、好ましく
は０．０１重量％、さらに好ましくは０重量％である。
【０１２４】
＜ジオール＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールには、製造時に使用した原料ジオ
ールが残存する場合がある。本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオール中の原
料ジオールの残存量は、限定されるものではないが、少ないほうが好ましく、通常１０重
量％以下であり、好ましくは５重量％以下であり、より好ましくは３重量％以下であり、
さらに好ましくは１重量％以下であり、好ましくは０．１重量％以下であり、より好まし
くは０．０５重量％以下である。また原料ジオールとしてイソソルビド、イソマンニド、
及びイソイディッドから選ばれる少なくとも１種のジオール（以下、「イソソルビド類」
と略記することがある）を用いた場合には、ポリカーボネートジオール中のイソソルビド
類の残存量は少ない方が好ましく、通常１０重量％以下であり、好ましくは５重量％以下
であり、より好ましく３重量％以下であり、さらに好ましくは１重量％以下であり、特に
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好ましくは０．１重量％以下であり、最も好ましくは０．０１重量％以下である。ポリカ
ーボネートジオール中の原料ジオールの残存量が多いと、ポリウレタンとした際のソフト
セグメント部位の分子長が不足する場合がある。
【０１２５】
　なお、ポリカーボネートジオールの原料であったジオールはポリカーボネートジオール
生成物のＮＭＲ測定又は生成物に含まれる未反応ジオールのＮＭＲ測定やＧＣ及びＬＣ測
定で特定することができ、炭酸ジエステルは未反応物が生成物に残っている場合はＮＭＲ
測定やＧＣ及びＬＣ測定から特定することができる。また炭酸ジエステルが反応した際に
副生するアルコール成分等の不純物を生成物のＮＭＲ測定やＧＣ及びＬＣ測定で特定する
ことから原料であった炭酸ジエステルの構造を推定することもできる。
【０１２６】
＜エステル交換触媒＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを製造する場合には、後述するよ
うに、重合を促進するために必要に応じてエステル交換触媒を用いることが可能である。
その場合、得られたポリカーボネートジオール中にその触媒が残存することがあるが、過
度に多くの触媒が残存するとポリウレタン化反応の際に反応の制御が困難となり、ポリウ
レタン化反応を想定以上に促進してゲル化してしまい、均一なポリウレタンが得られない
場合があり、残存しない方が好ましい。
【０１２７】
　ポリカーボネートジオール中に残存する触媒量の上限は、特に限定されないが、このポ
リカーボネートジオールから均質なポリウレタンを得る観点から、触媒金属換算の含有量
として通常１００重量ｐｐｍであり、好ましくは５０重量ｐｐｍ、より好ましくは３０重
量ｐｐｍであり、特に好ましくは１０重量ｐｐｍである。残存する金属の種類としては、
後述のエステル交換能を有する触媒活性成分の金属が挙げられる。
【０１２８】
　また、ポリカーボネートジオール中に残存する触媒量の下限は、特に限定されないが、
触媒金属換算の含有量として通常０．０１重量ｐｐｍ、好ましくは０．１重量ｐｐｍ、よ
り好ましくは１重量ｐｐｍであり、特に好ましくは５重量ｐｐｍである。通常、ポリカー
ボネートジオールを製造する際に使用した触媒を、製造後に除去することが難しく、残存
する触媒量を後述する使用量の下限値未満にすることが困難な場合が多い。
【０１２９】
　ポリカーボネートジオール中における前記触媒の量は製造時に用いる触媒の使用量、又
は生成物の濾過等による触媒単離や水等の溶媒を用いた触媒抽出等によって調整すること
ができる。
【０１３０】
＜環状カーボネート＞
　ポリカーボネートジオール生成物中には、製造の際に副生した環状のカーボネートが含
まれることがある。例えば原料ジオールに１，３－プロパンジオールを用いた場合、１，
３－ジオキサン－２－オンもしくはさらにこれらが２分子ないしそれ以上で環状カーボネ
ートとなったもの等が環状化合物として生成してポリカーボネートジオール中に含まれる
場合がある。これらの化合物は、ポリウレタン化反応においては副反応をもたらす可能性
のある不純物であるので製造の段階でなるべく除去しておくのが望ましい。
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオール中に含まれるこれら不純物環状カ
ーボネートの含有量は、限定されるものではないが、通常３重量％以下、好ましくは１重
量％以下、より好ましくは０．５重量％以下である。
【０１３１】
｛ウレタン化反応速度｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールのウレタン化反応における反応速
度は、前記ポリカーボネートジオールをＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの溶液とし、ポリ
カーボネートジオールのモル等量に対して０．９８倍のジフェニルメタンジイソシアネー
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トを添加して、動力源としてモーターを用いて所定時間１００ｒｐｍで攪拌した後の前記
モーターの負荷値［Ｖ］として評価することができる。ジフェニルメタンジイソシアネー
ト添加後３０分後のモーター負荷値の下限は通常０．１０Ｖ、好ましくは０．１３Ｖ、よ
り好ましくは０．２０Ｖ、上限は通常２．００Ｖ、好ましくは１．９５Ｖ、より好ましく
は１．９０Ｖである。また、ジフェニルメタンジイソシアネート添加後６０分後のモータ
ー負荷値の下限は通常０．１０Ｖ、好ましくは０．１３Ｖ、より好ましくは０．２０Ｖ、
上限は通常２．００Ｖ、好ましくは１．９５Ｖ、より好ましくは１．９０Ｖである。上記
下限未満の場合には、もはや重合が進行しない傾向があり、上記上限超過の場合には、非
常に高い分子量となってしまうかゲル化してしまう傾向がある。
【０１３２】
　また、同様に、モーター負荷値が０．７Ｖとなるまでの時間［分］の下限は通常８分、
好ましくは１０分、より好ましくは１５分、上限は通常２４０分、好ましくは２００分、
より好ましくは１２０分である。また、モーター負荷値が１．０Ｖとなるまでの時間［分
］の下限は通常２分、好ましくは５分、より好ましくは１０分、上限は通常１２０分、好
ましくは９０分、より好ましくは６０分である。上記下限未満の場合には、非常に高い分
子量となってしまうかゲル化してしまう傾向があり、上記上限超過の場合には、もはや重
合が進行しない傾向がある。
【０１３３】
　なお、モーター負荷値［Ｖ］の測定は、ポリカーボネートジオールのＮ，Ｎ－ジメチル
ホルムアミド溶液を１００ｒｐｍで攪拌した際のモーター負荷値と、ジフェニルメタンジ
イソシアネート添加後所定時間１００ｒｐｍで攪拌した後のモーター負荷値との差分から
求めることができる。なお、モーターとしては１０から６００ｒｐｍ程度の回転範囲を持
ち、最大回転数６００ｒｐｍ程度での最大トルクが０．４９Ｎ・ｍ程度となり、そのモー
ター負荷値を０から５Ｖ程度で出力できるものを用い、反応容器としては容量５００ｍＬ
のセパラブルフラスコを用い、攪拌羽根としてイカリ型を２枚組み合わせた４枚羽根を用
いて、窒素流通又は窒素封入の条件で測定を行えば良い。
【０１３４】
｛製造方法｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールは、前述の構造（Ａ）を与えるイ
ソソルビドに代表される原料ジオールと、必要に応じて用いられる前述の構造（Ｂ）を与
える原料ジオール等のジオール類と、前述の炭酸ジエステルとを、必要に応じてエステル
交換触媒を用いてエステル交換させることにより製造することができる。例えば、（ｉ）
イソソルビド、イソマンニド、及びイソイディッドから選ばれる少なくとも１種のジオー
ル、（ｉｉ）ヘテロ原子を含有していてもよい炭素数１～１５のジオール、及び（ｉｉｉ
）炭酸ジエステルを、エステル交換触媒存在下に反応させて製造することができる。
　以下にその製造方法について述べる。
【０１３５】
＜エステル交換触媒＞
　エステル交換触媒として利用できる金属は、一般にエステル交換能があるとされている
金属であれば制限なく用いることができる。
　触媒金属の例を挙げると、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム等
の周期表１族金属；マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等の周期表２
族金属；チタン、ジルコニウム等の周期表４族金属；ハフニウム等の周期表５族金属；コ
バルト等の周期表９族金属；亜鉛等の周期表１２族金属；アルミニウム等の周期表１３族
金属；ゲルマニウム、スズ、鉛等の周期表１４族金属；アンチモン、ビスマス等の周期表
１５族金属；ランタン、セリウム、ユーロピウム、イッテルビウム等ランタナイド系金属
等が挙げられる。これらのうち、エステル交換反応速度を高めるという観点から、周期表
１族金属、周期表２族金属、周期表４族金属、周期表５族金属、周期表９族金属、周期表
１２金属、周期表１３族金属、周期表１４族金属が好ましく、周期表１族金属、周期表２
族金属がより好ましく、周期表２族金属がさらに好ましい。周期表１族金属の中でも、リ
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チウム、カリウム、ナトリウムが好ましく、リチウム、ナトリウムがより好ましく、ナト
リウムがさらに好ましい。周期表２族金属の中でも、マグネシウム、カルシウム、バリウ
ムが好ましく、カルシウム、マグネシウムがより好ましく、マグネシウムがさらに好まし
い。これらの金属は金属の単体として使用される場合と、水酸化物や塩等の金属化合物と
して使用される場合がある。塩として使用される場合の塩の例としては、塩化物、臭化物
、ヨウ化物等のハロゲン化物塩；酢酸塩、ギ酸塩、安息香酸塩等のカルボン酸塩；メタン
スルホン酸やトルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等のスルホン酸塩；燐
酸塩や燐酸水素塩、燐酸二水素塩等の燐含有の塩；アセチルアセトナート塩；等が挙げら
れる。触媒金属は、さらにメトキシドやエトキシドの様なアルコキシドとして用いること
もできる。
【０１３６】
　これらのうち、好ましくは、周期表１族金属、周期表２族金属、周期表４族金属、周期
表５族金属、周期表９族金属、周期表１２金属、周期表１３族金属、周期表１４族金属の
酢酸塩や硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩、リン酸塩、水酸化物、ハロゲン化物、アルコキシドが
用いられ、より好ましくは周期表１族金属又は周期表２族金属の酢酸塩や炭酸塩、水酸化
物が用いられ、さらに好ましくは周期表２族金属の酢酸塩が用いられる。
　これらの金属、及び金属化合物は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用しても
よい。
【０１３７】
　エステル交換触媒の周期表１族金属を用いた化合物の具体例としては、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウム、水酸化セシウム、水酸化リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、
酢酸セシウム、酢酸リチウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステア
リン酸セシウム、ステアリン酸リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、フェニル化ホウ素ナ
トリウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸セシウム、安息香酸リチウ
ム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸水素二リチウム、フェニル
リン酸二ナトリウム；ビスフェノールＡの二ナトリウム塩、二カリウム塩、二セシウム塩
、二リチウム塩；フェノールのナトリウム塩、カリウム塩、セシウム塩、リチウム塩；等
が挙げられる。
【０１３８】
　周期表２族金属を用いた化合物の例としては、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム
、水酸化ストロンチウム、水酸化バリウム、炭酸水素マグネシウム、炭酸水素カルシウム
、炭酸水素ストロンチウム、炭酸水素バリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭
酸ストロンチウム、炭酸バリウム、酢酸マグネシウム、酢酸カルシウム、酢酸ストロンチ
ウム、酢酸バリウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、安息香酸カ
ルシウム、フェニルリン酸マグネシウム等が挙げられる。
【０１３９】
　周期表４族金属、１２族金属、１４族金属を用いた化合物の例としては、テトラエチル
チタネート、テトライソプロピルチタネート、テトラ－ｎ－ブチルチタネート等のチタン
アルコキシド；四塩化チタン等のチタンのハロゲン化物；酢酸亜鉛、安息香酸亜鉛、２－
エチルヘキサン酸亜鉛等の亜鉛の塩；塩化スズ（ＩＩ）、塩化スズ（ＩＶ）、酢酸スズ（
ＩＩ）、酢酸スズ（ＩＶ）、ジブチルスズジラウレート、ジブチルスズオキサイド、ジブ
チルスズジメトキシド等のスズ化合物；ジルコニウムアセチルアセトナート、オキシ酢酸
ジルコニウム、ジルコニウムテトラブトキシド等のジルコニウム化合物；酢酸鉛（ＩＩ）
、酢酸鉛（ＩＶ）、塩化鉛（ＩＶ）等の鉛化合物等が挙げられる。
【０１４０】
＜原料等の使用割合＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの製造において、炭酸ジエステル
の使用量は、特に限定されないが、通常ジオール類の合計１モルに対するモル比で下限が
好ましくは０．５０、より好ましくは０．７０、さらに好ましくは０．８０、よりさらに
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好ましくは０．９０、特に好ましくは０．９５、最も好ましくは０．９８であり、上限は
通常１．２０、好ましくは１．１５、より好ましくは１．１０である。炭酸ジエステルの
使用量が上記上限超過では得られるポリカーボネートジオールの末端基が水酸基でないも
のの割合が増加する、又は、分子量が所定の範囲とならず本発明の第１の態様に係るポリ
カーボネートジオールを製造できない場合があり、前記下限未満では所定の分子量まで重
合が進行しない場合がある。
【０１４１】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールの製造において、構造（Ａ）を与
える原料ジオールの使用量と、構造（Ｂ）を与える原料ジオールの使用量の割合（以下「
原料（Ａ）／原料（Ｂ）比」と称す場合がある。）は、通常、モル比で、構造（Ａ）を与
える原料ジオール／構造（Ｂ）を与える原料ジオール＝１００／０～１／９９である。分
子鎖中に構造（Ｂ）を導入することによりポリカーボネートジオールの規則性が乱される
ため融点及び粘度が低下しハンドリング性が改良されるという効果が得られる。前述した
剛直性、親水性等の本発明の効果をもたらすのは主として構造（Ａ）の部分であり、本発
明の第１の態様に係るポリカーボネートジオール中の構造（Ａ）の割合が少なすぎるとそ
の効果が十分得られない場合がある。原料（Ａ）／原料（Ｂ）比は１００／０～１０／９
０であることが好ましく、さらには、８０／２０～２０／８０であることがより好ましく
、７０／３０～３０／７０であることがさらに好ましい。
【０１４２】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを製造するにあたって、エステル
交換触媒を用いる場合、その使用量は、得られるポリカーボネートジオール中に残存して
も性能に影響の生じない量であることが好ましく、原料ジオールの重量に対する金属換算
の重量比として、上限が、好ましくは５００ｐｐｍ、より好ましくは１００ｐｐｍ、さら
に好ましくは５０ｐｐｍである。一方、下限は十分な重合活性が得られる量であって、好
ましくは０．０１ｐｐｍ、より好ましくは０．１ｐｐｍ、さらに好ましくは１ｐｐｍであ
る。
【０１４３】
＜反応条件等＞
　反応原料の仕込み方法は、特に制限はなく、ジオールと炭酸エステルと触媒の全量を同
時に仕込み反応に供する方法や、炭酸エステルが固体の場合まず炭酸エステルを仕込んで
加温、溶融させておき後からジオールと触媒を添加する方法、逆にジオールを先に仕込ん
でおいて溶融させ、ここへ炭酸エステルと触媒を投入する方法、ジオールの一部と炭酸エ
ステル類又はクロロ炭酸エステル類を反応させてジオールのジエステル炭酸塩誘導体を合
成した後に残りのジオールと反応させる方法、等自由にその方法は選択できる。本発明の
第１の態様に係るポリカーボネートジオールにおいて分子鎖の末端がアルキルオキシ基又
はアリールオキシ基である数の割合を５％と以下とするために、使用するジオールの一部
を反応の最後に添加する方法を採用することも可能である。その際に最後に添加するジオ
ールの量の上限は、仕込むべきジオール量の通常は２０％、好ましくは１５％、さらに好
ましくは１０％であり、下限は通常０．１％、好ましくは０．５％、さらに好ましくは１
．０％である。
【０１４４】
　エステル交換反応の際の反応温度は、実用的な反応速度が得られる温度であれば任意に
採用することができる。その温度は特に限定されないが、通常７０℃以上、好ましくは１
００℃以上、より好ましくは１３０℃以上である。また、通常は２５０℃以下、好ましく
は２３０℃以下、より好ましくは２００℃以下、よりさらに好ましくは１８０℃未満、特
に好ましくは１７０℃以下、最も好ましくは１６５℃以下である。前記上限超過では得ら
れるポリカーボネートジオールが着色したり、エーテル構造が生成したり、前記末端（Ａ
）率（Ｉ）が大きくなりすぎたりするため、ポリカーボネートジオールを原料としてポリ
ウレタンを製造する際に所望の物性の発現が不十分となる等の品質上の問題が生じる場合
がある。
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【０１４５】
　反応は常圧で行なうこともできるが、エステル交換反応は平衡反応であり、生成する軽
沸成分を系外に留去することで反応を生成系に偏らせることができる。従って、通常、反
応後半には減圧条件を採用して軽沸成分を留去しながら反応することが好ましい。あるい
は反応の途中から徐々に圧力を下げて生成する軽沸成分を留去しながら反応させていくこ
とも可能である。
【０１４６】
　特に反応の終期において減圧度を高めて反応を行うと、副生したモノアルコール、フェ
ノール類、さらには環状カーボネート等を留去することができるので好ましい。
　この際の反応終了時の反応圧力は、特に限定はされないが、通常上限が、１０ｋＰａ、
好ましくは５ｋＰａ、より好ましくは１ｋＰａである。これら軽沸成分の留出を効果的に
行うために、反応系へ窒素、アルゴン、ヘリウム等の不活性ガスを少量通じながら該反応
を行うこともできる。
【０１４７】
　エステル交換反応の際に低沸の炭酸エステルやジオールを使用する場合は、反応初期は
炭酸エステルやジオールの沸点近辺で反応を行い、反応が進行するにつれて、徐々に温度
を上げて、更に反応を進行させる、という方法も採用可能である。この場合、反応初期に
未反応の炭酸エステルの留去を防ぐことができるので好ましい。さらにこれら反応初期に
おける原料の留去を防ぐ意味で反応器に還流管をつけて、炭酸エステルとジオールを還流
させながら反応を行うことも可能である。この場合、仕込んだ原料が失われず試剤の量比
を正確に合わせることができるので好ましい。
【０１４８】
　重合反応は、生成するポリカーボネートジオールの分子量を測定しながら行い、目的の
分子量となったところで終了する。重合に必要な反応時間は、使用するジオール、炭酸エ
ステル、触媒の使用の有無、種類により大きく異なるので一概に規定することはできない
が、通常所定の分子量に達するのに必要な反応時間は５０時間以下、好ましくは２０時間
以下、さらに好ましくは１０時間以下である。
【０１４９】
　前述の如く、重合反応の際に触媒を用いた場合、通常得られたポリカーボネートジオー
ルには触媒が残存し、金属触媒の残存で、ポリウレタン化反応を行う際に反応の制御がで
きなくなる場合がある。この残存触媒の影響を抑制するために、使用されたエステル交換
触媒とほぼ等モルの例えばリン系化合物を添加してもよい。さらには添加後、後述のよう
に加熱処理すると、エステル交換触媒を効率的に不活性化することができる。
【０１５０】
　エステル交換触媒の不活性化に使用されるリン系化合物としては、例えば、リン酸、亜
リン酸等の無機リン酸や、リン酸ジブチル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、リ
ン酸トリフェニル、亜リン酸トリフェニル等の有機リン酸エステル等が挙げられる。
　これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【０１５１】
　前記リン系化合物の使用量は、特に限定はされないが、前述したように、使用されたエ
ステル交換触媒とほぼ等モルであればよく、具体的には、使用されたエステル交換触媒１
モルに対して上限が好ましくは５モル、より好ましくは２モルであり、下限が好ましくは
０．８モル、より好ましくは１．０モルである。これより少ない量のリン系化合物を使用
した場合は、前記反応生成物中のエステル交換触媒の失活が十分でなく、得られたポリカ
ーボネートジオールを例えばポリウレタン製造用原料として使用する時、該ポリカーボネ
ートジオールのイソシアネート基に対する反応性を十分に低下させることができない場合
がある。また、この範囲を超えるリン系化合物を使用すると得られたポリカーボネートジ
オールが着色してしまう可能性がある。
【０１５２】
　リン系化合物を添加することによるエステル交換触媒の不活性化は、室温でも行うこと
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ができるが、加温処理するとより効率的である。この加熱処理の温度は、特に限定はされ
ないが、上限が好ましくは１５０℃、より好ましくは１２０℃、さらに好ましくは１００
℃であり、下限は、好ましくは５０℃、より好ましくは６０℃、さらに好ましくは７０℃
である。これより低い温度の場合は、エステル交換触媒の失活に時間がかかり効率的でな
く、また失活の程度も不十分な場合がある。一方、１５０℃を超える温度では、得られた
ポリカーボネートジオールが着色することがある。
【０１５３】
　リン系化合物と反応させる時間は特に限定するものではないが、通常１～５時間である
。
【０１５４】
＜精製＞
　反応後は、前記のポリカーボネートジオール生成物中の末端構造がアルキルオキシ基で
ある不純物、アリールオキシ基である不純物、フェノール類、原料ジオールや炭酸エステ
ル、副生する軽沸の環状カーボネート、さらには添加した触媒等を除去する目的で精製を
行うことができる。その際の精製は軽沸化合物については、蒸留で留去する方法が採用で
きる。蒸留の具体的な方法としては減圧蒸留、水蒸気蒸留、薄膜蒸留等特にその形態に制
限はなく、任意の方法を採用することが可能である。また、水溶性の不純物を除くために
水、アルカリ性水、酸性水、キレート剤溶解溶液等で洗浄してもよい。その場合、水に溶
解させる化合物は任意に選択できる。
【０１５５】
［ポリウレタン］
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、上述の本発明の第１の態様に係るポリカー
ボネートジオールを用いて得られるものである。
【０１５６】
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを用いて本発明の第１の態様に係
るポリウレタンを製造する方法は、通常ポリウレタンを製造する公知のポリウレタン化反
応条件が用いられる。
　例えば、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールとポリイソシアネート及
び鎖延長剤を常温から２００℃の範囲で反応させることにより、本発明の第１の態様に係
るポリウレタンを製造することができる。
　また、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールと過剰のポリイソシアネー
トとをまず反応させて末端イソシアネートのプレポリマーを製造し、さらに鎖延長剤を用
いて重合度を上げてポリウレタンを製造することができる。
【０１５７】
｛反応試剤等｝
＜ポリイソシアネート＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを用いてポリウレタンを製造する
のに使用されるポリイソシアネートとしては、脂肪族、脂環族又は芳香族の各種公知のポ
リイソシアネート化合物が挙げられる。
【０１５８】
　例えば、テトラメチ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、２，２
