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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ化亜麻仁油と没食子酸誘導体とを相溶させ液状エポキシ樹脂組成物とし、
　該液状エポキシ樹脂組成物に、２－エチル－４－メチル－イミダゾール、三級アミン、
芳香族アミンのいずれかの硬化促進剤を添加し、
　該液状エポキシ樹脂組成物を熱処理し、３次元架橋してなる
ことを特徴とする絶縁性高分子材料組成物。
【請求項２】
　前記エポキシ化亜麻仁油１００重量部に対して、前記没食子酸誘導体を２５～１００重
量部混合する
ことを特徴とする請求項１に記載の絶縁性高分子材料組成物。
【請求項３】
　エポキシ化亜麻仁油と没食子酸誘導体とを混合する混合工程と、
　前記混合工程で得られた混合物を加熱して、前記エポキシ化亜麻仁油と前記没食子酸誘
導体を相溶させる相溶工程と、
　前記相溶工程で得られた、前記エポキシ化亜麻仁油と前記没食子酸誘導体の相溶物を冷
却する冷却工程と、
　前記冷却工程で冷却された相溶物に硬化促進剤を添加したのち、前記相溶物の温度を７
０℃から９０℃に保持し金型注型し、注型された相溶物を熱処理して前記相溶物を３次元
架橋させる硬化工程と、
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を有する
ことを特徴とする絶縁性高分子材料組成物製造方法。
【請求項４】
　前記硬化工程において、前記相溶物を３次元架橋させる温度は、前記没食子酸誘導体の
融点よりも低い温度である
ことを特徴とする請求項３に記載の絶縁性高分子材料組成物製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁性高分子材料組成物に関するものであって、特に高電圧かつ高温になる
電力系統の絶縁に適応するものに関する。従来の絶縁材料において、不飽和ポリエステル
、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂の代替となる絶縁性高分子材料組成物及び絶縁性高分
子材料組成物の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エポキシ樹脂組成物は、優れた電気的性能と接着力を有するため、電気・電子分野の種
々の用途に使用されている。液状エポキシ樹脂は流動性に優れ、塗料、接着剤、成形材料
等に使用する際には扱いやすく作業性も良いだけでなく、溶剤を使用しなくてもよいため
に環境性や衛生性にも優れる（例えば、特許文献１～３）。
【０００３】
　高電圧機器の絶縁材料及び構造材料として、石油を出発物質とした石油由来のエポキシ
樹脂等の熱硬化性樹脂をマトリックスとした高分子複合硬化物、いわゆるモールド注型品
が広く用いられている。また、近年の社会の高度化、集中化に伴い機器の大容量・小型・
高信頼性化が強く求められており、モールド注型品はますます重要となってきている。
【０００４】
　しかし、これらのモールド注型品に使用されている熱硬化樹脂は石油由来の原料を使用
しており、石油資源の枯渇といった地球規模の問題から、将来的に再生可能資源を使用す
ることが求められている。そこで、エポキシ樹脂、及び硬化剤として植物由来の原料を用
いることに関する技術が提案されている。
【０００５】
　例えば、特許文献４には、高電圧用電気絶縁材料としてポリ乳酸を用いることが提案さ
れている。また、特許文献５には、植物由来物質をエポキシ樹脂の硬化剤に使用する技術
と植物由来物質をフェノール樹脂化する技術が提案されている。そして、特許文献６には
、植物由来エポキシ樹脂からなる絶縁組成物に関する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－１２８３６０号公報
【特許文献２】特開２００６－１３７８２５号公報
【特許文献３】特開２００４－１３７４２５号公報
【特許文献４】特開２００２－３５８８２９号公報
【特許文献５】特開２００２－５３６９９号公報
【特許文献６】特開２００７－３５３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１～３、５に記載の技術では、エポキシ樹脂が石油由来物質であるた
め、植物由来の物質をエポキシ樹脂の硬化剤として使用しても植物性が低く、非石油原料
を出発物質とした絶縁硬化物を実現しているとはいえなかった。
【０００８】
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　また、特許文献１に記載の混合物は、粘度が低く、硬化剤としてピロガロール以外のも
のを添加することにより粘度を低下させているが、得られた粘度では、変圧器などの大型
モールド製品の金型注型は困難である。
【０００９】
　また、特許文献５に記載の絶縁硬化物は、常温での機械物性は高いものの、高温物性に
対し配慮がされていない組成となっているためモールド製品への適用は困難である。特許
文献５の実施例をみても、印刷配線ボードとなっており、高電圧機器絶縁のための構成と
はなっていない。また、植物由来物質をフェノール樹脂化する技術内容が実施例に明確に
記述されていない。
【００１０】
　また、特許文献６に記載の技術では、エポキシ化亜麻仁油の硬化剤に石油由来のフェノ
ール樹脂を使用しているので植物度が低く、既存の熱硬化樹脂の代替品となる非石油原料
を出発物質とした絶縁硬化物とは言い難い。
【００１１】
　そこで、天然原料を出発物質とするエポキシ樹脂としてエポキシ化亜麻仁油に着目し、
硬化剤としては、植物由来ポリフェノールに着目した。具体的には、硬化剤として没食子
酸誘導体に着目した。
【００１２】
　しかし、没食子酸誘導体は、エポキシ化亜麻仁油との相溶性が悪いため硬化促進剤や充
填剤、シランカップリング剤などの混合・分散が困難であり、不均一な硬化物となりやす
く、硬化物の物性にバラつきが生じるおそれがあった。
【００１３】
　例えば、図１２に示すように、主剤としてエポキシ化亜麻仁油を用い、硬化剤として没
食子酸プロピルを用いた場合の従来技術に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法では、
没食子酸プロピルは、エポキシ化亜麻仁油との相溶性が低いだけでなく、融点も高いため
、エポキシ化亜麻仁油と相溶させるためには高温での予熱が必要であった。つまり、没食
子酸プロピルの融点は１５０℃であり、エポキシ化亜麻仁油と相溶させるにはこの温度以
上で融解させた後、同じ温度以上に予熱させたエポキシ化亜麻仁油と混合させる必要があ
った。また、硬化剤の析出を防ぐため相溶物の温度を常に硬化剤の融点以上に保つ必要が
あった。
【００１４】
　さらに、図１３に例示するように、主剤としてエポキシ化亜麻仁油を用い、硬化剤とし
てピロガロールを用いた場合の従来技術に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法では、
ピロガロールは、エポキシ化亜麻仁油との相溶性が低いだけでなく、融点も高いため、エ
