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(57)【要約】
　コポリマーは、（ａ）（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子と、（ｂ）ビニルモノマー
と、（ｃ）シリコーンマクロマーとの反応生成物を含む。（メタ）アクリレート官能化ナ
ノ粒子は、シリカナノ粒子、ジルコニアナノ粒子、チタニアナノ粒子、及びこれらの組み
合わせからなる群から選択される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）シリカナノ粒子、ジルコニアナノ粒子、チタニアナノ粒子、及びこれらの組み合
わせからなる群から選択される（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子と、
　（ｂ）ビニルモノマーと、
　（ｃ）以下の式により表されるシリコーンマクロマーと、
　Ｘ－（Ｙ）ｎ－Ｓｉ（Ｒ）３－ｍＺｍ

　（式中、
　Ｘはビニル基であり、
　Ｙは、二価結合基であり、
　ｎは０又は１であり、
　Ｒは水素、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、
　ｍは１～３の整数であり、
　Ｚは、約１，０００を超える数平均分子量を有する一価シロキサンポリマー部分であり
、共重合条件下で本質的に非反応性である）の反応生成物を含むコポリマー。
【請求項２】
　前記（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子が、シリカナノ粒子である、請求項１に記載
のコポリマー。
【請求項３】
　前記（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子が、シリカナノ粒子と３－メタクリルオキシ
プロピルトリメトキシシランとの前記反応生成物である、請求項２に記載のコポリマー。
【請求項４】
　前記（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子が、以下の式：
【化１】

　（式中、
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【化２】

　はシリカナノ粒子を表す）により表される、請求項２に記載のコポリマー。
【請求項５】
　前記ナノ粒子が、約５ｎｍ～約１００ｎｍの平均粒径を有する、請求項２に記載のコポ
リマー。
【請求項６】
　前記ナノ粒子が、約５ｎｍ、約８ｎｍ、又は約２０ｎｍの平均粒径を有する、請求項５
に記載のコポリマー。
【請求項７】
　Ｘが以下の式：
【化３】

　（式中、Ｒ１は水素又はＣＯＯＨであり、Ｒ２は水素、メチル、又はＣＨ２ＣＯＯＨで
ある）により表される、請求項１に記載のコポリマー。
【請求項８】
　Ｒ１がメチル、エチル、又はプロピルである、請求項１に記載のコポリマー。
【請求項９】
　Ｚが以下の式：

【化４】

　（式中、Ｒ３及びＲ５は、独立して、アルキル、アリール、又はフルオロアルキルであ
り、Ｒ４は、アルキル、アルコキシ、アルキルアミノ、アリール、ヒドロキシル、又はフ
ルオロアルキルであり、ｒは約５～約７００の整数である）により表される、請求項１に
記載のコポリマー。
【請求項１０】
　Ｒ３及びＲ５が独立してメチル、エチル、又はプロピルである、請求項９に記載のコポ
リマー。
【請求項１１】
　前記シリコーンマクロマーが、以下の式：
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【化５】