，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、２，４，４－トリメチルヘキサメチ
レンジイソシアネート、リジンジイソシアネート及びダイマー酸のカルボキシル基をイソ
シアネート基に転化したダイマージイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート；１，４
－シクロヘキサンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、１－メチル－２，４
－シクロヘキサンジイソシアネート、１－メチル－２，６－シクロヘキサンジイソシアネ
ート、４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート及び１，３－ビス（イソシア
ネートメチル）シクロヘキサン等の脂環族ジイソシアネート；キシリレンジイソシアネー
ト、４，４’－ジフェニルジイソシアネート、２，４－トリレンジイソシアネート、２，
６－トリレンジイソシアネート、ｍ－フェニレンジイソシアネート、ｐ－フェニレンジイ
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ソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、４，４’－ジフェニルジ
メチルメタンジイソシアネート、４，４’－ジベンジルジイソシアネート、ジアルキルジ
フェニルメタンジイソシアネート、テトラアルキルジフェニルメタンジイソシアネート、
１，５－ナフチレンジイソシアネート、３，３’－ジメチル－４，４’－ビフェニレンジ
イソシアネート、ポリメチレンポリフェニルイソシアネート、フェニレンジイソシアネー
ト及びｍ－テトラメチルキシリレンジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネート等がそ
の代表例として挙げられる。これらは、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用して
もよい。
【０１５９】
　これらの中でも好ましい有機ジイソシアネートは、得られるポリウレタンの物性のバラ
ンスが好ましい点、工業的に安価に多量に入手が可能な点で、４，４’－ジフェニルメタ
ンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート及びイソホロンジイソシアネート
である。
【０１６０】
＜鎖延長剤＞
　また、本発明の第１の態様に係るポリウレタンを製造する際に用いられる鎖延長剤は、
イソシアネート基と反応する活性水素を少なくとも２個有する低分子量化合物であり、通
常ポリオール及びポリアミンを挙げることができる。
【０１６１】
　その具体例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，３－プロピレ
ングリコール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサン
ジオール、２，４－ヘプタンジオール、１，８－オクタンジオール、１，４－ジメチロー
ルヘキサン、１，９－ノナンジオール、１，１２－ドデカンジオール、ダイマージオール
等の直鎖ジオール類；２－メチル－１，３－プロパンジオール、２，２－ジメチル－１，
３－プロパンジオール、２，２－ジエチル－１，３－プロパンジオール、２－メチル－２
－プロピル－１，３－プロパンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、２，
２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、２－メチル－１，８－オクタンジオー
ル、２－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオール等の分岐鎖を有するジオール類
；１，４－シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、１，４－ジ
ヒドロキシエチルシクロヘキサン等の環状基を有するジオール類、キシリレングリコール
、１，４－ジヒドロキシエチルベンゼン、４，４’－メチレンビス（ヒドロキシエチルベ
ンゼン）等の芳香族基を有するジオール類；グリセリン、トリメチロールプロパン、ペン
タエリスリトール等のポリオール類；Ｎ－メチルエタノールアミン、Ｎ－エチルエタノー
ルアミン等のヒドロキシアミン類；エチレンジアミン、１，３－ジアミノプロパン、ヘキ
サメチレンジアミン、トリエチレンテトラミン、ジエチレントリアミン、イソホロンジア
ミン、４，４’－ジアミノジシクロヘキシルメタン、２－ヒドロキシエチルプロピレンジ
アミン、ジ－２－ヒドロキシエチルエチレンジアミン、ジ－２－ヒドロキシエチルプロピ
レンジアミン、２－ヒドロキシプロピルエチレンジアミン、ジ－２－ヒドロキシプロピル
エチレンジアミン、４，４’－ジフェニルメタンジアミン、メチレンビス（ｏ－クロロア
ニリン）、キシリレンジアミン、ジフェニルジアミン、トリレンジアミン、ヒドラジン、
ピペラジン、Ｎ，Ｎ’－ジアミノピペラジン等のポリアミン類；及び水等を挙げることが
できる。
　これらの鎖延長剤は単独で用いることも、あるいは２種以上を組み合わせ用いることも
可能である。
【０１６２】
　これらの中でも好ましい鎖延長剤は、得られるポリウレタンの物性のバランスが好まし
い点、工業的に安価に多量に入手が可能な点で、１，４－ブタンジオール、１，５－ペン
タンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタンジオール、１，９－ノナン
ジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、１，４－ジヒドロキシエチルシクロヘ
キサン、エチレンジアミン、１，３－アミノプロパン等である。
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【０１６３】
＜鎖停止剤＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを製造する際には、得られるポリウレタンの分
子量を制御する目的で、必要に応じて１個の活性水素基を持つ鎖停止剤を使用することが
できる。
　これらの鎖停止剤としては、水酸基を有するエタノール、プロパノール、ブタノール、
ヘキサノール等の脂肪族モノオール、アミノ基を有するジエチルアミン、ジブチルアミン
、ｎ－ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン等の脂肪族モノアミン
が例示される。
　これらは、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【０１６４】
＜触媒＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを製造する際のポリウレタン形成反応において
、トリエチルアミン、Ｎ－エチルモルホリン、トリエチレンジアミン等のアミン系触媒又
はトリメチルチンラウレート、ジブチルチンジラウレート等のスズ系触媒等のスズ系の化
合物、さらにはチタン系化合物等の有機金属塩等に代表される公知のウレタン重合触媒を
用いることもできる。ウレタン重合触媒は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用
してもよい。
【０１６５】
＜他のポリオール＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを製造する際、本発明の第１の態様に係るポリ
カーボネートジオールに加えて、必要に応じて公知の他のポリオールを併用することも可
能である。その際に使用可能な公知のポリオールの例としては、ポリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール、ポリオキシテトラメチレングリコール（ＰＴＭＧ）等のポ
リオキシアルキレングリコール類；ビスフェノールＡ，グリセリンのエチレンオキシド付
加物、プロピレンオキシド付加物等のポリアルコールのアルキレンオキシド付加物類；ポ
リエステルポリオール、ポリカプロラクトンポリオール、ポリカーボネートポリオール等
が挙げられる。
【０１６６】
　ポリエステルポリオールの例としては、アジピン酸、フタル酸、イソフタル酸、マレイ
ン酸、コハク酸、フマル酸等の二塩基酸と、エチレングリコール、ジエチレングリコール
、１，３－プロピレングリコール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール
、１，６－ヘキサンジオール、トリメチロールプロパン等のグリコール類から得られる
ものが挙げられる。
【０１６７】
　また、ポリカーボネートポリオールとしては、１，４－ブタンジオール、１，５－ペン
タンジオール、１，６－ヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、２－メチルプ
ロパンジオールから製造されるホモポリカーボネートジオール、共重合ポリカーボネート
ジオール等が使用可能なものの例として挙げられる。
【０１６８】
　これらの他のポリオールを使用する場合、本発明の第１の態様に係るポリカーボネート
ジオールを用いることによる効果を十分に得る上で、全ポリオール中の本発明の第１の態
様に係るポリカーボネートジオールの割合は特に限定はされないが、通常３０重量％以上
、特に５０重量％以上となるように用いることが好ましい。
【０１６９】
＜溶剤＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを製造する際のポリウレタン形成反応は溶剤を
用いて行ってもよい。
　好ましい溶剤としては、ジメチルホルムアミド、ジエチルホルムアミド、ジメチルアセ
トアミド，Ｎ－メチルピロリドン等のアミド系溶剤；ジメチルスルホキシド等のスルホキ
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シド系溶剤；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶剤；メチルイソブチルケ
トン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤；酢酸メチル、酢酸エチ
ル、酢酸ブチル等のエステル系溶剤；及びトルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶剤
等が挙げられる。これらの溶剤は、単独で用いることも、２種以上の混合溶媒として用い
ることも可能である。
【０１７０】
　これらの中で好ましい有機溶剤は、メチルエチルケトン、酢酸エチル、トルエン、ジメ
チルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン及びジメチルスルホキ
シド等である。
【０１７１】
　また、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオール、ポリジイソシアネート、
及び前記の鎖延長剤が配合されたポリウレタン樹脂組成物から、水分散液のポリウレタン
樹脂を製造することもできる。
【０１７２】
｛製造方法｝
　上述の反応試剤を用いて本発明の第１の態様に係るポリウレタンを製造する方法として
は、一般的に実験ないし工業的に用いられる全ての製造方法が使用できる。
【０１７３】
　その例としては、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを含むポリオー
ル、ポリイソシアネート、鎖延長剤を一括に混合して反応させる方法（以下、「一段法」
という）や、まず本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを含むポリオール
とポリイソシアネートを反応させて両末端がイソシアネート基のプレポリマーを調製した
後に、そのプレポリマーと鎖延長剤を反応させる方法（以下、「二段法」という）等があ
る。
【０１７４】
　二段法は、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを含むポリオールを予
め１当量以上の有機ポリイソシアネートと反応させることにより、ポリウレタンのソフト
セグメントに相当する部分の両末端イソシアネート中間体を調製する工程を経るものであ
る。このように、プレポリマーを一旦調製した後に鎖延長剤と反応させると、ソフトセグ
メント部分の分子量の調整が行いやすい場合があり、ソフトセグメントとハードセグメン
トの相分離を確実に行う必要がある場合には有用である。
【０１７５】
＜一段法＞
　一段法とは、ワンショット法とも呼ばれ、本発明の第１の態様に係るポリカーボネート
ジオールを含むポリオール、ポリイソシアネート、及び鎖延長剤を一括に仕込むことで反
応を行う方法である。
【０１７６】
　一段法におけるポリイソシアネートの使用量は、特に限定はされないが、本発明の第１
の態様に係るポリカーボネートジオールを含むポリオールの水酸基数と鎖延長剤の水酸基
数及びアミノ基数の合計を１当量とした場合、下限は、通常０．７当量、好ましくは０．
８当量、さらに好ましくは０．９当量、特に好ましくは０．９５当量であり、上限は、通
常３．０当量、好ましくは２．０当量、より好ましくは１．５当量、さらに好ましくは１
．１当量である。
　ポリイソシアネートの使用量が多すぎると、未反応のイソシアネート基が副反応を起こ
し、所望の物性が得られにくくなる傾向があり、少なすぎると、ポリウレタンの分子量が
十分に大きくならず、所望の性能が発現されない傾向がある。
【０１７７】
　また、鎖延長剤の使用量は、特に限定されないが、本発明の第１の態様に係るポリカー
ボネートジオールを含むポリオールの水酸基数からポリイソシアネートのイソシアネート
基数を引いた数を１当量とした場合、下限は、通常０．７当量、好ましくは０．８当量、
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さらに好ましくは０．９当量、特に好ましくは０．９５当量であり、上限は３．０当量、
好ましくは２．０当量、より好ましくは１．５当量、特に好ましくは１．１当量である。
鎖延長剤の使用量が多すぎると、得られるポリウレタンが溶媒に溶けにくく加工が困難に
なる傾向があり、少なすぎると、得られるポリウレタンが軟らかすぎて十分な強度や硬度
、弾性回復性能や弾性保持性能が得られなかったり、高温特性が悪くなる場合がある。
【０１７８】
＜二段法＞
　二段法は、プレポリマー法ともよばれ、予めポリイソシアネートと本発明の第１の態様
に係るポリカーボネートジオールを含むポリオールを、ポリイソシアネート／ポリオール
反応当量比１．０～１０．００で反応させて、末端がイソシアネート基となったプレポリ
マーを製造し、次いでこれに多価アルコール、アミン化合物等の活性水素を有する鎖延長
剤を加えることによりポリウレタンを製造する方法である。
【０１７９】
　二段法は無溶媒でも溶媒共存下でも実施することができる。
【０１８０】
　二段法によるポリウレタン製造は以下に記載の（１）～（３）のいずれかの方法によっ
て行うことができる。
（１）　溶媒を用いずに、まず直接ポリイソシアネートとポリカーボネートジオールを含
むポリオールを反応させてプレポリマーを合成し、そのまま以降の鎖延長反応に使用する
。
（２）　（１）の方法でプレポリマーを合成しその後に溶媒に溶かして、以降の鎖延長反
応に使用する。
（３）　初めから溶媒を用いてポリイソシアネートとポリカーボネートジオールを含むポ
リオールを反応させ、その後溶媒中で鎖延長反応を行う。
【０１８１】
　（１）の方法の場合には、鎖延長剤を作用させるにあたり、鎖延長剤を溶媒に溶かした
り、溶媒に同時にプレポリマー及び鎖延長剤を導入する等の方法により、ポリウレタンを
溶媒と共存する形で得ることが重要である。
【０１８２】
　二段法におけるポリイソシアネートの使用量は、特に限定はされないが、ポリカーボネ
ートジオールを含むポリオールの水酸基の数を１当量とした場合のイソシアネート基の数
として、下限が通常１．０、好ましくは１．０５であり、上限が通常１０．０、好ましく
は５．０、より好ましくは３．０の範囲である。
　このイソシアネート使用量が多すぎると、過剰のイソシアネート基が副反応を起こして
ポリウレタンの物性に好ましくない影響を与える傾向があり、少なすぎると、得られるポ
リウレタンの分子量が十分に上がらず強度や熱安定性に問題を生じる傾向がある。
【０１８３】
　鎖延長剤の使用量については特に限定されないが、プレポリマーに含まれるイソシアネ
ート基の当量に対して、下限が、通常０．１、好ましくは０．５、さらに好ましくは０．
８であり、上限が通常５．０、好ましくは３．０、さらに好ましくは２．０の範囲である
。
　上記鎖延長化反応を行う際に、分子量を調整する目的で、一官能性の有機アミンやアル
コールを共存させてもよい。
【０１８４】
　鎖延長反応は通常、各成分を０～２５０℃で反応させるが、この温度は溶剤の量、使用
原料の反応性、反応設備等により異なり、特に制限はない。温度が低すぎると反応の進行
が遅すぎたり、原料や重合物の溶解性が低い為に生産性が悪くなることがあり、また高す
ぎると副反応や得られるポリウレタンの分解が起こることがある。鎖延長反応は、減圧下
で脱泡しながら行ってもよい。
【０１８５】
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　また、鎖延長反応には必要に応じて、触媒や安定剤等を添加することもできる。
　触媒としては例えばトリエチルアミン、トリブチルアミン、ジブチル錫ジラウレ－ト、
オクチル酸第一錫、酢酸、燐酸、硫酸、塩酸、スルホン酸等の１種又は２種以上が挙げら
れ、安定剤としては例えば２，６－ジブチル－４－メチルフェノール、ジステアリルチオ
ジプロピオネ－ト、ジ・ベ－タナフチルフェニレンジアミン、トリ（ジノニルフェニル）
ホスファイト等の１種又は２種以上が挙げられる。しかしながら、鎖延長剤が短鎖脂肪族
アミン等の反応性の高いものの場合は、触媒を添加せずに実施することが好ましい。
【０１８６】
＜水系ポリウレタンエマルション＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを用いて、水系のポリウレタンエ
マルションを製造することも可能である。
　その場合、ポリカーボネートジオールを含むポリオールとポリイソシアネートを反応さ
せてプレポリマーを製造する際に、少なくとも１個の親水性官能基と少なくとも２個のイ
ソシアネート反応性の基を有する化合物を混合してプレポリマーを形成し、これを鎖延長
剤と反応させてポリウレタンエマルションとする。
【０１８７】
　ここで使用する少なくとも１個の親水性官能基と少なくとも２個のイソシアネート反応
性の基を有する化合物の親水性官能基とは、例えばカルボン酸基やスルホン酸基であって
、アルカリ性基で中和可能な基である。また、イソシアネート反応性基とは、水酸基、１
級アミノ基、２級アミノ基等の一般的にイソシアネートと反応してウレタン結合、ウレア
結合を形成する基であり、これらが同一分子内に混在していてもかまわない。
【０１８８】
　少なくとも１個の親水性官能基と少なくとも２個のイソシアネート反応性の基を有する
化合物としては、具体的には、２，２’－ジメチロールプロピオン酸、２，２－メチロー
ル酪酸、２，２’－ジメチロール吉草酸等が挙げられる。また、ジアミノカルボン酸類、
例えば、リジン、シスチン、３，５－ジアミノカルボン酸等も挙げられる。これらは、１
種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。これらを実際に用いる場合には、
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、トリブチルアミン、
トリエタノールアミン等のアミンや、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア等
のアルカリ性化合物で中和して用いることができる。
【０１８９】
　水系ポリウレタンエマルションを製造する場合、少なくとも１個の親水性官能基と少な
くとも２個のイソシアネート反応性の基を有する化合物の使用量は、水に対する分散性能
を上げるために、その下限は、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを含
むポリオールの重量に対して通常１重量％、好ましくは５重量％、さらに好ましくは１０
重量％である。一方、これを多く添加しすぎると本発明の第１の態様に係るポリカーボネ
ートジオールの特性が維持されなくなってしまうことがあるために、その上限は通常５０
重量％、好ましくは４０重量％、さらに好ましくは３０重量％である。
【０１９０】
　また、水系ポリウレタンエマルションの合成、あるいは保存にあたり、高級脂肪酸、樹
脂酸、酸性脂肪アルコール、硫酸エステル、スルホン酸高級アルキル、スルホン酸高級ア
ルキル、スルホン酸アルキルアリール、スルホン化ひまし油、スルホコハク酸エステル等
に代表されるアニオン性界面活性剤、第一アミン塩、第二アミン塩、第三アミン塩、第四
級アミン塩、ピリジニウム塩等のカチオン系界面活性剤、あるいはエチレンオキサイドと
長鎖脂肪アルコール又はフェノール類との公知の反応生成物に代表される非イオン性界面
活性剤等を併用して、乳化安定性を保持してもよい。
【０１９１】
　また、プレポリマーを鎖延長剤と反応させてポリウレタンエマルションとする際、プレ
ポリマーを必要に応じて中和した後、水中に分散させてもよい。
【０１９２】
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　このようにして製造された水系ポリウレタンエマルションは、様々な用途に使用するこ
とが可能である。特に、最近は環境負荷の小さな化学品原料が求められており、有機溶剤
を使用しない目的としての従来品からの代替が可能である。
【０１９３】
　水系ポリウレタンエマルションの具体的な用途としては、例えば、コーティング剤、水
系塗料、接着剤、合成皮革、人工皮革への利用が好適である。特に本発明の第１の態様に
係るポリカーボネートジオールを用いて製造される水系ポリウレタンエマルションは、ポ
リカーボネートジオール中に構造（Ａ）を有していることから、高硬度で耐擦性に優れ、
表面の性状が長期間維持されるので、コーティング剤等として従来のポリカーボネートジ
オールを使用した水系ポリウレタンエマルションに比べて優位に利用することが可能であ
る。
【０１９４】
　又、本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを用いて、ポリイソシアネー
トと反応後、ヒドロキシ基を有するアクリル酸エステルもしくはメタクリル酸エステルと
反応させて、ウレタンアクリレート、ウレタンメタクリレート等に誘導することが可能で
ある。これらウレタンアクリレート及びウレタンメタクリレートは、コーティング剤とし
て広く利用されており、それらの用途に特に制限なく本発明の第１の態様に係るポリカー
ボネートジオールを原料として利用することができる。さらには、必要に応じて重合官能
基を（メタ）アクリレートから、グリシジル基、アリル基、プロパルギル基等に変えて利
用することも可能である。
【０１９５】
｛添加剤｝
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを用いて製造した本発明の第１の
態様に係るポリウレタンには、熱安定剤、光安定剤、着色剤、充填剤、安定剤、紫外線吸
収剤、酸化防止剤、粘着防止剤、難燃剤、老化防止剤、無機フィラー等の各種の添加剤を
、本発明の第１の態様に係るポリウレタンの特性を損なわない範囲で、添加、混合するこ
とができる。
【０１９６】
　熱安定剤として使用可能な化合物としては、燐酸、亜燐酸の脂肪族、芳香族又はアルキ
ル基置換芳香族エステルや次亜燐酸誘導体、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸
、ジフェニルホスホン酸、ポリホスホネート、ジアルキルぺンタエリスリトールジホスフ
ァイト、ジアルキルビスフェノールＡジホスファイト等のリン化合物；フェノール系誘導
体、特にヒンダードフェノール化合物；チオエーテル系、ジチオ酸塩系、メルカプトベン
ズイミダゾール系、チオカルバニリド系、チオジプロピオン酸エステル系等のイオウを含
む化合物；スズマレート、ジブチルスズモノオキシド等のスズ系化合物等を使用すること
ができる。
【０１９７】
　ヒンダードフェノール化合物の具体例としては、Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０（商品名：チ
パガイギー社製）、Ｉｒｇａｎｏｘ１５２０（商品名：チバガイギー社製）等が挙げられ
る。
　リン化合物としては、ＰＥＰ－３６、ＰＥＰ－２４Ｇ、ＨＰ－１０（いずれも商品名：
旭電化（株）製）Ｉｒｇａｆｏｓ　１６８（商品名：チバガイギ一社製）等が挙げられる
。
　イオウを含む化合物の具体例としては、ジラウリルチオプロピオネート（ＤＬＴＰ）、
ジステアリルチオプロピオネート（ＤＳＴＰ）等のチオエーテル化合物が挙げられる。
【０１９８】
　光安定剤の例としては、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系化合物等が挙げられ
、具体的には「ＴＩＮＵＶＩＮ６２２ＬＤ」、「ＴＩＮＵＶＩＮ７６５」（以上、チバ・
