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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合を含んだ有機基とヒドロシリル基とを
有した化合物ａを、ラジカル重合させてヒドロシリル基を有した状態で一次硬化させ、得
られた一次硬化物を塩基性水溶液と接触させてヒドロシリル基の少なくとも一部をシラノ
ール基に変換させると共に、残ったヒドロシリル基と変換されたシラノール基との間で脱
水素縮合させることを特徴とする硬化物の製造方法。
【請求項２】
　化合物ａのほかに、分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合を有した化合物ｂ
を含んだ状態で一次硬化物を得る請求項１に記載の硬化物の製造方法。
【請求項３】
　化合物ｂが、水酸基を有する化合物である請求項２に記載の硬化物の製造方法。
【請求項４】
　少なくとも化合物ａとラジカル重合開始剤とを含んだ硬化性組成物を用いて一次硬化物
を得る請求項１～３のいずれか１項に記載の硬化物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭素－炭素二重結合とヒドロシリル基とを有した化合物をラジカル重合させ
、更に脱水素縮合させて硬化物を得る方法、及びこれにより得られた硬化物に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ビニル基や（メタ）アクリル基、アリル基などの炭素－炭素二重結合を有する化合物は
、ラジカル重合開始剤の存在下、熱、紫外線、電子線などのエネルギーを加えることでラ
ジカル重合するため、様々な分野で利用されている。分子中に複数の炭素－炭素二重結合
を有する化合物においては、ラジカル重合により３次元架橋構造を構築し、耐熱性や機械
特性、耐薬品性に優れる硬化物が得られる。得られた硬化物は、例えば液晶テレビ等のデ
ィスプレイ前面保護板や液晶偏光フィルム、位相差フィルム等のディスプレイ材料をはじ
め、タッチパネル用基板、カラーフィルター用基板、TFT用基板などのガラス代替基板と
して、また、眼鏡用レンズ材料やプリズム、カメラ等の撮像光学系、表示デバイス等の投
影光学系、画像表示装置等の観察光学系、光磁気ディスクドライブ等のレーザ光学系、導
波路などに用いるレンズ等の光学素子など、各種フィルムや成形体として使用され、また
、ガラス代替品材料としての利用も進んでいる。
【０００３】
　このような硬化物の特性は、主に樹脂中の炭素－炭素二重結合の濃度に依存し、炭素－
炭素二重結合を高濃度にすることで、より強固な架橋構造が構築でき、熱膨張率の低減や
弾性率を向上させることができる。例えば（メタ）アクリル基で改質したエチレン性不飽
和化合物を使用して得た積層体（特許文献１参照）や、イソシアヌレート骨格を有したエ
チレン性不飽和化合物を使用した硬化性組成物から、表面硬度に優れたプラスチックフィ
ルムを得る方法（特許文献２参照）などが報告されている。
【０００４】
　ところが、炭素－炭素二重結合による架橋密度が大きくなると硬化収縮率が著しく増大
し、得られた硬化物が脆性化するという問題がある。また、硬化収縮による残留応力が増
大すると共に、重合時に発生する重合熱により硬化速度が加速して急激な硬化が進行する
ことから、硬化中にクラックが発生し、厚肉の硬化物を得るのが難しくなる。
【０００５】
　それゆえに、従来においては、硬化物を製造する為には、長時間かけ徐々に加熱し硬化
を進行させる方法を採らなければならない。紫外線や電子線を硬化に利用する場合も同様
であり、弱い照度で長時間露光する必要があることから、生産効率の点で望ましくない。
また、炭素－炭素二重結合の濃度を高濃度にすると硬化物中に重合に関与しきれない、未
反応の炭素－炭素二重結合が多く残存し、結果として未反応の炭素－炭素二重結合が加熱
により酸化劣化の原因となって透明性や機械物性の低下を招いてしまう。特に（メタ）ア
クリル基の場合には、極性基の増加に伴い硬化物の吸水率が増加してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１２５１４２号公報
【特許文献２】特開２００６－２２５４３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、炭素－炭素二重結合の濃度増加に頼らずに、硬化物の架橋密
度を増加させることできる新規な方法を提供することにある。また、より強固な架橋構造
を構築することに伴う脆性化や硬化収縮率の増加といった、トレードオフの問題を解決し
た硬化物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために検討を重ねた結果、炭素－炭素二重結合とヒ
ドロシリル基とを有した化合物をラジカル重合させ、得られた重合物（一次硬化物）に含
まれたヒドロシリル基を利用してシロキサン結合を形成させることで、炭素－炭素二重結
