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(57)【要約】
【課題】光透過性、耐熱性、力学的強度に優れたフィルムなどの硬化物、該硬化物を製造
するために好適に用いられる硬化性樹脂組成物、重合体を提供することを目的とする。
【解決手段】（Ａ）　下記式（１）で表わされる構造単位を有し、末端に重合性反応基を
有する重合体と、（Ｄ）　溶媒と、を含む、硬化性樹脂組成物、及び該硬化性樹脂組成物
を硬化させて得られるフィルム等の硬化物である。
【化１２】

（上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の複
素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、ａ～ｄは、それ
ぞれ独立に、０～４の整数を示す。）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）　下記式（１）で表わされる構造単位を有し、末端に重合性反応基を有する重合体
と、
（Ｄ）　溶媒と、
を含む、硬化性樹脂組成物。
【化１】

（上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の複
素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、ａ～ｄは、それ
ぞれ独立に、０～４の整数を示す。）
【請求項２】
　さらに、（Ｂ）分子中に１個以上の重合性反応基を有する化合物を含む、請求項１に記
載の硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
　さらに、（Ｃ）重合開始剤を含む、請求項１または２に記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物を硬化して得られる硬化物。
【請求項５】
　請求項４に記載の硬化物からなるフィルム。
【請求項６】
　下記式（Ａ）で表わされる重合体。

【化２】

（上記式（１Ａ）中、Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の
複素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、Ｇは、それぞ
れ独立に、ｍ＋１価の有機基を示し、Ｙはそれぞれ独立に、重合性官能基を示し、ａ～ｆ
は、それぞれ独立に、０～４の整数を示し、ｍは、それぞれ独立に、１～１０の整数を示
し、ｎは０～１の整数を示し、ｐは１～５００の整数を示し、ｑは０～５００の整数を示
す。なお、ｐ個ずつある繰り返し単位とｑ個ずつある繰り返し単位は、ブロック共重合体
、ランダム共重合体、交互共重合体、またはマルチブロック共重合体のいずれの結合様式
であってもよい。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬化性樹脂組成物、硬化物、フィルム、および重合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、情報技術の発達は目覚しく、情報機器の軽薄短小化の流れに伴い、光学材料とし
て透明樹脂が各種の情報分野に進出してきている。透明樹脂の代表的のものとしては、Ｐ
ＭＭＡ、ポリカーボネート、シクロポリオレフィン樹脂などが挙げられる。
【０００３】
　ＰＭＭＡは透明性が高く、複屈折が小さく、安価であるため、代表的な光学材料として
広く用いられているが、吸水率が高く、耐熱性が低いため、環境変化に伴って形状や屈折
率が変化し、結像精度を低下させる。
【０００４】
　芳香族ポリカーボネート樹脂は、耐衝撃性に優れることから光ディスク用基板材料とし
て利用されているが、耐熱性が十分ではない。
　また、シクロポリオレフィン樹脂は、透明性、低複屈折性の点ではポリメチルメタクリ
レートに及ばないものの、優れた耐熱性と低吸水性を有しており、近年、カメラ、複写機
などの撮像系レンズ、ＣＤ、ＤＶＤなどの光ピックアップレンズなどでの採用が進んでお
り、また、フィルム化用途にも展開中である。
【０００５】
　しかしながら、上述のＰＭＭＡ、ポリカーボネート、シクロポリオレフィン樹脂などは
耐熱性が十分でないため、近年では、耐熱性に優れる全芳香族ポリイミドの検討が行われ
ている。全芳香族ポリイミドとしては、例えば（特許文献１）に示されるような全芳香族
ポリイミド（カネカ（株）社製アピカル等）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３２２２９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来のポリイミドは、分子内及び分子間での電荷移動錯体の形成に
より黄褐色に着色しており、光透過性が必要な用途に適用することは困難であるという問
題点があった。
　本発明は上記した問題点に鑑みてなされたもので、光透過性、耐熱性、力学的強度に優
れたフィルムなどの硬化物、該硬化物を製造するために好適に用いられる硬化性樹脂組成
物、重合体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定の構造単位を有し、末
端に重合性反応基を有する重合体、および該重合体を用いた硬化性樹脂組成物、硬化物、
フィルムにより、本発明の上記目的を達成することができることを見出し、本発明を完成
した。
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［６］を提供するものである。
［１］（Ａ）　下記式（１）で表わされる構造単位を有し、末端に重合性反応基を有する
重合体と、（Ｄ）　溶媒と、を含む、硬化性樹脂組成物。
【０００９】
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【化１】

（上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の複
素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、ａ～ｄは、それ
ぞれ独立に、０～４の整数を示す。）
［２］　さらに、（Ｂ）分子中に１個以上の重合性反応基を有する化合物を含む、前記［
１］に記載の硬化性樹脂組成物。
［３］　さらに、（Ｃ）重合開始剤を含む、前記［１］または［２］に記載の硬化性樹脂
組成物。
［４］　前記［１］～［３］のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物を硬化して得られる硬
化物。
［５］　前記［４］に記載の硬化物からなるフィルム。
［６］　下記式（１ａ）で表わされる重合体。
【００１０】

【化２】

（上記式（１Ａ）中、Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の
複素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、Ｇは、それぞ
れ独立に、ｍ＋１価の有機基を示し、Ｙはそれぞれ独立に、重合性官能基を示し、ａ～ｆ
は、それぞれ独立に、０～４の整数を示し、ｍは、それぞれ独立に、１～１０の整数を示
し、ｎは０～１の整数を示し、ｐは１～５００の整数を示し、ｑは０～５００の整数を示
す。なお、ｐ個ずつある繰り返し単位とｑ個ずつある繰り返し単位は、ブロック共重合体
、ランダム共重合体、交互共重合体、またはマルチブロック共重合体のいずれの結合様式
であってもよい。）
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のフィルムなどの硬化物は、発光ダイオード周辺材料、太陽電池周辺材料、フラ
ットディスプレー周辺材料、電子回路周辺材料に使用することができる。具体的には、耐
熱透明フィルム、導電性透明フィルム等の光学部材として使用することができる。また、
電子回路周辺材料としては、プリント配線基板形成用材料およびプリント配線用基板を挙
げることができ、具体的には、フレキシブルプリント配線用基板、リジットプリント配線
用基板、光電子プリント配線用基板、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｆｉｌｍ）用基板、ＴＡ
Ｂ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）用基板等に使用することができる
。
　また、本発明の硬化性樹脂組成物は、上記発光ダイオード周辺材料、太陽電池周辺材料
、フラットディスプレー周辺材料、電子回路周辺材料を製造するための材料として好適に
使用できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】合成例１で得られた重合体１のＮＭＲスペクトルを示す図である。
【図２】合成例２で得られた重合体２のＮＭＲスペクトルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の硬化性樹脂組成物は、（Ａ）特定の構造単位を有し、末端に重合性反応基を有
する重合体と、（Ｄ）溶媒と、を含むことを特徴とする。また、本発明の硬化性樹脂組成
物は、必要に応じて、さらに（Ｂ）分子中に１個以上の重合性反応基を有する化合物およ
び（Ｃ）重合開始剤を含むことができる。重合性反応基としては、具体的には、（メタ）
アクリロイル基、またはビニル基などのエチレン性不飽和基、オキシラニル基、オキセタ
ニル基、オキソラニル基等の環状エーテル基を挙げることができる。
【００１４】
　（Ａ）特定の構造単位を有し、末端に重合性反応基を有する重合体は、具体的には、下
記式（１）で表わされる構造単位を有し、末端に重合性反応基を有する重合体である。
【００１５】
【化３】