スペシャリティー・ケミカルズ社製）、「ＳＡＮＯＬ　ＬＳ－２６２６」、「ＳＡＮＯＬ
　ＬＳ－７６５」（以上、三共社製）等が使用可能である。
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【０１９９】
　紫外線吸収剤の例としては、「ＴＩＮＵＶＩＮ３２８」、「ＴＩＮＵＶＩＮ２３４」（
以上、チバ・スペシャリティー・ケミカルズ社製）等が挙げられる。
【０２００】
　着色剤としては、直接染料、酸性染料、塩基性染料、金属錯塩染料等の染料；カーボン
ブラック、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、マイカ等の無機顔料；及びカップリングアゾ
系、縮合アゾ系、アンスラキノン系、チオインジゴ系、ジオキサゾン系、フタロシアニン
系等の有機顔料等が挙げられる。
【０２０１】
　無機フィラーの例としては、ガラス短繊維、カーボンファイバー、アルミナ、タルク、
グラファイト、メラミン、白土等が挙げられる。
【０２０２】
　難燃剤の例としては、燐及びハロゲン含有有機化合物、臭素あるいは塩素含有有機化合
物、ポリ燐酸アンンモニウム、水酸化アルミニウム、酸化アンチモン等の添加及び反応型
難燃剤が挙げられる。
【０２０３】
　これらの添加剤は、単独で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で組み
合わせて用いてもよい。
【０２０４】
　これらの添加剤の添加量は、ポリウレタンに対し、下限が、好ましくは０．０１重量％
、より好ましくは０．０５重量％、さらに好ましくは０．１重量％、上限は、好ましくは
１０重量％、より好ましくは５重量％、さらに好ましくは１重量％である。添加剤の添加
量が少な過ぎるとその添加効果を十分に得ることができず、多過ぎるとポリウレタン中で
析出したり、濁りを発生したりする場合がある。
【０２０５】
｛ポリウレタンフィルム・ポリウレタン板｝
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを使用してフィルムを製造する場合、そのフィ
ルムの厚さは、通常下限が１０μｍ、好ましくは２０μｍ、さらに好ましくは３０μｍ、
上限は通常１，０００μｍ、好ましくは５００μｍ、より好ましくは１００μｍである。
　フィルムの厚さが厚すぎると、十分な透湿性が得られない傾向があり、また、薄過ぎる
とピンホールを生じやすかったり、フィルムがブロッキングしやすく取り扱いにくくなる
傾向がある。
【０２０６】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンフィルムは、医療用粘着フィルム等の医療材料
や衛生材料、包装材、装飾用フィルム、その他透湿性素材等に好ましく用いることができ
る。また、本発明の第１の態様に係るポリウレタンフィルムは布や不織布等の支持体に上
に成膜されたものでもよい。この場合、ポリウレタンフィルム自体の厚さは、１０μｍよ
りもさらに薄くてもよい場合がある。
【０２０７】
　また、本発明の第１の態様に係るポリウレタンを使用してポリウレタン板を製造するこ
とも可能である。その場合の板の厚みは、上限は特に制限はなく、下限は通常０．５ｍｍ
、好ましくは１ｍｍ、さらに好ましくは３ｍｍである。
【０２０８】
｛物性｝
＜分子量＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンの分子量は、その用途に応じて適宜調整され、
特に制限はないが、ＧＰＣにより測定されるポリスチレン換算の数平均分子量（Ｍｎ）と
して５万～５０万、特に１０万～３０万であることが好ましい。分子量が上記下限よりも
小さいと十分な強度や硬度が得られないことがあり、上記上限よりも大きいと加工性等ハ
ンドリング性が悪化する傾向がある。
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【０２０９】
＜引張破断伸度＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み約５０
～１００μｍの短冊状のサンプルに対して、チャック間距離５０ｍｍ、引張速度５００ｍ
ｍ／分にて、温度２３℃、相対湿度５５％で測定した引張破断伸度の下限が通常５０％、
好ましくは１００％、さらに好ましくは１５０％であり、上限は通常４００％、好ましく
は３５０％、さらに好ましくは３００％である。引張破断伸度が上記下限未満では加工性
等ハンドリング性が悪化する傾向があり、上記上限を超えると十分な強度、硬度が得られ
ない場合がある。
【０２１０】
＜１００％モジュラス＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み約５０
～１００μｍの短冊状のサンプルに対して、チャック間距離５０ｍｍ、引張速度５００ｍ
ｍ／分にて、温度２３℃、相対湿度５５％で測定した１００％モジュラスの下限が通常１
０ＭＰａ以上、好ましくは１５ＭＰａ以上、さらに好ましくは２０ＭＰａ以上であり、上
限は通常２００ＭＰａ以下、好ましくは１５０ＭＰａ以下、さらに好ましくは１００ＭＰ
ａ以下である。１００％モジュラスが上記下限未満では強度や硬度が不足する場合があり
、上記上限を超えると加工性等ハンドリング性が悪化する傾向がある。
【０２１１】
＜クリープ特性＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、厚さ１００μｍのポリウレタンフィルムを
形成し、幅１０ｍｍの短冊形に切り取り、５０ｍｍの幅で基準線を記したサンプルを気温
２３℃、相対湿度５５％ＲＨの恒温恒湿の状態にて、長さ方向に１ＭＰａの荷重を加え、
１６時間経過後に荷重を外したときの基準線間の長さ（Ｌｍｍ）を測定して求めたクリー
プ特性（（Ｌ－５０）／５０）×１００（％））の下限は特に制限はなく小さいほど好ま
しいが通常５％、好ましくは２％、より好ましくは１％で、上限が通常２０％、好ましく
は１０％である。このクリープ特性が上記下限未満ではポリウレタンの粘度が高く加工時
の負荷が大きくなる場合があり、上記上限を超えると強度や硬度が不足する場合がある。
【０２１２】
＜硬度＞
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、剛性に富む構造（Ａ）を有することに起因
して高い硬度が得られるという特徴がある。具体的には例えば、厚さ約５０～１００μｍ
のフィルム状のサンプルを試験機（ＩＩ形、学振形）に固定し、ＪＩＳ　Ｌ０８４９に準
じて４．９Ｎの荷重にて摩擦試験を５００往復行った際の重量減少割合（｛（試験前のサ
ンプル重量－試験後のサンプル重量）／（試験前のサンプル重量）｝×１００）で表記す
ると、通常その重量減少割合の上限は２％、好ましくは１．５％、さらに好ましくは１．
０％である。一方、この重量減少割合の下限は、通常０．１％、好ましくは０．０５％、
さらに好ましくは０．０１％である。
【０２１３】
　また、指標としてＪＩＳ　Ｋ－５６００－５－４に準じて測定した鉛筆硬度で表記する
と、このフィルム状サンプルは通常６Ｂ以上、好ましくは４Ｂ以上、さらに好ましくは３
Ｂ以上の硬度を有する。
【０２１４】
｛用途｝
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、多様な特性を発現させることができ、フォ
ーム、エラストマー、塗料、繊維、接着剤、床材、シーラント、医療用材料、人工皮革、
コーティング剤、水系ポリウレタン塗料等に広く用いることができる。
　特に、人工皮革、合成皮革、水系ポリウレタン、接着剤、医療用材料、床材、コーティ
ング剤等の用途に、本発明の第１の態様に係る高剛性ポリウレタンを用いると、耐摩擦性
、耐ブロッキング性に優れるため、引っ掻き等による傷がつきにくく、摩擦による劣化の
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少ないという良好な表面特性を付与することができる。
【０２１５】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、注型ポリウレタンエラストマーに使用でき
る。その具体的用途として、圧延ロール、製紙ロール、事務機器、プレテンションロール
等のロール類、フォークリフト、自動車車両ニュートラム、台車、運搬車等のソリッドタ
イヤ、キャスター等、工業製品として、コンベアベルトアイドラー、ガイドロール、プー
リー、鋼管ライニング、鉱石用ラバースクリーン、ギア類、コネクションリング、ライナ
ー、ポンプのインペラー、サイクロンコーン、サイクロンライナー等がある。また、ＯＡ
機器のベルト、紙送りロール、複写用クリーニングブレード、スノープラウ、歯付ベルト
、サーフローラー等にも使用できる。
【０２１６】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、また、熱可塑性エラストマーとしての用途
にも適用される。例えば、食品、医療分野で用いる空圧機器、塗装装置、分析機器、理化
学機器、定量ポンプ、水処理機器、産業用ロボット等におけるチューブやホース類、スパ
イラルチューブ、消防ホース等に使用できる。また、丸ベルト、Ｖべルト、平ベルト等の
ベルトとして、各種伝動機構、紡績機械、荷造り機器、印刷機械等に用いられる。また、
履物のヒールトップや靴底、カップリング、パッキング、ポールジョイント、ブッシュ、
歯車、ロール等の機器部品、スポーツ用品、レジャー用品、時計のベルト等に使用できる
。さらに自動車部品としては、オイルストッパー、ギアボックス、スペーサー、シャーシ
ー部品、内装品、タイヤチェーン代替品等が挙げられる。また、キーボードフィルム、自
動車用フィルム等のフィルム、カールコード、ケーブルシース、ベロー、搬送ベルト、フ
レキシブルコンテナー、バインダー、合成皮革、ディピンイング製品、接着剤等に使用で
きる。
【０２１７】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、溶剤系二液型塗料としての用途にも適用可
能であり、楽器、仏壇、家具、化粧合板、スポーツ用品等の木材製品に適用できる。また
、タールエポキシウレタンとして自動車補修用にも使用できる。
【０２１８】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、湿気硬化型の一液型塗料、ブロックイソシ
アネート系溶媒塗料、アルキド樹脂塗料、ウレタン変性合成樹脂塗料、紫外線硬化型塗料
、水系ウレタン塗料等の成分として使用可能であり、例えば、プラスチックバンパー用塗
料、ストリッパブルペイント、磁気テープ用コーティング剤、床タイル、床材、紙、木目
印刷フィルム等のオーバープリントワニス、木材用ワニス、高加工用コイルコート、光フ
ァイバー保護コーティング、ソルダーレジスト、金属印刷用トップコート、蒸着用ベース
コート、食品缶用ホワイトコート等に適用できる。
【０２１９】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、また、接着剤として、食品包装、靴、履物
、磁気テープバインダー、化粧紙、木材、構造部材等に適用でき、また、低温用接着剤、
ホットメルトの成分としても用いることができる。
【０２２０】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを接着剤として使用する場合の形態としては、
特に制限はなく、得られたポリウレタンを溶剤に溶解して溶剤型接着剤として使用するこ
とも、溶剤を用いずにホットメルト型接着剤として使用することも可能である。
【０２２１】
　溶剤を使用する場合の使用可能な溶剤としては、得られるウレタンの特性に合った溶剤
であれば特にその制限はなく、水系溶剤、有機系溶剤ともに使用することが可能である。
特に最近は、環境への負荷の軽減から水性ポリウレタンエマルションを水系溶剤に溶解又
は分散させた水性接着剤の要望が高まっており、本発明の第１の態様に係るポリウレタン
はその目的にも好適に用いることができる。さらに本発明の第１の態様に係るポリウレタ
ンを用いて製造した接着剤には、必要に応じて通常の接着剤で使用される添加剤及び助剤
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は制限なく混合することが可能である。添加剤の例としては、顔料、ブロッキング防止剤
、分散安定剤、粘度調節剤、レベリング剤、ゲル化防止剤、光安定剤、酸化防止剤、紫外
線吸収剤、耐熱性向上剤、無機及び有機充填剤、可塑剤、滑剤、帯電防止剤、補強材、触
媒等があり、その配合方法は、攪拌、分散等公知の方法が採用可能である。
【０２２２】
　このようにして得られる本発明の第１の態様に係る接着剤は、鉄、銅、アルミニウム、
フェライト、メッキ鋼板等の金属材料、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ＡＢＳ樹脂、
ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂等の樹脂材料、ガラス、セラミ
ック等の無機材料を効率良く接着することができる。
【０２２３】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、バインダーとして、磁気記録媒体、インキ
、鋳物、焼成煉瓦、グラフト材、マイクロカプセル、粒状肥料、粒状農薬、ポリマーセメ
ントモルタル、レジンモルタル、ゴムチップバインダー、再生フォーム、ガラス繊維サイ
ジング等に使用可能である。
【０２２４】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、繊維加工剤の成分として、防縮加工、防皺
加工、撥水加工等に使用できる。
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンを弾性繊維として使用する場合のその繊維化の
方法は、紡糸できる方法であれば特に制限なく実施できる。例えば、一旦ペレット化した
後、溶融させ、直接紡糸口金を通して紡糸する溶融紡糸方法が採用できる。本発明の第１
の態様に係るポリウレタンから弾性繊維を溶融紡糸により得る場合、紡糸温度は好ましく
は２５０℃以下、より好ましくは２００℃以上２３５℃以下である。
【０２２５】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタン弾性繊維はそのまま裸糸として使用したり、ま
た、他繊維で被覆して被覆糸として使用することもできる。他繊維としては、ポリアミド
繊維、ウール、綿、ポリエステル繊維等従来公知の繊維を挙げることができるが、なかで
も本発明ではポリエステル繊維が好ましく用いられる。また、本発明の第１の態様に係る
ポリウレタン弾性繊維は、染着タイプの分散染料を含有していてもよい。
【０２２６】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、シーラント・コーキングとして、コンクリ
ート打ち壁、誘発目地、サッシ周り、壁式ＰＣ目地、ＡＬＣ目地、ボード類目地、複合ガ
ラス用シーラント、断熱サッシシーラント、自動車用シーラント等に使用できる。
【０２２７】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、医療用材料としての使用が可能であり、血
液適合材料として、チューブ、カテーテル、人工心臓、人工血管、人工弁等、また、使い
捨て素材としてカテーテル、チューブ、バッグ、手術用手袋、人工腎臓ポッティング材料
等に使用できる。
【０２２８】
　本発明の第１の態様に係るポリウレタンは、末端を変性させることによりＵＶ硬化型塗
料、電子線硬化型塗料、フレキソ印刷版用の感光性樹脂組成物、光硬化型の光ファイバー
被覆材組成物等の原料として用いることができる。
【０２２９】
＜活性エネルギー線硬化性重合体組成物＞
　本発明の第１の態様に係るポリカーボネートジオールを用いて、活性エネルギー線硬化
性重合体組成物を製造することも可能である。
　本発明の第１の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、本発明の第１の態
様に係るポリカーボネートジオールと、ポリイソシアネート、及びヒドロキシアルキル（
メタ）アクリレート、を含む原料の反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴ
マーを含有する。ここで、ポリイソシアネート、及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリ
レート、並びに、反応物であるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーとしての好適
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な態様は、後述する本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物にお
ける態様と同様である。
【０２３０】
［活性エネルギー線硬化性重合体組成物］
　本発明の別の態様は、活性エネルギー線硬化性重合体組成物である。本発明の第２の態
様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、ウレタン（メタ）アクリレート系オリ
ゴマーを含有する。本発明の第２の態様で用いられるウレタン（メタ）アクリレート系オ
リゴマーは、分子内に一個以上のラジカル重合性（メタ）アクリロイル基と少なくとも二
個のウレタン結合を有する化合物である。ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは
、活性エネルギー線照射による硬化物が、バランスの取れた引張強度及び優れた引張伸度
を有し、また組成物としての表面硬化性に優れ、タックが残りにくい点で、他の代表的な
活性エネルギー線硬化性オリゴマーであるエポキシ（メタ）アクリレート系オリゴマー、
アクリル（メタ）アクリレート系オリゴマー等に比べて優れている。
【０２３１】
　本発明の第２の態様におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、ポリイソ
シアネート、ポリカーボネートジオール、及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート
を含む原料の反応物である。ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、一種でも二
種以上でもよい。
　以下に、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの原料の各成分について説明する
。
【０２３２】
（１）ポリイソシアネート
　本発明の第２の態様におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを構成するポ
リイソシアネートは、一分子中に二個以上のイソシアネート基及びイソシアネート基を含
む置換基の一方又は両方（「イソシアネート基類」とも言う）を有する化合物である。ポ
リイソシアネートは一種でもよいし、二種以上でもよい。また一種のポリイソシアネート
において、イソシアネート基類は同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【０２３３】
　イソシアネート基を含む置換基としては、例えば一個以上のイソシアネート基を含む、
炭素数１～５のアルキル基、アルケニル基、又はアルコキシル基が挙げられる。イソシア
ネート基を含む置換基としての前記アルキル基等の炭素数は、１～３であることがより好
ましい。
【０２３４】
　ポリイソシアネートの数平均分子量は、活性エネルギー線硬化性重合体組成物を硬化し
て得られる硬化物としての強度と弾性率とのバランスの観点から、１００以上であること
が好ましく、１５０以上であることがより好ましく、又、１，０００以下であることが好
ましく、５００以下であることがより好ましい。
【０２３５】
　ポリイソシアネートの数平均分子量は、単独の単量体からなるポリイソシアネートの場
合には化学式からの計算値、二種以上の単量体からなるポリイソシアネートの場合にはＮ
ＣＯ％からの計算値によって求めることができる。
【０２３６】
　前記ポリイソシアネートとしては、例えば、脂肪族ポリイソシアネート、脂環式構造を
有するポリイソシアネート、及び芳香族ポリイソシアネートが挙げられる。
【０２３７】
　脂肪族ポリイソシアネートは、脂肪族構造とそれに結合する二以上のイソシアネート基
類とを有する化合物である。脂肪族ポリイソシアネートは、活性エネルギー線硬化性重合
体組成物を硬化して得られる硬化物の耐候性を高め、かつ柔軟性を付与する観点から好ま
しい。脂肪族ポリイソシアネートにおける脂肪族構造は、特に限定されないが、炭素数１
～６の直鎖又は分岐のアルキレン基であることが好ましい。このような脂肪族ポリイソシ
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アネートとしては、例えば、テトラメチ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、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネート等
の脂肪族ジイソシアネート、及び、トリス（イソシアネートヘキシル）イソシアヌレート
等の脂肪族トリイソシアネート、が挙げられる。
【０２３８】
　ポリイソシアネートは、本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成
物を硬化して得られる硬化物の機械的強度、耐汚染性の点から、脂環式構造を有するポリ
イソシアネートを含むことが好ましい。
【０２３９】
　脂環式構造を有するポリイソシアネートは、脂環式構造とそれに結合する二以上のイソ
シアネート基類とを有する化合物である。脂環式構造を有するポリイソシアネートにおけ
る脂環式構造は、特に限定されないが、炭素数３～６のシクロアルキレン基であることが
好ましい。脂環式構造を有するポリイソシアネートとしては、例えば、ビス（イソシアネ
ートメチル）シクロヘキサン、シクロヘキサンジイソシアネート、ビス（イソシアネート
シクロヘキシル）メタン、イソホロンジイソシアネート等の脂環式構造を有するジイソシ
アネート、及び、トリス（イソシアネートイソホロン）イソシアヌレート等の脂環式構造
を有するトリイソシアネート、が挙げられる。
【０２４０】
　脂環式構造を有するポリイソシアネートは、活性エネルギー線硬化性重合体組成物を硬
化して得られる硬化物の耐候性を高める観点からも好ましく、このような脂環式構造を有
するポリイソシアネートとしては、例えば、ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサ
ン、シクロヘキサンジイソシアネート、ビス（イソシアネートシクロヘキシル）メタン、
及び、イソホロンジイソシアネートが挙げられる。
【０２４１】
　芳香族ポリイソシアネートは、芳香族構造とそれに結合する二以上のイソシアネート基
類とを有する化合物である。芳香族ポリイソシアネートにおける芳香族構造は、特に限定
されないが、炭素数６～１３の二価の芳香族基であることが好ましい。このような芳香族
ポリイソシアネートとしては、例えば、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシ
アネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ｍ－フェニレンジイソシアネート、ナフ
タレンジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネートが挙げられる。
【０２４２】
　芳香族ポリイソシアネートは、例えば前記硬化物の機械的強度を高める観点から好まし
く、このような芳香族ポリイソシアネートとしては、例えばトリレンジイソシアネート及
びジフェニルメタンジイソシアネートが挙げられる。
【０２４３】
（２）ポリカーボネートジオール
　本発明の第２の態様におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを構成するポ
リカーボネートジオールは、第１の態様に係るポリカーボネートジオールと同一である。
しかしながら、第１の態様に係るポリカーボネートジオールを、第２の態様に係るウレタ
ン（メタ）アクリレート系オリゴマーを構成するポリカーボネートジオールとして適用す
る場合、ポリカーボネートジオールの好ましい範囲は、第１の態様に係るポリカーボネー
トジオール単独としての好ましい範囲と異なる場合があり、以下相違点を中心に説明する
。
【０２４４】
　本発明の第２の態様におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを構成するポ
リカーボネートジオールは、下記式（Ａ）で表される繰り返し単位を１０質量％以上含む
、数平均分子量が５００以上５，０００以下の化合物である。また、前記ポリカーボネー
トジオールは、少なくともその分子鎖に二つの、好ましくは分子鎖の両末端のそれぞれに
一つずつの水酸基を有している。ポリカーボネートジオールは一種でも二種以上でもよい
。
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【０２４５】
【化４】