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合の増加に頼らずに架橋密度を高めることができることを見出し、本発明を完成した。
【０００９】
　すなわち、本発明は、分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合を含んだ有機基
とヒドロシリル基とを有した化合物ａを、ラジカル重合させてヒドロシリル基を有した状
態で一次硬化させ、得られた一次硬化物を塩基性水溶液と接触させてヒドロシリル基の少
なくとも一部をシラノール基に変換させると共に、残ったヒドロシリル基と変換されたシ
ラノール基との間で脱水素縮合させることを特徴とする硬化物の製造方法である。
【００１１】
　本発明で用いる化合物ａについて、ラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合有する有機
基とは、具体的にはビニル基、アリル基、又は（メタ）アクリル基であるのがよい。この
「分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合を有する有機基とヒドロシリル基とを
有する化合物ａ」は特に制限されず、得られる硬化物の目的や用途に合わせて適宜選択す
ることができるが、好ましくは、耐熱性や透明性の観点から、数平均分子量が１００～２
５００００である、ケイ素化合物モノマー又はケイ素化合物オリゴマー又はケイ素化合物
ポリマーであるのがよい。また、化合物aの炭素－炭素二重結合の数とヒドロシリル基の
数について、好ましくは、炭素－炭素二重結合1つあたりの分子量（化合物ａの分子量を
炭素－炭素二重結合の数で割った値）が１００～５０００であり、ヒドロシリル基1つあ
たりの分子量（化合物ａの分子量をヒドロシリル基の数で割った値）が２５～１０００で
あるのがよく、より好ましくは、炭素－炭素二重結合1つあたりの分子量が１５０～５０
００であり、ヒドロシリル基1つあたりの分子量が５０～１０００であるのがよい。炭素
－炭素二重結合1つあたりの分子量が１００より小さいと硬化収縮が大きくなり、硬化物
を得る事が困難であり、反対に炭素－炭素二重結合1つあたりの分子量が５０００より大
きいと十分な架橋構造が構築されず、硬化物が脆化してしまう。一方、ヒドロシリル基1
つあたりの分子量が２５より小さいと、脱水素縮合時の硬化物の収縮量が大きく硬化物が
破損するおそれがあり、反対にヒドロシリル基1つあたりの分子量が１０００より大きい
場合では、脱水素縮合による架橋密度が増加した効果を十分に発現することができない。
【００１２】
　化合物aについて、具体的には３－（メタ）アクリロキシプロピルメチルシラン、２－
（メタ）アクリロキシエトキシジメチルシラン、ビス（２－（メタ）アクリロキシエトキ
シ）メチルシランなどのモノシラン類、鎖状シロキサン類、環状シロキサン類、籠型ロキ
サン類、不完全縮合籠型シロキサン類、梯子型シロキサン類、不完全縮合梯子型シロキサ
ン類およびこれらのシロキサン類を組み合わせ縮合させたシロキサン類等を例示すること
ができる。これらの化合物ａを用いると、得られる硬化物の耐熱性を向上させることがで
きる点で好ましい。
【００１３】
　また、本発明では、「分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合有する有機基と
ヒドロシリル基を有する化合物ａ」の他に、「分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二
重結合を有する化合物ｂ」を含んだ状態でラジカル重合させて、一次硬化物を得るように
してもよい。ここで、化合物ｂとしては、単官能（メタ）アクリレートモノマー、多官能
（メタ）アクリレートモノマー、多官能（メタ）アクリレートオリゴマー、ビニルエーテ
ル類、ビニルエステル類等が挙げられる。
【００１４】
　更に本発明では、好ましくは、化合物ｂが、炭素－炭素二重結合の他に水酸基を有する
ものであるのがよい。具体的には、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートや２－ヒ
ドロキシプロピル（メタ）アクリレートなどのヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート
類、グリセリンジ（メタ）アクリレートやペンタエリスリトールトリアクリレートなどの
水酸基含有多官能アクリレート類、水酸基含有ビニルエーテル類、水酸基含有アリルエー
テル類等が挙げられる。このような炭素－炭素二重結合と水酸基とを有した化合物ｂは、
その水酸基が化合物ａのヒドロシリル基と脱水素縮合が可能であり、架橋密度を向上させ
ることができる。「分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合と水酸基とを有した
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化合物ｂ」と「化合物ａ」との配合割合については、得られる硬化物の用途等に応じ、す