　（式中、ｔは約１０～約４００である）により表される、請求項１に記載のコポリマー
。
【請求項１２】
　前記シリコーンマクロマーが、約１，０００～約５０，０００の数平均分子量を有する
、請求項１又は１１に記載のコポリマー。
【請求項１３】
　前記ビニルモノマーが、（メタ）アクリレート、スチレン、（メタ）アクリル酸、アク
リロニトリル、Ｎ－ビニルピロリドン、及びこれらの混合物からなる群から選択される、
請求項１に記載のコポリマー。
【請求項１４】
　前記ビニルモノマーが、メチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレ
ート、ブチル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、オクタデシル
（メタ）アクリレート、スチレン、（メタ）アクリル酸、アクリロニトリル、Ｎ－ビニル
ピロリドン、及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１３に記載のコポリ
マー。
【請求項１５】
　前記コポリマーの前記ビニルポリマーセグメントが、約５００～約１００，０００の平
均分子量を有する、請求項１に記載のコポリマー。
【請求項１６】
　（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子とビニルモノマー及びシリコーンマクロマ
ーの重量比が、約１０：９０以下である、請求項１に記載のコポリマー。
【請求項１７】
　（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子とビニルモノマー及びシリコーンマクロマ
ーの重量比が、約５：９５以下である、請求項１６に記載のコポリマー。
【請求項１８】
　（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子とビニルモノマー及びシリコーンマクロマ
ーの重量比が、約２：９８である、請求項１７に記載のコポリマー。
【請求項１９】
　シリコーンマクロマーとビニルモノマーの重量比が、約１０：９０～約４０：６０であ
る、請求項１に記載のコポリマー。
【請求項２０】
　組成物がコーティング可能である、請求項１に記載のコポリマーを含む組成物。
【請求項２１】
　前記組成物が剥離剤コーティングである、請求項２０に記載の組成物。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の組成物でコーティングされた１つ以上の表面を有する基材を備える
物品。
【請求項２３】
　前記基材が、紙、金属シート、金属箔、不織布、又は熱可塑性樹脂のフィルムを含む、
請求項２２に記載の物品。
【請求項２４】
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　前記基材が紙シートである、請求項２３に記載の物品。
【請求項２５】
　前記物品が剥離ライナである、請求項２２に記載の物品。
【請求項２６】
　第１の主表面の少なくとも一部を被覆する請求項２１に記載の剥離剤コーティングを有
する可撓性シートと、第２の主表面の少なくとも一部を被覆する接着剤と、を含む、コー
ティングされたシート材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノ粒子、ビニルモノマー、及びシリコーンのコポリマーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコーンペンダント基を有するビニルポリマー主鎖を有するもの（例えば、米国特許
第４，７２８，５７１号（Ｃｌｅｍｅｎｓら）を参照）、及びアクリレートペンダント基
を有するシリコーンポリマー主鎖を有するもの（例えば、米国特許第５，２０２，１９０
号（Ｋａｎｔｎｅｒら）を参照）を含むシリコーン－ビニルコポリマーは、感圧性接着剤
（ＰＳＡ）製品の剥離剤コーティングとして有用であることが、当該技術分野において既
知である。しかしながら、これらの剥離剤コーティングを比較的高温（例えば約５０℃超
）に曝したとき、ＰＳＡ製品において引き剥がし力及びシート除去力が望ましくないほど
高まり、及び／又は接着力が喪失する場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前述の点を考慮して、我々は、剥離剤コーティングとして使用するとき、従来のシリコ
ーン－ビニルコポリマーほど比較的高温に対して感受性が高くないシリコーン－ビニルコ
ポリマーに対する、当該技術分野における必要性が存在することを認識している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　簡潔に述べると、本発明は、（ａ）（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子と、（ｂ）ビ
ニルモノマーと、（ｃ）シリコーンマクロマーとの反応生成物を含むコポリマーを提供す
る。（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子は、シリカナノ粒子、ジルコニアナノ粒子、チ
タニアナノ粒子、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される。シリコーンマクロ
マーは、以下の式：
　Ｘ－（Ｙ）ｎ－Ｓｉ（Ｒ）３－ｍＺｍ

