硬化性と熱安定性に優れる光カチオン重合開始剤の設計
Design of Cationic Photoinitiator Featurig Excellent Hardening Characteristics and Heat Stability
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１ はじめに

芳香族オニウム塩の構造と反応性（硬化性）および熱安

光重合性の硬化材料は，ラジカルを活性種とするラジ

定性について検討を行った。様々な置換基を有するトリ

カル重合型と，プロトン酸を活性種とするカチオン重合

アリールスルホニウム塩を合成，評価した結果，分子計

型に大別される。カチオン重合型硬化材料は重合性モノ

算を用いて算出したＳ−Ｃ結合安定度とこれらの性能とが

マーとしてエポキシ，オキセタン，ビニルエーテル等，

相関することが分かった。置換基導入によりＳ−Ｃ結合安

光重合開始剤として芳香族オニウム塩を配合した組成

定度を強めることで硬化性を大きく低下させることな

で、光分解により発生した酸がモノマーを重合させる

く，熱安定性を向上させることが出来る。

（Scheme １）
。アクリレートモノマーを主体としたラジ
カル重合型に対して，硬化収縮率が小さい，酸素による

Abstract

重合阻害が起こらない，モノマーの臭気が小さいなどの

Effects of the structure of aromatic onium salt, which is

特徴を有し，近年，離型コーティング，フォトレジスト

utilized as a cationic photoinitiator, on photoreactivity

材料，ハードコーティング剤，光部品用接着剤，紫外線

(photohardening) and heat stability have been studied.

硬化型インキなどへの適用が広がっている。

A series of triarylsulfonium salts with different groups were

カチオン重合硬化材料は，系内に発生したプロトン酸

prepared and evaluated. The results showed that Sulfur-

が塩基で中和されない限り失活せず触媒作用を維持する

Carbon (C-S) bond strength calculated by a MO-method

ことから，非常に高い硬化性を得ることが出来る。

was related to the reactivity and heat stability of

低粘度で安全性が高いことから注目されているオキセ

photohardening compositions containing a photoinitiator.

タンモノマーは，オキセタン環自身が，開環重合により

Introduction of an adequate substituent can strengthen

生じるエーテル基より強い塩基性を示すことから，成長

S-C bond resulting in improvement of heat stability with-

１）
しかしながら少量の酸
反応が早く高分子量化しやすい。

out decreasing reactivity.

で高分子量化するため熱安定性の劣る開始剤を用いる
と，保存安定性が著しく劣化する。
光カチオン重合開始剤としては，ヨードニウム塩やス
２）
３）
ヨードニウム塩は熱安
ルホニウム塩が知られている。

定性に劣るため，高い保存安定性が要求される用途には
向かない。一方，トリアリールスルホニウム塩（TAS塩）
は比較的熱安定性に優れた開始剤であり，幾つかの構造
が検討されているものの，構造と硬化性，熱安定性に関
する知見は無かった。
我々は，反応性が高く，熱安定性に優れるTAS塩構造
について検討を行った。
Ar3S＋PF6
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Scheme 1 Reaction of cationic polymerization
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る光カチオン硬化型材料を作成した。1，1

２ 実験方法
２．１

1

−ニトリ

ロトリ−２−プロパノールは重合禁止剤として添加してい

重合開始剤の準備

る。

芳香族オニウム塩の反応性は，カチオンユニットのプ
ロトン発生効率（光分解）と，アニオンユニットの求核
性に依存する。熱安定性はカチオンユニットに依存す
る。本検討では，アニオンユニットをヘキサフルオロ
フォスフェートアニオンに固定し，カチオンユニットの

ジ［１−エチル（３−オキセタニル）
］メチルエーテル

構造を検討した。アリール基に様々な置換基を導入し
（Scheme ２）
，Table １に示すTAS塩を合成した。合成
はCrivelloらの方法３）に準じ，酸を除去するため塩基処理
を行った。

3，4 −エポキシシクロヘキセニルメチル−３，4

- エポキシシ

クロヘキセンカルボキシレート

２．２．２

硬化性評価

ポリエチレンテレフタレートフィルム上に光カチオン
硬化材料をワイヤーバーにて厚さ３ミクロンになるよう
に塗布し，水銀ランプ（H−bulb）にて一定時間照射し，
Scheme 2 Preparation of TAS