なわち弾性率の向上や熱寸法安定性の向上（熱膨張係数の低下）等の目的から化合物ｂの
配合割合を増すようにするのがよいが、化合物ｂの水酸基の数より化合物ａのヒドロシリ
ル基の数の方が多くなるようにするのが望ましい。水酸基の数の方が多くなってしまうと
、後述するように、ヒドロシリル基を利用した脱水素縮合において水酸基が残存し、最終
的に得られる硬化物の吸水率が高くなってしまうおそれがある。
【００１５】
　本発明における硬化物の製造方法では、上記化合物ａを（さらに化合物ｂを含む場合も
ある）ラジカル重合（化合物ｂが含まれる場合は化合物ａとのラジカル共重合の場合もあ
る。以下、共重合の場合を含めて「ラジカル（共）重合」ということがある。）させるこ
とで、ヒドロシリル基（Si-H基）を含んだ状態で一次硬化させる。次いで、得られた一次
硬化物を塩基水溶液と接触させることで、ヒドロシリル基を利用した脱水素縮合によりシ
ロキサン結合を形成して、最終硬化物を得る。すなわち、上記の一次硬化物を塩基水溶液
と反応させてヒドロシリル基の少なくとも一部をシラノール基（Si-OH基）に変換させ、
次いで、残ったヒドロシリル基と変換されたシラノール基との間で塩基により脱水素縮合
が起こり、シロキサン結合が生成されて架橋密度を増加させる。また、炭素－炭素二重結
合と水酸基とを有する化合物ｂを含む場合は、化合物ｂの水酸基と一次硬化物のヒドロシ
リル基との間でも脱水素縮合が起こり、ケイ素－酸素－炭素結合が生成して架橋密度が増
加する。このように本発明の硬化物の製造方法を用いれば、炭素－炭素二重結合数を増加
させることなく、架橋密度を高めることができ、これまでは両立が困難であった、高架橋
密度化に伴う脆性化や硬化収縮率増加を抑制した硬化物の製造を可能にする。
【００１６】
　本発明における硬化物の製造方法では、少なくとも化合物ａ（化合物ｂが含まれる場合
もある）とラジカル重合開始剤とを含んだ硬化性組成物を用いて、一次硬化物を得るよう
にしてもよい。ラジカル重合開始剤としては、公知の光重合開始剤や熱重合開始剤を用い
ることができ、配合量については、硬化性組成物１００重量量に対して、０．１～５重量
部の範囲であるのがよく、好ましくは０．１～３重量部の範囲であるのがよい。ラジカル
重合開始剤が０．１重量部に満たないと硬化が不十分となり、得られる硬化物の強度や剛
性が低くなり、一方、５重量部を超えると硬化物の着色等の問題が生じるおそれがある。
【００１７】
　硬化性組成物を光硬化性組成物とする場合に用いられる光重合開始剤としては、アセト
フェノン系、ベンゾイン系、ベンゾフェノン系、チオキサンソン系、アシルホスフィンオ
キサイド系等の化合物を好適に使用することができる。具体的には、トリクロロアセトフ
ェノン、ジエトキシアセトフェノン、1－フェニル－2－ヒドロキシ－2－メチルプロパン
－1－オン、1－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2－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、ベンゾインメチルエーテル、ベンジ
ルジメチルケタール、ベンゾフェノン、チオキサンソン、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サイド、メチルフェニルグリオキシレート、カンファーキノン
、ベンジル、アンスラキノン、ミヒラーケトン等を例示できる。また、光重合開始剤と組
み合わせて効果を発揮する光開始助剤や鋭感剤を併用することもできる。
【００１８】
　また、硬化性組成物を熱硬化性組成物とする場合に用いられる熱重合開始剤としては、
ケトンパーオキサイド類、ジアシルキルパーオキサイド類、ハイドロパーオキサイド類、
ジアルキルパーオキサイド類、パーオキシケタール類、アルキルパーエステル類、パーカ
ーボネート類などが挙げられる。これらの中で触媒活性の点から、ジアルキルパーオキサ
イドが好ましい。具体的には、シクロヘキサノンパーオキサイド、１，１－ビス(ｔ－ヘ
キサパーオキシ)シクロヘキサノン、クメンハイドロパーオキサイド、ジクミルパーオキ
サイド、ベンゾイルパーオキサイド、ジイソプロピルパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチルパ
ーオキサイド、ｔ－へキシルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t－ブチルパー
オキシ－２－エチルヘキサノエート等を例示することができるが、これらに制限されるも
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のではない。また、これらを単独で使用してもよく、熱重合開始剤を２種類以上併用して
もよい。更には、熱重合促進剤や光重合開始剤を併用することもできる。
【００１９】
　また、硬化性組成物には、本発明の目的から外れない範囲で各種添加剤を添加すること