ポキシ化亜麻仁油と相溶させるには、ピロガロールを融解させた後、同じ温度以上に予熱
したエポキシ化亜麻仁油と混合させる必要があった。しかし、ピロガロールを融解させる
と、一部が有害な蒸気となるため、ピロガロールの気化を抑制する必要があった。また、
気化による材料のロスを防止するためにもピロガロールの気化の抑制が必要である。さら
に、ピロガロールの析出を防ぐため相溶物の温度を常にピロガロールの融点以上に保つ必
要があった。
【００１５】
　したがって、図１２、１３を参照して説明したように、従来技術に係る絶縁性高分子材
料組成物の製造方法では、高温で主剤と硬化剤とを混合するのでポットライフが短くなり
、金型注型作業が困難となる。さらに、主剤と硬化剤の温度が高いため、主剤と硬化剤の
相溶物に硬化促進剤を添加するとすぐに硬化反応が起こってしまい、混合が不完全となり
得られた硬化物の物性にばらつきが生じるおそれがあった。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　そこで、上記課題を解決する本発明の絶縁性高分子材料組成物は、エポキシ化亜麻仁油
と没食子酸誘導体とを相溶させ液状エポキシ樹脂組成物とし、該液状エポキシ樹脂組成物
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に、２－エチル－４－メチル－イミダゾール、三級アミン、芳香族アミンのいずれかの硬
化促進剤を添加し、該液状エポキシ樹脂組成物を熱処理し、３次元架橋してなることを特
徴としている。また、上記課題を解決する本発明の絶縁性高分子材料組成物の他の態様は
、上記絶縁性高分子材料組成物において、前記エポキシ化亜麻仁油１００重量部に対して
、前記没食子酸誘導体を２５～１００重量部混合することを特徴としている。
【００２５】
　また、上記課題を解決する本発明の絶縁性高分子材料組成物製造方法は、エポキシ化亜
麻仁油と没食子酸誘導体とを混合する混合工程と、前記混合工程で得られた混合物を加熱
して、前記エポキシ化亜麻仁油と前記没食子酸誘導体を相溶させる相溶工程と、前記相溶
工程で得られた、前記エポキシ化亜麻仁油と前記没食子酸誘導体の相溶物を冷却する冷却
工程と、前記冷却工程で冷却された相溶物に硬化促進剤を添加したのち、前記相溶物の温
度を７０℃から９０℃に保持し金型注型し、注型された相溶物を熱処理して前記相溶物を
３次元架橋させる硬化工程と、を有することを特徴としている。
【００２８】
　さらに、前記硬化工程において、前記相溶物を３次元架橋させる温度を、前記没食子酸
誘導体の融点よりも低い温度とすることにより、前記相溶物を３次元架橋させている際の
前記没食子酸誘導体の気化を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上の発明によれば、非石油由来の原料からなり、金型注型可能な粘度を備えた液状エ
ポキシ樹脂組成物を得ることができる。そして、該液状エポキシ樹脂組成物を硬化させる
ことにより、物性のバラつきが小さい絶縁性高分子材料組成物を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態１に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法のフロー図。
【図２】エポキシ化亜麻仁油及びエポキシ化亜麻仁油＋没食子酸プロピル相溶物の赤外線
吸収スペクトル（波数７００－９５０ｃｍ-1）。
【図３】エポキシ化亜麻仁油及びエポキシ化亜麻仁油＋没食子酸プロピル相溶物の赤外線
吸収スペクトル（波数５００－４０００ｃｍ-1）。
【図４】エポキシ化亜麻仁油（１００重量部）－没食子酸プロピル（２５重量部）相溶物
に硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加後の粘度変化を示す図。
【図５】エポキシ化亜麻仁油（１００重量部）－没食子酸プロピル（５０重量部）相溶物
に硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加後の粘度変化を示す図。
【図６】エポキシ化亜麻仁油（１００重量部）－没食子酸プロピル（７５重量部）相溶物
に硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加後の粘度変化を示す図。
【図７】エポキシ化亜麻仁油、ピロガロール、エポキシ化亜麻仁油＋ピロガロールの予熱
前後の重量変化を示す図。
【図８】エポキシ化亜麻仁油（１００重量部）－ピロガロール（２５重量部）相溶物に硬
化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加後の粘度変化を示す図。
【図９】本発明の実施形態２に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法のフロー図。
【図１０】エポキシ化亜麻仁油（１００重量部）－ピロガロール（５０重量部）相溶物に
硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加後の粘度変化を示す図。
【図１１】エポキシ化亜麻仁油（１００重量部）－ピロガロール（７５重量部）相溶物に
硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加後の粘度変化を示す図。
【図１２】従来技術に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法のフロー図（主剤がエポキ
シ化亜麻仁油、硬化剤が没食子酸プロピルの場合）。
【図１３】従来技術に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法のフロー図（主剤がエポキ
シ化亜麻仁油、硬化剤がピロガロールの場合）。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
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　本発明は、エポキシ樹脂、及び硬化剤ともに植物由来の原料を用いた液状エポキシ樹脂
組成物、該液状エポキシ樹脂組成物を硬化させることにより得られる絶縁性高分子材料組
成物、前記液状エポキシ樹脂組成物の製造方法、及び前記絶縁性高分子材料組成物の製造
方法に関するものである。
【００３２】
　すなわち、本発明は、植物由来の原料を用いた液状エポキシ樹脂組成物に粘度を低下さ
せるための添加物を加えることなく、該液状エポキシ樹脂組成物の粘度を金型注型が可能
な粘度にし、さらに、該エポキシ樹脂組成物を硬化させて得られる絶縁性高分子材料組成
物の物性のバラつきが小さくなる（均一になる）ようにするための方法に関するものであ
る。
【００３３】
　本発明の実施形態１に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法は、植物油由来エポキシ
樹脂と植物由来ポリフェノールを混合した後（混合工程）、所定の温度で予熱して前記植
物油由来エポキシ樹脂と前記植物由来ポリフェノールとの一部が架橋構造を形成した第１