　（式中、
　Ｘはビニル基であり、
　Ｙは二価結合基であり、
　ｎは０又は１であり、
　Ｒは水素、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、
　ｍは１～３の整数であり、
　Ｚは、約１，０００を超える数平均分子量を有する一価シロキサンポリマー部分であり
、共重合条件下で本質的に非反応性である）により表される。
【０００５】
　本明細書で使用するとき、用語「（メタ）アクリル」、「（メタ）アクリレート」、及
び「（メタ）アクリル系」は、アクリル及びメタクリル、アクリレート及びメタクリレー
ト、並びにアクリル系及びメタクリル系を指す。
【０００６】
　本発明のコポリマーは、剥離剤コーティングとして用いることができる。本発明のコポ
リマーを含む剥離剤コーティングは、従来のシリコーン－ビニルコポリマーを含む剥離剤
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コーティングより、比較的高温においてより安定している。更に、本発明のコポリマーを
含む剥離剤コーティングは、感圧性接着剤（ＰＳＡ）が剥離剤コーティングから引き剥が
されるとき、安定した引き剥がし力を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明のコポリマーは、（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子と、ビニルモノマ
ーと、シリコーンマクロマーとの反応生成物を含む。
【０００８】
　（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子
　本発明のコポリマーで有用なナノ粒子は、酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、又は酸化チ
タンを含む。酸化ケイ素（シリカ）、酸化ジルコニウム（ジルコニア）、又は酸化チタン
（チタニア）ナノ粒子は、（メタ）アクリレート表面改質を有して、官能化ナノ粒子が反
応性ビニルモノマー及びシリコーンマクロマーと共重合することを可能にする。好ましく
は、（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子は、シリカナノ粒子である。
【０００９】
　本発明で有用なナノ粒子は、典型的には、約１ｎｍ～約１５０ｎｍの平均粒径を特徴と
する。本明細書で使用するとき、用語「ナノ粒子直径」（又は「ナノ粒子サイズ」）は、
ナノ粒子の最大断片寸法を指す。好ましくは、ナノ粒子は実質的に球形状であり、サイズ
は比較的均一であり、実質的に凝集していないままである。
【００１０】
　ジルコニアナノ粒子は、典型的には、約５～約１５０ｎｍ（好ましくは、約５～約７５
ｎｍ；より好ましくは、約５～約２５ｎｍ；最も好ましくは、約５～約１５ｎｍ）の粒径
を有する。本発明で有用なジルコニアナノ粒子は、Ｎａｌｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｎａｐ
ｅｒｖｉｌｌｅ、ＩＬ）から商品名Ｎａｌｃｏ（商標）ＯＯＳＳＯＯ８として、Ｂｕｈｌ
ｅｒ（Ｕｚｗｅｉｌ、Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）から商品名ＷＯ又はＷＯＳとして市販さ
れている。ジルコニアナノ粒子はまた、米国特許第７，２４１，４３７号（Ｄａｖｉｄｓ
ｏｎら）に記載されているように調製できる。
【００１１】
　チタニアナノ粒子は、典型的には、約５～約５０ｎｍ（好ましくは、約５～約１５ｎｍ
；より好ましくは約１０ｎｍ）の粒径を有する。本発明で有用なチタニアナノ粒子は、ｍ
ｋｎａｎｏ（Ｍ．Ｋ．Ｉｍｐｅｘ　Ｃａｎａｎｄａ、Ｏｎｔａｒｉｏの事業部）から市販
されている。
【００１２】
　シリカナノ粒子は、典型的には、約５ｎｍ～約１００ｎｍ（好ましくは、約５ｎｍ～約
２０ｎｍ；より好ましくは約５ｎｍ、約８ｎｍ、又は約２０ｎｍ）の粒径を有する。
【００１３】
　本発明で使用するために官能化できるシリカナノ粒子の好ましい部類は、シリカ、ジル
コニア、又はチタニア酸化物のゾルである。非晶質、半結晶質、及び／又は結晶質シリカ
のゾルが特に有用である。このようなゾルは、種々の技術により調製でき、種々の形態で
あってもよく、形態としてはヒドロゾル（水が液体媒質として機能する場合）、オルガノ
ゾル（有機液体が用いられる場合）、及び混合ゾル（液体媒質が水及び有機液体の両方を
含む場合）が挙げられる。技術及び形態の詳細は、例えば、米国特許第２，８０１，１８
５号（Ｉｌｅｒ）；同第４，５２２，９５８号（Ｄａｓら）；及び同第５，６４８，４０
７号（Ｇｏｅｔｚら）に記載されている。
【００１４】
　有用なシリカナノ粒子はまた、例えば、Ｎａｌｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｎａｐｅｒｖｉ
ｌｌｅ、ＩＬ）（例えば、Ｎａｌｃｏ（商標）１０４０、１０４２、１０５０、１０６０
、１１３０、２３２６、２３２７、及び２３２９コロイドシリカ）及びＷ．Ｒ．Ｇｒａｃ
ｅ＆Ｃｏ．（例えば、Ｌｕｄｏｘ（商標）コロイドシリカ）のような供給業者からコロイ
ド分散液又はゾルとして市販のものを入手することができる。好ましい市販のシリカナノ
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粒子としては、Ｎａｌｃｏ（商標）１１３０、Ｎａｌｃｏ（商標）２３２６、及びＮａｌ
ｃｏ（商標）２３２７が挙げられる。Ｎａｌｃｏ（商標）１１３０シリカナノ粒子が最も
好ましい。
【００１５】
　（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子は、例えば、（メタ）アクリレートシラン
カップリング剤のようなカップリング剤を用いて調製できる。好ましいカップリング剤と
しては、例えば、３－アクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリルオキ
シプロピルトリメトキシシラン（Ａ－１７４シラン）、ガンマ－メタクリルオキシプロピ
ルトリメトキシシラン（Ｚ－６０３０シラン）、及びメタクリルオキシプロピルジメチル
クロロシラン（Ｍ－８５４２シラン）が挙げられる。Ａ－１７４シランが、最も好ましい
シランカップリング剤である。
【００１６】
　メタクリルオキシシラン表面官能化シリカゾルの調製は、例えば、米国特許第７，１０
１，６１６号（Ａｒｎｅｙら）に記載されている。アクリルオキシシラン及びメタクリル
オキシシラン表面官能化ナノ粒子の調製は両方とも、例えば、国際特許公開第２００６／
０７３８５６号に記載されている。
【００１７】
　好ましい（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子は、以下の一般式：
【００１８】
【化１】

【００１９】
　により表すことができる。
【００２０】
　ビニルモノマー
　本発明のコポリマーを作製するのに有用なビニルモノマーの例としては、（メタ）アク
リレート、アリル化合物、ビニルエーテル、ビニルエステル等が挙げられるが、これらに
限定されない。有用なビニルモノマーとしては、例えば、ヒドロキシエチル（メタ）アク
リレート、ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、
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キシル（メタ）アクリレート、ヒドロキシデシル（メタ）アクリレート、ヒドロキシドデ
シル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸、Ｎ－ビ
ニル２－ピロリドン、及びヒドロキシプロピル（メタ）アクリル酸、２－メタクリルオキ
シプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリルオキシプロピルトリエトキシシラン、３
－アクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリルオキシプロピルトリクロ
ロシラン、グリシジル（メタ）アクリレート、アクリロニトリル、Ｎ－メチロールメタク
リルアミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド等が挙げられる。
【００２１】
　好ましいモノマーとしては、例えば、（メタ）アクリレートモノマー、スチレン、アク
リル酸、アクリロニトリル、Ｎ－ビニルピロリドン、及びこれらの混合物が挙げられる。
より好ましいモノマーとしては、例えば、メチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（
メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート
、オクタデシル（メタ）アクリレート、スチレン、（メタ）アクリル酸、アクリロニトリ
ル、Ｎ－ビニルピロリドン、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００２２】
　好ましくは、（メタ）アクリレートモノマーが用いられ、より好ましくは、メチルアク
リレート及びアクリル酸が用いられる。
【００２３】
　シリコーンマクロマー
　本発明のコポリマーの作製において有用であるシリコーンマクロマーは、単一官能基（
すなわち、ビニル基）を有する終端官能性ポリマーである。有用なシリコーンマクロマー
は、例えば、米国特許第４，７２８，５７１号（Ｃｌｅｍｅｎｓら）に記載されている。
このようなマクロマーは、以下の式：
　Ｘ－（Ｙ）ｎ－Ｓｉ（Ｒ）３－ｍＺｍ