【０２４６】
　上記構造（Ａ）以外の他の構造としては、例えば下記式（Ｂ）で表される構造（以下、
式（Ｂ）で表される構造を「構造（Ｂ）」と称す場合がある。）が挙げられる。構造（Ｂ
）は、前記ポリカーボネートジオールにおいて連続していてもよいし、一定の間隔で存在
していてもよいし、偏在していてもよい。
【０２４７】

【化５】

【０２４８】
　式（Ｂ）におけるＸは、ヘテロ原子を有してもよい炭素数１～１５の二価の基である。
この基には、直鎖又は分岐鎖の鎖状基、環状基、いずれの構造が含まれていてもよい。Ｘ
を構成する元素としての炭素数は、得られる硬化膜の機械的強度の観点から、１０以下で
あることが好ましく、６以下であることがより好ましい。
【０２４９】
　Ｘの基の具体例としては、ポリカーボネートジオールの製造時に、構造（Ｂ）を与える
ジオールを用いた場合に生成する基が挙げられる。ジオールは一種でも二種以上でもよい
。このようなジオールとしては、第一の態様で列挙したジオールが挙げられる。
【０２５０】
　さらに、式（Ｂ）のＸは、炭素数６の二価の基であることが、得られる硬化膜の機械的
強度及び工業的な入手性の観点から好ましい。このようなＸとしては、例えば、１，６－
ヘキサンジオールや３－メチル－１，５－ペンタンジオールを前記のジオールとしたとき
のＸが挙げられる。
【０２５１】
　前記ポリカーボネートジオールにおける前記構造（Ａ）以外の他の構造の含有量は、本
発明の効果に加えて他の構造による効果が得られる範囲であればよく、他の構造に応じて
適宜に決めることができる。
【０２５２】
　前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量は、ウレタン（メタ）アクリレート系オ
リゴマーの適当な粘度による良好な作業性や、活性エネルギー線硬化性重合体組成物を硬
化して得られる硬化物の機械的強度及び耐汚染性の観点から、５００以上５，０００以下
である。前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量は、前記の観点から３，０００以
下であることが好ましく、２，０００以下であることがより好ましく、１，５００以下で
あることが更に好ましい。また前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量は、前記の
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観点から８００以上であることが好ましく、１，０００以上であることがより好ましい。
前記ポリカーボネートジオールの数平均分子量が小さくなると、前記作業性が向上し、ま
た前記硬化物の機械的強度、耐汚染性が向上する傾向がある。前記ポリカーボネートジオ
ールの数平均分子量が大きくなると、前記硬化物の三次元加工時の変形に追従可能な柔軟
性が向上する傾向がある。
【０２５３】
　前記ポリカーボネートジオールの水酸基価（ＯＨ価）は、活性エネルギー線硬化性重合
体組成物を硬化して得られる硬化物の機械的強度及び耐汚染性の観点から、２０ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇ以上２５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることが好ましい。前記ポリカーボネートジオ
ールの水酸基価は、前記の観点から１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることがより好ましい
。また前記ポリカーボネートジオールの水酸基価は、前記の観点から３５ｍｇＫＯＨ／ｇ
以上であることが好ましく、５５ｍｇＫＯＨ／ｇ以上であることがより好ましく、７５ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ以上であることが更に好ましい。前記ポリカーボネートジオールの水酸基価
が小さくなると、前記硬化物の三次元加工時の変形に追従可能な柔軟性が向上する傾向が
ある。前記ポリカーボネートジオールの水酸基価が大きくなると、前記硬化物の機械的強
度、耐汚染性が向上する傾向がある。なお、ポリカーボネートジオールの水酸基価（ＯＨ
価）は、後述する方法によって測定することができる。
【０２５４】
　前記ポリカーボネートジオールの１分子当りの平均水酸基数は、ウレタン（メタ）アク
リレート系オリゴマー製造時におけるゲル化抑制の観点から、２．２以下である。前記ポ
リカーボネートジオールの１分子当りの平均水酸基数は、前記の観点から２．１以下であ
ることが好ましい。前記ポリカーボネートジオールの１分子当りの平均水酸基数が前記上
限値を超えると、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー製造時にゲル化し、ウレタ
ン（メタ）アクリレート系オリゴマーのみならず反応容器も損傷する可能性が生じ、また
、得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物はゲルを含むこと及び粘度が高いことに
起因して塗布性が悪くなるため好ましくない。また前記ポリカーボネートジオールの１分
子当りの平均水酸基数は限定されないが、前記ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマ
ーの分子量を目的の範囲とし、前記オリゴマーを含有する活性エネルギー線硬化性重合体
組成物から得られた硬化膜を三次元加工特性と耐汚染性とのバランスに優れたものとする
という観点から、１．０以上であることが好ましく、１．５以上であることがより好まし
く、１．８以上であることが更に好ましい。前記ポリカーボネートジオールの１分子当り
の平均水酸基数が前記下限値未満では、ジイソシアネートとの反応で分子量が高くなりづ
らい傾向があり、目的の分子量のウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーとすること
ができず、前記オリゴマーを含有する活性エネルギー線硬化性重合体組成物から得られた
硬化膜を三次元加工特性と耐汚染性とのバランスに優れたものとできない可能性が生じる
。
【０２５５】
　すなわち、前記ポリカーボネートジオールの１分子当りの平均水酸基数は、２．０±０
．２以内であることが好ましく、２．０±０．１以内であることがより好ましく、２．０
であることが最も好ましい。
　なお、ポリカーボネートジオールの１分子当りの平均水酸基数は、後述する方法によっ
て得られた数平均分子量及び水酸基価から算出することができる。
【０２５６】
　前記構造（Ａ）を含む前記ポリカーボネートジオールは、イソソルバイド、及びその立
体異性体であるイソマンニドやイソイディットを含むジオール成分と炭酸ジエステルとの
エステル交換反応によって製造することができる。
【０２５７】
（３）ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート
　本発明の第２の態様におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを構成するヒ
ドロキシアルキル（メタ）アクリレートは、一個以上の水酸基と一個以上の（メタ）アク
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リロイル基と炭素数１～３０の炭化水素基とを有する化合物である。ヒドロキシアルキル
（メタ）アクリレートは、一種でも二種以上でもよい。
【０２５８】
　前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとしては、例えば、２－ヒドロキシエチ
ル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキ
シブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート、シクロ
ヘキサンジメタノールモノ（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レートとカプロラクトンとの付加反応物、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレートと
カプロラクトンとの付加反応物、グリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との付加反応
物、グリコールのモノ（メタ）アクリレート体、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アク
リレート、及びジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレートが挙げられる。
【０２５９】
　上記した中でも、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピ
ル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等の、（メタ）ア
クリロイル基と水酸基との間に炭素数が２～４のアルキレン基を有するヒドロキシアルキ
ル（メタ）アクリレートが、得られる硬化膜の機械的強度の観点から特に好ましい。
【０２６０】
　前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートの分子量は、４０以上、更には８０以上
であるのが好ましく、又、得られる硬化膜の機械的強度の観点から８００以下、更には４
００以下であるのが好ましい。なお、前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートが前
記の付加反応体や重合体である場合には、前記分子量は数平均分子量である。
【０２６１】
（４）その他
　本発明の第２の態様におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、その原料
に、本発明の効果が得られる範囲において、他の成分をさらに含有していてもよい。この
ような他の成分としては、例えば、前記構造（Ａ）を含むポリカーボネートジオールを除
く数平均分子量５００を超える高分子量ポリオール、数平均分子量５００以下の低分子量
ポリオール、及び鎖延長剤が挙げられる。
【０２６２】
　前記高分子量ポリオールは、数平均分子量が５００を超える、二個以上の水酸基を有す
る化合物（ただし前記構造（Ａ）を含むポリカーボネートジオールを除く）である。前記
高分子量ポリオールは、一種でも二種以上でもよい。このような高分子量ポリオールとし
ては、例えば、ポリエーテルジオール、ポリエステルジオール、ポリエーテルエステルジ
オール、前記構造（Ａ）を含むポリカーボネートジオール以外の他のポリカーボネートジ
オール、ポリオレフィンポリオール、及びシリコンポリオールが挙げられる。
【０２６３】
　前記ポリエーテルジオールとしては、環状エーテルを開環重合して得られる化合物が挙
げられ、例えばポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、及びポリテトラメ
チレングリコールが挙げられる。
【０２６４】
　前記ポリエステルジオールとしては、ジカルボン酸又はその無水物と低分子量ジオール
との重縮合によって得られる化合物が挙げられ、例えばポリエチレンアジペート、ポリプ
ロピレンアジペート、ポリブチレンアジペート、ポリヘキサメチレンアジペート、及びポ
リブチレンセバケートが挙げられる。また、前記ポリエステルジオールとしては、ラクト
ンの低分子量ジオールとの開環重合によって得られる化合物が挙げられ、例えばポリカプ
ロラクトン、及びポリメチルバレロラクトンが挙げられる。なお、前記ジカルボン酸とし
ては、例えばコハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン
酸、セバシン酸、及びフタル酸が挙げられ、ジカルボン酸の無水物としては、例えばこれ
らの無水物が挙げられ、前記低分子量ジオールとしては、例えばエチレングリコール、ジ
エチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレング
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リコール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール
、ポリテトラメチレングリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオー
ル、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、２－エチル－１
，３－ヘキサングリコール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、３，
３－ジメチロールヘプタン、１，９－ノナンジオール、２－メチル－１，８－オクタンジ
オール、シクロヘキサンジメタノール、及びビスヒドロキシエトキシベンゼンが挙げられ
る。
【０２６５】
　前記ポリエーテルエステルジオールとしては、前記ポリエステルジオールに環状エーテ
ルを開環重合した化合物や、前記ポリエーテルジオールと前記ジカルボン酸とを重縮合し
た化合物が挙げられ、例えばポリ（ポリテトラメチレンエーテル）アジペートが挙げられ
る。
【０２６６】
　前記他のポリカーボネートジオールとしては、例えば、前記低分子量ジオールとアルキ
レンカーボネート又はジアルキルカーボネートとから脱グリコール又は脱アルコールによ
って得られるポリブチレンカーボネート、ポリヘキサメチレンカーボネート、ポリ（３－
メチル－１，５－ペンチレン）カーボネート等及びこれらの共重合体が挙げられる。
【０２６７】
　前記ポリオレフィンポリオールは、二個以上の水酸基を有するポレオレフィンである。
前記ポリオレフィンポリオールは一種でも二種以上でもよい。前記ポリオレフィンポリオ
ールとしては、例えば、ポリブタジエンポリオール、水添ポリブタジエンポリオール、及
びポリイソプレンポリオールが挙げられる。
【０２６８】
　前記シリコンポリオールは、二以上の水酸基を有するシリコーンである。前記シリコン
ポリオールは一種でも二種以上でもよい。前記シリコンポリオールとしては、例えばポリ
ジメチルシロキサンポリオールが挙げられる。
【０２６９】
　これらの中で、活性エネルギー線硬化性重合体組成物を硬化して得られる硬化物の耐候
性及び機械的強度の観点から、前記高分子量ポリオールは、前記他のポリカーボネートジ
オールであることが好ましい。
【０２７０】
　前記他のポリカーボネートジオールの数平均分子量は、小さいと、ウレタン（メタ）ア
クリレート系オリゴマーの粘度が著しく増加することなく作業性が良好であり、また活性
エネルギー線硬化性重合体組成物を硬化して得られる硬化物の機械的強度、耐汚染性が向
上する傾向がある。このような観点から、前記他のポリカーボネートジオールの数平均分
子量は、１０，０００以下であることが好ましく、５，０００以下であることがより好ま
しく、２，０００以下であることがさらに好ましい。
【０２７１】
　前記低分子量ポリオールは、数平均分子量が５００以下であり、二個以上の水酸基を有
する化合物（ただし前記構造（Ａ）を含むポリカーボネートジオールを除く）である。低
分子量ポリオールは、一種でも二種以上でもよい。このような低分子量ポリオールとして
は、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プ
ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－プ
ロパンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、１
，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペ
ンタンジオール、２－メチル－１，５－ペンタンジオール、３－メチル－１，５－ペンタ
ンジオール、２，２，４－トリメチル－１，５－ペンタンジオール、２，３，５－トリメ
チル－１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、２－エチル－１，６－ヘ
キサンジオール、２，２，４－トリメチル－１，６－ヘキサンジオール、３，３－ジメチ
ロールヘプタン、１，８－オクタンジオール、２－メチル－１，８－オクタンジオール、
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１，９－ノナンジオール等の脂肪族ジオール；シクロプロパンジオール、シクロプロパン
ジメタノール、シクロプロパンジエタノール、シクロプロパンジプロパノール、シクロプ
ロパンジブタノール、シクロペンタンジオール、シクロペンタンジメタノール、シクロペ
ンタンジエタノール、シクロペンタンジプロパノール、シクロペンタンジブタノール、シ
クロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジエタノール、シ
クロヘキサンジプロパノール、シクロヘキサンジブタノール、シクロヘキセンジオール、
シクロヘキセンジメタノール、シクロヘキセンジエタノール、シクロヘキセンジプロパノ
ール、シクロヘキセンジブタノール、シクロヘキサジエンジオール、シクロヘキサジエン
ジメタノール、シクロヘキサジエンジエタノール、シクロヘキサジエンジプロパノール、
シクロヘキサジエンジブタノール、水添ビスフェノールＡ、トリシクロデカンジオール、
アダマンチルジオール等の脂環式ジオール；ビスヒドロキシエトキシベンゼン、ビスヒド
ロキシエチルテレフタレート、ビスフェノール－Ａ等の芳香族系ジオール；Ｎ－メチルジ
エタノールアミン等のジアルカノールアミン；ペンタエリスリトール；ソルビトール；マ
ンニトール；グリセリン；及び、トリメチロールプロパンが挙げられる。
【０２７２】
　上記の中でも、得られる硬化膜の耐候性の観点から、前記低分子量ポリオールは、脂肪
族ジオールや脂環式ジオールであることが好ましい。また、特に硬化物の機械的強度が求
められる用途では、前記低分子量ポリオールは、エチレングリコール、プロピレングリコ
ール、１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、２－メチル－１，３－プ
ロパンジオール、ネオペンチルグリコール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジ
オール、１，４－ブタンジオール等の水酸基間の炭素数が１～４のポリオール；１，４－
シクロヘキサンジメタノール、水添ビスフェノールＡ等の、二つの水酸基が脂環式構造を
挟んで対称な位置に存在している脂環式ポリオール；であることが特に好ましい。
【０２７３】
　前記低分子量ポリオールの数平均分子量は、活性エネルギー線硬化性重合体組成物を硬
化して得られる硬化物としての伸度と弾性率とのバランスの観点から、５０以上であるこ
とが好ましく、一方、２５０以下であることが好ましく、１５０以下であることがより好
ましい。
【０２７４】
　前記鎖延長剤は、イソシアネート基と反応する二個以上の活性水素を有する化合物であ
る。鎖延長剤は一種でも二種以上でもよい。このような鎖延長剤としては数平均分子量５
００以下の低分子量ジアミン化合物等が挙げられ、例えば、２，４－もしくは２，６－ト
リレンジアミン、キシリレンジアミン、４，４’－ジフェニルメタンジアミン等の芳香族
ジアミン；エチレンジアミン、１，２－プロピレンジアミン、１，６－ヘキサンジアミン
、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジアミン、２－メチル－１，５－ペンタンジアミ
ン、２，２，４－もしくは２，４，４－トリメチルヘキサンジアミン、２－ブチル－２－
エチル－１，５－ペンタンジアミン、１，８－オクタンジアミン、１，９－ノナンジアミ
ン、１，１０－デカンジアミン等の脂肪族ジアミン；及び、１－アミノ－３－アミノメチ
ル－３，５，５－トリメチルシクロヘキサン（ＩＰＤＡ）、４，４’－ジシクロヘキシル
メタンジアミン（水添ＭＤＡ）、イソプロピリデンシクロヘキシル－４，４’－ジアミン
、１，４－ジアミノシクロヘキサン、１，３－ビスアミノメチルシクロヘキサン、トリシ
クロデカンジアミン等の脂環式ジアミン；が挙げられる。
【０２７５】
　前記構造（Ａ）を含むポリカーボネートジオール等の前述の原料化合物の分子量又は数
平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラム（以下、ＧＰＣと略す）で分子量分
布を有するポリオール以外の化合物については、化学式から分子量を算出することができ
、又はＧＰＣによって数平均分子量を求めることができる。また、ＧＰＣで分子量分布を
有するポリオールについては、その数平均分子量はＯＨ価により求めることができる。
【０２７６】
＜ＧＰＣによる数平均分子量の算出＞
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　ＧＰＣ（東ソー社製「ＨＬＣ－８１２０ＧＰＣ」）を用いて、溶媒としてテトラヒドロ
フラン、標準サンプルとしてポリスチレン、カラムとしてＴＳＫ　ｇｅｌ　ｓｕｐｅｒＨ
１０００＋Ｈ２０００＋Ｈ３０００を使用して、送液速度０．５ｃｍ3／分、カラムオー
ブン温度４０℃にて、数平均分子量を測定する。
【０２７７】
＜ポリイソシアネートの数平均分子量のＮＣＯ％による算出＞
　三角フラスコにポリイソシアネート１ｇと０．５モル／リットルのジブチルアミントル
エン溶液を２０ｍＬ入れ、アセトン１００ｍＬで希釈した後に２５℃で３０分反応させる
。その後、０．５モル／リットルの塩酸水溶液で滴定する。また、三角フラスコにポリイ
ソシアネートを入れなかった以外は、同様に滴定を行い、ブランクを求める。そして、以
下の式によりＮＣＯ％及び数平均分子量を算出する。
　ＮＣＯ％＝｛（Ｂ１－Ａ１）×０．５×４２．０２｝／（１×１０００）×１００
Ａ１：ポリイソシアネート含有溶液の滴定に要した塩酸水溶液の量（ｍＬ）
Ｂ１：ポリイソシアネートを含有しないブランク溶液の滴定に要した塩酸水溶液の量（ｍ
Ｌ）
　ポリイソシアネートの数平均分子量＝（４２．０２／ＮＣＯ％）×一分子のポリイソシ
アネートに含まれるＮＣＯ基の数
【０２７８】
＜ポリオールの数平均分子量のＯＨ価による算出＞
　三角フラスコにポリオール２ｇと０．５モル／リットルの無水フタル酸ピリジン溶液を
入れ、１００℃で２時間反応させた後にアセトン１５０ｍＬで希釈する。その後、０．５
モル／リットルの水酸化ナトリウム水溶液で滴定する。また、三角フラスコにポリオール
を入れなかった以外は、同様に滴定を行い、ブランクを求める。そして、以下の式により
ＯＨ価及び数平均分子量を算出する。
　ＯＨ価＝｛（Ｂ２－Ａ２）×０．５×５６．１１×１０００｝／（２×１０００）
Ａ２：ポリオール含有溶液の滴定に要した水酸化ナトリウム水溶液の量（ｍＬ）
Ｂ２：ポリオールを含有しないブランク溶液の滴定に要した水酸化ナトリウム水溶液の量
（ｍＬ）
　ポリオールの数平均分子量＝｛（５６．１１×１０００）／ＯＨ価｝×官能基の数
【０２７９】
　なお、前記の式において、「官能基の数」とは、一分子のポリオールに含まれるＯＨ基
の数である。
【０２８０】
　本発明の第２の態様に係るウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーにおける全イソ
シアネート基の量と水酸基及びアミノ基等のイソシアネート基と反応する全官能基の量は
、通常、理論的に当モルであり、モル％で表される。
【０２８１】
　すなわち、前記ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーにおける前記ポリイソシア
ネート、ポリカーボネートジオール、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、及びそ
の他の原料化合物の使用量は、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーにおける全イ
ソシアネート基の量とそれと反応する全官能基の量とが当モル、又はイソシアネート基に
対する官能基のモル％で５０～２００モル％になる量である。
【０２８２】
　ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを製造するときは、ヒドロキシアルキル（
メタ）アクリレートの使用量を、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、前記ポリカ
ーボネートジオール、前記高分子量ポリオール、前記低分子量ポリオール、及び鎖延長剤
等のイソシアネートと反応する官能基を含む化合物の総使用量に対して、通常１０モル％
以上、好ましくは１５モル％以上、更に好ましくは２５モル％以上、又、通常７０モル％
以下、好ましくは５０モル％以下とする。この割合に応じて、得られるウレタン（メタ）
アクリレート系オリゴマーの分子量を制御することができる。ヒドロキシアルキル（メタ
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）アクリレートの割合が多いと、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの分子量は
小さくなる傾向となり、割合が少ないと分子量は大きくなる傾向となる。
【０２８３】
　前記ポリカーボネートジオールと前記高分子量ポリオールとの総使用量に対して、前記
ポリカーボネートジオールの使用量を２５モル％以上とすることが好ましく、より好まし
くは５０モル％以上、更に好ましくは７０モル％以上である。前記ポリカーボネートジオ
ールの使用量が前記の下限値より大きいと、硬化物の硬度及び耐汚染性が良好となる傾向
があり好ましい。
【０２８４】
　更に、前記ポリカーボネートジオールと前記高分子量ポリオールと前記低分子量ポリオ
ールとの総使用量に対して、前記ポリカーボネートジオールの使用量は、２５モル％以上
とすることが好ましく、より好ましくは５０モル％以上、更に好ましくは７０モル％以上
である。前記ポリカーボネートジオールの使用量が下限値より大きいと、硬化物の伸度、
耐候性が向上する傾向になり好ましい。
【０２８５】
　更に、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーが鎖延長剤を含む反応物の場合には
、前記ポリカーボネートジオール、前記高分子量ポリオール、及び前記低分子量ポリオー
ルの全ポリオールと鎖延長剤とを合わせた化合物の総使用量に対して全ポリオールの使用
量を７０モル％以上とすることが好ましく、より好ましくは８０モル％以上、更に好まし
くは９０モル％以上、特に好ましくは９５モル％以上である。前記全ポリオール量が下限
値より大きいと、液安定性が向上する傾向になり好ましい。
【０２８６】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、該組成物の計算網
目架橋点間分子量が５００～１０，０００であることが好ましい。
【０２８７】
　本明細書において、組成物の計算網目架橋点間分子量は、全組成物中の網目構造を形成
する活性エネルギー線反応基（以下、「架橋点」と称する場合がある）の間の分子量の平
均値を表す。この計算網目架橋点間分子量は、網目構造形成時の網目面積と相関があり、
計算網目架橋点間分子量が大きいほど架橋密度が小さくなる。活性エネルギー線硬化によ
る反応では、活性エネルギー線反応基を一個のみ有する化合物（以下、「単官能化合物」
と称する場合がある）が反応した場合には線状高分子になり、一方で活性エネルギー線反
応基を二個以上有する化合物（以下、「多官能化合物」と称する場合がある）が反応した
場合に網目構造を形成する。
【０２８８】
　よって、ここで多官能化合物が有する活性エネルギー線反応基が架橋点であって、計算
網目架橋点間分子量の算出は架橋点を有する多官能化合物が中心となり、単官能化合物は
多官能化合物が有する架橋点間の分子量を伸長する効果があるものとして扱い、計算網目
架橋点間分子量の算出を行う。また、計算網目架橋点間分子量の算出は、全ての活性エネ
ルギー線反応基が同じ反応性を有し、且つ活性エネルギー線照射により全ての活性エネル
ギー線反応基が反応するものと仮定した上で行う。
【０２８９】
　一種の多官能化合物のみが反応するような多官能化合物単一系組成物では、多官能化合
物が有する活性エネルギー線反応基一個当りの平均分子量の２倍が計算網目架橋点間分子
量となる。例えば、分子量１，０００の二官能性化合物では（１０００／２）×２＝１０
００、分子量３００の三官能性化合物では（３００／３）×２＝２００となる。
【０２９０】
　複数種の多官能化合物が反応するような多官能化合物混合系組成物では、組成物中に含
まれる全活性エネルギー線反応基数に対する上記単一系の各々の計算網目架橋点間分子量
の平均値が組成物の計算網目架橋点間分子量となる。例えば、分子量１，０００の二官能
性化合物４モルと分子量３００の三官能性化合物４モルとの混合物からなる組成物では、
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組成物中の全活性エネルギー線反応基数は２×４＋３×４＝２０個となり、組成物の計算
網目架橋点間分子量は｛（１０００／２）×８＋（３００／３）×１２｝×２／２０＝５
２０となる。
【０２９１】
　組成物中に単官能化合物を含む場合は、計算上、多官能化合物の活性エネルギー線反応
基（つまり架橋点）にそれぞれ当モルずつ、且つ架橋点に単官能化合物が連結して形成さ
れた分子鎖の中央に位置するように反応すると仮定すると、一個の架橋点における単官能
化合物による分子鎖の伸長分は、単官能化合物の総分子量を組成物中の多官能化合物の全
活性エネルギー線反応基数で除した値の半分となる。ここで、計算網目架橋点間分子量は
架橋点一個当り平均分子量の２倍であると考える為、多官能化合物において算出した計算
網目架橋点間分子量に対して単官能化合物により伸長された分は、単官能化合物の総分子
量を組成物中の多官能化合物の全活性エネルギー線反応基数で除した値となる。
【０２９２】
　例えば、分子量１００の単官能化合物４０モルと分子量１，０００の二官能性化合物４
モルとの混合物からなる組成物では、多官能化合物の活性エネルギー線反応基数は２×４
＝８個となるので、計算網目架橋点間分子量中の単官能化合物による伸長分は１００×４
０／８＝５００となる。すなわち組成物の計算網目架橋間分子量は１０００＋５００＝１
５００となる。
【０２９３】
　上記のことから、分子量ＷAの単官能性化合物ＭAモルと、分子量ＷBのｆB官能性化合物
ＭBモルと、分子量ＷCのｆC官能性化合物ＭCモルとの混合物では、組成物の計算網目架橋
点間分子量は下記式で表せる。
【０２９４】
【数３】

【０２９５】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物の計算網目架橋点間分
子量は、５００以上であることが好ましく、８００以上であることがより好ましく、１，
０００以上であることがさらに好ましく、また１０，０００以下であることが好ましく、
８，０００以下であることがより好ましく、６，０００以下であることがさらに好ましく
、４，０００以下であることがさらに一層好ましく、３，０００以下であることが特に好
ましい。
【０２９６】
　計算網目架橋点間分子量が１０，０００以下であると、該組成物から得られる硬化膜の
耐汚染性が良好となり、三次元加工適性と耐汚染性とのバランスに優れる傾向となるため
好ましい。また、計算網目架橋点間分子量が５００以上であると、得られる硬化膜の三次
元加工適性が良好となり、三次元加工適性と耐汚染性とのバランスに優れる傾向となり好
ましい。これは、三次元加工適性と耐汚染性が網目構造における架橋点間の距離に依存し
ており、この距離が長くなると柔軟で伸びやすい構造となり三次元加工適性に優れ、この
距離が短くなると網目構造が強固な構造となり耐汚染性に優れるからであると推定される
。
【０２９７】
　本発明の第２の態様に係るウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、前記ポリイ
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ソシアネートに、構造（Ａ）を含む前記ポリカーボネートジオールと前記ヒドロキシアル
キル（メタ）アクリレートを付加反応させることにより製造することができる。ここで、
前記高分子量ポリオール、前記低分子量ポリオール、及び前記鎖延長剤等を原料に併用す
るときは、本発明の第２の態様に係るウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、前
記ポリイソシアネートに、前述のそれ以外の他の原料化合物を付加反応させることにより
製造することができる。これらの付加反応は、公知の何れの方法でも行うことができる。
このような方法としては、例えば、以下の（１）～（３）の方法が挙げられる。
【０２９８】
（１）　前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート以外の成分を、イソシアネート基
が過剰となるような条件下で反応させたイソシアネート末端ウレタンプレポリマーを得て
、次いで該イソシアネート末端ウレタンプレポリマーと前記ヒドロキシアルキル（メタ）
アクリレートとを反応させるプレポリマー法。
（２）　全成分を同時に一括添加して反応させるワンショット法。
（３）　前記ポリイソシアネートと前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとを先
に反応させ、分子中に（メタ）アクリロイル基とイソシアネート基とを同時に有するウレ
タン（メタ）アクリレートプレポリマーを合成した後、得られたプレポリマーに、それら
以外の原料成分を反応させる方法。
【０２９９】
　これらのうち、（１）の方法によれば、前記ウレタンプレポリマーが前記ポリイソシア
ネートと前記ポリカーボネートジオールとをウレタン化反応させてなり、前記ウレタン（
メタ）アクリレート系オリゴマーは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリ
マーと前記ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとウレタン化反応させてなる構造を
有することから、分子量が制御可能で両末端にアクリロイル基が導入可能である観点から
、（１）の方法が好ましい。
【０３００】
　ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの製造時において、粘度の調整を目的に溶
剤を使用することができる。溶剤は一種でも二種以上でもよく、本発明の効果が得られる
範囲において公知の溶剤のいずれも使用することができる。好ましい溶剤としては、トル
エン、キシレン、酢酸エチル、酢酸ブチル、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、及
びメチルイソブチルケトンが挙げられる。溶剤は、通常、活性エネルギー線硬化性重合体
組成物１００質量部に対して３００質量部未満で使用可能である。
【０３０１】
　ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの製造時において、前記ウレタン（メタ）
アクリレート系オリゴマー及びその原料の総含有量は、総量に対して２０質量％以上であ
ることが好ましく、４０質量％以上であることがより好ましい。なお、この総含有量の上
限は１００質量％である。ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー及びその原料の総
含有量が２０質量％以上であると、反応速度が高くなり、製造効率が向上する傾向にある
ために好ましい。
【０３０２】
　ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの製造時において、反応温度は通常２０℃
以上であり、４０℃以上であることが好ましく、６０℃以上であることがより好ましい。
反応温度が２０℃以上であると、反応速度が高くなり、製造効率が向上する傾向にあるた
めに好ましい。又、通常１２０℃以下であり、１００℃以下であることが好ましい。反応
温度が１２０℃以下であると、アロハナート化反応等の副反応が起きにくくなるために好
ましい。又、反応液に溶剤が入っている場合にはその溶媒の沸点以下であることが好まし
く、（メタ）アクリレートが入っている場合には（メタ）アクリロイル基の反応防止の観
点から７０℃以下であることが好ましい。反応時間は通常５～２０時間程度である。
【０３０３】
　ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの製造時における付加反応触媒としては、
本発明の効果が得られる範囲から選ぶことができ、例えばジブチルスズラウレート、ジブ