の液状の相溶物（液状エポキシ樹脂組成物）を得る工程（相溶工程）と、前記第１の液状
の相溶物の温度を前記予熱温度より低くすることで前記架橋構造の形成速度を低下させた
第２の液状の相溶物を得る工程（冷却工程）と、前記第２の液状の相溶物に添加剤を添加
した後、加熱処理することにより前記植物油由来エポキシ樹脂と前記植物由来ポリフェノ
ールとを架橋させる工程（硬化工程）からなることを特徴とするものである。
【００３４】
　具体的には、主剤である植物油由来エポキシ樹脂（液体）と硬化剤である植物由来ポリ
フェノール（固体）を常温下で混合させる（混合工程）。なお、混合工程において、植物
由来エポキシ樹脂と植物由来ポリフェノールの混合温度は、特に限定するものではないが
、常温であればよい。
【００３５】
　次に、得られた混合物を予熱し、相溶させる（相溶工程）。本発明でいう相溶とは、主
剤と硬化剤の混合物がクリアな外観を有するものを意味する。相溶させると、植物油由来
エポキシ樹脂と植物由来ポリフェノールとの一部が架橋構造を形成した液状の相溶物（す
なわち、液状エポキシ樹脂組成物）が得られる。この液状エポキシ樹脂組成物の架橋の範
囲は、１～８０％、好ましくは１～５０％、より好ましくは１～２０％である。液状エポ
キシ樹脂組成物の架橋の範囲は、該液状エポキシ樹脂組成物の加熱温度、及び加熱時間に
より制御することができる。
【００３６】
　そして、この液状エポキシ樹脂組成物に固体の硬化剤がなくなったら、液状エポキシ樹
脂組成物を予熱温度以下に冷却させ、反応速度を低下させる。
【００３７】
　この反応速度が低い状態で、該液状エポキシ樹脂組成物を保存してもよい。また、この
反応速度が低い状態で、該液状エポキシ樹脂組成物に硬化促進剤や充填剤を添加し金型注
型作業を行う。金型注型作業を行う際、液状エポキシ樹脂組成物のゲル化が始まらない温
度に昇温してもよい。最後に、加熱処理することで植物油由来エポキシ樹脂と植物由来ポ
リフェノールとが完全に架橋され絶縁硬化物（絶縁性高分子材料組成物）が得られる。
【００３８】
　相溶工程では、植物由来のポリフェノールの融点以上で予熱することが好ましく、温度
条件によって相溶時間を調整する必要がある。また、攪拌することによって相溶時間を短
縮することができる。しかし、相溶時間が長すぎると前記液状エポキシ樹脂が硬化してし
まうので、前記液状エポキシ樹脂に添加する硬化剤等の種類ごとに最適相溶条件（予熱時
間、予熱温度）を決定することが好ましい。
【００３９】
　ここで、本発明の実施形態１に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法の植物油由来エ
ポキシ樹脂の種類、硬化剤の種類等について説明する。なお、植物油由来エポキシ樹脂、
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おいても同様である。
【００４０】
　前記植物油由来のエポキシ樹脂としては、エポキシ化できるものであればよく、エポキ
シ化亜麻仁油、エポキシ化大豆油等が例示される。
【００４１】
　前記植物油由来のエポキシ樹脂と反応する硬化剤として、これも天然原料である没食子
酸誘導体に着目した。没食子酸誘導体としては、没食子酸メチル、没食子酸エチル、没食
子酸ブチル、没食子酸ペンチル、没食子酸プロピル、没食子酸イソプロピル、没食子酸イ
ソペンチル、没食子酸オクチル、没食子酸デシル、没食子酸ドデシル、没食子酸トリデシ
ル、没食子酸テトラデシル、没食子酸ペンタデシル、没食子酸ヘキサデシル、没食子酸ヘ
プタデシル、没食子酸オクタデシル、ピロガロール等が挙げられる。これら没食子酸誘導
体のなかでも、低分子で融点が低い没食子酸プロピル、没食子酸イソプロピルまたはピロ
ガロールが好ましい。
【００４２】
　植物油由来のエポキシ樹脂と植物由来フェノール類の配合比は特に限定されない。また
、硬化促進剤や充填剤の添加量についても特に限定せず、最終的に得られる硬化物の物性
を鑑みて添加量を決定することが好ましい。硬化促進剤には、イミダゾール系、三級アミ
ン、芳香族アミンなどが使用できる。充填剤には、シリカやアルミナを使用することがで
きるが、充填剤と樹脂の界面を調整するため、シランカップリング剤を添加してもよい。
【００４３】
　以下、具体的に実施例１～６を挙げて実施形態１に係る液状エポキシ樹脂組成物、絶縁
性高分子材料組成物、及びそれらの製造方法について説明する。なお、本発明の実施形態
１に係る発明は、下記実施例に限定されるものではない。また、実施例でいう常温とは、
５℃以上３５℃以下を指すものとする。
【００４４】
　（実施例１）
　図１に本発明の実施例１に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法のフローを示す。実
施例１では、主剤としてエポキシ化亜麻仁油を用い、硬化剤として没食子酸プロピルを用
いた。
【００４５】
　図１に示すように、主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤として
没食子酸プロピル２５重量部を常温下で加え、混合させた後、１７０℃で２５分間予熱し
て相溶させた。
【００４６】
　相溶後、常温まで放冷し、没食子酸プロピルの析出がないことを確認した。確認後、硬
化促進剤を１重量部加え、９０、１１０、１３０、１５０、１７０℃で１６時間加熱処理
を行った。なお、冷却温度は、常温に限定されるものではなく、エポキシ化亜麻仁油と没
食子酸プロピルの相溶物の硬化反応を抑制できる温度（例えば、５０～９０℃）であれば
よい。
【００４７】
　硬化促進剤としては、２－エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、
品名キュアゾール　２Ｅ４ＭＺ）を用いた。
【００４８】
　エポキシ化亜麻仁油と没食子酸プロピルを相溶後、硬化促進剤を添加し、該相溶物を一
定の温度に保ったときのゲル化反応が開始される時間を観察した。表１に各温度での、相
溶物のゲル化開始時間を示す。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
　表１に示すように、１００℃以上では、前記相溶物は数時間でゲル化することが確認さ
れた。一方、７０℃以上９０℃以下では、６時間はゲル化が始まらず、金型注型を行うこ
とができる流動性を有していた。
【００５１】
　したがって、実施例１に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法では、エポキシ化亜麻
仁油と没食子酸プロピルを相溶後、得られた液状の相溶物を７０℃～９０℃に保つことで
、ポットライフ（金型注型作業時間）を６時間以上確保できるので、作業性が向上する。
また、硬化促進剤を添加した後のポットライフを確保できることで相溶物に添加される添
加物を該相溶物中に均一に分散させることが可能となるため、得られる硬化物の物性に対
する信頼性が向上する。
【００５２】
　表２に各温度での、エポキシ化亜麻仁油と没食子酸プロピルの相溶物の粘度を示す。
【００５３】