　（式中、
　Ｘはビニル基であり、
　Ｙは二価結合基であり、
　ｎは０又は１であり、
　Ｒは水素、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、
　ｍは１～３の整数であり、
　Ｚは、約１，０００を超える数平均分子量を有する一価シロキサンポリマー部分であり
、共重合条件下で本質的に非反応性である）により表すことができる。
【００２４】
　好ましいシリコーンマクロマーは、以下の一般式：
【００２５】
【化２】

【００２６】
　（式中、Ｒ１は水素又はＣＯＯＨであり、Ｒ２は水素、メチル、又はＣＨ２ＣＯＯＨで
ある）を有するＸ基を有すると更に定義することができる。
【００２７】
　Ｚ基は、以下の一般式：
【００２８】
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【化３】

【００２９】
　（式中、Ｒ３及びＲ５は、独立して、アルキル、アリール、又はフルオロアルキルであ
り、Ｒ４は、アルキル、アルコキシ、アルキルアミノ、アリール、ヒドロキシル、又はフ
ルオロアルキルであり、ｒは約５～約７００の整数である）を有する。好ましくは、Ｒ３
及びＲ５は、独立して、メチル、エチル、又はプロピルである。
【００３０】
　好ましくは、シリコーンマクロマーは、以下のものからなる群から選択される一般式を
有し、式中ｍは１、２、又は３であり；ｐは０又は１であり；Ｒ”はアルキル又は水素で
あり；Ｘ、Ｒ、及びＺは上記定義の通りである：
【００３１】
【化４】

【００３２】
　（式中、ｑは２～６の整数である）；
　Ｘ－Ｓｉ（Ｒ）３－ｍＺｍ；
【００３３】

【化５】

【００３４】
　（式中、ｑは０～２の整数である）；
【００３５】
【化６】

【００３６】
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　（式中、ｑは２～６の整数である）；
【００３７】
【化７】

【００３８】
　（式中、ｑは２～６の整数である）。
【００３９】
　好ましくは、シリコーンマクロマーは、約１，０００～約５０，０００（より好ましく
は、約５，０００～約２５，０００；最も好ましくは約１０，０００）の範囲の分子量を
有する。
【００４０】
　特に好ましいシリコーンマクロマーは、以下の式：
【００４１】
【化８】

【００４２】
　（式中、ｔは約１０～約４００である）により表すことができる。
【００４３】
　シリコーンマクロマー（又は「マクロモノマー」）は、当該技術分野において既知であ
り、例えば、米国特許第３，７８６，１１６号（Ｍｉｌｋｏｖｉｃｈら）及び同第３，８
４２，０５９号（Ｍｉｌｋｏｖｉｃｈら）に開示されている方法により調製できる。ポリ
ジメチルシロキサンマクロモノマーの調製、及びその後のビニルモノマーとの共重合は、
Ｙ．Ｙａｍａｓｈｉｔａらによるいくつかの論文（例えば、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｊ．、１４
、９１３（１９８２）；ＡＣＳ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｅｐｒｉｎｔｓ、２５（１）、２
４５（１９８４）；Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．、１８５、９（１９８４））に記載さ
れている。このマクロモノマー調製法は、制御された分子量のリビングポリマーを形成す
るために、ヘキサメチルシクロトリシロキサンモノマー（Ｄ３）のアニオン重合を伴い、
重合可能なビニル基を備えるクロロシラン化合物を介して、停止反応を実現させる。
【００４４】
　上述のアニオン重合に使用するのに好適なモノマーは、一般に、以下の式：
【００４５】
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【化９】

【００４６】
　（式中、Ｒ３及びＲ５は既に定義したものであり、ｒは３～７の整数である）のジオル
ガノシクロシロキサンである。好ましいのは、ｒが３又は４であり、Ｒ３及びＲ５が両方
メチルである環状シロキサンであり、これらの環状シロキサンは以後それぞれＤ３及びＤ

