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(57)【要約】
　本発明は、フッ素系化合物およびこれを含むコーティ
ング組成物およびフィルムを提供する。本発明に係るフ
ッ素系化合物を用いることにより、撥水性、撥油性、耐
候性および防汚性に全て優れたフィルムを提供すること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記化学式１で示されるフッ素系化合物；
【化１】

　前記化学式１において、
　Ｒ１はＣＦ３（ＣＦ２）ｘ（ＣＨ２ＣＨ２）ｙ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｚ－Ｏ－（ｘは０≦
ｘ＜１００、ｙは０≦ｙ＜１００、ｚは０≦ｚ＜１００）または

【化２】

（ｎは０≦ｎ＜３００）であり、
　Ｒ２はＲ１と同じであるか、（メタ）アクリル含有化合物から由来した基またはシリコ
ン含有化合物から由来した基であり、
　Ｒ３は（メタ）アクリル含有化合物から由来した基またはシリコン含有化合物から由来
した基である。
【請求項２】
　前記（メタ）アクリル含有化合物は、（メタ）アクリル酸、メチル（メタ）アクリレー
ト、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アク
リレート、ドデシル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、ベンジル
（メタ）アクリレート、およびシクロヘキシル（メタ）アクリレートからなる群から選択
された１種以上であることを特徴とする、請求項１に記載のフッ素系化合物。
【請求項３】
　前記シリコン含有化合物は、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣＨ３

）３、ＣＨ２＝ＣＨＳｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓ
ｉ（ＣＨ３）（ＯＣＨ３）２、ＣＨ２＝ＣＨＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、Ｃ
Ｈ２＝ＣＨＳｉ（ＯＣＨ３）、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）
（ＯＣ２Ｈ５）２、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、お
よびＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｓｉ（ＣＨ３）３からなる群から選択された１種以上であること
を特徴とする、請求項１に記載のフッ素系化合物。
【請求項４】
　バインダー樹脂；および
　請求項１～３のうちのいずれか一項によるフッ素系化合物
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　を含むことを特徴とするコーティング組成物。
【請求項５】
　前記バインダー樹脂１００重量部を基準に、前記フッ素系化合物の含量は０．１～９９
．９重量部であることを特徴とする、請求項４に記載のコーティング組成物。
【請求項６】
　重合開始剤をさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載のコーティング組成物。
【請求項７】
　前記重合開始剤は光開始剤または熱開始剤であることを特徴とする、請求項６に記載の
コーティング組成物。
【請求項８】
　前記バインダー樹脂１００重量部を基準に、前記フッ素系化合物の含量は０．１～９９
．９重量部であり、前記重合開始剤の含量は１～２０重量部であることを特徴とする、請
求項６に記載のコーティング組成物。
【請求項９】
　前記バインダー樹脂は紫外線硬化型官能基含有バインダー樹脂であり、アクリレート類
、メタクリレート類またはビニル類の多官能性または単官能性のモノマーまたはオリゴマ
ーを含むことを特徴とする、請求項４に記載のコーティング組成物。
【請求項１０】
　前記バインダー樹脂は熱硬化型官能基含有バインダー樹脂であり、シロキサン系樹脂を
含むことを特徴とする、請求項４に記載のコーティング組成物。
【請求項１１】
　溶剤をさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載のコーティング組成物。
【請求項１２】
　バインダー樹脂；および請求項１～３のうちのいずれか一項によるフッ素系化合物を含
むフィルム。
【請求項１３】
　前記フィルムの厚さが０．０１～３００マイクロメートルであることを特徴とする、請
求項１２に記載のフィルム。
【請求項１４】
　前記フィルムの接触角は１２０度以上であることを特徴とする、請求項１２に記載のフ
ィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フッ素系化合物に関し、より詳しくは、撥水性、撥油性、耐候性および防汚
性の機能性を全て有し、このような機能性に優れたフッ素系化合物およびこれを含むコー
ティング組成物に関する。本出願は２００８年９月１９日に韓国特許庁に提出された韓国
特許出願第１０－２００８－００９２３３２号の出願日の利益を主張し、その内容の全て
は本明細書に含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、フッ素系化合物は５～６ｄｙｎｅ／ｃｍ程度の非常に低い表面エネルギーを
有しており、撥水性、撥油性、耐薬品性、潤滑性、離型性、防汚性などの機能性を発現す
る。このような機能性を有するフッ素系化合物は先端産業、精密化学などの特殊分野から
日常生活に至るまでの広範囲にわたって用いることができ、また、その需要も最近急激に
増大している。特に、パーソナルコンピュータの普及と自動車の利用が一般化されること
により、外部汚染物から物質の表面を保護するための素材開発が活発に行われている。表
面保護のための各種表面コーティング剤の原料としてはシリコン化合物やフッ素化合物な
どが広く用いられている。
【０００３】
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　しかし、従来のシリコン化合物だけを単独で用いて形成したコーティング剤は、無機酸
化物との反応架橋性が悪いために摩擦耐久性が不良であったり、３次元構造を形成するた
めの官能基の数に応じて十分な架橋結合が行われなかったりするためにガラス転移温度（
Ｔｇ）が低く、これによって汚染物が累積しやすく、手で触ると指紋が残るようになる。
【０００４】
　また、フッ素化合物を単独で用いて形成したコーティング剤は汚染除去性が良くない問
題がある。このような短所を克服するために、ペルフルオロ基を有するシラン化合物を用
いて表面改質剤として使っている。しかし、これらも十分な撥水および撥油、防汚、汚染
除去の機能を同時に有することができない短所がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第2002/0106582号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、撥水性、撥油性、耐候性および防汚性の機能性を全て有し、このような機能
性に優れたフッ素系化合物およびこれを含むコーティング組成物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】
【０００７】
　本発明は、下記化学式１で示されるフッ素系化合物を提供する。
【０００８】
【化１】