【表２】

【００５４】
　一般的に粘度が１００００ｍＰａ・ｓであれば、金型注型が可能である。特に、変圧器
などの大型モールド製品においては、粘度が３０００ｍＰａ・ｓ以下でないと金型注型が
困難となる。本発明に係る液状エポキシ樹脂組成物の粘度は、７０～９０℃で６００～１
５００ｍＰａ・ｓであり、低粘度液状樹脂であるので、充填剤の添加が可能かつ、金型注
型が可能である。
【００５５】
　また、この相溶物の粘度は、硬化剤の添加量によっても異なり、硬化物の添加量が少な
ければ相溶物の粘度は低くなる。さらに、充填剤の種類や添加量によっても粘度が変化す
る。
【００５６】
　表２に示すように、相溶物の温度を７０℃にすることで相溶物の粘度が低下し、金型注
型作業を行うことができることがわかる。
【００５７】
　図２に、エポキシ化亜麻仁油、及びエポキシ化亜麻仁油と没食子酸プロピルの相溶物の
常温保存状態での赤外線吸収スペクトルを示す。波数が８２０－８５０ｃｍ-1付近の吸収
は、エポキシ基の吸収を示す。
【００５８】
　エポキシ化亜麻仁油と相溶直後の相溶物におけるエポキシ基の吸収スペクトル強度を比
較すると、相溶物のエポキシ基の吸収ピークの減少が確認された。つまり、エポキシ化亜
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麻仁油と没食子酸プロピルに熱を加えて相溶物とすることにより、エポキシ化亜麻仁油と
没食子酸プロピルの一部が架橋構造を形成されたことがわかる。
【００５９】
　また、常温で６０日保存した相溶物（図２に６０ｄで示す吸収スペクトル）と相溶直後
の相溶物（図２に０ｄで示す吸収スペクトル）を比較すると、エポキシ基の吸収ピークの
減少を確認できなかった。つまり、常温まで温度を低下させることにより、架橋反応（硬
化反応）速度を低下できることがわかる。架橋反応速度が低いと、相溶物の保存、硬化促
進剤等の添加、及びポットライフの確保が可能となる。
【００６０】
　図２、図３において、常温で６０日保存した相溶物と相溶直後の相溶物において、その
他の吸収スペクトルを比較すると、ピーク強度に顕著な変化が確認されなかった。すなわ
ち、エポキシ化亜麻仁油と没食子酸プロピルの相溶物は、常温では安定性に優れることが
確認された。
【００６１】
　また、図４にエポキシ化亜麻仁油と没食子酸プロピルを相溶して得られる相溶物を８０
℃に保持し、硬化促進剤２Ｅ４ＭＺを添加した後の相溶物の粘度変化を示す。図４より、
相溶物を８０℃に保持すれば、１時間は相溶物の粘度が変化しないので、相溶物への充填
剤の添加混合、金型注型作業が可能である。
【００６２】
　次に、エポキシ化亜麻仁油と没食子酸プロピルの相溶物を硬化することにより得られた
硬化物の物性評価を行った。硬化物の評価方法は、耐熱性の指標となるＴｇ、体積抵抗率
で行った（以下、Ｔｇ及び体積抵抗率の評価方法、評価条件は、断りがない限りすべての
実施例において同様である）。Ｔｇは加熱処理によって得られた硬化物を４ｍｍφ×１５
ｍｍの円柱状に切り出し、ＴＭＡ法によって線膨張率の変曲点から求めた。体積抵抗率は
ＪＩＳ　Ｋ　６９１１に準拠し、１０００Ｖの直流電圧印加で求めた。表３にＴｇの測定
結果、表４に体積抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。
【００６３】
【表３】

【００６４】

【表４】

【００６５】
　（実施例２）
　本発明の実施例２に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化促進剤の種
類が異なること以外は実施例１で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明
は省略する。
【００６６】
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　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤として没食子酸プロピル２
５重量部を常温下で加え、混合させた後、１７０℃で２５分間予熱して相溶させた。
【００６７】
　相溶後、常温まで放冷し、没食子酸プロピルの析出がないことを確認した。確認後、硬
化促進剤を１重量部加え、９０、１１０、１３０、１５０、１７０℃で１６時間加熱処理
を行った。硬化促進剤としては、芳香族アミン（明電ケミカル（株）　Ｋ－６１Ｂ）を用
いた。
【００６８】
　表５にＴｇの測定結果、表６に体積抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ、及
び体積抵抗率の測定方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【００６９】
【表５】

