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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線、電子線或いは熱により不飽和基が反応する反応性ポリシロキサン化合物であっ
て、
　不飽和基と５員環環状カーボネート基の両方を一個ずつ有する化合物と、２個のアミノ
基を有するポリシロキサン化合物とを反応させて得られた、その水酸基価が１２～１７０
ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲で、重量平均分子量が１，０００～２０，０００の範囲にあり、且
つ、下記の一般式（１）で表されることを特徴とする反応性ポリシロキサン化合物。

［式（１）中、ｎおよびｍは、それぞれ独立に、０～２００から選ばれるいずれかの整数
であって、且つｎ＋ｍが５以上となるものを表す。Ｘは下記式（２）または（３）の構造
部を表し、Ｙは下記式（４）または（５）の構造部を表し、Ｚは、その構造中にエステル
結合、エーテル結合、アミド結合、ウレタン結合またはウレア結合のいずれかを含んでも
よい炭素数１～２０のアルキレン基を表す。また、式（１）中のＲ1はＣＨ3またはＨであ
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り、Ｒ2は炭素数１～３０のアルキレン基か、アリーレン基のいずれかであり、Ｒ3、Ｒ4

、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ独立に、水素原子の一部がフッ素原子に置換されて
いてもよい炭素数１～２０のアルキル基である。］