(50) JP 2012-72350 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

チルスズジオクトエート、ジオクチルスズジラウレート、及びジオクチルスズジオクトエ
ートが挙げられる。付加反応触媒は一種でも二種以上でもよい。付加反応触媒は、これら
のうち、ジオクチルスズジラウレートであることが、環境適応性及び触媒活性、保存安定
性の観点から好ましい。
【０３０４】
　ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの製造時に、反応液に（メタ）アクリロイ
ル基が入っている場合には、重合禁止剤を併用することができる。このような重合禁止剤
としては、本発明の効果が得られる範囲から選ぶことができ、例えばハイドロキノン、ハ
イドロキノンモノエチルエーテル、ジブチルヒドロキシトルエン等のフェノール類、フェ
ノチアジン、ジフェニルアミン等のアミン類、ジブチルジチオカルバミン酸、銅等の銅塩
、酢酸マンガン等のマンガン塩、ニトロ化合物、ニトロソ化合物等が挙げられる。重合禁
止剤は一種でも二種以上でもよい。重合禁止剤は、これらのうち、フェノール類が好まし
い。
【０３０５】
　また、各原料成分の仕込み比は、上述の本発明の第２の態様に係るウレタン（メタ）ア
クリレート系オリゴマーの組成と実質的に同等とする。例えば、各原料成分の仕込み比は
、上述の本発明の第２の態様に係るウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの組成と
同一とする。
【０３０６】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、本発明の効果が得
られる範囲において、前記ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー以外の他の成分を
さらに含有していてもよい。このような他の成分としては、例えば、活性エネルギー線反
応性モノマー、活性エネルギー線硬化性オリゴマー、重合開始剤、光増感剤、添加剤、及
び溶剤が挙げられる。
【０３０７】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記ウレタ
ン（メタ）アクリレート系オリゴマーの含有量は、前記ウレタン（メタ）アクリレート系
オリゴマーを含む活性エネルギー線反応性成分の総量に対して４０質量％以上であること
が好ましく、６０質量％以上であることがより好ましい。なお、この含有量の上限は１０
０質量％である。ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの含有量が４０質量％以上
であると、硬化性が良好となり、硬化物とした際の機械的強度が高くなりすぎることなく
、三次元加工適性が向上する傾向にあるため好ましい。
【０３０８】
　また、本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記
ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの含有量は、伸度及び造膜性の点では多い方
が好ましく、また、一方、低粘度化の点では、少ない方が好ましい。このような観点から
、前記ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの含有量は、前記活性エネルギー線反
応性成分に加えて他の成分を含む全成分の総量に対して、５０質量％以上であることが好
ましく、７０質量％以上であることがより好ましい。なお前記ウレタン（メタ）アクリレ
ート系オリゴマーの含有量の上限値は１００質量％であり、前記含有量はそれ以下である
ことが好ましい。
【０３０９】
　また、本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記
ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含む前記活性エネルギー線反応性成分の総
量の含有量は、組成物としての硬化速度及び表面硬化性に優れ、タックが残らない等の面
から、該組成物全量に対して、６０質量％以上であることが好ましく、８０質量％以上で
あることがより好ましく、９０質量％以上であることがさらに好ましく、９５質量％以上
であることがさらに一層好ましい。なお、前記含有量の上限は１００質量％である。
【０３１０】
　前記活性エネルギー線反応性モノマーとしては、本発明の効果が得られる範囲において
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、公知のいずれの活性エネルギー線反応性モノマーも用いることができる。これらの活性
エネルギー線反応性モノマーは、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの親疎水性
や、得られる組成物を硬化物とした際の硬化物の硬度、伸度等の物性を調整する目的等で
使用される。活性エネルギー線反応性モノマーは一種で二種以上でもよい。
【０３１１】
　このような活性エネルギー線反応性モノマーとしては、例えばビニルエーテル類、（メ
タ）アクリルアミド類、及び（メタ）アクリレート類が挙げられ、具体的には、例えば、
スチレン、α－メチルスチレン、α－クロロスチレン、ビニルトルエン、ジビニルベンゼ
ン等の芳香族ビニル系モノマー類；酢酸ビニル、酪酸ビニル、Ｎ－ビニルホルムアミド、
Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラクタム、ア
ジピン酸ジビニル等のビニルエステルモノマー類；エチルビニルエーテル、フェニルビニ
ルエーテル等のビニルエーテル類；ジアリルフタレート、トリメチロールプロパンジアリ
ルエーテル、アリルグリシジルエーテル等のアリル化合物類；アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド、Ｎ－メチロールアクリル
アミド、Ｎ－メトキシメチルアクリルアミド、Ｎ－ブトキシメチルアクリルアミド、Ｎ－
ｔ－ブチルアクリルアミド、アクリロイルモルホリン、メチレンビスアクリルアミド等の
（メタ）アクリルアミド類；（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）
アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸－ｎ－ブチル、（
メタ）アクリル酸－ｉ－ブチル、（メタ）アクリル酸－ｔ－ブチル、（メタ）アクリル酸
ヘキシル、（メタ）アクリル酸－２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（
メタ）アクリル酸ステアリル、（メタ）アクリル酸テトラヒドロフルフリル、（メタ）ア
クリル酸モルフォリル、（メタ）アクリル酸－２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル
酸－２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸－４－ヒドロキシブチル、（メタ）ア
クリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸ジメチルアミノエチル、（メタ）アクリル酸ジ
エチルアミノエチル、（メタ）アクリル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル
、（メタ）アクリル酸フェノキシエチル、（メタ）アクリル酸トリシクロデカン、（メタ
）アクリル酸ジシクロペンテニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチル
、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニル、（メタ）アクリル酸アリル、（メタ）アクリ
ル酸－２－エトキシエチル、（メタ）アクリル酸イソボルニル、（メタ）アクリル酸フェ
ニル等の単官能（メタ）アクリレート；及び、ジ（メタ）アクリル酸エチレングリコール
、ジ（メタ）アクリル酸ジエチレングリコール、ジ（メタ）アクリル酸トリエチレングリ
コール、ジ（メタ）アクリル酸テトラエチレングリコール、ジ（メタ）アクリル酸ポリエ
チレングリコール（ｎ＝５～１４）、ジ（メタ）アクリル酸プロピレングリコール、ジ（
メタ）アクリル酸ジプロピレングリコール、ジ（メタ）アクリル酸トリプロピレングリコ
ール、ジ（メタ）アクリル酸テトラプロピレングリコール、ジ（メタ）アクリル酸ポリプ
ロピレングリコール（ｎ＝５～１４）、ジ（メタ）アクリル酸－１，３－ブチレングリコ
ール、ジ（メタ）アクリル酸－１，４－ブタンジオール、ジ（メタ）アクリル酸ポリブチ
レングリコール（ｎ＝３～１６）、ジ（メタ）アクリル酸ポリ（１－メチルブチレングリ
コール）（ｎ＝５～２０）、ジ（メタ）アクリル酸－１，６－ヘキサンジオール、ジ（メ
タ）アクリル酸－１，９－ノナンジオール、ジ（メタ）アクリル酸ネオペンチルグリコー
ル、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリル酸エステル、ジ（
メタ）アクリル酸ジシクロペンタンジオール、ジ（メタ）アクリル酸トリシクロデカン、
トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）
アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプ
ロパンテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレー
ト、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキ
サ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリオキシエチル（メタ）アクリレー
ト、トリメチロールプロパントリオキシプロピル（メタ）アクリレート、トリメチロール
プロパンポリオキシエチル（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンポリオキシプ
ロピル（メタ）アクリレート、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリ（



(52) JP 2012-72350 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

メタ）アクリレート、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートジ（メタ）アク
リレート、エチレンオキサイド付加ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、エチレン
オキサイド付加ビルフェノールＦジ（メタ）アクリレート、プロピレンオキサイド付加ビ
スフェノールＡジ（メタ）アクリレート、プロピレンオキサイド付加ビスフェノールＦジ
（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレート、ビスフ
ェノールＡエポキシジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＦエポキシジ（メタ）アク
リレート等の多官能（メタ）アクリレート；が挙げられる。
【０３１２】
　これらの中で、特に、本発明の第２の態様に係る組成物に塗布性を要求される用途では
、（メタ）アクリロイルモルホリン、（メタ）アクリル酸テトラヒドロフルフリル、（メ
タ）アクリル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸トリ
メチルシクロヘキシル、（メタ）アクリル酸フェノキシエチル、（メタ）アクリル酸トリ
シクロデカン、（メタ）アクリル酸ジシクロペンテニル、（メタ）アクリル酸イソボルニ
ル、モノ（メタ）アクリルアミド等の、分子内に環構造を有する単官能（メタ）アクリレ
ートが好ましく、また、一方、得られる硬化物の機械的強度が求められる用途では、ジ（
メタ）アクリル酸－１，４－ブタンジオール、ジ（メタ）アクリル酸－１，６－ヘキサン
ジオール、ジ（メタ）アクリル酸－１，９－ノナンジオール、ジ（メタ）アクリル酸ネオ
ペンチルグリコール、ジ（メタ）アクリル酸トリシクロデカン、トリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエ
リスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトー
ルヘキサ（メタ）アクリレート等の多官能（メタ）アクリレートが好ましい。
【０３１３】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記活性エ
ネルギー線反応性モノマーの含有量は、組成物の粘度調整及び硬化物の硬度、伸度等の物
性調整の観点から、該組成物全量に対して、５０質量％以下で存在していることが好まし
く、３０質量％以下であることがより好ましく、２０質量％以下であることがさらに好ま
しく、１０質量％以下であることがさらに一層好ましい。
【０３１４】
　前記活性エネルギー線硬化性オリゴマーは一種でも二種以上でもよい。前記活性エネル
ギー線硬化性オリゴマーとしては、エポキシ（メタ）アクリレート系オリゴマー、及びア
クリル（メタ）アクリレート系オリゴマーが挙げられる。
【０３１５】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記活性エ
ネルギー線反応性オリゴマーの含有量は、硬化物の硬度、伸度等の物性調整の観点から、
該組成物全量に対して、５０質量％以下で存在していることが好ましく、３０質量％以下
であることがより好ましく、２０質量％以下であることがさらに好ましく、１０質量％以
下であることがさらに一層好ましい。
【０３１６】
　前記重合開始剤は、主に、紫外線、電子線等の活性エネルギー線照射で進行する重合反
応の開始効率を向上させる等の目的で用いられる。重合開始剤としては、光によりラジカ
ルを発生する性質を有する化合物である光ラジカル重合開始剤が一般的であり、本発明の
効果が得られる範囲で公知の何れの光ラジカル重合開始剤でも使用可能である。重合開始
剤は一種でも二種以上でもよい。更に、光ラジカル重合開始剤と光増感剤とを併用しても
よい。
【０３１７】
　光ラジカル重合開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、２，４，６－トリメチルベ
ンゾフェノン、４，４－ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン、４－フェニルベンゾフ
ェノン、メチルオルトベンゾイルベンゾエート、チオキサントン、ジエチルチオキサント
ン、イソプロピルチオキサントン、クロロチオキサントン、２－エチルアントラキノン、
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ｔ－ブチルアントラキノン、ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－
１－フェニルプロパン－１－オン、ベンジルジメチルケタール、１－ヒドロキシシクロヘ
キシルフェニルケトン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾ
インイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、メチルベンゾイルホルメー
ト、２－メチル－１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モルホリノプロパン－１－
オン、２，６－ジメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、２，４，６－トリメ
チルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）
－２，４，４－トリメチルペンチルホスフィンオキシド、ビス（２，４，６－トリメチル
ベンゾイル）フェニルホスフィンオキシド、及び２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２
－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル〕－２－メチル－プ
ロパン－１－オンが挙げられる。
【０３１８】
　これらの中で、硬化速度が速く架橋密度を十分に上昇できる点から、ベンゾフェノン、
２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシシクロ
ヘキシルフェニルケトン、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオ
キシド、及び、２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロ
ピオニル）－ベンジル］－フェニル〕－２－メチル－プロパン－１－オンが好ましく、１
－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェ
ニルホスフィンオキシド、及び２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２－ヒドロキシ－２
－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル〕－２－メチル－プロパン－１－オン
が好ましい。
【０３１９】
　また、活性エネルギー線硬化性重合体組成物に、ラジカル重合性基と共にエポキシ基等
のカチオン重合性基を有する化合物が含まれる場合は、重合開始剤として、上記した光ラ
ジカル重合開始剤と共に光カチオン重合開始剤が含まれていてもよい。光カチオン重合開
始剤も、本発明の効果が得られる範囲で公知の何れのものも可能である。
【０３２０】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物におけるこれらの光重
合開始剤の含有量は、前記の活性エネルギー線反応性成分の合計１００質量部に対して、
１０質量部以下で存在していることが好ましく、５質量部以下であることがより好ましい
。光重合開始剤の含有量が１０質量部以下であると、開始剤分解物による機械的強度の低
下が起こり難いため好ましい。
【０３２１】
　前記光増感剤は、重合開始剤と同じ目的で用いることができる。光増感剤は一種でも二
種以上でもよく、本発明の効果が得られる範囲で公知の光増感剤のいずれをも使用するこ
とができる。このような光増感剤としては、例えば、エタノールアミン、ジエタノールア
ミン、トリエタノールアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン、４－ジメチルアミノ安息
香酸メチル、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸アミル、
及び４－ジメチルアミノアセトフェノンが挙げられる。
【０３２２】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記光増感
剤の含有量は、前記の活性エネルギー線反応性成分の合計１００質量部に対して、１０質
量部以下で存在していることが好ましく、５質量部以下であることがより好ましい。光増
感剤の含有量が１０質量部以下であると、架橋密度低下による機械的強度の低下が起こり
難いため好ましい。
【０３２３】
　前記添加剤は、本発明の効果が得られる範囲において、同様の用途に用いられる組成物
に添加される種々の材料を添加剤として用いることができる。添加剤は一種でもよいし、
二種以上でもよい。このような添加剤としては、例えば、ガラス繊維、ガラスビーズ、シ
リカ、アルミナ、炭酸カルシウム、雲母、酸化亜鉛、酸化チタン、マイカ、タルク、カオ
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リン、金属酸化物、金属繊維、鉄、鉛、金属粉等のフィラー類；炭素繊維、カーボンブラ
ック、黒鉛、カーボンナノチューブ、Ｃ６０等のフラーレン類等の炭素材料類（フィラー
類、炭素材料類を総称して「無機成分」と称することがある）；酸化防止剤、熱安定剤、
紫外線吸収剤、ＨＡＬＳ、耐指紋剤、表面親水化剤、帯電防止剤、滑り性付与剤、可塑剤
、離型剤、消泡剤、レベリング剤、沈降防止剤、界面活性剤、チクソトロピー付与剤、滑
剤、難燃剤、難燃助剤、重合禁止剤、充填剤、シランカップリング剤等の改質剤類；顔料
、染料、色相調整剤等の着色剤類；及び、モノマー又は／及びそのオリゴマー、又は無機
成分の合成に必要な硬化剤、触媒、硬化促進剤類；等が挙げられる。
【０３２４】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物において、前記添加剤
の含有量は、前記の活性エネルギー線反応性成分の合計１００質量部に対して、１０質量
部以下で存在していることが好ましく、５質量部以下であることがより好ましい。添加剤
の含有量が１０質量部以下であると、架橋密度低下による機械的強度の低下が起こり難い
ため好ましい。
【０３２５】
　前記溶剤は、例えば本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物の
塗膜を形成するためのコーティング方式に応じて、本発明の第２の態様に係る活性エネル
ギー線硬化性重合体組成物の粘度の調整を目的に使用することができる。溶剤は一種でも
二種以上でもよく、本発明の効果が得られる範囲において公知の溶剤のいずれも使用する
ことができる。好ましい溶剤としては、トルエン、キシレン、酢酸エチル、酢酸ブチル、
イソプロパノール、イソブタノール、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、及びメチ
ルイソブチルケトンが挙げられる。溶剤は、通常、活性エネルギー線硬化性重合体組成物
１００質量部に対して４００質量部未満で使用可能である。
【０３２６】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物に、前述の添加剤等の
任意成分を含有させる方法としては、特に限定はなく、従来公知の混合、分散方法等が挙
げられる。尚、前記任意成分をより確実に分散させるためには、分散機を用いて分散処理
を行うことが好ましい。具体的には、例えば、二本ロール、三本ロール、ビーズミル、ボ
ールミル、サンドミル、ペブルミル、トロンミル、サンドグラインダー、セグバリアトラ
イター、遊星式攪拌機、高速インペラー分散機、高速ストーンミル、高速度衝撃ミル、ニ
ーダー、ホモジナイザー、超音波分散機等で処理する方法が挙げられる。
【０３２７】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物の粘度は、該組成物の
用途や使用態様等に応じて適宜調節し得るが、Ｅ型粘度計（ローター１°３４’×Ｒ２４
）における２５℃での粘度が、取り扱い性、塗工性、成形性、立体造形性等の観点から、
１０ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく、１００ｍＰａ・ｓ以上であることがより好ま
しく、また、一方、１００，０００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、５０，０００
ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましい。活性エネルギー線硬化性重合体組成物の粘度
の調節は、例えばウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーの含有量や、前記の任意成
分の種類や、その配合割合等によって調整することができる。
【０３２８】
　前記活性エネルギー線硬化性重合体組成物の塗工方法としては、バーコーター法、アプ
リケーター法、カーテンフローコーター法、ロールコーター法、スプレー法、グラビアコ
ーター法、コンマコーター法、リバースロールコーター法、リップコーター法、ダイコー
ター法、スロットダイコーター法、エアーナイフコーター法、ディップコーター法等の公
知の方法を適用可能であるが、その中でもバーコーター法及びグラビアコーター法が好ま
しい。
【０３２９】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、これに活性エネル
ギー線を照射することにより硬化膜とすることができる。
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【０３３０】
　上記組成物を硬化させる際に使用する活性エネルギー線としては、赤外線、可視光線、
紫外線、Ｘ線、電子線、α線、β線、γ線等が使用可能である。装置コストや生産性の観
点から電子線又は紫外線を利用することが好ましく、光源としては、電子線照射装置、超
高圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、中圧水銀ランプ、低圧水銀ランプ、メタルハライドラ
ンプ、Ａｒレーザー、Ｈｅ－Ｃｄレーザー、固体レーザー、キセノンランプ、高周波誘導
水銀ランプ、太陽光等が適している。
【０３３１】
　活性エネルギー線の照射量は、活性エネルギー線の種類に応じて適宜に選ぶことができ
、例えば、電子線照射で硬化する場合には、その照射量は１～１０Ｍｒａｄであることが
好ましい。また、紫外線照射の場合は５０～１，０００ｍＪ／ｃｍ2であることが好まし
い。硬化時の雰囲気は、空気、窒素やアルゴン等の不活性ガスでもよい。また、フィルム
やガラスと金属金型との間の密閉空間で照射してもよい。
【０３３２】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜の膜厚は、目的とされる用途に応じて適宜決められる
が、下限は好ましくは１μｍ、更に好ましくは３μｍ、特に好ましくは５μｍである。ま
た、同上限は好ましくは２００μｍ、更に好ましくは１００μｍ、特に好ましくは５０μ
ｍ、最も好ましくは２０μｍである。膜厚が１μｍより大きいと三次元加工後の意匠性や
機能性の発現が良好となり、また、一方、２００μｍより小さいと内部硬化性、三次元加
工適性が良好であるため好ましい。
【０３３３】
　さらに、基材上に、本発明の第２の態様に係る硬化膜からなる層を有する積層体を得る
ことができる。本発明の第２の態様に係る積層体は、本発明の第２の態様に係る硬化膜か
らなる層を有していれば特に限定されず、基材及び本発明の第２の態様に係る硬化膜以外
の層を基材と本発明の第２の態様に係る硬化膜との間に有していてもよいし、その外側に
有していてもよい。また、前記積層体は、基材や本発明の第２の態様に係る硬化膜を複数
層有していてもよい。
【０３３４】
　本発明の第２の態様に係る積層体を得る方法としては、全ての層を未硬化の状態で積層
した後に活性エネルギー線で硬化する方法、下層を活性エネルギー線にて硬化、あるいは
半硬化させた後に上層を塗布し、再度活性エネルギー線で硬化する方法、それぞれの層を
離型フィルムやベースフィルムに塗布した後、未硬化あるいは半硬化の状態で層同士を貼
り合わせる方法等の公知の方法を適用可能であるが、層間の密着性を高める観点から、未
硬化の状態で積層した後に活性エネルギー線で硬化する方法が好ましい。未硬化の状態で
積層する方法としては、下層を塗布した後に上層を重ねて塗布する逐次塗布や、多重スリ
ットから同時に二層以上の層を重ねて塗布する同時多層塗布等の公知の方法を適用可能で
あるが、この限りではない。
【０３３５】
　基材としては、例えばポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレフタレート等の
ポリエステル、ポリプロピレンやポリエステル等のポリオレフィン、ナイロン、ポリカー
ボネート、（メタ）アクリル樹脂等の種々のプラスチック、又は金属で形成された板等の
種々の形状の物品が挙げられる。
【０３３６】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜は、インキ、エタノール等の一般家庭汚染物に対する
耐汚染性及び硬度に優れる膜とすることが可能であり、本発明の第２の態様に係る硬化膜
を各種基材への皮膜として用いた本発明の第２の態様に係る積層体は、意匠性及び表面保
護性に優れたものとすることができる。
【０３３７】
　また、本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、計算網目架
橋点間分子量を考慮すれば、三次元加工時の変形に追従可能な柔軟性、破断伸度、機械的
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強度、耐汚染性、及び硬度を同時に兼ね備える硬化膜を与えることができる。
【０３３８】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜の破断伸度は、本発明の第２の態様に係る硬化膜を１
０ｍｍ幅に切断し、テンシロン引張試験機（オリエンテック社製、テンシロンＵＴＭ－Ｉ
ＩＩ－１００）を用いて、温度１４０℃、引張速度５０ｍｍ／分、チャック間距離５０ｍ
ｍの条件で引張試験を行って測定した値が、５０％以上であることが好ましく、７５％以
上であることがより好ましく、１００％以上であることがさらに好ましく、１５０％以上
であるであることが特に好ましい。
【０３３９】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜の破断強度は、本発明の硬化膜を１０ｍｍ幅に切断し
、テンシロン引張試験機（オリエンテック社製、テンシロンＵＴＭ－ＩＩＩ－１００）を
用いて、温度２３℃、引張速度５０ｍｍ／分、チャック間距離５０ｍｍの条件で引張試験
を行って測定した値が、４０ＭＰａ以上であることが好ましく、５０ＭＰａ以上であるこ
とがより好ましく、６０ＭＰａ以上であることがさらに好ましい。
【０３４０】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜の弾性率は、本発明の硬化膜を１０ｍｍ幅に切断し、
テンシロン引張試験機（オリエンテック社製、テンシロンＵＴＭ－ＩＩＩ－１００）を用
いて、温度２３℃、引張速度５０ｍｍ／分、チャック間距離５０ｍｍの条件で引張試験を
行って測定した値が、１００ＭＰａ以上であることが好ましく、２００ＭＰａ以上である
ことがより好ましく、５００ＭＰａ以上であることがさらに好ましく、１，０００ＭＰａ
以上であるであることが特に好ましく、２，０００ＭＰａ以上であることが最も好ましい
。
【０３４１】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜の鉛筆硬度は、磨耗試験機（新東科学社製；ヘイドン
　Ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｔｒａｉｎ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒ　３Ｋ－３４Ｂ）を使用し、硬度
６Ｂ、５Ｂ、４Ｂ、３Ｂ、２Ｂ、Ｂ、ＨＢ、Ｆ、Ｈ、２Ｈの鉛筆（三菱鉛筆社製；品番Ｕ
ＮＩ、日塗検査済、鉛筆引っ掻き値試験用）を用いて、２３℃／５３％ＲＨ条件下で、加
重１ｋｇｆ（９．８Ｎ）、引っ掻き速度２５ｍｍ／分にて１ｃｍ走引して測定した値が、
ＨＢ以上であることが好ましく、Ｆ以上であることがより好ましく、Ｈ以上であることが
さらに好ましい。
【０３４２】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜の耐汚染性は、硬化膜に７５質量％エタノール水溶液
、赤色水性インキ（パイロット社製カートリッジインキ／レッド／ＩＲＦ－１２Ｓ－Ｒ）
又は青色水性（パイロット社製インキカートリッジインキ／ブルーブラック／ＩＲＦ－１
２Ｓ－ＢＢ）（以下、総称して「汚染物」ということがある）０．０３ｇを滴下して接触
させ、室温（２３℃）にて、７５質量％エタノール水溶液の場合は１時間、赤色水性イン
キ又は青色水性インキの場合は２４時間、各々静置した後、水を含んだ脱脂綿で汚染物を
拭き取った後の汚染度を目視により評価する。ここで、拭き取り後の汚染物の量は、微量
であることが好ましく、目で見えないほど微量であることが更に好ましい。
【０３４３】
　本発明の第２の態様に係る硬化膜及び本発明の第２の態様に係る積層体は、塗装代替用
フィルムとして用いることができ、例えば内装・外装用の建装材や自動車、家電等の各種
部材等に有効に適用することが可能である。
【０３４４】
　本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、これを硬化させて
硬化膜とした場合、インキ、エタノール等の一般家庭汚染物に対する耐汚染性及び硬度に
優れる硬化膜を与えることができ、該硬化膜を各種基材への被膜として用いることで意匠
性ないし表面保護性を付与することができる。
【０３４５】
　また、本発明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、計算網目架
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橋点間分子量を考慮すれば、三次元加工時の変形に追従可能な柔軟性、破断伸度、機械的
強度、耐汚染性、及び硬度を同時に兼ね備える硬化膜を与えることができる。また、本発
明の第２の態様に係る活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、一層塗布により簡便に薄
膜状の樹脂シートを製造することが可能となることが期待される。
【実施例】
【０３４６】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明は、その要
旨を超えない限り、これらの実施例に限定されるものではない。
【０３４７】
　以下において、各物性値の評価方法は下記の通りである。
【０３４８】
［評価方法：ポリカーボネートジオール］
＜数平均分子量＞
　数平均分子量（Ｍｎ）は、生成物をＣＤＣｌ3に溶解して４００ＭＨｚにて1Ｈ－ＮＭＲ
（ＢＲＵＫＥＲ製ＡＶＡＮＣＥ４００）を測定、その積分値より算出した。
＜分子量分布　Ｍｗ／Ｍｎ＞
　分子量分布は下記条件によるＧＰＣ測定によりポリスチレン換算Ｍｎ、Ｍｗ値を求め、
算出した。
　装置　　　：東ソー社製　Ｔｏｓｏｈ　８０２０
　カラム　　：ＰＬｇｅｌ　３ｕｍ　ＭＩＸＥＤ－Ｅ（７．５ｍｍＩ．Ｄ．×３０ｃｍＬ
×２本）
　溶離液　　：ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）
　流速　　　：０．５ｍＬ／ｍｉｎ
　カラム温度：４０℃
　ＲＩ検出器：ＲＩ（装置　Ｔｏｓｏｈ　８０２０内蔵）
【０３４９】
＜末端フェノキシド量、エーテル結合量、原料ジオール量、フェノール量＞
　生成物をＣＤＣｌ3に溶解して４００ＭＨｚ　1Ｈ－ＮＭＲ（ＢＲＵＫＥＲ製ＡＶＡＮＣ
Ｅ４００）を測定し、各成分のシグナルの積分値より算出した。その際の検出限界は、サ
ンプル全体の重量に対する末端フェノキシドの重量として２００ｐｐｍ、エーテル基の重
量として５００ｐｐｍ、原料ジオール又はフェノールの重量として、フェノールは１００
ｐｐｍ、イソソルビドは０．１重量％、o-ジクロロベンゼンとして２００ｐｐｍである。
また末端フェノキシドの割合は、末端フェノキシドの１プロトン分の積分値と末端全体（
分子鎖末端の構造（Ａ）、分子鎖末端の構造（Ｂ）及び末端フェノキシドの３つの構造の
合計）の１プロトン分の積分値の比から求めており、末端フェノキシドの検出限界は末端
全体に対して０．０５％である。
【０３５０】
＜炭酸ジエステル残量＞
　炭酸ジエステル（ジフェニルカーボネート）残存量をＧＰＣによる定量分析にて以下の
条件で測定した。
（分析条件）
　カラム：Ｔｓｋｇｅｌ　Ｇ２０００Ｈ　ＸＬ７．８ｍｍＩ．Ｄ×３０ｃｍＬ　４本
　溶離液：ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）
　流速：１．０ｍＬ／ｍｉｎ
　カラム温度：４０℃
　ＲＩ検出器：ＲＩＤ－１０Ａ（島津製作所）
【０３５１】
＜（Ａ）／（Ｂ）比・末端（Ａ）／（Ｂ）比・末端（Ａ）率（Ｉ）＞
　生成物をＣＤＣｌ3に溶解して４００ＭＨｚ　1Ｈ－ＮＭＲ（ＢＲＵＫＥＲ製ＡＶＡＮＣ
Ｅ４００）を測定し、その積分値より算出した。算出方法を以下に記載する。
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　ＮＭＲチャート上の下記ケミカルシフトの積分値からそれぞれの比率を求める。なお、
ケミカルシフト値は組成により若干異なる場合があるので、その場合は積分値の取り方を
適宜変更する場合がある。
　δ５．２２～４．９８ｐｐｍの積分値＝ａ
　δ４．７９～４．６１ｐｐｍの積分値＝ｂ
　δ４．６１～４．４７ｐｐｍの積分値＝ｃ
　δ３．６８～３．５１ｐｐｍの積分値＝ｄ
　δ２．７３～２．６６ｐｐｍの積分値＝ｅ
　δ１．５２～１．３０ｐｐｍの積分値＝ｆ
【０３５２】
　分子鎖末端の構造（Ａ）は２種の異性体であり、それぞれを「（Ａ）末端１」、「（Ａ
）末端２」とする。また末端以外のポリカーボネートジオール中の（Ａ）由来構造部分を
「（Ａ）中」とする。同様に（Ｂ）に関して、「（Ｂ）末端」「（Ｂ）中」とする。それ
ぞれのプロトン数を考慮し、以下の式によりそれぞれの数を計算する。
（Ａ）末端１＝ｂ－ｅ
（Ａ）中＝ｃ－（Ａ）末端１
（Ａ）末端２＝ａ－（Ａ）末端１－（Ａ）中×２
（Ｂ）末端＝（ｄ－ｅ－（Ａ）末端１）÷２
（Ｂ）中＝（ｆ－（Ｂ）末端×４）÷４
【０３５３】
　式（Ｉ）に記載された分子鎖中の各構造式の数は以下で表される。
分子鎖末端の構造（Ａ）の数＝（Ａ）末端１＋（Ａ）末端２
分子鎖末端の構造（Ａ）と構造（Ｂ）の数の合計＝（Ａ）末端１＋（Ａ）末端２＋（Ｂ）
末端
分子鎖中の構造（Ａ）の数＝（Ａ）末端１＋（Ａ）末端２＋（Ａ）中
分子鎖中の構造（Ａ）と構造（Ｂ）の数の合計＝（Ａ）末端１＋（Ａ）末端２＋（Ａ）中
＋（Ｂ）末端＋（Ｂ）中
【０３５４】
　上記値を式（Ｉ）に当てはめることにより、末端（Ａ）率（Ｉ）が求められる。
【０３５５】
＜ＡＰＨＡ値＞
　ＪＩＳ　Ｋ００７１－１に準拠して、比色管に入れた標準液と比較して測定した。
【０３５６】
＜粘度＞
　生成物を５０℃に加熱した後、Ｅ型粘度計（ＢＲＯＯＫＦＩＥＬＤ製ＤＶ－ＩＩ＋Ｐｒ
ｏ、コーン：ＣＰＥ－５２）を用いて測定した。
【０３５７】
＜水酸基価＞
　下記の手法により測定、算出した。
　無水フタル酸１４ｇをピリジン１００ｍＬに溶解させフタル化剤を調製した。このフタ
ル化剤５ｍＬにポリカーボネートジオールを１．５０～１．６０ｇ溶かし、１００℃で１
時間反応させた。この反応液を室温に冷却した後にＴＨＦ／Ｈ2Ｏ（７５／２５）混合溶
媒２５ｍＬで希釈した。この液を、１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液を用いて滴定し、変曲点
を検出するまでに用いた水酸化ナトリウム水溶液の量を求めた（本試験）。またフタル化
剤５ｍＬをＴＨＦ／Ｈ2Ｏ（７５／２５）混合溶媒２５ｍＬで希釈した溶液についても同
様の滴定（空試験）を行った。
　得られた水酸化ナトリウム水溶液の容量から下記の式で水酸基価を求めた。また、この
水酸基価から数平均分子量を算出した。
【０３５８】
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【数４】