【００７０】
【表６】

【００７１】
　（実施例３）
　本発明の実施例３に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化促進剤の種
類が異なること以外は実施例１で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明
は省略する。
【００７２】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤として没食子酸プロピル２
５重量部を常温下で加え、混合させた後、１７０℃で２５分間予熱して相溶させた。
【００７３】
　相溶後、常温まで放冷し、没食子酸プロピルの析出がないことを確認した。確認後、硬
化促進剤を１重量部加え、９０、１１０、１３０、１５０、１７０℃で１６時間加熱処理
を行った。硬化促進剤としては、三級アミン（明電ケミカル（株）　Ｌ－８６）を用いた
。
【００７４】
　表７にＴｇの測定結果、表８に体積抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ、及
び体積抵抗率の測定方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【００７５】
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【表７】

【００７６】
【表８】

【００７７】
　以上、表３～表８より、本発明の実施例１～３に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法
によれば、硬化剤の融点（没食子酸プロピルの融点：１５０℃）より低い温度で硬化物を
得ることができる。また、絶縁性高分子材料組成物の硬化時間が１６時間の場合、硬化温
度によってＴｇ、及び体積抵抗率に顕著な変化がなく、物性の安定した硬化物を得ること
ができる。なお、絶縁性高分子材料組成物の硬化時間は、本実施例に限定されるものでは
なく、主剤や硬化剤等の種類や混合比及び硬化温度により、適宜最適な時間を設定すれば
よい。
【００７８】
　（実施例４）
　本発明の実施例４に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化剤の量が異
なること以外は実施例１で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明は省略
する。
【００７９】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤として没食子酸プロピル５
０重量部を常温下で加え、混合させた後、１７０℃で２５分間予熱して相溶させた。
【００８０】
　相溶後、常温まで放冷し、没食子酸プロピルの析出がないことを確認した。確認後、硬
化促進剤を１重量部加え、１３０℃で１６時間加熱処理を行った。硬化促進剤としては、
２－エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名キュアゾール　２Ｅ
４ＭＺ）を用いた。
【００８１】
　表９に、種々の温度における相溶物の粘度を示す。
【００８２】

【表９】
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　表９より、硬化剤の添加量が５０重量部の場合、相溶物の温度を７０℃にすることで粘
度が低下し、金型注型作業が可能となる。なお、常温下では、粘度が３００００ｍＰａ・
ｓ以上となり、金型注型作業は困難である。
【００８４】
　図５に相溶後の相溶物の温度を８０℃に保持し、硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加した
後の粘度変化を示す。図５からわかるように、相溶物の温度を８０℃に保持すれば、徐々
に相溶物の粘度が上昇するが、相溶物への添加物混合、及び金型注型作業を行うことがで
きる。
【００８５】
　表１０、１１に得られた硬化物の物性を示す。表１０にＴｇの測定結果、表１１に体積
抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１
の測定方法と同様である。
【００８６】

【表１０】

【００８７】
【表１１】

【００８８】
　（実施例５）
　本発明の実施例５に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法では、添加する硬化剤の量が
異なること以外は実施例１で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明は省
略する。
【００８９】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤として没食子酸プロピル７
５重量部を常温下で加え、混合させた後、１７０℃で２５分間予熱して相溶させた。
【００９０】
　相溶後、常温まで放冷し、没食子酸プロピルの析出がないことを確認した。確認後、硬
化促進剤を１重量部加え、１３０℃で１６時間加熱処理を行った。硬化促進剤としては、
２－エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名キュアゾール　２Ｅ
４ＭＺ）を用いた。
【００９１】
　表１２に、種々の温度における相溶物の粘度を示す。
【００９２】
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【表１２】

【００９３】
　表１２に示すように、硬化剤の添加量が７５重量部の場合、相溶物の温度を常温より高
い温度、例えば７０℃、にすることで粘度が低下し、金型注型作業が可能となる。なお、
常温下では、粘度が３００００ｍＰａ・ｓ以上となり、金型注型作業は困難である。
【００９４】
　図６に相溶後の相溶物の温度を８０℃に保持し、硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加した
後の粘度変化を示す。図６からわかるように、硬化促進剤を添加し攪拌混合すると、相溶
物の粘度が急激に上昇した。
【００９５】
　表１３、１４に得られた硬化物の物性を示す。表１３にＴｇの測定結果、表１４に体積
抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１
の測定方法と同様である。
【００９６】
【表１３】

【００９７】

【表１４】

【００９８】
　（実施例６）
　エポキシ樹脂とフェノール樹脂を反応させる場合、エポキシ当量と水酸基当量から配合
量を求めるが、エポキシ化亜麻仁油におけるエポキシ基は分子鎖中にあり、反応性に乏し
いため最適な配合量は必ずしも化学量論的には決まらない。そこで、エポキシ化亜麻仁油
１００重量部に、没食子酸プロピルを１０、２５、５０、１００重量部添加して液状の相
溶物を得た。
【００９９】
　この相溶物に対して硬化促進剤を添加し、加熱硬化させ、硬化物を得た。硬化促進剤と
しては、２－エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名キュアゾー
ル　２Ｅ４ＭＺ）、三級アミン（明電ケミカル（株）　Ｌ－８６）、芳香族アミン（明電
ケミカル（株）　Ｋ－６１Ｂ）を用いた。
【０１００】
　また、エポキシ化植物油としては、エポキシ化亜麻仁油（（株）ＡＤＥＫＡ、エポキシ
化アマニ油（品名アデカサイザー　Ｏ－１８０Ａ））、硬化剤（フェノール樹脂）として
没食子酸プロピルを用いた。
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【０１０１】
　エポキシ化亜麻仁油に対し、没食子酸プロピルを混合し、液状の相溶物を得た。没食子
酸プロピルの混合量は、エポキシ化亜麻仁油１００重量部に対して１０、２５、５０、１
００重量部であった。そして、硬化促進剤を３重量部添加して、１５０℃で１６時間加熱
処理を行った。
【０１０２】
　評価方法は、耐熱性の指標となるＴｇ、体積抵抗率の測定により行った。表１５にＴｇ
の測定結果、表１６に体積抵抗率の測定結果を示す。なお、Ｔｇ、及び体積抵抗率の測定
方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【０１０３】
【表１５】