４と表記する。Ｄ３（拘束された環状構造である）が特に好ましい。
【００４７】
　アニオン重合の反応開始剤は、一官能性リビングポリマーが生成されるように選択され
る。好適な反応開始剤としては、アルキル又はアリールラジカルに最大２０個の炭素原子
、より好ましくは最大８個の炭素原子を含有する、アルキル又はアリールリチウム、ナト
リウム、又はカリウム化合物のような、アルカリ金属炭化水素が挙げられる。このような
化合物の例は、エチルナトリウム、プロピルナトリウム、フェニルナトリウム、ブチルカ
リウム、オクチルカリウム、メチルリチウム、エチルリチウム、ｎ－ブチルリチウム、ｓ
－ブチルリチウム、ｔ－ブチルリチウム、フェニルリチウム、及び２－エチルヘキシルリ
チウムである。リチウム化合物が、反応開始剤として好ましい。また反応開始剤として好
適なのは、アルカリ金属アルコキシド、ヒドロキシド、及びアミン、並びに以下の式：
【００４８】
【化１０】

【００４９】
　（式中、Ｍはアルカリ金属、テトラアルキルアンモニウム、又はテトラアルキルホスホ
ニウムカチオンであり、Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５は既に定義の通りである）のトリオルガノ
シロキサンである。好ましいトリオルガノシラノレート反応開始剤は、リチウムトリメチ
ルシラノレート（ＬＴＭＳ）である。一般に、拘束された環状モノマー及びリチウム反応
開始剤の両方の好ましい使用は、再分布反応の可能性を低減し、それにより望まない環状
オリゴマーを合理的に含まない、分子量分布の狭いシロキサンマクロモノマーを提供する
。
【００５０】
　分子量は、反応開始剤／環状モノマー比により決定され、よって反応開始剤の量は、モ
ノマー１モルあたり有機金属反応開始剤約０．００４～約０．２モルの範囲で変動する。
好ましくは、量は、モノマー１モルあたり約０．００８～約０．０４モルの反応開始剤で
ある。
【００５１】
　アニオン重合の反応開始では、不活性、好ましくは極性有機溶媒を利用できる。リチウ
ム対イオンによるアニオン重合成長は、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、若
しくはヘキサメチル亜リン酸トリアミドのような強極性溶媒、又はこのような極性溶媒と
、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、若しくはトルエンのような非極性脂
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媒は、シラノレートイオンを「活性化」するよう機能し、それにより成長が可能になる。
【００５２】
　一般に、重合は、約－２０℃～約１００℃、好ましくは約－１０℃～約３０℃の範囲の
温度で実行できる。無水条件及び窒素、ヘリウム、又はアルゴンのような不活性雰囲気が
、典型的には必要である。
【００５３】
　アニオン重合の終端は、一般に、リビングポリマーアニオンとハロゲン含有終端剤、す
なわち、官能化クロロシランとの直接反応を介して達成されて、ビニル終端ポリマー性モ
ノマーを生成する。このような終端剤は、一般式Ｘ－（Ｙ）ｎ－Ｓｉ（Ｒ）３－ｍＣｌｍ

（式中、ｍは１、２、又は３であり、Ｘ、Ｙ、ｎ、及びＲは既に定義した通りである）に
より表すことができる。好ましい終端剤は、メタクリルオキシプロピルジメチルクロロシ
ランである。終端反応は、重合温度において、わずかにモル過剰な終端剤（反応開始剤の
量に比べて）を、リビングポリマーに添加することにより実行される。前述のＹ．Ｙａｍ
ａｓｈｉｔａらによる論文によると、マクロモノマーの官能性を高めるために、終端剤の
添加後、反応混合物に超音波を照射してもよい。マクロモノマーの精製は、メタノール中
での沈殿により影響を受ける場合がある。
【００５４】
　コポリマー
　本発明は、ビニル部分に重合されたシリカナノ粒子を有するビニル－シリコーングラフ
トコポリマーを提供する。本発明のコポリマーは、一般に、以下の式：
【００５５】
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【化１１】

【００５６】
　（式中、
【００５７】
【化１２】

【００５８】
　はシリカナノ粒子を表し、
　Ｒ’は－Ｘ－（Ｙ）ｎ－Ｓｉ（Ｒ）３－ｍＺｍ（式中、Ｘ、Ｙ、ｎ、Ｒ、ｍ、及びＺは
上記の通りである）であり、
　Ｑは、約５００～約１００，０００（好ましくは、約４，０００～約２０，０００）の
平均分子量を有するビニルポリマーセグメントである）により表される。
【００５９】
　好ましくは、Ｑは、（メタ）アクリレートモノマー、スチレン、アクリル酸、アクリロ
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ニトリル、Ｎ－ビニルピロリドン、及びこれらの混合物からなる群から選択されるモノマ
ーから形成されるランダムコポリマーである。より好ましくは、Ｑは、メチル（メタ）ア
クリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、イソプ
ロピル（メタ）アクリレート、オクタデシル（メタ）アクリレート、スチレン、（メタ）
アクリル酸、アクリロニトリル、Ｎ－ビニルピロリドン、及びこれらの混合物からなる群
から選択されるモノマーから形成される。Ｑは、好ましくは、約４，０００～約２０，０
００の平均分子量を有する。
【００６０】
　好ましくは、Ｘ、Ｙ、ｎ、Ｒ、ｍ、及びＺは上記の通りである。より好ましくは、Ｒ’
は
【００６１】
【化１３】