　上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の複
素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、ａ～ｄは、それ
ぞれ独立に、０～４の整数を示す。
【００１６】
　上記式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の複
素環基、炭素数２もしくは３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示す。
　１価の芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、１価の複
素環基としては、イミダゾール基、オキサゾール基、チアゾール基、オキサジアゾール基
、トリアゾール基、ベンズイミダゾール基、ベンズオキサゾール基、ベンズチアゾール基
、ベンズオキサジアゾール基、ベンズトリアゾール基、などが挙げられる。
【００１７】
　また、上記重合体は、さらに下記式（２）で表わされる構造単位を有することができる
。
【００１８】

【化４】

【００１９】
　上記式（２）中、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の複
素環基、炭素数２もしくは３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、ｅ、ｆは、そ
れぞれ独立に、０～４の整数を示し、ｎは０～１の整数を示す。）
【００２０】
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　前記特定の構造単位を有し、末端に重合性反応基を有する重合体としては、例えば下記
式（１ａ）で表わされる重合体を挙げることができる。
【００２１】
【化５】

　上記式（１Ａ）中、Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ独立に、１価の芳香族炭化水素基、１価の
複素環基、炭素数２または３のアルケニル基、またはカルボン酸基を示し、Ｇは、それぞ
れ独立に、ｍ＋１価の有機基を示し、Ｙはそれぞれ独立に、重合性官能基を示し、ａ～ｆ
は、それぞれ独立に、０～４の整数を示し、ｍは、それぞれ独立に、１～１０の整数を示
し、ｎは０～１の整数を示し、ｐは１～５００の整数を示し、ｑは０～５００の整数を示
す。なお、ｐ個ずつある繰り返し単位とｑ個ずつある繰り返し単位は、ブロック共重合体
、ランダム共重合体、交互共重合体、またはマルチブロック共重合体のいずれの結合様式
であってもよい。
【００２２】
　前記重合体は、上記式（１）で表わされる構造単位と上記式（２）で表わされる構造単
位とのモル比（上記式（１）で表わされる構造単位：上記式（２）で表わされる構造単位
）は、耐熱性、光学特性の観点から５０：５０～１００：０であることが好ましく、８０
：２０～１００：０であることがより好ましく、９５：５～１００：０であることがさら
に好ましく、１００：０であることが特に好ましい。
【００２３】
　前記重合体は、上記式（１）で表わされる構造単位および上記式（２）で表わされる構
造単位を全構造単位中７０モル％以上含むことが好ましく、全構造単位中９５モル％以上
含むことがより好ましい。
【００２４】
　上記重合体は、例えば（Ａ－１）：特定のジハロゲン化合物と（Ａ－２）：特定のジヒ
ドロキシ化合物と、（Ａ－３）重合性反応基を有するモノヒドロキシ化合物を反応させる
ことにより得られる。具体的には、（Ａ－１）成分として、下記式（３）で表わされる化
合物と（Ａ－２）成分として、下記式（４）で表わされる化合物と、（Ａ－３）成分とし
て重合性反応基を有するモノヒドロキシ化合物を反応させることにより得ることができる
。
【００２５】

【化６】

（上記式（３）中、Ｘはハロゲン原子を示す。）
【００２６】
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【化７】

（上記式（４）中、Ｒ１～Ｒ４、およびａ～ｄは、式（１）と同義である。）
【００２７】
　上記式（３）で表わされる化合物としては、具体的には、２，６－ジフルオロベンゾニ
トリル、２，５－ジフルオロベンゾニトリル、２，６－ジクロロベンゾニトリル、２，５
－ジクロロベンゾニトリル、および、その反応性誘導体を挙げることができる。特に、反
応性、経済性の観点から、２，６－ジフルオロベンゾニトリル、２，６－ジクロロベンゾ
ニトリルが好適に用いられる。
【００２８】
　上記式（４）で表わされる化合物としては、具体的には、９,９－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）フルオレン、９,９－ビス（４－ヒドロキシ－３－フェニルフェニル）フル
オレン、９,９－ビス（４－ヒドロキシ－３,５－ジフェニルフェニル）フルオレンおよび
、その反応性誘導体が使用できる。上述の化合物の中でも、反応性、経済性の観点から、
９,９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレン、９,９－ビス（４－ヒドロキシ－３
－フェニルフェニル）フルオレン、９,９－ビス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル
）フルオレンが好適に使用できる。これらの化合物は２種以上を組み合わせて用いること
も可能である。
【００２９】
　（Ａ－３）成分としては、具体的には、例えば、下記式（５）で表わされる化合物を挙
げることができる。
【００３０】

【化８】

（上記式（５）中、Ｇ、Ｙ、およびｍは、式（１Ａ）と同義である。）
【００３１】
　上記式（５）で表わされる化合物としては、具体的には、４－イソプロペニルフェノー
ル、２－［３－（３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－2－イル）－４－ヒドロキシフェニ
ル］エチル、アクリル酸を挙げることができる。
【００３２】
　また、上記重合体が、上記式（２）で表わされる構造単位を有する場合には、（Ｂ）成
分のヒドロキシ化合物として、上記式（４）で表わされる化合物に加えて下記式（６）で
表わされる化合物を用いる。
【００３３】