【０１０４】
【表１６】

【０１０５】
　表１５、１６に示すように、エポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、没食子酸プロピ
ルを２５～１００重量部添加して得られた絶縁性高分子材料組成物は、Ｔｇが常温以上で
あり絶縁性能に優れた硬化物である。硬化促進剤としては、２－エチル－４－メチル－イ
ミダゾール、三級アミン、芳香族アミンいずれを用いた場合においても、Ｔｇが常温以上
であり絶縁性能に優れた硬化物を得ることができた。
【０１０６】
　以上のことから、本発明に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法において、相溶後の
温度管理が重要であることがわかる。そして、低温で硬化促進剤等を添加・混合すること
ができるので十分な混合作業時間を確保できる。したがって、硬化物の物性のバラつきが
小さい絶縁性高分子材料組成物を得ることができる。また、金型注型する際、液状エポキ
シ樹脂組成物の温度を金型注型に適した粘度となる温度で、かつ該液状エポキシ樹脂組成
物の硬化反応速度が遅い温度に設定することで金型注型作業が良好になる。
【０１０７】
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　次に、本発明の実施形態２に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法について説明する
。本発明の実施形態２に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法は、植物油由来エポキシ
樹脂と植物由来ポリフェノールを混合した（混合工程）後、植物由来ポリフェノールの融
点以下の温度で予熱して前記植物油由来エポキシ樹脂と前記植物由来ポリフェノールとの
一部が架橋構造を形成した第１の液状の相溶物（液状エポキシ樹脂組成物）を得る工程（
相溶工程）と、前記第１の液状の相溶物の温度を前記予熱温度より低くすることで前記架
橋構造の形成速度を低下させた第２の液状の相溶物を得る工程（冷却工程）と、前記第２
の液状の相溶物に添加剤を添加した後、加熱処理することで前記植物油由来エポキシ樹脂
と前記植物由来ポリフェノールとを架橋させる工程（硬化工程）からなることを特徴とす
る絶縁性高分子材料組成物の製造方法に関するものである。
【０１０８】
　具体的には、主剤である植物油由来エポキシ樹脂（液体）と硬化剤である植物由来ポリ
フェノール（固体）を常温下で混合させる（混合工程）。なお、混合工程において、植物
由来エポキシ樹脂と植物由来ポリフェノールの混合温度は、特に限定するものではないが
、常温であればよい。
【０１０９】
　次に、得られた混合物を前記硬化剤の融点以下の温度で予熱し、相溶させる。ここでは
、植物油由来エポキシ樹脂と植物由来ポリフェノールとの一部が架橋構造を形成した液状
半硬化物が得られる。そして、この液状半硬化物に固体の硬化剤がなくなったら相溶物を
予熱温度以下に冷却させ、反応速度を低下させる。この反応速度が低い状態で、硬化促進
剤や充填剤を添加し、金型注型作業を行う。金型注型作業を行う際、液状エポキシ樹脂組
成物のゲル化が始まらない温度に昇温してもよい。最後に、加熱処理を行うことで植物油
由来エポキシ樹脂と植物由来ポリフェノールとが完全に架橋され絶縁硬化物（絶縁性高分
子材料組成物）が得られる。
【０１１０】
　以下、具体的に実施例７～１２を挙げて実施形態２に係る液状エポキシ樹脂組成物、絶
縁性高分子材料組成物、及びそれらの製造方法について説明する。なお、本発明の実施形
態２に係る発明は、下記実施例に限定されるものではない。また、実施例でいう常温とは
、５℃以上３５℃以下を指すものとする。
【０１１１】
　（実施例７）
　硬化剤の気化抑制効果を確認するために、エポキシ化亜麻仁油１００重量部、ピロガロ
ール２５重量部、エポキシ化亜麻仁油１００重量部とピロガロール２５重量部の混合物を
それぞれ、１１０℃で３０分予熱して、予熱前後の重量変化を比較した。図７に、各樹脂
原料及び混合物の予熱前後の重量変化を示す。
【０１１２】
　図７からわかるように、エポキシ化亜麻仁油において、わずかに重量減少が確認された
。なお、ここでは図示しないが、予熱６０分後のエポキシ化亜麻仁油の重量変化率は、予
熱３０分後の重量変化率と同様であった。つまり、エポキシ化亜麻仁油の重量減少は、エ
ポキシ化亜麻仁油に溶解した空気中の水分が揮発したことに起因するものと考えられる。
一方、ピロガロールは、１０％の重量減少が確認された。
【０１１３】
　ところが、エポキシ化亜麻仁油とピロガロールの混合物の場合は、重量減少率がエポキ
シ化亜麻仁油のみの場合よりも少ない。すなわち、ピロガロールの気化が抑制されている
ことがわかる。
【０１１４】
　すなわち、エポキシ化亜麻仁油とピロガロールの混合物をピロガロールの融点より低い
温度で相溶させることにより、ピロガロールが気化する前にピロガロールとエポキシ化亜
麻仁油が反応するため、ピロガロールの気化する量が激減する。
【０１１５】
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　なお、エポキシ化亜麻仁油とピロガロールの混合物を常温で混合し、加熱して昇温させ
る場合、１３０℃で３分、１４０℃で５分程度処理すれば、ピロガロールの気化を抑え、
エポキシ化亜麻仁油とピロガロールを相溶させることができることが実験で確認されてい
る。しかし、ピロガロールの気化による材料のロス等を考慮すると、相溶させる温度はピ
ロガロールの融点以下で行うことが好ましい。
【０１１６】
　表１７に各温度での、エポキシ化亜麻仁油とピロガロールの相溶物の粘度を示す。一般
的に粘度が１００００ｍＰａ・ｓであれば、金型注型が可能である。また、該相溶物の粘
度は、硬化剤の添加量によっても異なり、硬化物の添加量が少なければ相溶物の粘度は低
くなる。表１７に示すように、相溶物の温度を常温より高い温度、例えば７０℃、にする
ことで粘度が低下し、金型注型作業を行うことができることがわかる。
【０１１７】
【表１７】