ができる。各種添加剤として有機／無機フィラー、可塑剤、難燃剤、熱安定剤、酸化防止
剤、光安定剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤、離型剤、発泡剤、核剤、着色剤、架橋
剤、分散助剤、樹脂成分等を例示することができる。
【００２０】
　本発明において、ヒドロシリル基を有する一次硬化物は、例えばラジカル重合開始剤を
含んだ硬化性組成物を加熱又は光照射によって硬化させることで得ることができる。この
うち、加熱によって重合体（或いは共重合体）を得る場合、その重合温度は、熱重合開始
剤や促進剤の選択により、室温から２００℃前後までの広い範囲から選択することができ
る。この際、硬化性組成物を金型内やスチールベルト上で重合硬化させることで所望の形
状の一次硬化物を得るようにしてもよい。
【００２１】
　一方、光照射によって重合体（或いは共重合体）を得る場合、例えば波長１０～４００
ｎｍの範囲の紫外線や波長４００～７００ｎｍの範囲の可視光線を照射することで、一次
硬化させることができる。用いる光の波長は特に制限されるものではないが、特に波長２
００～４００ｎｍの近紫外線が好適に用いられる。また、紫外線発生源として用いられる
ランプとしては、低圧水銀ランプ（出力：0.4～4W/cm）、高圧水銀ランプ（40～160W/cm
）、超高圧水銀ランプ（173～435W/cm）、メタルハライドランプ（80～160W/cm）、パル
スキセノンランプ（80～120W/cm）、無電極放電ランプ（80～120W/cm）等を例示すること
ができる。これらの紫外線ランプは、各々その分光分布に特徴があるため、使用する光重
合開始剤の種類に応じて選定される。
【００２２】
　光照射によってヒドロシリル基を有した一次硬化物を得る際には、例えば任意のキャビ
ティ形状を有し、石英ガラス等の透明素材で構成された金型内に硬化性組成物を注入し、
上述したような紫外線ランプで紫外線を照射して重合硬化を行い、金型から脱型させるこ
とで所望の形状の一次硬化物を得ることができる。また、金型を用いない場合には、例え
ば移動するスチールベルト上にドクターブレードやロール状のコーターを用いて硬化性組
成物を塗布し、上記のような紫外線ランプで重合硬化させることで、シート状の一次硬化
物を得ることができる。さらには、ヒドロシリル基を有した一次硬化物に一軸延伸や二軸
延伸などの延伸加工を施し、一次硬化物をフィルム状やシート状等の任意の形状に加工し
て、塩基水溶液で処理するようにしてもよい（熱による硬化等の場合も同様である）。
【００２３】
　既に一部述べたが、一次硬化物を得る際には、硬化性組成物を目的とする硬化物となる
ように所定の形状とし、ラジカル（共）重合させるようにするのがよい。ここで、得られ
る一次硬化物が熱可塑性である場合、例えば射出成型、押出成形、押出ラミネート成形、
圧縮成形、中空成形、カレンダー成形、真空成形、Tダイ法等の各種の成形法を採用でき
る。ただし、化合物ａまたは化合物ｂの一分子当たりの炭素－炭素二重結合数が１．０を
超える場合は、三次元架橋構造体を有する（共）重合体となるため、通常、成形硬化が採
用される。なお、本明細書中ではラジカル（共）重合のことを硬化ともいう。ラジカル（
共）重合には、加熱又は電子線、紫外線等のエネルギー線照射が適当である。
【００２４】
　また、得られた一次硬化物を塩基性水溶液と接触させてヒドロシリル基を脱水素縮合さ
せる際、塩基水溶液の塩基としては、水に溶解するものであれば特に制限はない。塩基の
例を挙げると、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化セシウム等のアルカリ金属水
酸化物、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水酸化テ
トラブチルアンモニウム、水酸化ベンジルトリメチルアンモニウム、水酸化ベンジルトリ
エチルアンモニウム等の水酸化アンモニウム塩、ヒドロキシルアミン、Ｎ－メチルヒドロ
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キシルアミン、Ｎ、Ｎ－ジメチルヒドロキシルアミン、Ｎ－エチルヒドロキシルアミン、
Ｎ、Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミン等のヒドロキシルアミン化合物が例示できる。
【００２５】
　塩基水溶液の濃度については、０．０５～２．０mol/Lの範囲が好ましい。塩基濃度が
希薄すぎると完全な脱水素縮合に長時間を要し、反対に濃度が高すぎるとシロキサン結合
などが切断され、得られる硬化物の機械特性が悪化してしまう。一次硬化物と塩基水溶液
とを接触させる方法としては、浸漬、噴霧、シャワー等の公知の方法を用いることができ
るが、なかでも塩基水溶液中に一次硬化物を浸漬させる方法が好ましい。浸漬時間は、一
次硬化物に残存するヒドロシリル基の数や用いる塩基水溶液により異なるが、脱水素縮合
の進行度合いを一次硬化物から発生する水素量で確認しながら行うのがよく、完全に脱水