【０００９】
　前記化学式１において、
　Ｒ１はＣＦ３（ＣＦ２）ｘ（ＣＨ２ＣＨ２）ｙ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｚ－Ｏ－（ｘは０≦
ｘ＜１００、ｙは０≦ｙ＜１００、ｚは０≦ｚ＜１００）または
【化２】

（ｎは０≦ｎ＜３００）であり、
　Ｒ２はＲ１と同じであるか、（メタ）アクリル含有化合物から由来した基またはシリコ
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ン含有化合物から由来した基であり、
　Ｒ３は（メタ）アクリル含有化合物から由来した基またはシリコン含有化合物から由来
した基である。
【００１０】
　本発明は、バインダー樹脂；および前記フッ素系化合物を含むことを特徴とするコーテ
ィング組成物を提供する。
【００１１】
　本発明は、バインダー樹脂；および前記フッ素系化合物を含むフィルムを提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るフッ素系化合物は撥水性、撥油性、耐候性および防汚性の機能性を全て有
するだけでなく前記機能性に優れるため、これを用いて撥水性、撥油性、耐候性および防
汚性に優れたフィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例１によるフッ素系化合物のＮＭＲデータである。
【図２】実施例２によるフッ素系化合物のＮＭＲデータである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明に係るフッ素系化合物は、下記化学式１で示される化合物である。
【００１５】

【化３】

【００１６】
　前記化学式１において、
　Ｒ１はＣＦ３（ＣＦ２）ｘ（ＣＨ２ＣＨ２）ｙ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｚ－Ｏ－（ｘは０≦
ｘ＜１００、ｙは０≦ｙ＜１００、ｚは０≦ｚ＜１００）または
【化４】

（ｎは０≦ｎ＜３００）であり、
　Ｒ２はＲ１と同じであるか、（メタ）アクリル含有化合物から由来した基またはシリコ
ン含有化合物から由来した基であり、
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　Ｒ３は（メタ）アクリル含有化合物から由来した基またはシリコン含有化合物から由来
した基である。
【００１７】
　前記（メタ）アクリル含有化合物は紫外線硬化型であってもよい。具体的には、前記（
メタ）アクリル含有化合物は、（メタ）アクリル酸、メチル（メタ）アクリレート、エチ
ル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート
、ドデシル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）
アクリレート、およびシクロヘキシル（メタ）アクリレートのうちから選択された１種以
上であってもよい。
【００１８】
　前記シリコン含有化合物は熱硬化型であってもよい。具体的には、前記シリコン含有化
合物は、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ２＝ＣＨＳ
ｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）（ＯＣＨ

３）２、ＣＨ２＝ＣＨＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＨ２＝ＣＨＳｉ（ＯＣ
Ｈ３）、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＣＨ３）（ＯＣ２Ｈ５）２、Ｃ
Ｈ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＯ２（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３、およびＣＨ２＝ＣＨＣＨ