【０１１８】
　また、エポキシ化亜麻仁油とピロガロールを相溶した後の相溶物を８０℃に保持し、硬
化促進剤２Ｅ４ＭＺを添加し、相溶物の粘度の時間変化を測定した。図８に該相溶物の粘
度の経時変化を示す。図８より、相溶物を８０℃に保持すれば、１時間は相溶物の粘度が
変化しないので、相溶物への充填剤の添加混合、金型注型作業が可能である。
【０１１９】
　図９に実施例７に係る絶縁性高分子材料組成物の製造方法のフロー図を示す。実施例７
では、主剤としてエポキシ化亜麻仁油を用い、硬化剤としてピロガロールを用いた。
【０１２０】
　図９に示すように、主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤として
ピロガロール２５重量部を常温下で加え、混合させた後、１２０℃で３０分間予熱して相
溶させた。
【０１２１】
　相溶後、常温まで放冷し、ピロガロールの析出がないことを確認した。確認後、硬化促
進剤を１重量部加え、９０、１１０、１２０、１３０、１５０℃で１６時間加熱処理を行
った。なお、冷却温度は、常温に限定されるものではなく、エポキシ化亜麻仁油とピロガ
ロールの相溶物の硬化反応を抑制できる温度（例えば、５０～７０℃）であればよい。硬
化促進剤としては、２－エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名
キュアゾール　２Ｅ４ＭＺ）を用いた。
【０１２２】
　表１８にＴｇの測定結果、表１９に体積抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ
、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【０１２３】
【表１８】

【０１２４】
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【表１９】

【０１２５】
　（実施例８）
　本発明の実施例８に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化促進剤の種
類が異なること以外は実施例７で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明
は省略する。
【０１２６】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤としてピロガロール２５重
量部を常温下で加え、混合させた後、１２０℃で３０分間予熱して相溶させた。
【０１２７】
　相溶後、常温まで放冷し、ピロガロールの析出がないことを確認した。確認後、硬化促
進剤を１重量部加え、９０、１１０、１２０、１３０、１５０℃で１６時間加熱処理を行
った。硬化促進剤としては、芳香族アミン（明電ケミカル（株）　Ｋ－６１Ｂ）を用いた
。
【０１２８】
　表２０にＴｇの測定結果、表２１に体積抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ
、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【０１２９】
【表２０】

【０１３０】
【表２１】

【０１３１】
　（実施例９）
　本発明の実施例９に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化促進剤の種
類が異なること以外は実施例７で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明
は省略する。
【０１３２】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤としてピロガロール２５重
量部を常温下で加え、混合させた後、１２０℃で３０分間予熱して相溶させた。
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　相溶後、常温まで放冷し、ピロガロールの析出がないことを確認した。確認後、硬化促
進剤を１重量部加え、９０、１１０、１２０、１３０、１５０℃で１６時間加熱処理を行
った。硬化促進剤としては、三級アミン（明電ケミカル（株）　Ｌ－８６）を用いた。
【０１３４】
　表２２にＴｇの測定結果、表２３に体積抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ
、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【０１３５】
【表２２】

【０１３６】
【表２３】

【０１３７】
　以上、表１８～表２３に示したように、本発明の実施例７～９に係る絶縁性高分子材料
組成物製造の方法によれば、硬化剤の融点（ピロガロールの融点：１３２℃）より低い温
度で硬化物を得ることができる。また、絶縁性高分子材料組成物の硬化時間が１６時間の
場合、硬化温度によってＴｇ、及び体積抵抗率に顕著な変化がなく、物性の安定した硬化
物を得ることができる。
【０１３８】
　（実施例１０）
　本発明の実施例１０に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化剤の量が
異なること以外は実施例７で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明は省
略する。
【０１３９】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤としてピロガロール５０重
量部を常温下で加え、混合させた後、１２０℃で３０分間予熱して相溶させた。
【０１４０】
　相溶後、常温まで放冷し、ピロガロールの析出がないことを確認した。確認後、硬化促
進剤を１重量部加え、１３０℃で１６時間加熱処理を行った。硬化促進剤としては、２－
エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名キュアゾール　２Ｅ４Ｍ
Ｚ）を用いた。
【０１４１】
　表２４に、種々の温度における相溶物の粘度を示す。
【０１４２】
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【０１４３】
　表２４に示すように、硬化剤の添加量が５０重量部の場合、相溶物の温度を７０℃にす
ることで粘度が低下し、金型注型作業が可能となる。なお、常温下では、粘度が３０００
０ｍＰａ・ｓ以上となり、金型注型作業は困難である。
【０１４４】
　図１０に相溶後の相溶物の温度を８０℃に保持し、硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加し
た後の粘度変化を示す。図１０からわかるように、相溶物の温度を８０℃に保持すれば、
徐々に相溶物の粘度が上昇するが、相溶物への添加物混合、及び金型注型作業を行うこと
ができる。
【０１４５】
　表２５、２６に得られた硬化物の物性を示す。表２５にＴｇの測定結果、表２６に体積
抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１
の測定方法と同様である。
【０１４６】

【表２５】

【０１４７】
【表２６】

【０１４８】
　（実施例１１）
　本発明の実施例１１に係る絶縁性高分子材料組成物製造方法は、添加する硬化剤の量が
異なること以外は実施例７で示した製造方法と同様である。したがって、詳細な説明は省
略する。
【０１４９】
　主剤であるエポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、硬化剤としてピロガロール７５重
量部を常温下で加え、混合させた後、１２０℃で３０分間予熱して相溶させた。
【０１５０】
　相溶後、常温まで放冷し、ピロガロールの析出がないことを確認した。確認後、硬化促
進剤を１重量部加え、１３０℃で１６時間加熱処理を行った。硬化促進剤としては、２－
エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名キュアゾール　２Ｅ４Ｍ
Ｚ）を用いた。
【０１５１】
　表２７に、種々の温度における相溶物の粘度を示す。
【０１５２】
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【表２７】