【化９】
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（上記式（６）中、Ｒ５、Ｒ６、ｅ、ｆ、ｎおよびＺは、式（２）と同義である。）
【００３４】
　上記式（６）で表わされる化合物としては、具体的には、ヒドロキノン、レゾルシノー
ル、２－フェニルヒドロキノン、４，４’－ビフェノール、３，３’－ビフェノール、４
，４’－ジヒドロキシジフェニルスルホン、３，３’－ジヒドロキシジフェニルスルホン
、４，４’－ジヒドロキシベンゾフェノン、３，３’－ジヒドロキシベンゾフェノン、１
，１’－ビ－２－ナフトール、１，１’－ビ－４－ナフトールおよび、その反応性誘導体
が使用できる。これらの化合物は２種以上を組み合わせて用いることも可能である。
　上述の化合物の中でも、反応性および力学的特性の観点から、４，４’－ビフェノール
が好適に用いられる。
【００３５】
　本発明の硬化性樹脂組成物に含まれる重合体は、例えば、以下に示す方法で合成するこ
とができる。
　具体的には、（Ａ－２）成分であるジヒドロキシ化合物と、（Ａ－３）成分である重合
性反応基を有するモノヒドロキシ化合物を有機溶媒中でアルカリ金属化合物と反応させて
、ヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩を得た後に、上記工程で得られたヒドロキシ化合物
のアルカリ金属塩と、（Ａ－１）成分であるジハロゲン化合物とを反応させる。なお、（
Ａ－２）ジヒドロキシ化合物および（Ａ－３）成分である重合性反応基を有するモノヒド
ロキシ化合物とアルカリ金属化合物との反応を（Ａ－１）ジハロゲン化合物の存在下で行
うことで、ヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩と（Ａ－１）ジハロゲン化合物とを反応さ
せることもできる。
　反応に使用するアルカリ金属化合物としては、リチウム、カリウム、ナトリウムなどの
アルカリ金属、水素化リチウム、水素化カリウム、水素化ナトリウムなどの水素化アルカ
リ金属、水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなどの水酸化アルカリ金属
、炭酸水素リチウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸塩
などを挙げることができる。これらは、１種または２種以上を組み合わせて用いることも
可能である。
　アルカリ金属化合物の使用量は、フェノールの水酸基に対し通常１～３倍当量であり、
好ましくは１．１～２倍当量であり、さらに好ましくは１．２～１．５倍当量であり。
　また、反応に使用する有機溶媒としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルホルムアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリ
ジノン、γ－ブチルラクトン、スルホラン、ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシ
ド、ジメチルスルホン、ジエチルスルホン、ジイソプロピルスルホン、ジフェニルスルホ
ン、ジフェニルエーテル、ベンゾフェノン、ジアルコキシベンゼン（アルコキシ基の炭素
数１～４）、トリアルコキシベンゼン（アルコキシ基の炭素数１～４）などを使用するこ
とができる。これらの溶媒の中でも、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
セトアミド、スルホラン、ジフェニルスルホン、ジメチルスルホキシドの誘電率の高い極
性有機溶媒が特に好適に用いられる。
　さらに、上記反応の際には、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサ
ン、オクタン、クロロベンゼン、ジオキサン、テトラヒドロフラン、アニソール、フェネ
トールなどの水と共沸する溶媒をさらに用いることもできる。
【００３６】
　（Ａ－１）ジハロゲン化合物と（Ａ－２）ジヒドロキシ化合物の使用割合は、（Ａ－１
）ジハロゲン化合物と（Ｂ－２）ジヒドロキシ化合物の合計を１００モル％とした場合に
、（Ａ－１）ジハロゲン化合物が好ましくは４５モル％以上５５モル％以下、より好まし
くは５０モル％以上５２モル％以下、さらに好ましくは５０モル％を超えて５２モル％以
下であり、（Ｂ－２）ジヒドロキシ化合物が好ましくは４５モル％以上５５モル％以下、
より好ましくは４８モル％以上５０モル％以下であり、さらに好ましくは４８モル％以上
５０モル％未満である。
　また、（Ａ－３）重合性反応基を有するモノヒドロキシ化合物の使用量は、（Ａ－１）
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ジハロゲン化合物と（Ｂ－２）ジヒドロキシ化合物の合計１ｍｏｌに対して、通常、０．
００５～０．３ｍｏｌであり、０．０１～０．２ｍｏｌであることが好ましい。
【００３７】
　また、反応させる際の、反応濃度は（Ａ）ジハロゲン化合物、（Ｂ）ジヒドロキシ化合
物、および（Ａ－３）重合性反応基を有するモノヒドロキシ化合物のモノマーの総重量を
基準として、好ましくは５～５０重量％、より好ましくは１０～４０重量％である。また
、反応温度は６０℃～２５０℃で、好ましくは８０℃～２００℃の範囲である。反応時間
は１５分～１００時間、好ましくは１時間～２４時間の範囲である。
【００３８】
　得られた重合体と有機溶媒とを含有する硬化樹脂組成物は、そのまま使用することもで
きるが、上記重合体を固体分として単離した後、有機溶媒に再溶解して用いることも出来
る。上記重合体を固体分として単離する方法は、例えば、メタノール等の重合体の貧溶媒
に再沈殿、ろ過、減圧乾燥することにより行うことができる。また、上記重合体を溶解す
る溶媒としては、例えば、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、Ｎ，
Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、γ
－ブチロラクトンが好適に用いられ、塗工性、経済性の観点から、好ましくは、塩化メチ
レン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドンが好適に使用される。これ
らの溶媒は、１種単独であるいは２種以上を併用することができる。
【００３９】
　本発明の重合体を含有する硬化性樹脂組成物の重合体濃度は、ポリマーの分子量にもよ
るが、通常、５～４０重量％、好ましくは７～２５重量％である。５重量％未満では、硬
化物を形成する際に厚膜化し難く、また、ピンホールが生成しやすい。一方、４０重量％
を超えると、溶液粘度が高すぎてフィルム化し難く、また、表面平滑性に欠けることがあ
る。
　なお、溶液粘度は、重合体の分子量や濃度にもよるが、通常、２，０００～１００，０
００ｍＰａ・ｓ、好ましくは３，０００～５０，０００ｍＰａ・ｓである。２，０００ｍ
Ｐａ・ｓ未満では、硬化物を形成する際に溶液の滞留性が悪く、基体から流れてしまうこ
とがある。一方、１００，０００ｍＰａ・ｓを超えると、粘度が高過ぎて、硬化物を形成
する際の膜厚などの調整が困難となることがある。
【００４０】
　また、本発明の硬化性樹脂組成物には、さらに、（Ｂ）分子中に１個以上の重合性反応
基を有する化合物を含有することができる。重合性反応基としては、具体的には、（メタ
）アクリロイル基、またはビニル基などのエチレン性不飽和基、オキシラニル基、オキセ