【０３５９】
＜１分子当りの平均水酸基数＞
　下記の計算式により算出した。
　　１分子辺りの平均水酸基数
 ＝[（数平均分子量）×（水酸基価）]／[１０００×（ＫＯＨの分子量）]
　なお、数平均分子量としては前述の1Ｈ－ＮＭＲでの測定値を、水酸基価としては前述
の滴定での算出値を用いた。
【０３６０】
＜触媒量＞
　ポリカーボネートジオール生成物を約０．１ｇ測り取り、４ｍＬのアセトニトリルに溶
解した後、２０ｍＬの純水を加えてポリカーボネートジオールを析出させ、析出したポリ
カーボネートジオールをろ過にて除去した。そしてろ過後の溶液を純水で所定濃度まで希
釈し、金属イオン濃度をイオンクロマトグラフィーで分析した。なお、溶媒として使用す
るアセトニトリルの金属イオン濃度をブランク値として測定し、溶媒分の金属イオン濃度
を差し引いた値をポリカーボネートジオール生成物の金属イオン濃度とした。
測定条件は以下の表１に示す通りである。分析結果と予め作成した検量線を使用し、マグ
ネシウムイオン濃度を求めた。
【０３６１】

【表１】
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【０３６２】
［評価方法　ポリウレタン］
＜分子量＞
　（株）島津製作所製ＧＰＣ装置（カラムＴＳＫｇｅｌＳｕｐｅｒＨＺＭ－Ｎ，溶媒は臭
化リチウム添加ジメチルアセトアミド）を使用し、標準ポリスチレン換算の数平均分子量
（Ｍｎ）を分子量とした。
【０３６３】
＜フィルム引っ張り物性＞
　幅１０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚み１００μｍの短冊状のポリウレタンサンプルに対し
てＪＩＳ　Ｋ６３０１に準じ、引張試験機（（株）オリエンテック製テンシロンＲＴＣ－
１２１０Ａ）を用いて引張破断伸度と１００％モジュラスを測定した。なお、チャック間
距離は５０ｍｍ、引張速度は５００ｍｍ／分にて、温度２３℃（相対湿度５５％）の条件
下で実施した。
【０３６４】
＜フィルムクリープ特性＞
　厚さ１００μｍのポリウレタンフィルムを形成し、幅１０ｍｍの短冊形に切り取り、５
０ｍｍの幅で基準線を記してサンプルとした。このサンプルを気温２３℃、相対湿度５５
％ＲＨの恒温恒湿の状態にて、長さ方向に１ＭＰａの荷重を加え、１６時間経過後に荷重
を外した。基準線間の長さ（Ｌｍｍ）を測定し、クリープ特性（（Ｌ－５０）／５０）×
１００（％）を求めた。
【０３６５】
＜フィルム引っかき硬度（鉛筆法）＞
　厚さ１００μｍのポリウレタンフィルムを形成し、このフィルムを金属鏡面に気泡を含
まないように貼り付けて固定し、ＪＩＳ　Ｋ－５６００－５－４に準じて測定した。
【０３６６】
＜フィルム耐摩擦試験＞
　厚さ１００μｍのポリウレタンフィルムを形成し、このフィルムを試験機（ＩＩ形、学
振形）に固定し、ＪＩＳ　Ｌ０８４９に準じて４．９Ｎの荷重にて摩擦試験を最大５００
往復行った。
【０３６７】
＜ウレタン化速度試験＞
　得られたポリカーボネートジオールのウレタン化反応における反応性は、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド（以下、ＤＭＦ）の溶液としてから、ポリカーボネートジオールのＯＨ
価から推算される、添加するポリカーボネートジオールのモル等量に対して０．９８倍の
ジフェニルメタンジイソシアネート（以下、ＭＤＩ）量を所定温度にて添加し、その攪拌
を１００ｒｐｍに保った場合の攪拌モーター負荷（単位　Ｖ）の変化にて負荷値（トルク
）を観察した。トルクは、ＭＤＩ添加前の値を差し引いた差分を読み取った。モーターは
東京理化器械株式会社の攪拌機マゼラＺ－１２１０を用いた。重合反応容器は容量５００
ｍＬのセパラブルフラスコを用い、攪拌羽根はイカリ型を２枚組み合わせた４枚羽根を用
いた。用いる容器等はよく洗浄し乾燥した上で、一連の操作は空気との接触を極力避けて
、窒素流通あるいは窒素封入の条件にて行った。なお、モーター負荷値の検出限界は５Ｖ
である。ただし、モーター負荷値が約２Ｖを超える状態では重合液の粘度が高すぎ、攪拌
羽根による剪断後の重合液が重力で戻りきらず、部分的に空回りの状態となるため、正し
いモーター負荷値が測定できなかった。
【０３６８】
［評価方法：ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー］
＜数平均分子量の算出方法＞
　各実験例及び参考実験例のウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーは、ポリイソシ
アネート、ポリカーボネートジオール、及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートの
三種の成分を構成単位として含んでいる。これらの構成単位は、ウレタン（メタ）アクリ
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レート系オリゴマーにおいて、各成分の分子量が保たれたまま形成されていることから、
本実験例及び参考実験例では、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを生成するま
での各成分のモル比と各成分の分子量との積の合計によってウレタン（メタ）アクリレー
ト系オリゴマーの平均分子量を算出した。
【０３６９】
＜ＧＰＣによる数平均分子量測定＞
　ＧＰＣ（東ソー社製「ＨＬＣ－８１２０ＧＰＣ」）で、溶媒にＴＨＦ、標準サンプルに
ポリスチレン、カラムにＴＳＫｇｅｌ　ｓｕｐｅｒＨ１０００＋Ｈ２０００＋Ｈ３０００
を使用して、送液速度０．５ｍＬ／分、カラムオーブン温度４０℃にて、ウレタン（メタ
）アクリレート系オリゴマーの数平均分子量を測定した。
【０３７０】
＜計算網目架橋点間分子量の算出＞
　各実験例及び参考実験例における計算網目架橋点間分子量は、ウレタンアクリレート系
オリゴマーのプレポリマーにおけるヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートに対する反
応基がプレポリマーの両末端のイソシアネート基であり、プレポリマーの両末端にウレタ
ン結合で結合したヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートがラジカル重合で付加するこ
とから、組成物中のウレタンアクリレート系オリゴマーの架橋点は、ウレタン（メタ）ア
クリレート系オリゴマーの両末端に位置する（メタ）アクリロイル基となり、よって以下
の実験例及び参考実験例では活性エネルギー線硬化性重合体組成物は、前述した二官能（
多官能）化合物単一系組成物となることから、下記の式から求めた。
【０３７１】

【数５】

【０３７２】
＜粘度＞
　活性エネルギー線硬化性重合体組成物１．２ｇを用いて、Ｅ型粘度計（トキメック社製
「ＴＶＥ－２０Ｈ」）で回転数１０ｒｐｍ、ローター１°３４’×Ｒ２４に設定し、２５
℃で粘度を測定した。
【０３７３】
＜硬化膜の機械的特性＞
　硬化膜を１０ｍｍ幅に切断し、テンシロン引張試験機（オリエンテック社製、テンシロ
ンＵＴＭ－ＩＩＩ－１００）を用いて、温度２３℃、相対湿度５３％、引張速度５０ｍｍ
／分、チャック間距離５０ｍｍの条件で引張試験を行って破断伸度、破断強度及び引張弾
性率を測定した。
【０３７４】
＜硬化膜の耐汚染性＞
　硬化膜に黒色油性インキ、赤色油性インキ、青色水性インキ（パイロット社製インキカ
ートリッジインキ／ブルーブラック／ＩＲＦ－１２Ｓ－ＢＢ）、赤色水性インキ（パイロ
ット社製カートリッジインキ／レッド／ＩＲＦ－１２Ｓ－Ｒ）、１０質量％ＨＣｌ水溶液
、又は１０質量％ＮａＯＨ水溶液（以下、総称して汚染物という）０．０３ｇを滴下して
接触させ、室温（２３℃）にて、２４時間各々静置した後、黒色油性インキ、赤色油性イ
ンキの場合はＩＰＡ、青色水性インキ、赤色水性インキ、１０質量％ＨＣｌ水溶液、１０
質量％ＮａＯＨ水溶液の場合は水を含んだ脱脂綿で汚染物を拭き取った後の汚染度を目視
により評価した。評価基準は以下の通りである。
○：汚染物を完全に拭き取ることができる
△：汚染物がわずかに残る
×：汚染物の残りが著しい
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【０３７５】
＜硬化膜の鉛筆硬度＞
　磨耗試験機（新東科学社製；ヘイドン　Ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｔｒａｉｎ　ａｍｐｌｉｆ
ｉｅｒ　３Ｋ－３４Ｂ）を使用し、硬度６Ｂ、５Ｂ、４Ｂ、３Ｂ、２Ｂ、Ｂ、ＨＢ、Ｆ、
Ｈ、２Ｈの鉛筆（三菱鉛筆社製；品番ＵＮＩ、日塗検査済、鉛筆引っ掻き値試験用）を用
いて、２３℃／５３％ＲＨ条件下で評価した。磨耗試験機に硬度６Ｂを装着し、加重１ｋ
ｇｆ（９．８Ｎ）、引っ掻き速度２５ｍｍ／分にて１ｃｍ走引し、走引痕の有無を目視で
確認した。走引痕が観測されない場合は１段階硬い鉛筆に交換して同様の操作を繰り返し
、走引痕が観測されない最も硬い鉛筆硬度を評価結果とした。
【０３７６】
［実験例１－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた１Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：１９５．９ｇ、イソソルビド：２４２．３ｇ、ジフェニル
カーボネート：６５８．２ｇ、酢酸マグネシウム４水和物：４．３ｍｇを入れ、窒素ガス
置換した。内温１６０℃まで昇温して内容物を加熱溶解し、１時間反応させた。その後、
２時間かけて圧力を０．２７ｋＰａまで下げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留
出させ除きながら反応した。次に１８０℃、２．７ｋＰａで４５分間窒素ガスバブリング
を行い、フェノール及び未反応のジオールを留出させて除きながら反応した。更にｏ－ジ
クロロベンゼンを４００ｇ加えた後、１３０℃で圧力を０．２７ｋＰａに保持したまま２
時間反応させ、その後２．７ｋＰａに保持したまま窒素ガスで２時間バブリングし、フェ
ノールを除きながらポリカーボネートジオールの重合度を上げる反応を行った。得られた
ポリカーボネートジオール生成物の収量は４８８．８ｇであった。
【０３７７】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールの水酸基
価から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，９４０、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．９６
、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は４９／５１、末端（
Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は７３／２７であ
り、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ）率（Ｉ）は１．４６であった。
【０３７８】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。また、原
料ジオールであるイソソルビドの含有量は０．６重量％、フェノール含有量は０．０２重
量％で、フェノキシド末端は末端全体の２％で、イソソルビド骨格以外のエーテル結合を
含むポリマー、ｏ－ジクロロベンゼンは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは
定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０３７９】
［実験例２－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた１Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：２９３．９ｇ、イソソルビド：１２１．２ｇ、ジフェニル
カーボネート：６５８．２ｇ、酢酸マグネシウム４水和物：４．３ｍｇを入れ、窒素ガス
で置換した。内温１６０℃まで昇温して内容物を加熱溶解し、６０分間反応させた。その
後、２時間かけて圧力を０．２７ｋＰａまで下げつつ、フェノール及び未反応のジオール
を留出させ除きながら反応した。次に１８０℃、２．７ｋＰａで１５分間窒素ガスバブリ
ングを行い、フェノール及び未反応のジオールを留出させ除きながら反応した。更にｏ－
ジクロロベンゼンを４００ｇ加えた後、１３０℃で圧力を０．２７ｋＰａに保持したまま
５時間反応させ、その後２．７ｋＰａに保持したまま窒素ガスにて１３時間バブリングし
、フェノールを除きながらポリカーボネートジオールの重合度を上げる反応を行った。得
られたポリカーボネートジオール生成物の収量は４５４．２ｇであった。
【０３８０】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールの水酸基
価から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は２，１００、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．９６