【００６２】
　（式中、ｔは約１０～約４００である）である。
【００６３】
　当業者は、上式が単に本発明の１つの可能なコポリマーの提示として与えられたもので
あり、本発明のコポリマーを限定する意図はないことを理解する。当業者は、例えば、シ
リカ粒子が、それに付着した４つ超又は未満のビニル－シリコーンコポリマー「分岐」を
有してもよく、－ＯＨ基のいくつかは更に反応し、架橋してもよいことを理解する。
【００６４】
　方法
　本発明のコポリマーは、Ｕｌｒｉｃｈの米国再発行特許第２４，９０６号に記載のよう
な従来のフリーラジカル重合により共重合され得る。モノマーは、不活性有機溶媒に溶解
し、熱的に又は光化学的に活性化され得る好適なフリーラジカル反応開始剤を利用して重
合される。好適な反応開始剤としては、２，２’－アゾビス（イソブチロンイトリル）の
ようなアゾ化合物、ｔ－ブチルヒドロペルオキシドのようなヒドロペルオキシド、及び過
酸化ベンゾイル又は過酸化シクロヘキサノンのような過酸化物が挙げられる。使用される
反応開始剤の量は、一般に、総重合性組成物の約０．０１～約５重量％である。
【００６５】
　フリーラジカル共重合に使用される有機溶媒は、反応体及び生成物に対し不活性であり
、そうでなければ反応に悪影響を及ぼさない、任意の有機液体であることができる。好適
な溶媒としては、酢酸エチル、並びに酢酸エチルとトルエン、ヘプタンとトルエン及びイ
ソプロピルアルコール、及びヘプタンとトルエン及びメチルアルコールのような混合物が
挙げられる。他の溶媒系も有用である。溶媒の量は、一般に、反応体及び溶媒の総重量の
約３０～８０重量％である。溶液重合に加えて、共重合は、懸濁、乳化、及びバルク重合
のような他の周知の技術により実行してもよい。
【００６６】
　好ましいグラフト化技術は、（メタ）アクリレート官能化ナノ粒子、ビニルモノマー、
及びシリコーンマクロマーの共重合を含む。しかしながら、他のグラフト化技術を使用し
てもよい。
【００６７】
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　ビニルモノマーの充填、反応開始剤、シリコーンマクロマー、官能化シリカナノ粒子、
及び溶媒を、適切な容器に充填することができる。典型的には、ビニルモノマー、シリコ
ーンマクロマー、及びナノ粒子の総重量を基準として、シリコーンマクロマーは約５～約
６０重量％の量存在し、ナノ粒子は約１～約１０重量％の量存在する。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、（メタ）アクリレート官能化シリカナノ粒子とビニルモノマ
ー及びシリコーンマクロマーの重量比は、約１０：９０以下（好ましくは約５：９５以下
、より好ましくは約２：９８）である。いくつかの実施形態では、シリコーンマクロマー
とビニルモノマーの重量比は、約１０：９０～約３０：７０である。
【００６９】
　本発明のコポリマーは、必要なとき又は望ましいとき、物理的特性を最適化するために
、適合性変性剤とブレンドしてもよい。このような変性剤の使用は、当該技術分野におい
て一般的である。例えば、顔料、充填剤、安定剤、又は種々のポリマー添加剤のような材
料を含むことが望ましい場合もある。
【００７０】
　使用
　驚くべきことに、ビニルモノマー、シリコーンマクロマー、及び（メタ）アクリレート
官能化ナノ粒子の重合では、ゲル化が生じない。ゲルは、ポリマー鎖の架橋により無限網
状構造として形成される単一の巨大分子であり、よってその分解温度未満では全ての溶媒
に対して不溶性である（例えば、Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔ
ｉｏｎ、第３版、Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、ｐ．１０８、（１９９１年）を参照）。
【００７１】
　本発明のコポリマーは、それ故、コーティング可能な組成物で利用できる。本明細書で
使用するとき、用語「コーティング可能」又は「コーティング可能な組成物」は、組成物
が溶媒若しくは水に可溶性又は分散性であり、実質的にゲルを含まず、標準的なコーティ
ング方法を用いて基材に適用できることを意味する。必要に応じて、コーティング可能な
組成物は、基材をコーティングする前に、液体（例えば、水及び／又は有機溶媒）で希釈
してもよく、又はそれに分散させてもよい。好ましくは、コーティング組成物は、コーテ
ィング組成物の重量を基準として、約２～約２０パーセントの固形分（より好ましくは、
約５～約１０パーセント）を含有する。
【００７２】
　コーティング可能な組成物は、例えば、噴霧、パディング、浸漬、ロールコーティング
、はけ塗り、又は染着のような標準的な方法により基材（又は基材を含む物品）に塗布で
きる。次いで、組成物を乾燥させて、残りの水又は溶媒を全て除去することができる。
【００７３】
　コーティング可能な組成物は、剥離剤コーティングとして有用であり、接着剤からの剥
離特性を必要とする表面に塗布できる。本発明の剥離剤組成物を調製する１つの方法は、
高純度のコポリマーを提供することであり、これは重合溶媒から直接コーティングされ得
る。反応体コーティングは、硬化又は架橋を必要としない。しかしながら、特定の用途に
とって溶媒耐性が望ましい場合、放射線硬化（電子ビーム又は紫外線）又は化学的架橋の
ような、当該技術分野において周知である標準的な方法により、架橋がもたらされる場合
がある。
【００７４】
　本発明の剥離剤コーティングは、固体基材用コーティングとしての使用に最も適してお
り、固体基材はシート、線維、又は成形物品であってもよい。しかしながら、好ましい基
材は、感圧接着剤製品に使用される可撓性基材である。好適な基材としては、紙、金属シ
ート及び箔、不織布、並びにポリエステル、ポリアミド、ポリオレフィン、ポリカーボネ
ート、ポリ塩化ビニル等のような熱可塑性樹脂のフィルムが挙げられるが、接着剤に対す
る剥離剤を必要とする任意の表面を用いることができる。当該技術分野において既知であ
る下塗り剤を利用して、基材へのコーティングの接着を補助してもよいが、一般的には必
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【００７５】
　剥離剤コーティング組成物は、従来のコーティング技術を用いて好適な基材に適用する
ことができる。反応体コーティングは、天然ゴム系、アクリル系、及び他の合成フィルム
形成エラストマー系接着剤のような広範な従来の感圧性接着剤に有効な剥離剤を提供する
。剥離剤コーティング組成物は、高温多湿条件下でさえ、安定な引き剥がし力及び良好な
再接着力を提供する。
【００７６】
　剥離剤コーティング組成物は、剥離ライナ、及びコーティングされたシート材料（例え
ば、第１の主表面の少なくとも一部を被覆する剥離剤コーティングと、第２の主表面の少
なくとも一部を被覆する接着剤を有する可撓性シート）において特に有用である。有利な
ことに、コーティングされたシート材料上の本発明の剥離剤コーティングは、水性及び油
性インク（例えば、インクペン又はマーカー）を受け入れることができる。
【実施例】
【００７７】
　本発明の目的及び利点は、以下の実施例によって更に例示されるが、これらの実施例に
おいて列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に本発明を過度に
制限するものと解釈すべきではない。
【００７８】
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【表１】