タニル基、オキソラニル基等の環状エーテル基を挙げることができる。
【００４１】
　本発明で使用することのできる、分子中に１個以上の重合性反応基を有する化合物とし
ては、１分子中に２個以上のエチレン性不飽和結合基を有する多官能性モノマーや、１分
子中に１個のエチレン性不飽和結合基を有する単官能性モノマーが挙げられる。これら単
官能モノマーと多官能モノマーは、併用してもよい。
【００４２】
　多官能性モノマーとしては、例えばエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジシ
クロペンテニルジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テト
ラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジイルジメチレンジ（
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、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリ（メタ）アクリレート
、カプロラクトン変性トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリ（メタ）ア
クリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ＥＯ変性トリメチロー
ルプロパントリ（メタ）アクリレート、ＰＯ変性トリメチロールプロパントリ（メタ）ア
クリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコー
ルジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－
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ヘキサンジオールジ（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、ポリエステルジ（メタ）アク
リレート、ポリエチレングリコールジ（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、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テトラ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリ
トールヘキサ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールペンタ
（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、フェノ
ールノボラックポリグリシジルエーテルの（メタ）アクリレート、９，９－ビス［４－［
２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］フェニル］－９Ｈ－フルオレン等が挙げられる。
これらの多官能性モノマーは、１種単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることが
できる。
【００４３】
　式（１）で表される構造を有するジ（メタ）アクリレートの市販品としては、例えば、
ビスコート＃７００、＃５４０（以上、大阪有機化学工業（株）製）、アロニックスＭ－
２０８、Ｍ－２１０（以上、東亞合成（株）製）、ＮＫエステルＢＰＥ－１００、ＢＰＥ
－２００、ＢＰＥ－５００、Ａ－ＢＰＥ－４（以上、新中村化学（株）製）、ライトエス
テルＢＰ－４ＥＡ、ＢＰ－４ＰＡ、エポキシエステル３００２Ｍ、３００２Ａ、３０００
Ｍ、３０００Ａ（以上、共栄社化学（株）製）、ＫＡＹＡＲＡＤ Ｒ－５５１、Ｒ－７１
２（以上、日本化薬（株）製）、ＢＰＥ－４、ＢＰＥ－１０、ＢＲ－４２Ｍ（以上、第一
工業製薬（株）製）、リポキシＶＲ－７７、ＶＲ－６０、ＶＲ－９０、ＳＰ－１５０６、
ＳＰ－１５０６、ＳＰ－１５０７、ＳＰ－１５０９、ＳＰ－１５６３（以上、昭和高分子
（株）製）、ネオポールＶ７７９、ネオポールＶ７７９ＭＡ（日本ユピカ（株）製）、オ
グソールＥＡ－０２００（以上、大阪ガスケミカル（株）製）が挙げられる。
【００４４】
　一方、単官能性モノマーとしては、例えばアクリルアミド、（メタ）アクリロイルモル
ホリン、７－アミノ－３，７－ジメチルオクチル（メタ）アクリレート、イソブトキシメ
チル（メタ）アクリルアミド、イソボルニルオキシエチル（メタ）アクリレート、イソボ
ルニル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、エチルジエチ
レングリコール（メタ）アクリレート、ｔ－オクチル（メタ）アクリルアミド、ジアセト
ン（メタ）アクリルアミド、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチルアミ
ノエチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタジエン
（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシク
ロペンテニル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミドテトラク
ロロフェニル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、テ
トラブロモフェニル（メタ）アクリレート、トリブロモフェニル（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、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレ
ート、ビニルカプロラクタム、Ｎ－ビニルピロリドン、ブトキシエチル（メタ）アクリレ
ート、ペンタクロロフェニル（メタ）アクリレート、ペンタブロモフェニル（メタ）アク
リレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコー
ルモノ（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、メチルトリエチレン
ジグリコール（メタ）アクリレート、等の他、式（２）で表される構造を有するモノ（メ
タ）アクリレートの具体例として、例えば、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、フ
ェノキシ－２－メチルエチル（メタ）アクリレート、フェノキシエトキシエチル（メタ）
アクリレート、３－フェノキシ－２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－フ
ェニルフェノキシエチル（メタ）アクリレート、４－フェニルフェノキシエチル（メタ）
アクリレート、３－（２－フェニルフェニル）－２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリ
レート、エチレンオキシドを反応させたｐ－クミルフェノールの（メタ）アクリレート、
２－ブロモフェノキシエチル（メタ）アクリレート、４－ブロモフェノキシエチル（メタ
）アクリレート、２，４－ジブロモフェノキシエチル（メタ）アクリレート、２，６－ジ
ブロモフェノキシエチル（メタ）アクリレート、２，４，６－トリブロモフェニル（メタ