素縮合させるためには一次硬化物からの水素の発生が認められなくなるまで浸漬させるの
が好ましい。また、脱水素縮合は一次硬化物が塩基水溶液と接触している箇所から進行す
るため、浸漬方法を変えることで、部分的に架橋密度を高めることもできる。例えば、浸
漬時間を短くして一次硬化物の表面のみの架橋密度を高めようにしてもよい。さらには最
終的に得られる硬化物の表面から中心部までの架橋密度が異なる傾斜材料とすることも可
能であり、得られる硬化物の用途に合わせて浸漬条件を変えるようにしてもよい。
【００２６】
　塩基水溶液に接触させた後は、一次硬化物の不純物除去や、経時による寸法安定性を高
める目的で、後処理を施すことが望ましい。このような後処理としては、例えば一次硬化
物を水洗して塩基を除去するのがよく、また、塩基水溶液との接触による脱水素縮合が不
完全であり、ヒドロシリル基がシラノール基として残存する可能性があるため、水洗後更
に加熱処理するようにしてもよい。この加熱処理については、１００℃から３００℃の温
度範囲で１時間以上加熱することが好ましく、より好ましくは１８０℃から２５０℃の温
度範囲で１～３時間加熱するのがよい。
【００２７】
　本発明によって得られた硬化物は、一次硬化の際の成形条件により、例えばフィルム状
のものから厚板まで種々の状態で得ることができ、硬化後の形状に特に制限はない。その
ため、液晶テレビ等のディスプレイ前面保護板や液晶偏光フィルム、位相差フィルム等の
ディスプレイ材料をはじめ、タッチパネル用基板、カラーフィルター用基板、TFT用基板
などのガラス代替基板として、また、眼鏡用レンズ材料やプリズム、カメラ等の撮像光学
系、表示デバイス等の投影光学系、画像表示装置等の観察光学系、光磁気ディスクドライ
ブ等のレーザ光学系、導波路などに用いるレンズ等の光学素子など、各種用途に適用可能
である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明における硬化物の製造方法によれば、モノマー中の炭素－炭素二重結合の濃度増
加に頼らずに、強固な架橋構造を構築した硬化物が得られるため、炭素－炭素二重結合に
より架橋密度を高めたことによる硬化収縮率の増加や脆性化といった問題を解消すること
ができる。そのため、得られた硬化物は、熱膨張率の低減、弾性率の向上、硬化収縮率の
抑制、脆性化の防止等が同時に図られたものであり、また、本発明の製造方法は、従来で
はクラックの発生が懸念されるような厚肉の硬化物を得るのにも好適な方法である。
【００２９】
　更に、本発明の硬化物の製造方法は、ヒドロシリル基を有した状態で一次硬化物を得て
、塩基水溶液を用いた脱水素縮合によりシロキサン結合を形成させるため、工業的にも有
利な方法であると言える。すなわち、一次硬化物を得る際には、ゲル化のおそれや脱水縮
合反応性により制御が困難であるＳｉ－ＯＨ基を有した化合物を用いるのではなく、Ｓｉ
－Ｈ基を有した化合物ａを使用して一次硬化物を得て、その後に一部のＳｉ－Ｈ基をＳｉ
－ＯＨ基に変換させるため、取扱い性の観点からも優れた方法である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１】図１は、合成例１で得られた反応生成物Ａの１H-NMRスペクトルである。
【図２】図２は、実施例１で得られた成形体A-1a（一次硬化物）及びA-1b（最終硬化物）
のIRスペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、実施例及び比較例に基づき、本発明をより具体的に説明する。
【実施例】
【００３２】
［合成例１］
　撹拌機、滴下ロート、及び温度計を備えた反応容器に、４５～５０モル％（MeHSiO）の
水素化末端メチルヒドロシロキサン－フェニルメチルシロキサンコポリマー（Gelest,Inc
.製 HPM-502  重量平均分子量：4300）２８．３g及びトルエン１３mLを加えて均一になる
まで撹拌した。次いで、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミン０．１２gを加え２０分室
温で撹拌し、滴下ローとよりメタクリル酸2-ヒドロキシエチル１．８９gを滴下し、２時
間室温で撹拌した。反応終了後、トルエン２０mLと１０w％クエン酸水溶液２０mLとを加
え、反応溶液を水洗し、更に水で水洗を行った。水洗後、無水硫酸マグネシウムで脱水し
た。無水硫酸マグネシウムをろ別し、濃縮することで無色透明な液体として反応生成物Ａ
を３０ｇ得た。得られた反応生成物Ａの１H-NMR（図１）を測定したところ、ヒドロシリ
ル基に帰属される４．７ppm（H－Si）のシグナルに加え、メタクリル基のアルケンに帰属
される５．５ppmと６．１ppm（H2C=C）のシグナルが確認され、反応生成物Ａは、水素化
末端メチルヒドロシロキサン－フェニルメチルシロキサンコポリマーのヒドロシリル基の
一部にメタクリル酸2-ヒドロキシエチルが脱水素により付加した、分子中にラジカル重合