表面タックが無くなる光量を相対値として表し感度とし
た。なお，カチオン重合反応は水分が塩基として働くこ

２．２

硬化材料の調整と評価

２．２．１

とから，環境の温度と湿度を一定に保った状態で評価を

光カチオン硬化型材料の調整

ジ［１−エチル（３−オキセタニル）］メチルエーテル
（東亞合成㈱製，アロンオキセタン OXT−221）70部，

行った。
２．２．３

熱安定性評価

硬化材料を密閉容器に入れ，70℃１週間保存した後，

３，
４−エポキシシクロヘキセニルメチル−３，4 −エポキシ

25℃における粘度上昇率を評価した。

シクロヘキセンカルボキシレート （ダイセル化学工業㈱

２．２．４ TAS塩の分子計算

製，セロキサイド2021 P）30部，1，1 1 −ニトリロトリ
−２−プロパノール（TIPA） 0.1部，TAS塩５部 からな

WinMOPAC（富士通㈱製）を用い分子計算を行った。
結合安定度（Fn）は下記の式にて算出した。

Table 1 Preparation of TASa) and characteristics of the S-C Bond
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Fn＝｜δ−n ×δ＋｜/（Ln×Ln）
δ−ｎ：Ｓ−Ｃ結合末端炭素原子上の電荷
δ＋：Ｓ原子上の電荷
Ln：Ｓ−Ｃ結合距離

３．３

Ｓ−Ｃ結合安定度と熱安定性

Fig.２にTAS塩のＳ−Ｃ結合安定度と熱安定性の尺度と
して70℃保存後の増粘率をプロットした。結合安定度の
増大とともに，熱安定性が確実に向上することが確認さ
れた。

３ 結果
３．１

カチオンユニットの構造とＳ−Ｃ結合安定度

TAS塩のアリール基に様々な電子供与性基を置換して
いくことによりＳ−Ｃ結合距離が縮まり，かつ結合末端原
子上の電荷も増大し，結合安定度の異なるTAS塩が得ら
れた。
Fig.2 Relationship between bond strength and
heat stability of TAS

今回，結合安定度の指標として，単にMOPACで算出し
た原子間距離だけでなく，結合末端原子の荷電にも着目
し，結合強度をクーロン引力で評価した。
３．２

４ 考察

Ｓ−Ｃ結合安定度と硬化性

Fig.１にTAS塩のＳ−Ｃ結合安定度と，硬化感度（相対

４．１ TAS塩カチオンユニットの構造

値）をプロットした。数値が小さいほど高感度であるこ

T A S 塩のアリール基に様々な置換基を導入すること

とを示す。結合安定度の増大とともに硬化性が低下する

で，Ｓ−Ｃ結合力が変化し，それに伴い硬化性と熱安定性

が，結合強度（Fn）が0.9以上になると，相対感度は100程

が変化することが確認された。熱安定性とＳ−Ｃ結合安定

度を維持し，それ以上低下しないことがわかる。

度とは極めてよい相関がみられることから，Ｓ−Ｃ結合安
定度が熱分解性に直接影響を与えているものと考えられ
る。
一方，硬化感度も結合強度（Fn）が0.9程度まではおお
むね相関はあるが，0.9を越えると硬化感度がほぼ一定に
なる。今回はTAS塩のＳ−Ｃ結合の光分解性については調
べていないため，硬化感度として飽和しているのか，光
分解量として飽和しているのか定かではないが，今後確
認する予定である。
T A S 塩は比較的熱安定性に優れたオニウム塩である
が，置換基導入によって更に改善できる余地のあること
が分かった。しかも，Ｓ−Ｃ結合安定度の増加を図っても
硬化感度の低下は少ない。熱安定性と硬化性の両立とい
う観点においては，今回合成したTAS塩の一部は非常に
優れた光カチオン重合開始剤であると言える。
熱安定性が最重要視される用途においてはアリール基
に電子供与性置換基を導入することにより，Ｓ−Ｃ結合力

Fig.1 Relationship between bond strength and
photosensitivity of TAS
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を0.9以上とする設計が望ましい。
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４．２

その他の因子

本報では詳しく議論しなかったが，留意すべき因子に
ついて付記しておく。
オニウム塩の硬化性を向上させるためには，テトラキ
シペンタフルオロフェニルボレートなどバルキーで求核
性の低いアニオンユニットの採用が有効とされる。 ま
た，チオキサントンやアントラセン等の，増感色素の併
用も光源種などの組み合わせによっては有効である。
硬化材料の熱安定性を向上させるためにはアミン，ア
ンモニウム塩などの酸トラップ剤の添加が効果的である
が，硬化性との取り合いになる。最近では，フォスフィ
ンオキド誘導体が熱分解開始温度の向上に有効であり感
４）
度への影響が少ないとの報告がある。

これらの因子は選択したモノマー種と配合，その他の
構成成分，光源種などにより，その有効性が異なる。

５ 結論
置換TAS塩の構造と硬化性，熱安定性について検討を
行った結果，アリール基へ電子供与性置換基を導入する
ことにより硬化性の低下を抑えつつ熱安定性を向上させ
ることが出来ることが分かった。
オキセタンモノマーのように高重合化しやすく，熱安
定性に注意を要する硬化材料に用いる光カチオン重合開
始剤としては，置換TAS塩を適用することが特に有用で
ある。
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