【００７９】
　メタクリル改質（Ａ－１７４改質）５ｎｍシリカ粒子の合成
　Ｎａｌｃｏ　２３２６シリカゾル（４００ｇ）、イソオクチルシラン（５．４ｇ）、Ａ
－１７４シラン（３２．６ｇ）、エタノール／メタノールの８０／２０混合物（３２０ｇ
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）、及びＰｒｏＳｔａｂ（商標）５１９８（０．０１６ｇ）を、攪拌棒、真空ポンプ、冷
水コンデンサ、及び熱油浴を備える１Ｌの１つ口丸底フラスコに充填した。熱油浴にはＴ
ｈｅｒｍ－ｏ－Ｗａｔｃｈ（ＴＯＷ）コントローラを用いた。分散液を８０℃に設定した
ＴＯＷを用いて４時間還流させた。次いで、分散液を、真空蒸留を介して、水及びアルコ
ールからＭＥＫへ溶媒交換した。得られた表面改質ナノシリカ分散液の固形分はＭＥＫ中
およそ３５％であった。
【００８０】
　メタクリル改質（Ａ－１７４改質）８ｎｍシリカ粒子の合成
　Ｎａｌｃｏ　１１３０シリカゾル（４００ｇ）、イソオクチルシラン（６．０ｇ）、Ａ
－１７４シラン（３６．７ｇ）、エタノール／メタノールの８０／２０混合物（３２０ｇ
）、及びＰｒｏＳｔａｂ（商標）５１９８（０．０１６ｇ）を、攪拌棒、真空ポンプ、冷
水コンデンサ、及び熱油浴を備える１Ｌの３つ口丸底フラスコに充填した。熱油浴にはＴ
ｈｅｒｍ－ｏ－Ｗａｔｃｈ（ＴＯＷ）コントローラを用いた。分散液を８０℃に設定した
ＴＯＷを用いて４時間還流させた。次いで、分散液を、真空蒸留を介して、水及びアルコ
ールからＭＥＫへ溶媒交換した。得られた表面改質ナノシリカ分散液の固形分はＭＥＫ中
およそ３２．２％であった。
【００８１】
　比較例１：ＳｉＭａｃ／ＩＢＭＡの合成
　細口クオートジャーに、７２ｇのＳｉＭａｃ、４８ｇのＩＢＭＡ、１８０ｇのＭＥＫ、
及び０．３６０２ｇのＶＡＺＯ　６４を充填した。得られた均質な混合物を５分間Ｎ２パ
ージした。瓶を密封し、５５℃の熱水浴中で２４時間混転させた。最終固形分はＭＥＫ中
３９．１％であった。
【００８２】
　実施例１：ＳｉＭａｃ／ＩＢＭＡ／Ａ－１７４改質５ｎｍシリカ、６０／３５／５：
　細口クオートジャーに、７２ｇのＳｉＭａｃ、４２ｇのＩＢＭＡ（イソブチルメタクリ
レート）、１７．１４ｇのＡ－１７４改質シリカ（ＭＥＫ中３５％固形分）、１６８．８
６ｇのＭＥＫ、及び０．３６０２ｇのＶＡＺＯ　６４を充填した。得られた均質な混合物
を５分間Ｎ２パージした。瓶を密封し、５５℃の熱水浴中で２４時間混転させた。最終固
形分はＭＥＫ中３９．４％であった。ゲルは観察されなかった。
【００８３】
　比較例２：ＭＡ／ＮＶＰ／ＳｉＭａｃ／ＡＡの合成
　細口クオートジャーに、２３．５ｇのＭＡ（メチルアクリレート）、１８．３ｇのＮＶ
Ｐ（Ｎ－ビニルピロリドン）、２．６ｇのＡＡ（アクリル酸）、１５．７ｇのＳｉＭａｃ
、１６０ｇのＭＥＫ、及び０．１８０９ｇのＶＡＺＯ　６４を充填した。得られた均質な
混合物を５分間Ｎ２パージした。瓶を密封し、５５℃の熱水浴中で２４時間混転させた。
最終固形分は２９．１％であった。溶液を、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）上に
コーティングする前に、ＩＰＡ／トルエンの５０／５０ブレンドで１２．５％固形分に希
釈した。
【００８４】
　実施例２：ＭＡ／ＮＶＰ／ＳｉＭａｃ／ＡＡ／Ａ－１７４　５ｎｍ改質シリカの合成
　細口クオートジャーに、２３．１ｇのＭＡ（メチルアクリレート）、１７．９ｇのＮＶ
Ｐ（Ｎ－ビニルピロリドン）、２．６ｇのＡＡ（アクリル酸）、１５．４ｇのＳｉＭａｃ
、２．９ｇのＡ－１７４改質シリカ（ＭＥＫ中３５％固形分）、１５８ｇのＭＥＫ、及び
０．１８０９ｇのＶＡＺＯ　６４を充填した。得られた均質な混合物を５分間Ｎ２パージ
した。瓶を密封し、５５℃の熱水浴中で２４時間混転させた。最終固形分は２９．２％で
あった。溶液を、ＰＥＴ上にコーティングする前に、ＩＰＡ／トルエンの５０／５０ブレ
ンドで１２．５％固形分に希釈した。
【００８５】
　実施例３：ＭＡ／ＮＶＰ／ＳｉＭａｃ／ＡＡ／Ａ－１７４　５ｎｍ改質シリカの合成
　細口クオートジャーに、２２．５ｇのＭＡ（メチルアクリレート）、１７．５ｇのＮＶ
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Ｐ（Ｎ－ビニルピロリドン）、２．５ｇのＡＡ（アクリル酸）、１５ｇのＳｉＭａｃ、７
．２ｇのＡ－１７４改質シリカ（ＭＥＫ中３５％固形分）、１５５．３ｇのＭＥＫ、及び
０．１８０９ｇのＶＡＺＯ　６４を充填した。得られた均質な混合物を５分間Ｎ２パージ
した。瓶を密封し、５５℃の熱水浴中で２４時間混転させた。最終固形分は３９．１％で
あった。溶液を、ＰＥＴ上にコーティングする前に、ＩＰＡ／トルエンの５０／５０ブレ
ンドで１２．５％固形分に希釈した。
【００８６】
　接着力試験
　比較例２並びに実施例２及び３の溶液を、＃３メイヤーロッドを用いてＰＥＴ（３５．
６マイクロメートル（１．４ｍｉｌ）２ＳＡＢ、Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉから入手可能）上
にコーティングし、得られたコーティングを６５℃で３０分間乾燥させた。Ｐｏｓｔ－ｉ
ｔ（商標）Ｅａｓｅｌパッド（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）に対してコーティン
グを積層させ、３０秒間２０．７ＭＰａ（３０００ｐｓｉ）で加圧した。本発明の剥離剤
コーティングから接着剤でコーティングされた２．５４ｃｍ（１”）ストリップを除去し
又は引き剥がし、次いでガラスプレート上にストリップを積層することにより、２１℃の
一定温度及び５０％の一定湿度（ＣＴ／ＣＨ）で５日間、及び４９℃で５日間エージング
した後、ＡＳＴＭ　Ｄ３３３０に従って接着力を測定した。接着力結果を、以下の表に列
挙する。
【００８７】
【表２】

【００８８】
　本発明の範囲及び趣旨から逸脱しない本発明の様々な変更や改変は、当業者には明らか
となるであろう。本発明は、本明細書で述べる例示的な実施形態及び実施例によって不当
に限定されるものではないこと、また、こうした実施例及び実施形態は、本明細書におい
て以下に記述する特許請求の範囲によってのみ限定されると意図する本発明の範囲に関す
る例示のためにのみ提示されることを理解すべきである。
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