【０１５３】
　表２７に示すように、硬化剤の添加量が７５重量部の場合、相溶物の温度を７０℃にす
ることで粘度が低下し、金型注型作業が可能となる。なお、常温下では、粘度が３０００
０ｍＰａ・ｓ以上となり、金型注型作業は困難である。
【０１５４】
　図１１に相溶後の相溶物の温度を８０℃に保持し、硬化促進剤（２Ｅ４ＭＺ）を添加し
た後の粘度変化を示す。図１１からわかるように、硬化促進剤を添加し攪拌混合した場合
、５０分間、相溶物の粘度は金型注型可能な粘度であることがわかる。
【０１５５】
　表２８、２９に得られた硬化物の物性を示す。表２８にＴｇの測定結果、表２９に体積
抵抗率の測定結果をそれぞれ示す。なお、Ｔｇ、及び体積抵抗率の測定方法は、実施例１
の測定方法と同様である。
【０１５６】

【表２８】

【０１５７】
【表２９】

【０１５８】
　（実施例１２）
　エポキシ樹脂とフェノール樹脂を反応させる場合、エポキシ当量と水酸基当量から配合
量を求めるが、エポキシ化亜麻仁油におけるエポキシ基は分子鎖中にあり、反応性に乏し
いため最適な配合量は必ずしも化学量論的には決まらない。そこで、エポキシ化亜麻仁油
１００重量部に、ピロガロールを１０、２５、５０、１００重量部添加して液状の相溶物
を得た。
【０１５９】
　この相溶物に対して硬化促進剤を添加し、加熱硬化させ、硬化物を得た。硬化促進剤と
しては、２－エチル－４－メチル－イミダゾール（四国化成工業（株）、品名キュアゾー
ル　２Ｅ４ＭＺ）、三級アミン（明電ケミカル（株）　Ｌ－８６）、芳香族アミン（明電
ケミカル（株）　Ｋ－６１Ｂ）を用いた。
【０１６０】
　また、エポキシ化植物油としては、エポキシ化亜麻仁油（（株）ＡＤＥＫＡ、エポキシ
化アマニ油（品名アデカサイザー　Ｏ－１８０Ａ））、硬化剤（フェノール樹脂）として
ピロガロール（富士化学工業株式会社製）を用いた。
【０１６１】
　エポキシ化亜麻仁油に対し、ピロガロールを混合し、液状の相溶物を得た。ピロガロー



(20) JP 5366208 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

ルの混合量は、エポキシ化亜麻仁油１００重量部に対して１０、２５、５０、１００重量
部であった。そして、硬化促進剤を３重量部添加して、１５０℃で１６時間加熱処理を行
った。
【０１６２】
　評価方法は、耐熱性の指標となるＴｇ、体積抵抗率の測定により行った。表３０にＴｇ
の測定結果、表３１に体積抵抗率の測定結果を示す。なお、Ｔｇ、及び体積抵抗率の測定
方法は、実施例１の測定方法と同様である。
【０１６３】
【表３０】

【０１６４】

【表３１】

【０１６５】
　表３０、３１に示すように、エポキシ化亜麻仁油１００重量部に対し、ピロガロールを
２５～１００重量部添加して得られた絶縁性高分子材料組成物は、Ｔｇが常温以上であり
絶縁性能に優れた硬化物である。硬化促進剤としては、２－エチル－４－メチル－イミダ
ゾール、三級アミン、芳香族アミンいずれを用いた場合においても、Ｔｇが常温以上であ
り、絶縁性能に優れた硬化物を得ることができた。
【０１６６】
　以上の実施例１～１２で説明したように、本発明の液状エポキシ樹脂組成物の製造方法
によれば、常温での安定性に優れた液状エポキシ樹脂組成物を得ることができる。
【０１６７】
　また、本発明に係る液状エポキシ樹脂組成物によれば、粘度が常温で１００００ｍＰａ
・ｓ以下であることが実現し、さらに７０～９０℃では、粘度が６００～１５００ｍＰａ
・ｓとなる。そして、該液状エポキシ樹脂組成物は、７０～９０℃ではゲル化が始まらな
いので、充填剤の添加、及び金型注型が可能である。
【０１６８】
　したがって、前記液状エポキシ樹脂組成物に常温で硬化促進剤等の添加物を加え、前記
液状エポキシ樹脂組成物が硬化しない温度に昇温して金型注型することで、前記液状エポ
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【０１６９】
　さらに、植物油由来エポキシ樹脂とその硬化剤を相溶させて、液状エポキシ樹脂組成物
を得る場合、前記硬化剤の融点以下の温度で相溶させることで、該硬化剤の気化を抑制す
ることができる。
【０１７０】
　また、本発明の絶縁性高分子材料組成物の製造方法によれば、非石油原料である植物油
由来エポキシ樹脂と植物由来ポリフェノール誘導体を原料としてＴｇが常温以上であり、
絶縁性能に優れた硬化物（絶縁性高分子材料組成物）を得ることができる。すなわち、原
料が非石油原料であるため、カーボンニュートラルな絶縁性高分子材料組成物を得ること
ができる。
【０１７１】
　さらに、該絶縁性高分子材料組成物得る場合、前記液状エポキシ樹脂組成物を前記硬化
剤の融点よりも低い温度で硬化させることで、硬化剤の気化を抑制し、Ｔｇが常温以上で
あり絶縁性能に優れた硬化物を得ることができる。
【０１７２】
　本発明に係る液状エポキシ樹脂組成物、及び該液状エポキシ樹脂組成物を硬化させて得
られる絶縁性高分子材料組成物は、電力機器用絶縁材料等に適用することができる。例え
ば、絶縁スペーサーや支持碍子、絶縁フレーム、絶縁シート、固体絶縁開閉装置（ミニク
ラッド）やガス絶縁機器に使われるモールド機器、変圧器などのモールド樹脂等のエポキ
シモールド製品全般に使用可能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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