(63) JP 2012-72350 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

、（Ａ）／（Ｂ）比は２４／７６、末端（Ａ）／（Ｂ）比は６２／３８であり、末端（Ａ
）率（Ｉ）は２．５８であった。
【０３８１】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で粘性液体であり、流動性が認
められた。また粘度（５０℃）は２４Ｐａ・ｓであった。また、原料ジオールであるイソ
ソルビドの含有量は０．５重量％で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド
骨格以外のエーテル結合を含むポリマー、フェノール及びｏ－ジクロロベンゼンは検出さ
れなかった。残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０３８２】
［実験例３－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた１Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：２１８．５ｇ、イソソルビド：２６４．４ｇ、ジフェニル
カーボネート：６２０．０ｇ、酢酸マグネシウム４水和物：４．７ｍｇを入れ、窒素ガス
置換した。内温１６０℃まで昇温して内容物を加熱溶解し、１時間反応させた。その後、
２時間かけて圧力を０．２７ｋＰａまで下げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留
出させ除きながら反応した。次に１６０℃、０．２７ｋＰａで１．５時間窒素ガスバブリ
ングを行い、フェノール及び未反応のジオールを留出させて除去した。更に１１０℃で圧
力を０．２７ｋＰａに保持したまま窒素ガスで４時間バブリングし、フェノールを除去し
た。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は５２０．５ｇであった。
【０３８３】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールの水酸基
価から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は８８０、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／１，６
－ヘキサンジオール）は４９／５１、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド／１，
６－ヘキサンジオール比）は６０／４０であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ）率（
Ｉ）は１．２２であった。
【０３８４】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。また原料
ジオールであるイソソルビドの含有量は２．０重量％、フェノール含有量は０．０６重量
％、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド骨格以外のエーテル結合を含むポ
リマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％
以下）であった。
【０３８５】
［実験例４－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：２０２．４ｇ、イソソルビド：７５０．９ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０４６．８ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：８．７ｍＬ（濃度：
８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：７３ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず
、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を
５．３３ｋＰａまで下げ、１３０℃、５．３３ｋＰａで２４０分間、フェノールを留出さ
せ除きながら反応した。そして、１２０分かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、８
０分間かけて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留出させ
除きながら反応した。最後に１６０℃、０．４０ｋＰａで４０分間、フェノール及び未反
応のジオールを留出させ除去した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９
８９．２ｇであった。
【０３８６】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０３８７】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールの水酸基価から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は９００、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソル
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ビド／１，６－ヘキサンジオール）は７６／２４、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソ
ルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は９１／９であり、前記（Ｉ）で算出される末端
（Ａ）率（Ｉ）は１．２０であった。
【０３８８】
　薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で淡黄色固体であった。ま
た原料ジオールであるイソソルビドの含有量は２．５重量％で、フェノール含有量やフェ
ノキシド末端となったポリマー、イソソルビド骨格以外のエーテル結合を含むポリマーは
検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）で
あった。
【０３８９】
［実験例１－２］
　１Ｌセパラブルフラスコに予め融点以上（例えば１２０℃）に加温した実験例１－１で
製造したポリカーボネートジオール：７８．３ｇを加え、５５℃設定のオイルバスにフラ
スコを漬けて加温しつつジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）を加えて溶解させた。約１００
ｒｐｍで攪拌を開始し、さらに１，４－ブタンジオール：３．６ｇを添加し、ステアリン
酸スズ：０．０１４ｇを滴下した。次いで、ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ
）を液温が７０℃を超えないような速度で１９．８ｇを滴下した。その後、ＧＰＣで測定
する重量平均分子量で１５万を超える程度までＭＤＩを徐々に２．６ｇまで滴下し、固形
分濃度３０重量％のポリウレタン溶液を得た。このポリウレタン溶液をドクターブレード
にてポリエチレンフィルム上に均一膜厚に塗布し、乾燥機で乾燥しポリウレタンフィルム
を得た。
【０３９０】
　このフィルム物性を測定したところ、引張破断伸度が２１５％、１００％モジュラスは
５３ＭＰａであった。また、このフィルムのクリープ特性は２％で、引っかき硬度（鉛筆
法）は２Ｂ～Ｂ、耐摩擦試験では５００往復後の表面の様子はほぼ変わらず、重量減少割
合は１％であった。
【０３９１】
［実験例２－２］
　実験例１－１で製造したポリカーボネートジオールの代わりに、実験例２－１で製造し
たポリカーボネートジオールを用いた以外は実験例１－２と同様に反応を行って、固形分
濃度３０重量％のポリウレタン溶液を得た。このポリウレタン溶液をドクターブレードに
てポリエチレンフィルム上に均一膜厚に塗布し、乾燥機で乾燥しポリウレタンフィルムを
得た。
【０３９２】
　このフィルム物性を測定したところ、引張破断伸度が３２４％、１００％モジュラスは
１３ＭＰａであった。また、このフィルムのクリープ特性は１５％で、引っかき硬度（鉛
筆法）は６Ｂで表面への傷つきが認められた。耐摩擦試験では５００往復後の表面の様子
はほぼ変わらず、重量減少割合は０．３％であった。
【０３９３】
［参考実験例１－２］
　実験例１－１で製造したポリカーボネートジオールの代わりに、ポリカーボネートジオ
ール（デュラノールＴ６００２、数平均分子量１，９８６、旭化成製）５２３ｇを用いた
以外は実験例１－２と同様に反応を行って、固形分濃度３０重量％のポリウレタン溶液を
得た。このポリウレタン溶液をドクターブレードにてポリエチレンフィルム上に均一膜厚
に塗布し、乾燥機で乾燥しポリウレタンフィルムを得た。
【０３９４】
　このフィルム物性を測定したところ、引張破断伸度が５８０％、１００％モジュラスは
２．６ＭＰａであった。また、このフィルムのクリープ特性は６％で、引っかき硬度（鉛
筆法）は６Ｂで表面への傷つきがひどく認められた。耐摩擦試験では１００往復程度で既
に表面の損傷が激しく、試験を中断せざるを得なかった。
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【０３９５】
＜ポリウレタンフィルムについての検討＞
　表２に、前記実験例１－１及び前記実験例２－１にて得られたポリカーボネートジオー
ル生成物の物性と、前記実験例１－２及び前記実験例２－２にてこれらのポリカーボネー
トジオール生成物を用いて得たポリウレタンフィルムの物性を整理して示す。
【０３９６】
【表２】

【０３９７】
　実施例１及び実施例２から明らかなように、原料ジオールとしてイソソルビド及び１，
６－ヘキサンジオールを用いて得たポリカーボネートジオールから作製したポリウレタン
フィルムは高い１００％モジュラスを示しており、また耐摩擦試験では５００往復後も表
面の様子がほぼ変わらない等、高い耐摩擦性を有している。特にＩＳＢの割合が高い実施
例１は２Ｂ～Ｂと高い鉛筆硬度を有している。
【０３９８】
　一方で、比較例１から明らかなように、原料ジオールとして１,６－ヘキサンジオール
のみを用いて得たポリカーボネートジオールから作製したポリウレタンフィルムは、イソ
ソルビドを用いたポリカーボネートジオールよりも強度・硬度が低く、耐摩擦試験では１
００往復程度で表面損傷がひどく、試験を中断せざるをえなかった。
【０３９９】
＜実験例１－３＞
　攪拌器、還流冷却器、滴下漏斗、温度計を取り付けた四つ口フラスコに、ポリイソシア
ネートとしてイソホロンジイソシアネート１１９ｇを、ポリカーネートジオールとして実
験例１－１のポリカーボネートジオール５１９ｇを入れ、更にメチルエチルケトン２７３
ｇを入れてオイルバスにて８０℃に加熱しながら９時間反応させた。反応終了後６０℃ま
で冷却した後、ジオクチルスズジラウレート０．２１ｇ、メチルハイドロキノン０．３５
ｇ、メチルエチルケトン２７ｇを加え、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとして
ヒドロキシエチルアクリレート６２ｇを滴下して反応を開始させた。反応はオイルバスに
て７０℃に加熱しながら１０時間行い、赤外吸収スペクトル（以下、ＩＲと略記すること
がある）でのイソシアネート（ＮＣＯ）基に由来したピークの減少により反応の進行を確
認し、消失により反応の終点を確認して、ウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー１
を得た。このようにして得られたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー１の溶液を
活性エネルギー線硬化性重合体組成物１とする。
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【０４００】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物１の計算網目架橋点間分子量は２，６２
０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー１の
数平均分子量は２，５７０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物１にお
けるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー１の含有量は７０質量％であり、活性エ
ネルギー線硬化性重合体組成物１の粘度は２，２６０ｍＰａ・ｓであった。
【０４０１】
　次いで、得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物１をポリエチレンテレフタレー
トフィルム上にアプリケーターで塗工して塗膜を形成した後、６０℃で１分間乾燥させ、
電子線照射装置（ＣＢ１７５、アイグラフィック社製）を用い、加速電圧１６５ｋＶ、照
射線量５Ｍｒａｄの条件で電子線を乾燥させた塗膜に照射して硬化膜１を形成した。その
後、ポリエチレンテレフタレートフィルムから硬化膜１を剥離して膜厚５０μｍの硬化膜
１を得た。
　得られた硬化膜１について、機械的特性、耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価し
た。結果を表３に示す。
【０４０２】
＜実験例２－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを１１２ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇを実験例２－１のポリカーボネートジオール５３０ｇとし、メチルエ
チルケトン２７３ｇを２７５ｇ、メチルエチルケトン２７ｇを２５ｇとし、ヒドロキシエ
チルアクリレート６２ｇを５９ｇと変更した以外は、実験例１－３と同様にしてウレタン
（メタ）アクリレート系オリゴマー２を得て、またウレタン（メタ）アクリレート系オリ
ゴマー２の溶液である活性エネルギー線硬化性重合体組成物２を得た。
【０４０３】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物２の計算網目架橋点間分子量は２，７８
０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー２の
数平均分子量は２，８７０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物２にお
けるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー２の含有量は７０質量％であり、活性エ
ネルギー線硬化性重合体組成物２の粘度は２，７２０ｍＰａ・ｓであった。
【０４０４】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物２を用いたこと以外
は実験例１－３と同様にして硬化膜２を得た。得られた硬化膜２について、機械的特性、
耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４０５】
＜実験例３－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを２００ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇを実験例３－１のポリカーボネートジオール３９６ｇとし、メチルエ
チルケトン２７３ｇを２５５ｇ、メチルエチルケトン２７ｇを４５ｇとし、ヒドロキシエ
チルアクリレート６２ｇを１０４ｇと変更した以外は、実験例１－３と同様にしてウレタ
ン（メタ）アクリレート系オリゴマー３得て、またウレタン（メタ）アクリレート系オリ
ゴマー３の溶液である活性エネルギー線硬化性重合体組成物３を得た。
【０４０６】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物３の計算網目架橋点間分子量は１，５５
０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー３の
数平均分子量は１，６９０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物３にお
けるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー３の含有量は７０質量％であり、活性エ
ネルギー線硬化性重合体組成物３の粘度は１，１９０ｍＰａ・ｓであった。
【０４０７】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物３を用いたこと以外
は実験例１－３と同様にして硬化膜３を得た。得られた硬化膜３について、機械的特性、
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耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４０８】
＜実験例４－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを１９７ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇを実験例４－１のポリカーボネートジオール４００ｇとし、メチルエ
チルケトン２７３ｇを２５６ｇ、メチルエチルケトン２７ｇを４４ｇとし、ヒドロキシエ
チルアクリレート６２ｇを１０３ｇと変更した以外は、実験例１－３と同様にしてウレタ
ン（メタ）アクリレート系オリゴマー４を得て、またウレタン（メタ）アクリレート系オ
リゴマー４の溶液である活性エネルギー線硬化性重合体組成物４を得た。
【０４０９】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物４の計算網目架橋点間分子量は１，５７
０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー４の
数平均分子量は１，６７０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物４にお
けるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマー３の含有量は７０質量％であり、活性エ
ネルギー線硬化性重合体組成物４の粘度は９，５４０ｍＰａ・ｓであった。
【０４１０】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物４を用いたこと以外
は実験例１－３と同様にして硬化膜４を得た。得られた硬化膜４について、機械的特性、
耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４１１】
＜参考実験例２－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを１１６ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇをポリカーボネートジオール（デュラノールＴ５６５２、数平均分子
量２，０００、旭化成社製）５２３ｇとし、プレポリマー生成反応前に添加するメチルエ
チルケトン２７３ｇを２７４ｇとし、プレポリマー生成反応終了後に添加するメチルエチ
ルケトン２７ｇを２６ｇとし、ヒドロキシエチルアクリレート６２ｇを６１ｇと変更した
以外は、実験例１－３と同様にしてウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ１を得
て、またウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ１の溶液である活性エネルギー線
硬化性重合体組成物Ｃ１を得た。
【０４１２】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ１の計算網目架橋点間分子量は２，６
８０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ
１の数平均分子量は２，８７０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ
１におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ１の含有量は７０質量％であり
、活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ１の粘度は１，３９０ｍＰａ・ｓであった。
【０４１３】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ１を用いたこと以
外は実験例１－３と同様にして硬化膜Ｃ１を得た。得られた硬化膜Ｃ１について、機械的
特性、耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４１４】
＜参考実験例３－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを１１７ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇをポリカーボネートジオール（クラレポリオールＣ－２０５０、数平
均分子量１，９９０、クラレ社製）５２３ｇとし、プレポリマー生成反応前に添加するメ
チルエチルケトン２７３ｇを２７４ｇとし、プレポリマー生成反応終了後に添加するメチ
ルエチルケトン２７ｇを２６ｇとし、ヒドロキシエチルアクリレート６２ｇを６１ｇと変
更した以外は、実験例１－３と同様にしてウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ
２を得て、またウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ２の溶液である活性エネル
ギー線硬化性重合体組成物Ｃ２を作製した。
【０４１５】
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　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ２の計算網目架橋点間分子量は２，６
７０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ
２の数平均分子量は２，６００であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ
２におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ２の含有量は７０質量％であり
、活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ２の粘度は８９０ｍＰａ・ｓであった。
【０４１６】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ２を用いたこと以
外は実験例１－３と同様にして硬化膜Ｃ２を得た。得られた硬化膜Ｃ２について、機械的
特性、耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４１７】
＜参考実験例４－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを１１５ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇをポリカーボネートジオール（ニッポラン９８０Ｎ、数平均分子量２
，０３０、日本ポリウレタン社製）５２５ｇとし、プレポリマー生成反応前に添加するメ
チルエチルケトン２７３ｇを２７４ｇとし、プレポリマー生成反応終了後に添加するメチ
ルエチルケトン２７ｇを２６ｇとし、ヒドロキシエチルアクリレート６２ｇを６０ｇと変
更した以外は、実験例１－３と同様にしてウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ
３を得て、またウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ３の溶液である活性エネル
ギー線硬化性重合体組成物Ｃ３を作製した。
【０４１８】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ３の計算網目架橋点間分子量は２，７
１０であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ
３の数平均分子量は２，８２０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ
３におけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ３の含有量は７０質量％であり
、活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ３の粘度は１，５６０ｍＰａ・ｓであった。
【０４１９】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ３を用いたこと以
外は実験例１－３と同様にして硬化膜Ｃ３を得た。得られた硬化膜Ｃ３について、機械的
特性、耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４２０】
＜参考実験例５－３＞
　イソホロンジイソシアネート１１９ｇを１９５ｇとし、実験例１－１のポリカーボネー
トジオール５１９ｇをポリカーボネートジオール（ＥＴＥＲＮＡＣＯＬ　ＵＭ－９０（１
／１）、数平均分子量９２０、宇部興産社製）４０４ｇとし、プレポリマー生成反応前に
添加するメチルエチルケトン２７３ｇを２５６ｇ、プレポリマー生成反応後に添加するメ
チルエチルケトン２７ｇを４４ｇとし、ヒドロキシエチルアクリレート６２ｇを１０２ｇ
と変更した以外は、実験例１－３と同様にしてウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマ
ーＣ４を得て、またウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ４の溶液である活性エ
ネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ４を作製した。
【０４２１】
　得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物の計算網目架橋点間分子量は１，６００
であった。また、ＧＰＣにより求めたウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ４の
数平均分子量は１，８４０であった。さらに活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ４に
おけるウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーＣ４の含有量は７０質量％であり、活
性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ４の粘度は７５０ｍＰａ・ｓであった。
【０４２２】
　次いで、上記の通り得られた活性エネルギー線硬化性重合体組成物Ｃ４を用いたこと以
外は実験例１－３と同様にして硬化膜Ｃ４を得た。得られた硬化膜Ｃ４について、機械的
特性、耐汚染性、耐磨耗性、及び鉛筆硬度を評価した。結果を表３に示す。
【０４２３】
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【表３】

【０４２４】
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　またポリカーボネートポリオールにおけるポリオールの構成単位の質量比、ポリカーボ
ネートポリオールのＯＨ価、及びポリカーボネートポリオールの数平均分子量を表４に示
す。なお、Ｔ５６５２、Ｃ－２０５０、９８０Ｎ、及びＵＭ－９０（１／１）の数平均分
子量はカタログ値である。
【０４２５】
【表４】