可能な炭素－炭素二重結合を有する有機基とヒドロシリル基とを有する化合物であること
が確認された。
【００３３】
［合成例２］
　撹拌機、滴下ロート、及び温度計を備えた反応容器に、トリメチルシリル末端ポリメチ
ルヒドロシロキサン（Gelest,Inc.製 HMS-992  重量平均分子量：2000）３９．５g及びト
ルエン４０mLを加えて均一になるまで撹拌した。次いで、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシル
アミン０．３５gを加え２０分室温で撹拌し、滴下ロートよりメタクリル酸2-ヒドロキシ
エチル８．４８gを滴下し、２時間室温で撹拌した。反応終了後、トルエン６０mLと１０w
％クエン酸水溶液６０mLとを加え、反応溶液を水洗し、更に水で水洗を行った。水洗後、
無水硫酸マグネシウムで脱水した。無水硫酸マグネシウムをろ別し、濃縮することで無色
透明な液体として反応生成物Ｂを３０ｇ得た。得られた反応生成物Ｂの１H-NMRを測定し
たところ、ヒドロシリル基に帰属される４．７ppm（H－Si）のシグナルに加え、メタクリ
ル基のアルケンに帰属される５．５ppmと６．１ppm（H2C=C）のシグナルが確認され、反
応生成物Ｂは、トリメチルシリル末端ポリメチルヒドロシロキサンのヒドロシリル基の一
部にメタクリル酸2-ヒドロキシエチルが脱水素により付加した、分子中にラジカル重合可
能な炭素－炭素二重結合を有する有機基とヒドロシリル基とを有する化合物であることが
確認された。
【００３４】
［合成例３］
　撹拌機、滴下ロート、及び温度計を備えた反応容器に、トリメチルシリル末端ポリメチ
ルヒドロシロキサン（Gelest,Inc.製 HMS-992  重量平均分子量：2000）３９．５g及びト
ルエン４０mLを加えて均一になるまで撹拌した。次いで、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシル
アミン０．３５gを加え２０分室温で撹拌し、滴下ロートよりメタクリル酸2-ヒドロキシ
エチル８７．７gを滴下し、２時間室温で撹拌し、更に６０℃で２時間撹拌した。反応終
了後、トルエン６０mLと１０w％クエン酸水溶液６０mLを加え、反応溶液を水洗し、更に
水で水洗を行った。水洗後、無水硫酸マグネシウムで脱水した。無水硫酸マグネシウムを
ろ別し、濃縮することで無色透明な液体として反応生成物Ｃを１１９ｇ得た。得られた反
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）のシグナルが完全に消失し、メタクリル基のアルケンに帰属される５．５ppmと６．１p
pm（H2C=C）のシグナルが確認され、反応生成物Ｃは、トリメチルシリル末端ポリメチル
ヒドロシロキサンの全てのヒドロシリル基にメタクリル酸2-ヒドロキシエチルが脱水素に
より付加した、分子中にラジカル重合可能な炭素－炭素二重結合を有する有機基を有する
化合物であることを確認した。
【００３５】
　上記合成例１～３で原料として用いたヒドロシリル化合物の平均分子量から計算される
1分子中の「平均ヒドロシリル基水素数」を表１に示す。また、上記合成例１～３で得ら
れた反応生成物Ａ～Ｃについて、１H-NMRにおけるヒドロシリル基水素数の面積比から計
算される「反応生成物１分子中の平均ヒドロシリル基水素数」と、同じく１H-NMRにおけ
るメタクリル基のアルケン水素の面積比から計算される「反応生成物１分子中の平均メタ
クリル基数」を表１に示す。
【００３６】

【表１】

【００３７】
　上記合成例１～３で得られた反応生成物Ａ～Ｃを用いて、トリメチロールプロパントリ
アクリレート（炭素－炭素二重結合を有する化合物）、ペンタエリスリトールトリアクリ
レート（炭素－炭素二重結合と水酸基とを有する化合物）、１-ヒドロキシシクロヘキシ
ルフェニルケトン（光重合開始剤）、及びジターシャリーブチルパーオキサイド（熱重合
開始剤）と共に、表２に示したとおりに配合して、硬化性組成物A-1～2、B-1～3、及びC-
1～3を得た。なお、表２における各成分の数値は重量部を表す。また、それぞれの硬化性
組成物について、含有された反応成生物Ａ～Ｃがヒドロシリル基を有するかどうかその有
無を示す。
【００３８】
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【表２】

【００３９】
［実施例１］
　上記で得られた硬化性組成物A-1をガラス板上に塗布し、ロールコーターを用いて厚さ
０．２ｍｍになるようにキャスト（流延）し、３０W/cmの高圧水銀ランプを用いて８００
０mJ/cm2の積算露光量で硬化させて、所定の厚み（0.2mm）を有したフィルム状の成形体A
-1a（一次硬化物）を得た。得られた成形体A-1aのIRスペクトル（図2）では２１５５cm-1

のピーク（ヒドロシリル基に帰属されるピーク）が確認された。
【００４０】
　上記で得られた成形体A-1aを塩基水溶液（1.1mol/LのＮ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルア
ミン）に浸漬させた。浸漬後、直に成形体のヒドロシリル基による脱水素縮合が進行して
水素の気泡が発生した。室温で２４時間浸漬させた後、成形体を取り出し、水洗を行った
。さらに成形体を室温で１時間自然乾燥させた後、２００℃のオーブンで１時間加熱させ
、成形体A-1b（最終硬化物）を得た。得られた成形体A-1bのIRスペクトル（図2）によれ
ば、成形体A-1aで観測された２１５５cm-1のピーク（ヒドロシリル基に帰属されるピーク
）が消失していることから、完全に脱水素縮合が進行したことが確認された。
【００４１】
　上記で得られた成形体A-1bについて、以下に記した各条件での物性を評価した。結果を
表３に示す。
【００４２】
［成形性］
　得られた成形体A-1bを目視で確認し、クラックや欠けが無い場合を「良」とし、クラッ
クや欠けが発生している場合を「不良」とする２段階評価を行った。
【００４３】
［ヒドロシリル基の有無］
　成形体A-1bを約10mm x 10mmに切断して得た試験片表面のIRスペクトルを測定し、2155c
m-1付近にヒドロシリル基に帰属されるピークの有無で確認した。
【００４４】
［弾性率］
　以下で述べる硬化条件1、1aおよび1bの場合で最終的に得られた厚み0.2mmの成形体につ
いては、引張弾性率（試験片：8mm x 80mm x 0.2mm、試験速度0.5mm／min、チャック間距
離50mm）の値を示す。硬化条件2、2a、3および3aの場合で最終的に得られた厚み2mmの成
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形体については、曲げ弾性率（試験片：25mm x 50mm x 2mm、試験速度0.3mm／min、支点
間距離12mm、支点半径0.5mm、圧子半径1.5mm）の値を示す。また表3中の「×」は所定サ
イズの試験片が得られず測定不可を示す。
【００４５】
［ＣＴＥ］
　熱機械的分析を行い、５０℃から１５０℃の線膨張係数（CTE）を測定した。硬化条件1
、1aおよび1bで得られた厚み0.2mmの成形体については、3mm幅に試験片を加工、チャック
間距離15mmで固定し昇温速度昇温速度5℃／min、引張荷重4.2mNで測定した。硬化条件2、
2a、3および3aで得られた厚み2mmの成形体については、5mm角に切断し、試験厚み2mmとし
昇温速度昇温速度5℃／min、圧縮荷重100mNで測定した。
【００４６】
［吸水率］
　硬化条件1、1aおよび1bの場合で最終的に得られた厚み0.2mmの成形体については、試験
片サイズを100mm x 100mmとし、硬化条件2、2a、3および3aで最終的に得られた厚み2mmの
成形体については、試験片サイズを25mm x 50mmにして、それぞれ５０℃で２４時間乾燥
させた後、重量を測定し、ついで２５℃の温水中に２４時間浸漬させ、次の式により吸水
率を求めた。また表３中の「×」は所定サイズの試験片が得られず測定不可を示す。
　　　吸水率（％）＝[(吸水重量－乾燥重量)／乾燥重量]×１００
【００４７】
【表３】

【００４８】
［実施例２～６、比較例１～６］
　表３に示すように、硬化性組成物と以下に記した硬化条件との組合せから実施例２～６
及び比較例１～６に係る成形体を得た。得られた成形体について、上述した方法で物性評
価を行った。結果を表３に示す。
【００４９】
［硬化条件１］
　ロールコーターを用いて、ガラス板上に硬化性組成物を厚さ０．２ｍｍになるようにキ
ャスト（流延）し、30W/cmの高圧水銀ランプを用い、８０００mJ/cm２の積算露光量で硬
化させ、所定の厚み（0.2mm）を有したフィルム状の成形体（一次硬化物）を得た。



(11) JP 5732187 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

【００５０】
［硬化条件1a］
　硬化条件1に加えて更に、硬化条件1で得られた成形体を塩基水溶液（1.1mol/LのＮ，Ｎ
－ジエチルヒドロキシルアミン）に室温で24時間浸漬させ、水洗後室温で1時間自然乾燥
させた後、200℃のオーブンで1時間加熱させて厚さ0.2mmのフィルム状の成形体（最終硬
化物）を得た。
【００５１】
［硬化条件1b］
　塩基性水溶液を水に変えた以外は硬化条件1aと同様にして厚さ0.2mmのフィルム状の成
形体（最終硬化物）を得た。
【００５２】
［硬化条件２］
　厚さ2mmになるようにガラス板で組み込んだ50mm角の型に硬化性組成物を流し込み、30W
/cmの高圧水銀ランプを用いて８０００mJ/cm２の積算露光量で硬化させ、所定の厚み（2m
m）を有したシート状の成形体（一次硬化物）を得た。
【００５３】
［硬化条件2a］
　硬化条件2に加え更に、硬化条件２で得られた成形体を塩基水溶液（1.1mol/LのＮ、Ｎ
－ジエチルヒドロキシルアミン）に室温で72時間浸漬させ、水洗後室温で24時間自然乾燥
させた後、200℃のオーブンで2時間加熱させて厚さ2mmのシート状の成形体（最終硬化物