(11) JP 2011-162726 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

）アクリレート、２，４，６－トリブロモフェノキシエチル（メタ）アクリレート等が挙
げられる。これらの単官能性モノマーは１種単独であるいは２種以上を組み合わせて用い
ることができる。
　モノ（メタ）アクリレートの市販品としては、例えば、アロニックスＭ１１３、Ｍ１１
０、Ｍ１０１、Ｍ１０２、Ｍ５７００、ＴＯ－１３１７（以上、東亞合成（株）製）、ビ
スコート＃１９２、＃１９３、＃２２０、３ＢＭ（以上、大阪有機化学工業（株）製）、
ＮＫエステルＡＭＰ－１０Ｇ、ＡＭＰ－２０Ｇ（以上、新中村化学工業（株）製）、ライ
トアクリレートＰＯ－Ａ、Ｐ－２００Ａ、エポキシエステルＭ－６００Ａ（以上、共栄社
化学（株）製）、ＰＨＥ、ＣＥＡ、ＰＨＥ－２、ＢＲ－３０、ＢＲ－３１、ＢＲ－３１Ｍ
、ＢＲ－３２（以上、第一工業製薬（株）製）等が挙げられる。
【００４５】
　本発明で使用することのできる分子中に１個以上の重合性反応基を有する化合物として
は、他にカチオン重合性化合物を挙げることができる。カチオン重合性化合物としては、
オキシラン化合物、オキセタン化合物、オキソラン化合物等の環状エーテル構造を有する
化合物を挙げることができる。
【００４６】
　オキシラン化合物としては例えば、エポキシノボラック樹脂、エチレングリコールジグ
リシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコー
ルジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、トリプロピレン
グリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ネ
オペンチルグリコールジグリシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエ
ーテル、グリセリンジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエー
テル、水添ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、プロピレンオキシド変性ビスフェノ
ールＡジグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールトリグリシジルエーテル、ペンタエ
リスリトールテトラグリシジルエーテル、ジグリセロールテトラグリシジルエーテル、ジ
グリセロールトリグリシジルエーテル、ソルビトールヘキサグリシジルエーテル、ソルビ
トールペンタグリシジルエーテル、ソルビトールテトラグリシジルエーテル、ソルビトー
ルトリグリシジルエーテル；グリセリン、ソルビトール等の脂肪族多価アルコールに１種
または２種以上のアルキレンオキシドやカプロラクトンを付加することにより得られるポ
リグリシジルエーテルやポリシクロヘキセンオキシド類等を挙げることができる。
オキセタン化合物としては、３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン、３－エチル
－３－（フェノキシエチル）オキセタン、３－エチル－３－（２－エチルヘキシロキシメ
チル）オキセタン、ジ［１－エチル－（３－オキセタニル）］メチルエーテル、３－エチ
ル－３－［［３－（トリエトキシシリル）プロポキシ］メチル］オキセタン、１，４－ビ
ス［［（３－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］メチル］ベンゼン、１，２－ビス［
［（３－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］メチル］ベンゼン、１，３－ビス［［（
３－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］メチル］ベンゼン、トリメチロールプロパン
トリス（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、ペンタエリスリトールトリス
（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、ペンタエリスリトールテトラキス（
３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、エチレンオキシド変性ビスフェノール
Ａビス（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、プロピレンオキシド変性ビス
フェノールＡビス（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、エチレンオキシド
変性水添ビスフェノールＡビス（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、プロ
ピレンオキシド変性水添ビスフェノールＡビス（３－エチル－３－オキセタニルメチル）
エーテル、エチレンオキシド変性ビスフェノールＦビス（３－エチル－３－オキセタニル
メチル）エーテル、オキセタニルシルセスキオキサン、フェノールノボラックオキセタン
、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３',４'－エポキシシクロヘキサンカルボキ
シレート等を挙げることができる。
【００４７】
　これらの市販品としては、ＵＶＲ－６１００、６１０５、６１１０、６１２８、６２０
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０、６２１６（以上、ユニオンカーバイド社製）、セロキサイド２０２１、２０２１Ｐ、
２０８１、２０８３、２０８５、エポリードＧＴ－３００、３０１、３０２、４００、４
０１、４０３、ＰＢ３６００、ＰＢ４７００（以上、ダイセル化学工業（株）製）、ＫＲ
Ｍ－２１００、２１１０、２１９９、２４００、２４１０、２４０８、２４９０、２７２
０、２７５０（以上、旭電化工業（株）製）、エピコート８２８、８１２、１０３１、８
７２、ＣＴ５０８（以上、ジャパンエポキシレジン（株）製）、デナコールＥＸ－６１１
、６１２、５１２、５２１、４１１、４２１、３１３、３１４、３２１（以上、ナガセ化
成（株）製）、エポライト４０Ｅ、１００Ｅ、７０Ｐ、２００Ｐ、４００Ｐ、１５００Ｎ
Ｐ、１６００、８０ＭＦ、１００ＭＦ、４０００、３００２（以上、共栄社化学（株）製
）、ＯＸＡ、ＸＤＯ、ＰＯＸ、ＤＯＸ、ＥＨＯＸ（以上、東亞合成（株）製）等を挙げる
ことができる。
【００４８】
　これらの（Ｃ）成分は、単独、または２種以上で用いてもよく、特にエチレン性不飽和
基を分子中に２個以上含有する化合物を使用することが好ましい。本発明の硬化性樹脂組
成物が、（Ｃ）成分を含有する場合には、重合体（Ａ）１００重量部に対して、好ましく
は１～２００重量部、より好ましくは３～１００重量部、さらに好ましくは５～５０重量
部である。
【００４９】
　また、本発明の硬化性樹脂組成物には、さらに、（Ｃ）重合開始剤を含有することがで
きる。（Ｃ）重合開始剤は、放射線または熱によって前記した（Ａ）成分および（Ｂ）成
分を重合しうる活性種を発生できる開始剤である。ここで放射線とは、例えば赤外線、可
視光線、紫外線およびＸ線、電子線、α線、β線、γ線のような電離放射線を意味する。
従って、（Ｃ）成分である重合開始剤を必要とし、必要に応じて、さらに光増感剤を添加
する。重合開始剤としては、放射線または熱により分解してラジカルを発生するもの（ラ
ジカル重合開始剤）、カチオンを発生するもの（カチオン重合開始剤）に大別できる。放
射線により分解してラジカルを発生するラジカル重合開始剤としては、例えばアセトフェ
ノン、アセトフェノンベンジルケタール、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン
、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、キサントン、フルオレノン、べン
ズアルデヒド、フルオレン、アントラキノン、トリフェニルアミン、カルバゾール、３－
メチルアセトフェノン、４－クロロベンゾフェノン、４，４’－ジメトキシベンゾフェノ
ン、４，４’－ジアミノベンゾフェノン、ミヒラーケトン、ベンゾインプロピルエーテル
、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、１－（４－イソプロピルフェ
ニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－フェニルプロパン－１－オン、チオキサントン、ジエチルチオキサントン、２－イ
ソプロピルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、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、２，４，６－トリメチルベ
ンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、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フォスフィンオキシド等が挙げられる。加熱により分
解してラジカルを発生して重合を開始するラジカル重合開始剤としては、例えば、過酸化
物、アゾ化合物を挙げることができ、具体例としては、ベンゾイルパーオキサイド、ｔ－
ブチル－パーオキシベンゾエート、アゾビスイソブチロニトリル、ジ－ｔ－ブチルパーオ
キサイド等を挙げることができる。
【００５０】
　ラジカル重合開始剤の市販品としては、例えばＩｒｇａｃｕｒｅ１８４、３６９、６５
１、５００、８１９、９０７、７８４、２９５９、ＣＧＩ１７００、ＣＧＩ１７５０、Ｃ
ＧＩ１１８５０、ＣＧ２４－６１、Ｄａｒｏｃｕｒｌ１１６、１１７３（以上、チバ・ス
ペシャリティ・ケミカルズ製）、ＬｕｃｉｒｉｎＴＰＯ、ＴＰＯ－Ｌ（以上、ＢＡＳＦ製
）、ユベクリルＰ３６（ＵＣＢ製）、パーブチルＤ（日本油脂製）等が挙げられる。
【００５１】
　放射線により分解してカチオンを発生するカチオン重合開始剤としては、下記一般式（
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７）で表される構造を有するオニウム塩を挙げることができる。このオニウム塩は、放射
線または熱を受けることによりルイス酸を放出する化合物である。
［Ｒ１２

ａＲ１３
ｂＲ１４

ｃＲ１５
ｄＷ］＋ｍ［ＭＸｎ＋ｍ］－ｍ （７）

〔式中、カチオンはオニウムイオンであり、ＷはＳ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ
、Ｏ、Ｉ、Ｂｒ、ＣｌまたはＮ≡Ｎであり、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は同一
または異なる有機基であり、ａ、ｂ、ｃおよびｄはそれぞれ０～３の整数であって、（ａ
＋ｂ＋ｃ＋ｄ）はＷの価数に等しい。Ｍは、ハロゲン化物錯体〔ＭＸn+m〕の中心原子を
構成する金属またはメタロイドであり、例えばＢ、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｆｅ、Ｓｎ、Ｂｉ、
Ａｌ、Ｃａ、Ｉｎ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｓｃ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｏなどである。Ｘは例えばＦ
、Ｃｌ、Ｂｒ等のハロゲン原子であり、ｍはハロゲン化物錯体イオンの正味の電荷であり
、ｎはＭの原子価である。〕
【００５２】
　一般式（２）においてオニウムイオンの具体例としては、ジフェニルヨードニウム、４
－メトキシジフェニルヨードニウム、ビス（４－メチルフェニル）ヨードニウム、ビス（
４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウム、ビス（ドデシルフェニル）ヨードニウム
、トリフェニルスルホニウム、ジフェニル－４－チオフェノキシフェニルスルホニウム、
ビス［４－（ジフェニルスルフォニオ）－フェニル］スルフィド、ビス［４－（ジ（４－
（２－ヒドロキシエチル）フェニル）スルホニオ）－フェニル］スルフィド、η5－２，
４－（シクロペンタジェニル）［１，２，３，４，５，６－η］－（メチルエチル）－ベ
ンゼン］－鉄（１＋）等が挙げられる。上記一般式（２）中における陰イオン（ＭＸｎ＋

ｍ）の具体例としては、テトラフルオロボレート（ＢＦ４
－）、ヘキサフルオロホスフェ

ート（ＰＦ6
-）、ヘキサフルオロアンチモネート（ＳｂＦ６

－）、ヘキサフルオロアルセ
ネート（ＡｓＦ6

-）、ヘキサクロロアンチモネート（ＳｂＣｌ６
－）などが挙げられる。

【００５３】
　放射線により分解してカチオンを発生するカチオン重合開始剤として使用することがで
きるオニウム塩として、前記一般式（７）において、［ＭＸｎ＋ｍ］の代わりに一般式：
〔ＭＸｎ（ＯＨ）－〕 （８）（ここで、Ｍ、Ｘおよびｎは一般式（２）に関し定義の通
りである。）で表される陰イオン、過塩素酸イオン（ＣｌＯ４