【０４２６】
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＜硬化膜についての検討＞
　表５に、前記実験例１－１、２－１、３－１及び前記実験例４－１にて得られたポリカ
ーボネートジオール生成物の物性と、前記実験例１－２、２－２、３－２、及び前記実験
例４－２にてこれらのポリカーボネートジオール生成物を用いて得たポリウレタンフィル
ムの物性を整理して示す。
【０４２７】
【表５】
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【０４２８】
　実施例３、比較例２、及び比較例３について、これらの例におけるポリカーボネートポ
リオールは、いずれも同等の数平均分子量、計算架橋点間分子量、及びＯＨ価を有し、構
成単位の５０質量％が１，６－ヘキサンジオールであるものの、実施例３では構成単位の
残りの５０質量％がイソソルバイドであるのに対して、比較例２及び３ではそれぞれ１，
５－ペンタジオールや３－メチルペンタンジオールである。実施例３の硬化膜は、参考実
験例２－３及び３－３の硬化膜に対して、同等の引張破断伸度を有し、より高い引張破断
強度を有し、水性インキに対するより高い耐汚染性を有し、より高い鉛筆硬度を有してい
る。
【０４２９】
　また実施例４及び比較例４について、これらの例におけるポリカーボネートポリオール
は、いずれも同等の数平均分子量、計算架橋点間分子量、及びＯＨ価を有し、実施例４で
は構成単位の７５質量％が１，６－ヘキサンジオールであり、残りの２５質量％がイソソ
ルバイドであるのに対して、比較例４では構成単位全てが１，６－ヘキサンジオールであ
る。実施例４の硬化膜は、比較例４の硬化膜に対して、より高い引張破断伸度を有し、よ
り高い引張破断強度を有し、赤色油性インキに対するより高い耐汚染性を有し、より高い
鉛筆硬度を有している。
【０４３０】
　さらに実施例５及び比較例５について、これらの例におけるポリカーボネートポリオー
ルは、いずれも同等の数平均分子量、計算架橋点間分子量、及びＯＨ価を有し、構成単位
の５０質量％が１，６－ヘキサンジオールであるものの、実施例５では構成単位の残りの
５０質量％がイソソルバイドであるのに対して、比較例５ではシクロヘキサンジメタノー
ルである。実施例５の硬化膜は、比較例５の硬化膜に対して、引張破断伸度は小さいもの
の、より高い引張破断強度を有し、油性インキ及び水性インキに対するより高い耐汚染性
を有し、より高い鉛筆硬度を有している。
【０４３１】
　また実施例６及び実施例５について、これらの例におけるポリカーボネートポリオール
は、いずれも同等の数平均分子量、計算架橋点間分子量、及びＯＨ価を有し、１，６－ヘ
キサンジオールとイソソルバイドから成る構成単位中のイソソルバイドの比率が、実施例
６では７５質量％であるのに対して、実施例５では５０質量％である。実施例６の硬化膜
は、実施例５の硬化膜と比して遜色無い引張破断強度及び耐汚染性、鉛筆硬度を有してい
る。
【０４３２】
　但し、前記ポリカーボネートジオールを除く数平均分子量５００を超える高分子量ポリ
オール含む及び/又は計算架橋点間分子量を大きくした等、柔軟化する傾向を示す変更を
施したウレタン（メタ）アクリレート系オリゴマーを含有する活性エネルギー線硬化性重
合体組成物から得られる硬化膜の場合には、実験例４－１のポリカーボネートジオールを
含む硬化膜は、実験例３－１のポリカーボネートジオールを含む硬化膜に対して、三次元
加工特性と耐汚染性とのバランスに優れると推定される。
【０４３３】
　前記の実施例及び比較例から、構成単位にイソソルバイドを含み、両末端に架橋点を有
するポリカーボネートポリオールを含有する組成物は、他のポリカーボネートポリオール
を含有する同様の組成物に対して、活性エネルギー線の照射によって、機械的強度と耐汚
染性とに優れる硬化膜を形成することができることがわかる。
【０４３４】
［実験例５－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール（１６ＨＤ）：４０４．３ｇ、イソソルビド（ＩＳＢ）：５
００．１ｇ、ジフェニルカーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶
液：０．８７ｍＬ（濃度：８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：７．３ｍｇ）を入
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れ、窒素ガス置換した。まず、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温
・溶解したら５分間で圧力を４．６７ｋＰａまで下げ、１３０℃、４．６７ｋＰａで２０
分間反応した。そして、２６０分かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、８０分間か
けて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留出させ除きなが
ら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は８０５．０ｇであった。
また、含有されるマグネシウムの量は１．０６重量ｐｐｍであった。
【０４３５】
　さらに、得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留
（温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４３６】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，４６５、（Ａ）／（Ｂ）比（イ
ソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は６１／３９、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端の
イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は６８／３２であり、前記（Ｉ）で算出さ
れる末端（Ａ）率（Ｉ）は１．１１であった。
【０４３７】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であり、含まれるマ
グネシウムの量は１．１４重量ｐｐｍであった。またＡＰＨＡ値は６０であり、原料ジオ
ールであるイソソルビドの含有量は０．１４重量％、フェノール含有量は０．２３重量％
で、フェノキシド末端が全末端の９％を占めていた。イソソルビド骨格以外のエーテル結
合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．
０１重量％以下）であった。
【０４３８】
［実験例６－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：４．４ｍＬ（濃度：
８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：３７ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず
、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を
５．３３ｋＰａまで下げ、１３０℃、５．３３ｋＰａで１８０分間、フェノールを留出さ
せ除きながら反応した。そして、１００分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、
１００分間かけて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留出
させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９６７．８
ｇであった。また、含有されるマグネシウムの量は４．２９重量ｐｐｍであった。
【０４３９】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールのＮＭＲ
分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は９２８、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／１，
６－ヘキサンジオール）は５１／４９、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド／１
，６－ヘキサンジオール比）は７１／２９であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ）率
（Ｉ）は１．３９であった。
【０４４０】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。またＡＰ
ＨＡ値は６０であり、原料ジオールであるイソソルビドの含有量は３．６０重量％、フェ
ノール含有量は１．０６重量％で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド骨
格以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは
定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４４１】
［実験例７－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
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カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：８．７ｍＬ（濃度：
８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：７３ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず
、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を
５．３３ｋＰａまで下げ、１３０℃、５．３３ｋＰａで１８０分間、フェノールを留出さ
せ除きながら反応した。そして、１２０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、
７０分間かけて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留出さ
せ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９７０．０ｇ
であった。また、含有されるマグネシウムの量は９．３５重量ｐｐｍであった。
【０４４２】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４４３】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は９８０、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソ
ルビド／１，６－ヘキサンジオール）は５０／５０、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソ
ソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は７０／３０であり、前記（Ｉ）で算出される
末端（Ａ）率（Ｉ）は１．４０であった。
【０４４４】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であり、含まれるマ
グネシウムの量は９．９７重量ｐｐｍであった。またＡＰＨＡ値は６０であり、原料ジオ
ールであるイソソルビドの含有量は０．６０重量％、フェノール含有量は０．０４重量％
で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド骨格以外のエーテル結合を含むポ
リマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％
以下）であった。
【０４４５】
［実験例８－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：１７．５ｍＬ（濃度
：８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：１４７ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。
まず、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧
力を５．３３ｋＰａまで下げ、１３０℃、５．３３ｋＰａで１５０分間、フェノールを留
出させ除きながら反応した。そして、１１０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた
後、６０分間かけて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留
出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９７２．
５ｇであった。また、含有されるマグネシウムの量は１７．５重量ｐｐｍであった。
【０４４６】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールのＮＭＲ
分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は９２４、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／１，
６－ヘキサンジオール）は５０／５０、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド／１
，６－ヘキサンジオール比）は７０／３０であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ）率
（Ｉ）は１．４０であった。
【０４４７】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。またＡＰ
ＨＡ値は６０であり、原料ジオールであるイソソルビドの含有量は３．９１重量％、フェ
ノール含有量は１．１７重量％で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド骨
格以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは
定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４４８】
［実験例９－１］
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　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：８．７ｍＬ（濃度：
５０．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：４４０ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。
まず、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧
力を６．６７ｋＰａまで下げ、１３０℃、６．６７ｋＰａで１５０分間、フェノールを留
出させ除きながら反応した。そして、２１０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた
後、１００分間かけて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを
留出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９８７
．０ｇであった。また、含有されるマグネシウムの量は６５．９重量ｐｐｍであった。な
お、得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温では透明固体であり、白色の
Ｍｇ塩凝集体を含んでいた。
【０４４９】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４５０】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０６７、（Ａ）／（Ｂ）比（イ
ソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は４６／５４、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端の
イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は８５／１５であり、前記（Ｉ）で算出さ
れる末端（Ａ）率（Ｉ）は１．８５であった。
【０４５１】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であり、含
有するマグネシウムの量は４９．３重量ｐｐｍであった。またＡＰＨＡ値は７０であり、
原料ジオールであるイソソルビドの含有量は１．６６重量％、フェノールやフェノキシド
末端となったポリマーやイソソルビド骨格以外のエーテル結合を含むポリマーは検出され
なかった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４５２】
［実験例１０－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：８．７ｍＬ（濃度：
１００．８ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：８７７ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した
。まず、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で
圧力を６．６７ｋＰａまで下げ、１３０℃、６．６７ｋＰａで１５０分間、フェノールを
留出させ除きながら反応した。そして、１８０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げ
た後、１００分間かけて温度を１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオール
を留出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９８
６．９ｇであった。また、含有されるマグネシウムの量は１１３重量ｐｐｍであった。な
お、得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温では透明固体であり、白色の
Ｍｇ塩凝集体を含んでいた。
【０４５３】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４５４】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０５４、（Ａ）／（Ｂ）比（イ
ソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は４６／５４、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端の
イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は９０／１０であり、前記（Ｉ）で算出さ
れる末端（Ａ）率（Ｉ）は１．９６であった。
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【０４５５】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であり、含
有するマグネシウムの量は１０４重量ｐｐｍであった。またＡＰＨＡ値は６０であり、原
料ジオールであるイソソルビドの含有量は１．４７重量％、フェノールやフェノキシド末
端となったポリマーやイソソルビド骨格以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されな
かった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４５６】
［実験例１１－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸カルシウム水溶液：７．２ｍＬ（濃度：８．４ｇ／
Ｌ、酢酸カルシウム：６１ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず、内温１３０℃まで昇
温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を４．６７ｋＰａまで下
げ、１３０℃、４．６７ｋＰａで１４０分間、フェノールを留出させ除きながら反応した
。そして、８０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、１２０分間かけて温度を
１６０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留出させ除きながら反応した
。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９２６．４ｇであった。
【０４５７】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールのＮＭＲ
分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，１３０、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／
１，６－ヘキサンジオール）は５０／５０、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド
／１，６－ヘキサンジオール比）は９２／８であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ）
率（Ｉ）は１．８４であった。
【０４５８】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。またＡＰ
ＨＡ値は６０であり、原料ジオールであるイソソルビドの含有量は４．２９重量％、フェ
ノール含有量は０．２３重量％で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド骨
格以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは
定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４５９】
［実験例１２－１］
攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコに
１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニルカ
ーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸バリウム水溶液：１０．４ｍＬ（濃度：８．４ｇ／Ｌ
、酢酸バリウム：８７ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず、内温１３０℃まで昇温し
て内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を５．３３ｋＰａまで下げ、
１３０℃、５．３３ｋＰａで１８０分間、フェノールを留出させ除きながら反応した。そ
して、１００分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、８０分間かけて温度を１６
０℃まで上げつつ、フェノール及び未反応のジオールを留出させ除きながら反応した。得
られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９６４．８ｇであった。
【０４６０】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールのＮＭＲ
分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０２８、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／
１，６－ヘキサンジオール）は４８／５２、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド
／１，６－ヘキサンジオール比）は９２／８であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ）
率（Ｉ）は１．９２であった。
【０４６１】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。またＡＰ
ＨＡ値は６０であり、原料ジオールであるイソソルビドの含有量は５．６８重量％、フェ
ノール含有量は０．７０重量％で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド骨
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格以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは
定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４６２】
［実験例１３－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸ナトリウム：３．３ｍＬ（濃度：８．４ｇ／Ｌ、酢
酸ナトリウム：２８ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず、内温１３０℃まで昇温して
内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を５．３３ｋＰａまで下げ、１
３０℃、５．３３ｋＰａで２８０分間、フェノールを留出させ除きながら反応した。そし
て、２４０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、６０分間かけて温度を１６０
℃まで上げ、さらに１６０℃、０．４０ｋＰａにて３０分間、フェノール及び未反応のジ
オールを留出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量
は９５７．０ｇであった。
【０４６３】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールのＮＭＲ
分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０５３、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／
１，６－ヘキサンジオール）は４９／５１、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド
／１，６－ヘキサンジオール比）は９０／１０であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ
）率（Ｉ）は１．８４であった。
【０４６４】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であった。またＡＰ
ＨＡ値は６０であり、原料ジオールであるイソソルビドの含有量は５．２５重量％フェノ
ール含有量は０．４３重量％で、フェノキシド末端となったポリマーやイソソルビド構造
以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニルは定
量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４６５】
［参考実験例６－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：８．７ｍＬ（濃度：
３３６．０ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：２，９２３ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換
した。まず、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分
間で圧力を６．６７ｋＰａまで下げ、１３０℃、５．３３～８．００ｋＰａで１９０分間
、フェノールを留出させ除きながら反応した。そして、１００分間かけて圧力を０．４０
ｋＰａまで下げた後、６０分間かけて温度を１５０℃まで上げつつ、フェノール及び未反
応のジオールを留出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物
の収量は９９０．０ｇであった。また、含有されるマグネシウムの量は３１５重量ｐｐｍ
であった。なお、得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温では透明固体で
あり、白色のＭｇ塩凝集体を含んでいた。
【０４６６】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４６７】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，１２２、（Ａ）／（Ｂ）比（イ
ソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は４５／５５、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端の
イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は９０／１０であり、前記（Ｉ）で算出さ
れる末端（Ａ）率（Ｉ）は２．００であった。
【０４６８】
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　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であり、含
有するマグネシウムの量は３５０重量ｐｐｍであった。またＡＰＨＡ値は７０であり、原
料ジオールであるイソソルビドの含有量は２．９７重量％、フェノールやフェノキシド末
端となったポリマーやイソソルビド構造以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されな
かった。また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４６９】
［参考実験例７－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：０．０５１ｍＬ（濃
度：８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：０．４ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した
。まず、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で
圧力を６．６７ｋＰａまで下げ、１３０℃、６．６７ｋＰａで１００分間反応した。そし
て、３０分間かけて圧力を２．６７ｋＰａまで下げた後、３４０分間１３０℃、２．６７
ｋＰａで反応させた。留出物は約５ｍＬであり、系中にはほとんどフェノールの生成が確
認されなかったため反応を中断した。反応終了後の混合物は加えた原料と重量変化が殆ど
ないことから、含まれるＭｇ量は０．０７ｐｐｍと考えられる（理論値）。
【０４７０】
［参考実験例８－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸マグネシウム４水和物水溶液：８．７ｍＬ（濃度：
８．４ｇ／Ｌ、酢酸マグネシウム４水和物：７３ｍｇ）を入れ、窒素ガス置換した。まず
、内温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。昇温・溶解したら５分間で圧力を
６．６７ｋＰａまで下げ、１３０℃、５．３３～６．６７ｋＰａで２４０分間、フェノー
ルを留出させ除きながら反応した。そして、１４０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで
下げた後、６０分間かけて温度を１８０℃まで上げ、さらに１８０℃、０．４０ｋＰａに
て２８０分間、フェノール及び未反応のジオールを留出させ除きながら反応した。得られ
たポリカーボネートジオール生成物は常温で透明固体であり、収量は９０６．４ｇであっ
た。また、含有されるマグネシウムの量は９．４３重量ｐｐｍであった。
【０４７１】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４７２】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０８２、（Ａ）／（Ｂ）比（イ
ソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は４７／５３、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端の
イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は９２／８であり、前記（Ｉ）で算出され
る末端（Ａ）率（Ｉ）は１．９６であった。
【０４７３】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で透明固体であり、含
まれるＭｇ量は９．９７ｐｐｍであった。またＡＰＨＡ値は１００であり、原料ジオール
であるイソソルビドの含有量は１．０８重量％でフェノール、フェノキシド末端となった
ポリマーやイソソルビド構造以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。ま
た、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４７４】
［参考実験例９－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸亜鉛：６２．８ｍｇを入れ、窒素ガス置換した。内
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温１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。溶解後、５分間で圧力を６．６７ｋＰ
ａまで下げ、１３０℃、６．６７ｋＰａで２１０分間、フェノールを留出させ除きながら
反応した。次に、３９０分間かけて圧力を０．４０ｋＰａまで下げた後、９０分間かけて
温度を１６０℃まで上げ、さらに１６０℃、０．４０ｋＰａにて５０分間、フェノールを
留出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生成物の収量は９４３
．４ｇであった。
【０４７５】
　このポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオールのＮＭＲ
分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０２１、（Ａ）／（Ｂ）比（イソソルビド／
１，６－ヘキサンジオール）は４８／５２、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端のイソソルビド
／１，６－ヘキサンジオール比）は８５／１５であり、前記（Ｉ）で算出される末端（Ａ
）率（Ｉ）は１．７７であった。
【０４７６】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で白濁のある黄色固体であった
。またＡＰＨＡ値は白濁により測定できなかった。原料ジオールであるイソソルビドの含
有量は重量４．７７％、フェノール含有量は重量０．４１％で、フェノキシド末端となっ
たポリマーやイソソルビド構造以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。
また、残存炭酸ジフェニルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４７７】
［参考実験例１０－１］
　攪拌機、留出液トラップ、及び圧力調整装置を備えた５Ｌガラス製セパラブルフラスコ
に１，６－ヘキサンジオール：４０４．３ｇ、イソソルビド：５００．１ｇ、ジフェニル
カーボネート：１０９５．６ｇ、酢酸亜鉛：３４５ｍｇを入れ、窒素ガス置換した。内温
１３０℃まで昇温して内容物を加熱溶解させた。溶解後、５分間で圧力を６．６７ｋＰａ
まで下げ、１３０～１４０℃、６．６７ｋＰａで３３０分間、フェノールを留出させ除き
ながら反応した。次に、圧力４．６７～８．６７ｋＰａで２１０分間かけて温度を１６５
℃まで上げ、フェノールを留出させ除きながら反応した。その後、圧力を３０分間で０．
４０ｋＰａまで下げながら、１２０分間かけて温度を１９０℃まで上げ、フェノール及び
未反応のジオールを留出させ除きながら反応した。得られたポリカーボネートジオール生
成物の収量は９２２．２ｇであった。
【０４７８】
　さらに得られたポリカーボネートジオール生成物を２０ｇ／ｍｉｎの流量で薄膜蒸留（
温度：１８０～２００℃、圧力：０．０２７ｋＰａ）を行った。
【０４７９】
　この薄膜蒸留後のポリカーボネートジオール生成物中に含まれるポリカーボネートジオ
ールのＮＭＲ分析から求めた数平均分子量（Ｍｎ）は１，０８８、（Ａ）／（Ｂ）比（イ
ソソルビド／１，６－ヘキサンジオール）は４６／５４、末端（Ａ）／（Ｂ）比（末端の
イソソルビド／１，６－ヘキサンジオール比）は９３／７であり、前記（Ｉ）で算出され
る末端（Ａ）率（Ｉ）は２．０２であった。
【０４８０】
　得られたポリカーボネートジオール生成物の性状は常温で白濁のある黄色固体であった
。またＡＰＨＡ値は白濁により測定できなかった。原料ジオールであるイソソルビドの含
有量は０．３０重量％で、フェノールやフェノキシド末端となったポリマー、イソソルビ
ド構造以外のエーテル結合を含むポリマーは検出されなかった。また、残存炭酸ジフェニ
ルは定量限界以下（０．０１重量％以下）であった。
【０４８１】
［実験例５－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１５０℃）に加温した実験例５－１で製造した薄膜蒸留後
のポリカーボネートジオール９５．６ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定のオイ
ルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１３４ｇ加えて溶解させた。１００
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ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを１４．０ｇ添加した。その後、粘度増加による攪拌ト
ルクの電圧値の変化を読み取り、内容物の様子を観察した。
　この場合は重合が非常に遅く、１時間経過後でもトルクは０．２Ｖであった。さらに４
時間経過後でも僅かずつ増粘は進行しているものの、そのトルクは約０．７Ｖであった。
【０４８２】
［実験例７－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１００℃）に加温した実験例７－１で製造した薄膜蒸留後
のポリカーボネートジオール８５．０ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定のオイ
ルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１３１ｇ加えて溶解させた。１００
ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを２１．９ｇ添加した。その後、粘度増加による攪拌ト
ルクの電圧値の変化を読み取り、内容物の様子を観察した。
　この場合の増粘速度は、トルク１．０Ｖを超えるまでの時間が約４２分であり、扱いや
すい範囲内であった。それ以降増粘は緩やかになり、トルク約１．７Ｖで増粘が止まった
。
【０４８３】
［実験例９－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１００℃）に加温した実験例９－１で製造した薄膜蒸留後
のポリカーボネートジオール８４．９ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定のオイ
ルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１３１ｇ加えて溶解させた。１００
ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを２２．１ｇ添加した。その後、粘度増加による攪拌ト
ルクの電圧値の変化を読み取り、内容物の様子を観察した。
　この場合の増粘速度は、トルク１．０Ｖを超えるまでの時間が約１４分であり、扱いや
すい範囲内であった。それ以降増粘は緩やかになり、トルク約１．８Ｖで増粘が止まった
。
【０４８４】
［実験例１０－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１００℃）に加温した実験例１０－１で製造した薄膜蒸留
後のポリカーボネートジオール８５．０ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定のオ
イルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１２９ｇ加えて溶解させた。１０
０ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを２０．９ｇ添加した。その後、粘度増加による攪拌
トルクの電圧値の変化を読み取り、内容物の様子を観察した。
　この場合にはＭＤＩの添加直後にゲルの形成が多少認められたものの、全体としては取
扱いやすい重合液となった。増粘速度は、トルク０．７Ｖを超えるまでの時間が約１０分
間であり、扱いやすい範囲内であった。
　ただ、ゲルの形成で溶液が不均質となり一部低粘度の部分が生じたため、トルクとして
は１．０Ｖを超えた値にはならなかった。
【０４８５】
［参考実験例６－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１００℃）に加温した参考実験例６－１で製造した薄膜蒸
留後のポリカーボネートジオール８５．０ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定の
オイルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１３２ｇ加えて溶解させた。１
００ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを２２．８ｇ添加した。（実際は溶質５０％で実験
。結果不変予想で４５％へ溶媒量１０８ｇから変更済）
　この場合にはＭＤＩの添加直後にゲルの形成が多量認められ、ほぼ全量が攪拌羽根に絡
まって団子状態となった。したがって、増粘速度を測定することが不可能であった。
【０４８６】
［参考実験例８－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１００℃）に加温した参考実験例８－１で製造した薄膜蒸
留後のポリカーボネートジオール８５．０ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定の
オイルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１２９ｇ加えて溶解させた。１
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００ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを２０．６ｇ添加した。その後、粘度増加による攪
拌トルクの電圧値の変化を読み取り、内容物の様子を観察した。
　この場合の増粘速度は、トルク１．０Ｖを超えるまでの時間が約１６分間であり、しか
も約１９分間経過後には２．７Ｖになり、さらに急上昇し測定不能となった。
【０４８７】
［参考実験例１０－４］
　あらかじめ融点以上（例えば１００℃）に加温した比較例１０－１で製造した薄膜蒸留
後のポリカーボネートジオール６５．０ｇをセパラブルフラスコに入れ、５０℃設定のオ
イルバスにそのフラスコを浸して加温しつつ、ＤＭＦを１４６ｇ加えて溶解させた。１０
０ｒｐｍで攪拌を行いながらＭＤＩを１３．７ｇ添加した。その後、粘度増加による攪拌
トルクの電圧値の変化を読み取り、内容物の様子を観察した（これは溶質３５％の条件）
。
　この場合の増粘速度は、トルク１．０Ｖを超えるまでの時間が約３２分間であり、扱い
やすい範囲内であった。それ以降増粘は緩やかになり、トルク約１．７Ｖで増粘が止まっ
た。
【０４８８】
＜含有触媒量と、ウレタン化反応速度についての検討＞
　表６及び７に、前記実験例５－１～前記実験例１３－１、前記参考実験例６－１、前記
参考実験例７－１、前記参考実験例９－１、及び前記参考実験例１０－１の、ポリカーボ
ネートジオール製造時に使用した原料ジオールの使用量、触媒の種類・触媒の使用量・収
率・反応時間、ポリカーボネートジオール生成物中に含有される触媒量、及び、触媒由来
の金属塩凝集体の有無と、ポリカーボネートジオール生成物を用いたウレタン化反応速度
試験の結果とを整理して示す。なお、表６及び７中、触媒の使用量は、ジオールの使用量
に対する重量における濃度である。また表６中、「※」は理論値を意味する。また表６及
び７中、含有触媒量における括弧内の数値は、薄膜蒸留前の数値を意味する。
【０４８９】
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【０４９０】
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【表７】

【０４９１】
　実施例７～１５と参考例３及び４との比較から明らかなように、エステル交換触媒とし
て周期表９族金属を用いた化合物を使用した場合と比べて、周期表１族金属を用いた化合
物又は周期表２族金属を用いた化合物を使用した場合には、エステル交換反応の反応速度
を高めることができ、短時間でポリカーボネートジオール生成物を得ることができた。
【０４９２】
　さらには、実施例７、９及び１１と参考例１及び参考例２との比較から明らかなように
、このように短時間で得られたポリカーボネートジオール生成物であって、含有する触媒
量が１００ｐｐｍ以下のものをウレタン化反応に用いることによって、ゲル化を抑制する
ことができ、均質なウレタンを得ることができるのに対し、参考例１及び２のように含有
する触媒量が１００ｐｐｍを超えるポリカーボネートジオール生成物をウレタン化反応に
用いるとポリウレタン化反応が想定以上に促進されてゲルの形成が進行し、均質なポリウ
レタンを得ることができなかった。特に参考例２ではＭＤＩ添加直後にゲルが多量に形成
したために試験を継続することができず、また参考例１では１０分程度で負荷値０．７Ｖ
を超えたうえで増粘はとまるもののＭＤＩ添加直後からゲルが形成しており、試験後のウ
レタン溶液もゲルを含んだ不均一な溶液であった。
【０４９３】
　一方で、実施例７と実施例１５との比較から明らかなように、含有する触媒量が０．１
ｐｐｍ未満と少ないポリカーボネートジオール生成物をエステル交換反応で得ることは、
ジオールと炭酸エステルの反応性が十分に上がらず、反応が殆ど進行しないため難しい。
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しかしながら、例えば、含有する触媒量が０．１ｐｐｍ以上のポリカーボネートジオール
生成物を精製することで、その含有量を０．１ｐｐｍ未満にすることは可能である。その
ようなポリカーボネートジオールをウレタン化反応に用いれば、ゲル化を抑制しつつ均質
なウレタンを得ることは可能である。
【０４９４】
＜末端Ａ率（Ｉ）と、ウレタン化反応速度についての検討＞
　表８に、前記実験例５－１、前記実験例７－１、前記実験例９－１、前記参考実験例８
－１、及び前記参考実験例１０－１の、ポリカーボネートジオール製造時に使用した原料
ジオールの使用量、触媒の種類・触媒の使用量・収率・反応最大温度・反応時間と、ポリ
カーボネートジオール生成物の末端（Ａ）率（Ｉ）と、ポリカーボネートジオール生成物
を用いたウレタン化反応速度試験の結果を整理して示す。
【０４９５】
【表８】

【０４９６】
　実施例１６及び実施例１７と参考例５との比較から明らかなように、末端（Ａ）率（Ｉ
）が１．２以上のポリカーボネートジオール生成物を用いた場合には、適度なウレタン化
反応速度を有しているため、十分にウレタン化反応を進めることができ、設計した物性の
ポリウレタンを得ることができた。一方で、末端（Ａ）率（Ｉ）が１．２未満のポリカー
ボネートジオール生成物を用いた場合にはウレタン化反応速度が遅すぎることに起因して
十分にウレタン化反応を進めることができず、硬度等の設計した物性のポリウレタンを得
ることができなくなる場合があることが分かった。具体的には、参考例５の末端（Ａ）率
（Ｉ）が１．２未満のポリカーボネートジオール生成物を用いた場合には、ウレタン化反
応速度が遅く、負荷値が０．７Ｖを越えるのに４時間程度かかっているうえ、また最終負
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荷値も１．０Ｖ以下にとどまっている。それに対して、実施例１６や実施例１７の末端（
Ａ）率（Ｉ）が１．２以上のポリカーボネートジオール生成物を用いた場合には、適度な
ウレタン化反応速度を有しているため、十分にウレタン化反応を進めることができ、６０
分以内に負荷値が０．７Ｖを越えており、また最終負荷値も１．０Ｖを超えたうえで増粘
がとまっている。
【０４９７】
　一方で、実施例１６及び実施例１７と参考例６との比較から明らかなように、末端（Ａ
）率（Ｉ）が１．９以下のポリカーボネートジオール生成物を用いた場合には、適度なウ
レタン化反応速度を有しているため、コントロール下で十分にウレタン化反応を進めるこ
とができ、設計した物性のポリウレタンを得ることができた。また、末端（Ａ）率（Ｉ）
が１．９より大きいポリカーボネートジオール生成物を用いた場合にはコントロールでき
ないほどウレタン化反応速度が速いことに起因してウレタン化反応が進み過ぎ、硬度等の
設計した物性のポリウレタンを得ることができなくなる場合があることが分かった。具体
的には、実施例１６と参考例６の比較から、含有する触媒量が同等であっても末端（Ａ）
率（Ｉ）の違いでウレタン化反応速度は大きく異なっており、末端（Ａ）率（Ｉ）がウレ
タン化反応速度に影響していることが分かる。参考例６の末端（Ａ）率（Ｉ）が１．９以
上のポリカーボネートジオール生成物を用いた場合には、ウレタン化速度が速いために、
１４分で負荷値が０．７Ｖに達した後も増粘がとまらず、最終負荷値を測定することがで
きないほど粘度が高くなってしまった。
【０４９８】
＜反応最高温度と、ウレタン化反応速度についての検討＞
　表９に、前記実験例７－１及び前記参考実験例８－１の、ポリカーボネートジオール製
造時に使用した原料ジオールの使用量・触媒の種類・触媒の使用量・収率・反応最大温度
、反応時間と、ポリカーボネートジオール生成物の末端（Ａ）率（Ｉ）と、ポリカーボネ
ートジオール生成物を用いたウレタン化反応速度試験の結果を整理して示す。
【０４９９】
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【表９】

【０５００】
　実施例１８と参考例７との比較から明らかなように、製造時の最大反応温度を１８０℃
未満として得られたポリカーボネートジオール生成物を用いた場合には、適度な末端（Ａ
）率（Ｉ）及びウレタン化反応速度を有しているため、十分にウレタン化反応を進めるこ
とができ、設計した物性のポリウレタンを得ることができた。一方で、製造時の最大反応
温度を１８０℃以上として得られたポリカーボネートジオール生成物は末端（Ａ）率（Ｉ
）が高く、それを用いてウレタン化反応を行った場合、ウレタン化反応速度が速く、ウレ
タン化反応が進みすぎ、負荷値が測定できないほど粘度が高くなり、硬度等の設計した物
性のポリウレタンを得ることができなくなる場合があることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０５０１】
　本発明のポリカーボネートジオールは、分子鎖中に剛直な構造（Ａ）を有していること
から、これを用いて製造されたポリウレタンは、高硬度で耐擦性に優れ、表面の性状が長
期間維持されるため、例えば、コーティング剤、水系塗料、接着剤、合成皮革、人工皮革
への利用が好適である。また、構造（Ａ）は、親水性が高いという特徴を有していること
から、本発明のポリカーボネートジオールを用いて製造されたポリウレタンは、水に対す
る親和性が要求される用途、例えば慣用負荷の小さな水系塗料を製造する際にも好適に用
いることができ、産業上極めて有用なものである。
【０５０２】
　また本発明によれば、活性エネルギー線の照射という簡易な方法によって機械的強度や
耐汚染性により一層優れる硬化膜を容易に形成することが可能であることから、例えば硬
化膜による基材の表面保護の分野において、硬化膜の形成における上記の簡易な方法によ
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