）を得た。
【００５４】
［硬化条件３］
　内径が25mm x 50mm x 2mmの金型に射出圧力3Mpaで射出し、保圧：1Mpa/10秒、金型温度
：180℃、硬化時間１分の各条件で射出成型して厚さ2mmのシート状の成形体（一次硬化物
）を得た。
【００５５】
［硬化条件3a］
　硬化条件３に加え更に、硬化条件３で得られた成形体を塩基水溶液（1.1mol/LのＮ、Ｎ
－ジエチルヒドロキシルアミン）に室温で72時間浸漬させ、水洗後室温で24時間自然乾燥
させた後、200℃のオーブンで2時間加熱させて厚さ2mmのシート状の成形体（最終硬化物
）を得た。
【００５６】
　上記実施例１～６、及び比較例１～６より、それぞれのCTEの結果から、ヒドロシリル
基を含有する成形体（一次硬化物）を塩基水溶液に接触させることで、ヒドロシリル基が
脱水素縮合し、架橋密度が増加したことで、弾性率が増加し、CTEを低減させることが確
認された。また、反応生成物BとCを用いた硬化性組成物の比較から、本発明の製造方法を
用いれば、炭素－炭素二重結合を増加させたことと同等の弾性率とCETをもつ成形体（最
終硬化物）を良好な成形性で得ることができ、尚且つ低吸水性を併せ持つことが可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明によれば、炭素－炭素二重結合数を増加させること無く、一次硬化物に含有され
るヒドロシリル基の脱水素縮合を利用し、最終的に得られる硬化物の架橋密度を増加させ
ることが可能である。そのため、本発明によって得られた硬化物（最終硬化物）は例えば
液晶テレビ等のディスプレイ前面保護板や液晶偏光フィルムなどのディスプレイ材料をは
じめ、タッチパネル用基板、カラーフィルター用基板、TFT用基板などのガラス代替基板
として利用でき、また、例えば眼鏡用レンズ材料やプリズム、カメラ等の撮像光学系、表
示デバイス等の投影光学系、画像表示装置等の観察光学系、光磁気ディスクドライブ等の
レーザ光学系、導波路などに用いるレンズなどの光学素子としても利用することができる
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。すなわち、本発明によって得られた硬化物は、これまで主にガラスが使われていた各種
ガラス材料にかわって使用することができる。

【図１】 【図２】



(13) JP 5732187 B2 2015.6.10

10

20

フロントページの続き

    審査官  前田　孝泰

(56)参考文献  特開平０９－０３１３９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０８０７１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０９７５０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１８４２３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１１２６３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１１５２０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１３６５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５８２３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０６３０９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１０９４１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１８８８１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１６８４５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１６４５８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第３４１７１２０（ＵＳ，Ａ）　　　
              西独国特許第１２４８０４８（ＤＥ，Ｂ）　　　
              国際公開第２００９／０９９０９９（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｇ　７７／００－　７７／６２
              Ｃ０８Ｊ　　３／００－　　７／１８
              Ｃ０８Ｆ　　８／００－　　８／５０
              Ｃ０８Ｌ　　１／００－１０１／１６
              Ｃ０９Ｄ　　１／００－２０１／１０
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