－）、トリフルオロメタン
スルフォン酸イオン（ＣＦ３ＳＯ３

－）、フルオロスルフォン酸イオン（ＦＳＯ３
－）、

トルエンスルフォン酸イオン、トリニトロベンゼンスルフォン酸イオン、トリニトロトル
エンスルフォン酸イオンなどの他の陰イオンを有するオニウム塩が挙げられる。
【００５４】
　放射線により分解してカチオンを発生するカチオン重合開始剤の市販品としては、例え
ばＵＶＩ－６９５０、ＵＶＩ－６９７０、ＵＶＩ－６９７４、ＵＶＩ－６９９０（以上、
ユニオンカーバイド社）、アデカオプトマーＳＰ－１５０、ＳＰ－１５１、ＳＰ－１７０
、ＳＰ－１７１（以上、旭電化工業（株））、Ｉｒｇａｃｕｒｅ ２６１（以上、チバガ
イギー社）、ＣＩ－２４８１、ＣＩ－２６２４、ＣＩ－２６３９、ＣＩ－２０６４（以上
、日本曹達（株））、ＣＤ－１０１０、ＣＤ－１０１１、ＣＤ－１０１２（以上、サート
マー社）、ＤＴＳ－１０２、ＤＴＳ－１０３、ＮＡＴ－１０３、ＮＤＳ－１０３、ＴＰＳ
－１０２、ＴＰＳ－１０３、ＭＤＳ－１０３、ＭＰＩ－１０３、ＢＢＩ－１０１、ＢＢＩ
－１０２、ＢＢＩ－１０３（以上、みどり化学（株））、Ｄｅｇａｃｕｒｅ Ｋ１２６（
デグサ社製）などが挙げられる。前記の放射線重合開始剤は、１種単独、あるいは２種以
上のものを組み合わせて（Ｃ）成分を構成することができる。
【００５５】
　また、加熱によりカチオンを発生するカチオン重合開始剤としては、例えば、スルホニ
ウム塩、ベンゾチアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩等のオニウム塩を挙げ
ることができ、好ましくはスルホニウム塩、ベンゾチアゾニウム塩である。前記スルホニ
ウム塩としては、例えば、アルキルスルホニウム塩、ベンジルスルホニウム塩、ジベンジ
ルスルホニウム塩、置換ベンジルスルホニウム塩等を挙げることができ、これらの好まし
い感熱性酸発生剤の市販品としては、例えば、サンエイドＳＩ－Ｌ８５、同－Ｌ１１０、
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同－Ｌ１４５、同－Ｌ１５０、同－Ｌ１６０（以上、三新化学工業（株）製）等を挙げる
ことができる。
【００５６】
　本発明の硬化性樹脂組成物における（Ｃ）成分の含有割合は、通常０．１～１０重量％
が好ましく、０．２～５重量％が特に好ましい。（Ｃ）成分の含有割合が０．１重量％未
満であると、硬化が十分に進行しないことがある。一方、１０重量％を超えると、本発明
の硬化性樹脂組成物を硬化させた際に開始剤が悪影響を及ぼす可能性がある。
【００５７】
　また、本発明の硬化性樹脂組成物は、（Ｄ）溶媒を含有する。溶媒としては、塩化メチ
レン、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、γ－ブチロラクトンが好適に用いられ
、塗工性、経済性の観点から、好ましくは、塩化メチレン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミ
ド、Ｎ－メチルピロリドン、塩化メチレンが好適に使用される。これらの溶媒は、１種単
独であるいは２種以上を併用することができる。
【００５８】
　さらに、本発明の硬化性樹脂組成物には、さらに老化防止剤を含有することができ、老
化防止剤を含有することでプリント配線用基板としての耐久性をより向上させることがで
きる。老化防止剤としては、好ましくは分子量５００以上のヒンダードフェノール系化合
物を挙げることができる。
　本発明で使用することのできる分子量５００以上のヒンダードフェノール系化合物とし
ては、トリエチレングリコール－ビス［３－（３－ｔ－ブチル－５－メチル－４－ヒドロ
キシフェニル）プロオネート］、１,６－ヘキサンジオール－ビス［３－（３,５－ジ－ｔ
－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、２,４－ビス－（ｎ－オクチル
チオ）－６－（４－ヒドロキシ－３,５－ジ－ｔ－ブチルアニリノ）－３,５－トリアジン
、ペンタエリスリトールールテトラキス［３－（３，５－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロ
キシフェニル）プロピオネート］１，１，３－トリス［２－メチル－４－［３－（３，５
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニルオキシ］－５－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニル］ブタン、２，２－チオ－ジエチレンビス［３－（３，５－ジ－ｔｅ
ｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、オクタデシル－３－（３,
５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート)、Ｎ，Ｎ－ヘキサメチ
レンビス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルー４－ヒドロキシ－ヒドロシンナマミド）、１
，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒド
ロキシベンジル）ベンゼン、トリス－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
ベンジル）－イソシアヌレイト、３，９－ビス［２－〔３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４
－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ〕－１，１－ジメチルエチル］
－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５．５］ウンデカンなどを挙げることができ
る。
　本発明硬化性樹脂組成物において、老化防止剤を含有する場合には、重合体１００重量
部に対して０．０１～１０重量部の量で使用することが好ましい。
【００５９】
　本発明の硬化性樹脂組成物は、上記（Ａ）成分と（Ｄ）成分、および必要に応じて（Ｂ
）成分、（Ｃ）成分を、プロペラミキサーやボールミル等の常法に従い、均一に混合して
、硬化性樹脂組成物を調製することが好ましい。
【００６０】
　次に、本発明の硬化物の製造方法について説明する。
　本発明の硬化物の製造方法は、上記硬化性樹脂組成物を基板等に塗布して塗膜を形成す
る工程と、塗膜から前記有機溶媒を蒸発させることにより前記有機溶媒を除去する工程と
、前記塗膜を硬化させる工程とを含むものである。
【００６１】
　上記硬化性樹脂組成物を支持体上に塗布して塗膜を形成する方法としては、ロールコー
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ト法、グラビアコート法、スピンコート法、ドクターブレードを用いる方法等を使用する
ことができる。塗膜の厚さは、特に限定されないが、例えば１～２５０μｍであり、好ま
しくは２～１５０μｍであり、より好ましくは５～１２５μｍである。基板としては、ポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ＳＵＳ板などが挙げられる。
【００６２】
　また、塗膜から前記有機溶媒を蒸発させることにより前記有機溶媒を除去する工程は、