２Ｓｉ（ＣＨ３）３のうちから選択された１種以上であってもよい。
【００１９】
　本発明において、ある化合物から「由来した」基とは、前記化合物の水素をはじめとす
る置換基のうちの少なくとも一つが離れて、前記化学式１のコア構造に共有結合すること
ができる状態の基を意味する。
【００２０】
　本発明において、「（メタ）アクリル」はメタアクリルとアクリルを含む。
【００２１】
　本発明に係るフッ素系化合物は、撥水性、撥油性、耐候性および防汚性を全て提供する
ことができ、撥水性、撥油性、耐候性および防汚性を向上させることができる。
【００２２】
　本発明に係るコーティング組成物は、バインダー樹脂；および前記フッ素系化合物を含
む。
【００２３】
　前記バインダー樹脂１００重量部を基準に、前記フッ素系化合物の含量は０．１～９９
．９重量部であってもよい。
【００２４】
　前記バインダー樹脂は紫外線硬化型官能基含有バインダー樹脂であってもよい。前記紫
外線硬化型官能基含有バインダー樹脂は、アクリレート類、メタクリレート類またはビニ
ル類の多官能性または単官能性のモノマーまたはオリゴマーを含むことができる。
【００２５】
　前記紫外線硬化型官能基含有バインダー樹脂はコーティングフィルムに耐摩耗性を付与
することができる主要成分である。前記バインダー樹脂は耐摩耗性の向上のために架橋密
度が高いことが好ましい。しかし、架橋密度が高すぎれば、コーティングフィルムの硬化
収縮によるクラックや付着不良などの問題をもたらすので適切な調節が必要である。
【００２６】
　前記アクリレート類としてはジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ペンタエリ
スリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチレン
プロピルトリアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ヘキサンジオールジア
クリレート、エチルアクリレート、エチルヘキシルアクリレート、ブチルアクリレート、
ヒドロキシエチルアクリレートなどが挙げられる。
【００２７】
　前記アクリレートオリゴマーとしてはウレタン変性アクリレートオリゴマー、エポキシ
アクリレートオリゴマー、エーテルアクリレートオリゴマーなどが好適であり、アクリレ
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ート官能基は２～６個が好適である。この時、オリゴマーの分子量は１００～１０，００
０程度が好適である。
【００２８】
　前記メタクリレート類としてはトリメチロールプロパントリメタクリレート、エチレン
グリコールジメタクリレート、ブタンジオールジメタクリレート、ヘキサエチルメタクリ
レート、ブチルメタクリレートなどが挙げられ、メタクリレート系オリゴマーを用いるこ
とができる。
【００２９】
　前記ビニル類としてはジビニルベンゼン、スチレン、パラメチルスチレンなどが挙げら
れる。
【００３０】
　前記バインダー樹脂は熱硬化型官能基含有バインダー樹脂であって、シロキサン系樹脂
を含むことができる。
【００３１】
　前記化学式１で示されるフッ素系化合物は、コーティング組成物に添加され、撥水性、
撥油性、耐候性および防汚性を共に提供する主要成分である。
【００３２】
　本発明に係るコーティング組成物は重合開始剤をさらに含むことができる。この場合、
前記バインダー樹脂１００重量部を基準に、前記フッ素系化合物の含量は０．１～９９．
９重量部であり、前記重合開始剤の含量は１～２０重量部であってもよい。
【００３３】
　前記重合開始剤の含量は１～２０重量部であり、好ましくは２～８重量部である。前記
重合開始剤の含量が２０重量部以下であることがフィルムの物性が低下することを防止す
るのに有利であり、重合開始剤の含量が１重量部以内であることが架橋が十分になされる
のに有利である。
【００３４】
　ここで、前記重合開始剤は光開始剤または熱開始剤であってもよい。
【００３５】
　前記光開始剤は紫外線によって分解可能な開始剤であれば特に限定されない。具体的な
例としては、α－ヒドロキシケトン類のイルガキュア１２７、イルガキュア１８４、ダロ
キュア１１７３、イルガキュア２９５９、α－アミノケトン類のイルガキュア３６９、イ
ルガキュア３７９、イルガキュア９０７、イルガキュア１３００、ベンジルジメチルケタ
ールであるイルガキュア６５１、モノアシルホスフィンであるダロキュアＴＰＯなどを用
いることができる。前記光開始剤の含量は、前記バインダー樹脂１００重量部当たり１～
２０重量部が好ましい。
【００３６】
　前記熱開始剤は、熱によって分解可能な開始剤であれば特に限定されない。具体的な例
としては薄い塩酸を用いることができる。
【００３７】
　本発明に係るコーティング組成物は溶剤をさらに含むことができる。
【００３８】
　本発明に係るコーティング組成物は、前述した成分の他にコーティング性のために溶剤
をさらに含むことができる。溶剤の種類や含量は特に限定されない。
【００３９】
　前記溶剤としてはアルコール、アルカン、エーテル、シクロアルカンやその他の芳香族
有機溶剤などを用いることができ、具体的には、メタノール、エタノール、イソプロピル
アルコール、ブタノール、エチレングリコール、ジアセトンアルコール、２－エトキシエ
タノール、２－メトキシエタノール、２－ブトキシエタノール、プロピレングリコールモ
ノメチルエーテル、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、アセチルアセトン、ジメチル
ケトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、トルエン、ベンゼン、キシレン
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、メチルアセテート、エチルアセテート、ブチルアセテート、ジメチルホルムアミド、テ
トラヒドロフランなどを用いることができるが、本発明の範囲がこれらの例だけに限定さ
れるものではない。
【００４０】
　前記溶剤の含量は、前記バインダー樹脂１００重量部当たり１～９９重量部が好ましい
。
【００４１】
　本発明に係るコーティング組成物は基材上にコーティングすることができる。前記基材
としては特に限定されないが、プラスチックフィルムを用いることができる。前記フィル
ムの種類はポリエステル、トリアセチルセルロース、オレフィン共重合体、ポリメチルメ
タクリレートなどが挙げられる。
【００４２】
　前記コーティング組成物は通常的に知られたコーティング方法により基材上にコーティ
ングすることができる。コーティング方法の非制限的な例として、２ロールリバースコー
ティング、３ロールリバースコーティング、グラビアコーティング、マイクログラビアコ
ーティング、ダイコーティング、カーテンコーティング、バーコーティング、ディップコ
ーティング、フローコーティングなどが挙げられる。
【００４３】
　前記方法によりコーティングされたフィルムは、乾燥後、紫外線照射量０．０５～２Ｊ
／ｃｍ２で硬化または硬化させることが好ましく、特に窒素雰囲気下で硬化する場合、表
面硬化度が上昇して防汚性が向上される。
【００４４】
　前記コーティング組成物のコーティング厚さは０．０１～３００マイクロメートルであ
ることが好ましく、０．１～３０マイクロメートル、より好ましくは０．５～１０マイク
ロメートルである。コーティング厚さが厚いほど耐摩耗性は向上するが、硬化収縮による
フィルムの曲げ現象やクラックなどが発生し得る。
【００４５】
　本発明に係るフィルムは、バインダー樹脂；および本発明に係るフッ素系化合物を含む
コーティング組成物から形成されたフィルムであってもよい。また、前記コーティング組
成物が重合開始剤をさらに含み、バインダー樹脂；フッ素系化合物；および重合開始剤を
含むコーティング組成物から形成されたフィルムであってもよい。前述した実施形態で説
明した内容が全て適用されることは勿論である。
【００４６】
　前記フィルムの厚さは、０．０１～３００マイクロメートル、好ましくは０．１～３０
マイクロメートル、より好ましくは０．５～１０マイクロメートルである。
【００４７】
　前記フィルムの一面に基材が備えられてもよい。
【００４８】
　本発明に係る化学式１で示されるフッ素系化合物を含むフィルムは、撥水性、撥油性、
耐候性および防汚性の機能性を全て有し、このような機能性に優れる。本発明に係るフィ
ルムの接触角は、好ましくは１２０度以上である。
【００４９】
　本発明に係るフィルムは撥水性、撥油性、耐候性および防汚性が要求される用途であれ
ば制限されることなく適用することができ、例えば、ディスプレイ装置に適用することが
できる。前記コーティングフィルムはディスプレイ装置などの対象装置の部品に直接コー
ティングして形成することもでき、基材上に形成した後に基材と共に対象装置に適用する
こともできる。本発明に係るコーティングフィルムは液晶ディスプレイ、有機発光ディス
プレイ（ＯＬＥＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）に適用することができるが
、本発明の範囲がこれらの例だけに限定されるものではない。前述したディスプレイ素子
を含むディスプレイ装置としてはコンピュータ用モニター、ノートパソコン、携帯電話な
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どを例として挙げることができるが、これらに限定されるものではない。