具体的には塗膜を加熱することにより行うことができる。塗膜を加熱することにより、該
塗膜中の有機溶媒を蒸発させて除去することができる。上記加熱の条件は、有機溶媒が蒸
発すればよく特に限定されないが、例えば加熱温度が３０℃～２５０℃であることが好ま
しく、４０℃～２３０℃であることがより好ましく、５０℃～２１０℃であることがさら
に好ましい。また、加熱時間としては、１０分～５時間であることが好ましい。なお、加
熱は二段階で行ってもよい。具体的には、３０～８０℃の温度で１０分～２時間乾燥後、
１００℃～２５０℃でさらに１０分～２時間加熱するなどである。また、必要に応じて、
窒素雰囲気下、もしくは減圧下にて乾燥を行ってもよい。
【００６３】
　また、前記塗膜を硬化させる工程としては、例えば、放射線および熱から選ばれる少な
くとも一種により硬化させることにより行うことができる。
　照射される放射線の種類としては、可視光、紫外線、赤外線、Ｘ線、α線、β線、γ線
等を用いることができるが、特に紫外線が好ましい。そして、放射線（紫外線）の照射装
置としては、例えば、高圧水銀ランプ、低圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、エキシ
マランプ等を用いることが好ましい。放射線の照射量については、特に制限されるもので
は無いが、波長２００～４５０ｎｍ、照度１～５００ｍＷ／ｃｍ２の放射線を、照射量が
１０～５，０００ｍＪ／ｃｍ２となるように照射して、露光することが好ましい。
　また、加熱する場合には、加熱条件は、硬化性樹脂組成物の配合組成、添加剤の種類等
により変わるが、通常、３０～４００℃、好ましくは５０～３００℃で、例えば５分間～
７２時間の加熱条件とすれば良い。
　なお、放射線の照射と加熱は組み合わせて用いることができ、放射線の照射と加熱を同
時に行って塗膜を硬化させることもできるし、放射線の照射後、加熱を行うことで塗膜を
硬化させることもできる。
【００６４】
　本発明の得られた重合体は、ポリスチレン換算の重量平均分子量が、好ましくは５，０
００～５００，０００、さらに好ましくは１５，０００～２５０，０００である。
　また、本発明のフィルムは、ＤＳＣ（昇温速度２０℃／分）によるガラス転移温度（Ｔ
ｇ）が、２００～４２０℃であることが好ましく、２４０～３３０℃であることがより好
ましく、２３０～４００℃であることがさらに好ましい。このようなガラス転移温度を有
することにより、優れた耐熱性を得ることができる。
　本発明のフィルムは、波長５８９ｎｍの光に対して、好ましくは１．５８～１．７０、
より好ましくは１．６２～１．６８の屈折率を有する。
　また、本発明においては、硬化物としてフィルムを得た場合には、フィルムの厚みが好
ましくは１～２５０μｍ、より好ましくは２～１５０μｍである。また、本発明のフィル
ムを基材として使用する場合には１０～１２５μｍであることが特に好ましい。
　本発明のの硬化物としてフィルムを得た場合には、厚さが２０μｍである場合に、ＹＩ
値（イエローインデックス）が、２．５以下であることが好ましく、１．４以下であるこ
とがより好ましい。
　また、本発明の硬化物としてフィルムを得た場合には、フィルムは、厚みが５０μｍで
ある場合に、ＪＩＳ　Ｋ７１０５透明度試験法における全光線透過率は、８０％以上であ
ることが好ましく、８５％以上であることがより好ましい。
【００６５】
　本発明の硬化物としてフィルムを得た場合には、フィルムは、線膨張係数が５ｐｐｍ～
１００ｐｐｍであることが好ましく、１０～８０ｐｐｍであることがより好ましい。
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　本発明の硬化物としてフィルムを得た場合には、フィルムは、引張強度が、８０～１５
０ＭＰａであることが好ましく、８５～１４０ＭＰａであることがより好ましい。
　また、本発明の硬化物としてフィルムを得た場合には、フィルムは、引張弾性率が、２
．０～５．０ＧＰａであることが好ましく、２．５～４．５ＧＰａであることがより好ま
しい。
【実施例】
【００６６】
　以下、実施例によって、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て何ら限定されるものではない。
　実施例
【００６７】
［合成例１］
　温度計、攪拌機、窒素導入管、Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管、及び冷却管を取り付けた５０
０ｍＬの４つ口フラスコに、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレン（３８
．２４４ｇ、１０６．８ｍｍｏｌ）、４－イソプロペニルフェノール（三井化学製、０．
７７１ｇ、５．６２２ｍｍｏｌ）、２，６－ジフルオロベンゾニトリル（１５．５８１ｇ
、１１９．６ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム（１９．０５４ｇ、１３４．９ｍｍｏｌ）、ＤＭ
Ａｃ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド）２５７ｇ、トルエン６４ｇを添加した。２５０ｒ
ｐｍ、２５℃で攪拌しながら窒素バブリングを２０分行なった。次いで、窒素気流下、バ
ス温度を１４０℃に上昇させた所、内温は１２８℃であった。生成する水－トルエンの混
合液をＤｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管により除去しながら２時間反応をさせた所、水の生成が認
められなくなったため、バス温度徐々に温度を１６０℃まで上昇させた所、内温は１４２
℃であった。そのままの温度で４時間反応させた。
　室温まで冷却後、セライトにてろ過し塩を除去後、ろ過溶液を大量のメタノールに投じ
、ろ別によりポリマーを単離した。得られたポリマーは６０℃で一晩真空乾燥し、白色粉
末を得た（収量９８．０ｇ、収率９８％）。
　得られたポリマーについて、東ソー高速ＧＰＣ　ＨＬＣ－８２２０（カラム：ＴＳＫｇ
ｅｌα―Ｍ、展開溶剤：ＮＭＰ）を用いてポリスチレン換算の平均分子量の測定を行った
。結果は、重量平均分子量が、３８７００、数平均分子量は１３２００であった。
　また、得られたポリマー３００ｍｇをｄ－クロロフォルム１ｇに溶解し、ＢＲＵＫＥＲ
製　ＡＤＶＡＮＣＥ５００を用いて、1Ｈ-ＮＭＲを測定した。測定した結果、６．５０～
６．７０ｐｐｍに主鎖ベンズニトリルの３，４位置換の芳香族２Ｈ、５．１１ｐｐｍと５
．３６ｐｐｍにＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）２－由来の２Ｈビニルプロトンが観察された。積分
比から求めた末端αメチルスチリル量は４．２５ｍｏｌ％であった（図１）。これより、
末端にαメチルスチリル基を有する重合体が得られたことを確認した（重合体１とする）
。
【００６８】
［合成例２］
　合成例１において、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレン（３７．４３
０ｇ、１０６．８ｍｍｏｌ）、２－［３－（３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル
）－４－ヒドロキシフェニル］エチルメタクリレート（東京化成製、１．８１８ｇ、５．
６２ｍｍｏｌ）、２，６－ジフルオロベンゾニトリル（１５．２４９ｇ、１０９．６ｍｍ