【００５０】
　以下、実施例により、本発明をより詳細に説明する。但し、これによって本発明の範囲
が限定されるものではない。
【実施例】
【００５１】
　［実施例１］アクリル含有フッ素系化合物１の製造
　温度計、攪拌装置を装着した１００ｍＬのフラスコに１，３，５－ベンゼントリカルボ
キシルトリクロライド（１，３，５－Ｂｅｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙｌｔｒｉｃｈ
ｌｏｒｉｄｅ）５．３７ｇおよびＨＣＦＣ２２５　３０ｍＬを加えた後、窒素下にて室温
で攪拌した。１，３，５－ベンゼントリカルボキシルトリクロライド（１，３，５－ｂｅ
ｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙｌｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ）がＨＣＦＣ２２５に溶解さ
れた後、過フッ素アルコール１１．４０ｇ（平均分子量５６４ｇ／ｍｏｌ）を前記反応溶
液に加えた。次に、トリエチルアミン２．２５ｇを徐々に滴下した。前記反応溶液を１時
間攪拌した後、２－ヒドロキシエチルメタクリレート（２－Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ　
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）５．３１ｇを滴下した。１０分後、トリエチルアミン５．５
０ｇを徐々に滴下した。次に、１時間攪拌した後、沈殿物をフィルタして除去し、ＨＣＦ
Ｃ２２５を蒸留除去して、２１．４ｇの無色／透明のアクリル含有フッ素系化合物１を得
た。得られた化合物のＮＭＲデータを図１に示す。
【００５２】
　［実施例２］シリコン含有フッ素系化合物２の製造
　温度計、攪拌装置を装着した１００ｍＬのフラスコに１，３，５－ベンゼントリカルボ
キシルトリクロライド（１，３，５－Ｂｅｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙｌｔｒｉｃｈ
ｌｏｒｉｄｅ）５．３７ｇおよびＨＣＦＣ２２５　３０ｍＬを加えた後、窒素下にて室温
で攪拌した。１，３，５－ベンゼントリカルボキシルトリクロライド（１，３，５－Ｂｅ
ｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙｌｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ）がＨＣＦＣ２２５に溶解さ
れた後、過フッ素アルコール１１．４０ｇ（平均分子量５６４ｇ／ｍｏｌ）を前記反応溶
液に加えた。次に、トリエチルアミン２．２５ｇを徐々に滴下した。前記反応溶液を１時
間攪拌した後、３－アミノプロピルトリメトキシシラン（３－Ａｍｉｎｏｐｒｏｐｙｌｔ
ｒｉｍｅｔｈｏｘｙｓｉｌａｎｅ）７．３０ｇを滴下し、１時間攪拌した。溶液中の沈殿
物をフィルタして除去し、ＨＣＦＣ２２５を蒸留除去して、２３．４ｇの無色／透明のシ
リコン含有フッ素系化合物２を得た。得られた化合物のＮＭＲデータを図２に示す。
【００５３】
　［実験例１］
　試片製作１
　実施例１で製造されたアクリル含有フッ素系化合物をメチルエチルケトン溶媒を用いて
１重量％になるように溶かした後、少量の光開始剤を添加して、紫外線硬化型アクリル含
有フッ素系化合物溶液を製造した。ポリエーテル（ＰＥＴ）フィルム上に製造された紫外
線硬化型アクリル含有フッ素系化合物溶液を塗布した後、５０℃オーブンで１０分間溶媒
を蒸発させた後、紫外線を照射して硬化させた。
【００５４】
　［実験例２］
　試片製作２
　実施例２で製造されたシリコン含有フッ素系化合物をメチルエチルケトン溶媒を用いて
１重量％になるように溶かして、熱硬化型シリコン含有フッ素系化合物溶液を製造した。
ポリエーテル（ＰＥＴ）フィルム上に製造された熱硬化型アクリル含有フッ素系化合物溶
液を塗布した後、５０℃オーブンで１０分間溶媒を蒸発させた後、１２０℃で５分間完全
硬化させた。
【００５５】
　物性測定
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　実験例１および実験例２で作られた試片（フィルム）に対し、２０℃で蒸留水を用いて
、光照射器が取り付けられたＧｏｎｉｏｍｅｔｅｒを利用して接触角を測定した。この時
、測定は接触液の直径が２ｍｍである小滴で５個相異なる地点で行い、平均を記録した。
測定された化合物試片の接触角を表１に示す。
【００５６】
【表１】

【図１】 【図２】
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