ｏｌ）、炭酸カリウム（１８．６４８ｇ、１３４．９ｍｍｏｌ）を用いた以外は合成例１
と同様に合成した。得られたオリゴマーは６０℃で一晩真空乾燥し、白色粉末を得た（収
量９８．０ｇ、収率９８％）。
　得られたポリマーについて、東ソー高速ＧＰＣ　ＨＬＣ－８２２０（カラム：ＴＳＫｇ
ｅｌα―Ｍ、展開溶剤：ＮＭＰ）を用いてポリスチレン換算の平均分子量の測定を行った
。測定した結果、重量平均分子量が、４４９００、数平均分子量は１４９００であった。
　また、得られたポリマー３００ｍｇをｄ－クロロフォルム１ｇに溶解し、ＢＲＵＫＥＲ
製　ＡＤＶＡＮＣＥ５００を用いて、1Ｈ-ＮＭＲを測定した。測定した結果、６．５０～
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６．７０ｐｐｍに主鎖ベンズニトリルの３，４位置換の芳香族２Ｈ、５．４０～５．４６
ｐｐｍと５．８４～５．９１ｐｐｍと５．３７ｐｐｍにＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）２－由来の
２Ｈビニルプロトンが観察された。積分比から求めた末端メチルメタクリレート量は３．
３４ｍｏｌ％であった。これより、２－［３－（３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－
イル）－４－ヒドロキシフェニル］エチルメタクリレートにより修飾された重合体が得ら
れたことを確認した（重合体２とする）。
【００６９】
［比較合成例１］
　合成例１において、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレン（３８．９１
７ｇ、１１１．１ｍｍｏｌ）、２，６－ジフルオロベンゾニトリル（１５．５２６ｇ、１
１１．６ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム（１８．４２０ｇ、１３３．３ｍｍｏｌ）を用いて、
４－イソプロペニルフェノールを用いなかった以外は合成例１と同様に合成した。
　得られたポリマーについて、東ソー高速ＧＰＣ　ＨＬＣ－８２２０（カラム：ＴＳＫｇ
ｅｌα―Ｍ、展開溶剤：ＮＭＰ）を用いてポリスチレン換算の平均分子量の測定を行った
。結果は、重量平均分子量が、１７９０００、数平均分子量は６７４００であった（比較
重合体１とする）。
【００７０】
（実施例１）
　（Ａ）成分：特定の構造単位を有し、末端に重合性反応基を有する重合体として重合体
１、（Ｂ）成分：分子中に１個以上の重合性反応基を有する化合物として（Ｂ－１）ジペ
ンタエリスリトールヘキサアクリレート（日本化薬製、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ）また
は（Ｂ－２）９，９－ビス［４－［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］フェニル］－
９Ｈ－フルオレン（大阪ガス化学製、オグソールＥＡ－０２００）、（Ｃ）成分：重合開
始剤としてジ－ｔ－ブチルパーオキサイド（日本油脂製、パーブチルＤ）、（Ｄ）成分：
溶媒として、塩化メチレンまたはＤＭＡｃを表１に示す配合割合で調製した後、１０μｍ
フィルターでろ過を行なって硬化性樹脂組成物を作製した。続いて、得られた硬化性樹脂
組成物をガラス枠に投入して２５℃、２４ｈ静置し、フィルムを得た後、塩化メチレンが
蒸発したことを確認し、得られたフィルムをガラス枠から取り外した。さらに、得られた
フィルムを熱風乾燥機にて１４０℃×２時間、２００℃×６時間、２３０℃×１ｈの順の
加熱を行い、厚み３０μｍの熱硬化後のフィルムを得た。
【００７１】
　得られたフィルムの溶媒への溶解性を（１）ＮＭＰ（Ｎ－メチル－２－ピロリドン）不
溶部の測定、（２）耐ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）により下記の通り評価した。ま
た、得られたフィルムについて（３）ガラス転移温度、（４）光学特性、（５）機械的強
度を下記の通り測定した。測定した結果を表２に示す。
【００７２】
（１）ＮＭＰ（Ｎ－メチル－２－ピロリドン）不溶部の測定
　２０ｍＬスクリュー官に熱硬化後のフィルム０．１３００ｇを採取後、ＮＭＰ５．００
０ｇを加え、ミックスローターで２５℃、１２時間攪拌を行なった。この溶液をＡＤＶＡ
ＮＴＥＣ製４Ａろ紙を用いてろ過を行い、ＮＭＰ不溶部と可溶部を分別した。可溶部の固
形分を１．０００ｇアルミ皿に採取し、２５０℃のホットプレートで１ｈ加熱を行い、加
熱後のアルミに残存した量より、ろ液の固形分を算出した。ＮＭＰ不溶部は下記の式によ
り算出した。
　ＮＭＰ不溶部（％）＝１００－ろ液の固形分量／理論固形分量（０．０２５３４ｇ）×
１００
【００７３】
（２）耐ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）試験
　熱硬化後のフィルム（３０μｍ×４ｃｍ×４ｃｍ）を８０℃に加熱したＤＭＳＯ溶液２
００ｍＬに１０分間浸漬させ、フィルムを取り出し外観によりフィルムが残存しているか
を目視により評価し、残存している場合を「○」、残存していない場合を「×」とした。
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（３）ガラス転移温度（Ｔｇ）
　Ｒｉｇａｋｕ製　Ｔｈｅｒｍｏ　Ｐｌｕｓ　ＤＳＣ８２３０を用い、２０℃/ｍｉｎ窒
素下で測定した。
【００７５】
（４）光学特性
　イエローインデックス（ＹＩ）、全光線透過率については、スガ試験株式会社　ＳＭ－
Ｔを用いＪＩＳ　Ｚ　８７２２条件に順じ測定した。
　　位相差については　王子計測機会株式会社　ＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨ　４０°入射角
、ＲＴモード、低レダレーションにて測定した。
　また、屈折率については、プリズムカップラー法（メトリコン社製ＰＣ．２０１０）に
より、ｄ線（５８９ｎｍ）の屈折率を測定した。
【００７６】
（５）機械的強度
　フィルム自立性については、キャスト製膜時にフィルムが破壊しないもの：「○」、キ
ャスト製膜時にフィルムが破壊するもの：「×」とした。
　線膨張係数（ＣＴＥ、ｐｐｍ）については、Ｓｅｉｋｏ　Ｉｎｓｔｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃ
．製　ＴＭＡ－ＳＳ１５０Ｃを用い、３℃／ｍｉｎ速度で、窒素下での１００～１５０℃
の値を測定した。
　また、引張り強度、引張り弾性率については、７号ダンベルカッターで切り抜き、標線
距離１０ｍｍ、引張り速度５００ｍｍ／ｍｉｎで測定した。
【００７７】
（実施例２～６）
　実施例１において表１に示す組成でフィルムを作製した以外は同様に実施した。また、
得られたフィルムについて実施例１と同様に測定した結果を表２に示す。
【００７８】
（比較例１、２）
　比較重合体１を用いて、表１に示す組成でフィルムを作製した以外は同様に実施した。
また、得られたフィルムについて実施例１と同様に測定した結果を表２に示す。
【００７９】
【表１】

【００８０】
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【図１】 【図２】
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