【請求項２】
　前記一般式（１）中のＸ及びＹで表される構造中にある－Ｏ－ＣＯ－結合が、二酸化炭
素を原材料として構成されたものである請求項１に記載の反応性ポリシロキサン化合物。
【請求項３】
　その全質量のうちに占める０．１～１５質量％が、原料の二酸化炭素由来の－Ｏ－ＣＯ
－結合で構成されている請求項２に記載の反応性ポリシロキサン化合物。
【請求項４】
　塗料組成物の膜形成材料として使用される請求項１～３のいずれか１項に記載の反応性
ポリシロキサン化合物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の反応性ポリシロキサン化合物の製造方法であって
、不飽和基と５員環環状カーボネート基の両方を一個ずつ有する化合物と、２個のアミノ
基を有するポリシロキサン化合物とを混合した後、反応させて、ヒドロキシウレタン結合
を形成して反応性ポリシロキサン化合物を得ることを特徴とする反応性ポリシロキサン化
合物の製造方法。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の反応性ポリシロキサン化合物を、単独のモノマー
単位として含むか、または、他の反応性モノマー単位と併有して含むことを特徴とする塗
料組成物。
【請求項７】
　他の反応性モノマー単位が光重合性モノマーである請求項６に記載の塗料組成物。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の塗料組成物を、紫外線、電子線或いは熱で硬化させてなること
を特徴とするポリシロキサン変性樹脂フィルム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な反応性ポリシロキサン化合物、塗料組成物およびポリシロキサン変性
樹脂フィルムに関する。さらに詳しくは、特に、紫外線硬化性、電子線硬化性或いは熱硬
化性の塗料用材料として有用であり、塗料材料に利用した場合に、耐熱性、表面滑性、耐
汚染性、撥水性、離型性といった機能性に優れた塗膜形成を可能にすることができ、且つ
、その合成原料として二酸化炭素を利用することができるので、近年における環境問題へ
の対応の点でも優れた製品の提供を可能にする反応性ポリシロキサン化合物及びその利用
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリシロキサン系樹脂は無機構造であるシロキサン結合を主骨格に持つことに起因して
、撥水性、耐熱性、表面滑性、離型性、絶縁性等の機能性に優れるため、従来より、塗料
やコーティング剤の皮膜形成成分や改質剤として使用されている。ここで、ポリシロキサ
ン樹脂の単独塗膜を得る方法としては、シラン化合物を加水分解して得られるシラノール
基を有する化合物をモノマー単位として利用し、該化合物を含むものを塗料化し、該塗料
を基材に塗布した後に、シラノール基を脱水縮合させ硬化させる方法が一般的である。
【０００３】
　しかしながら、硬化塗膜を形成するための反応性基としてシラノール基を用いた場合、
その硬化反応は高温で長時間を要するという欠点があり、さらに、無溶剤化や他の有機成
分との併用が困難といった問題からも、その高い機能性を有する材料であるにもかかわら
ず、その応用には限界があった。これに対し、上記の課題を改良する目的で、化学構造中
に反応性を有する有機基を導入したポリシロキサン化合物が考案されており、例えば、カ
ルボキシル基、カルビノール基、不飽和基、エポキシ基といった官能基を導入したポリシ
ロキサン化合物が、広く工業的に使用されている。
【０００４】
　これら化合物の中でも不飽和基を有するポリシロキサン化合物は、ＵＶ硬化による塗膜
形成材料やアクリル樹脂やスチレン樹脂への共重合による改質といった用途に用いられて
おり、特に有用である。一般に、末端に不飽和基を有する化合物は、メタクリロキシプロ
ピルメチルジメトキシシランのような不飽和基を含むシラン化合物と、環状シロキサンと
から合成される。このようにして合成した末端に不飽和基を含むポリシロキサン化合物は
シンプルな構造を持つが、極性基を持たないことから硬化塗膜の機械的強度や基材への密
着性に劣り、また、他の硬化成分と併用する場合に、疎水性の強いシロキサンセグメント
が相分離を起し、均一な硬化塗膜が得られないといった欠点を有する。
【０００５】
　そこで、機械強度・密着性・相溶性の改善を目的として、末端の不飽和基を、極性基で
あるウレタン結合を介して導入する方法が考案されている（特許文献１）。しかしながら
、本発明者らの検討によれば、この方法は、製造工程の第一段階である末端水酸基を有す
るポリシロキサン化合物とイソシアネートとの付加反応において繰り返し単位が発生し、
高分子量化し、機械強度の向上が不十分となるという問題がある。一方、繰り返し単位の
発生しない、メタクリル基とイソシアネート基とを併せ持つ化合物を利用する方法も考案
されている（例えば、特許文献２）。しかし、このような化合物には、腐食性や変異原性
などの有害性を有するものも含まれており、その取扱いが難しいという問題がある。また
、本発明者らの検討によれば、上記したいずれの方法においても、塗膜に適用した場合に
おける密着性や、塗料に適用した場合における他の材料との相溶性を改質する効果におい
て、シロキサンセグメント量が多くなった場合にウレタン結合の導入のみでは効果が不十
分である。
【０００６】
　一方、近年、ウレタン結合の生成反応として、イソシアネート化合物とポリオールを使
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用する方法とは異なる、五員環環状カーボネート化合物とアミン化合物の反応を用いる方
法が開発されている（特許文献３）。この方法で得られるウレタン結合は、従来の反応で
得られるウレタン結合と異なりカルボニルのγ位に水酸基を有することから、特にヒドロ
キシウレタン構造と呼ばれ、通常のウレタン結合と比較して親水性が高いという特徴を有
する。更に、その反応は、工業的な観点から、有害なイソシアネート化合物や有機錫など
の触媒を使用しない点、これに加えて、二酸化炭素を原材料の一つとして製造することが
できる点において、近年注目されるべき技術である。
【０００７】
　しかしながら、現在までのところヒドロキシウレタンの合成条件や機能性についての検
討が進んでおらず、使用できる材料が限られることから工業的な応用は殆ど進んでいない
。そのような中、ヒドロキシウレタンを応用した光硬化性化合物が考案されており、基材
への密着性を向上させる効果が見出されている（特許文献４）。しかしながら、この技術
は架橋剤成分として使用した例であり、ヒドロキシウレタン化合物そのものが機能性材料
として利用された例という訳ではない。また、現在までに、ポリシロキサン化合物のよう
な疎水性の強い化合物を改質する目的で、このヒドロキシウレタン構造を応用した例も報
告はされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平３－１８１５０９号公報
【特許文献２】特開昭６１－２７１２７７号公報
【特許文献３】特許第３８４０３４７号公報
【特許文献４】特許第４４００３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、従来技術の欠点を解消し、形成した塗膜や被膜が、撥水性、
耐熱性、表面滑性、離型性、絶縁性に優れるものになる塗料やコーティング剤の材料とし
て使用可能な、反応性ポリシロキサン化合物、該化合物を含む塗料組成物、該化合物を硬
化してなるポリシロキサン変性樹脂フィルムを提供することにある。特に、本発明の目的
は、従来の化合物と比較し、当該化合物を形成材料としてなる塗膜や被膜が機械強度や密
着性に優れ、しかも他の材料との相溶性にも優れ、且つ、環境負荷の低減にも貢献する新
しい反応性ポリシロキサン化合物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題は、以下の本発明によって解決される。すなわち、本発明は、紫外線、電子線
或いは熱により不飽和基が反応する反応性ポリシロキサン化合物であって、不飽和基と５
員環環状カーボネート基（以下、単に環状カーボネートと略す場合がある）の両方を一個
ずつ有する化合物と、２個のアミノ基を有するポリシロキサン化合物とを反応させて得ら
れた、その水酸基価が１２～１７０ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲で、重量平均分子量が１，００
０～２０，０００の範囲にあり、且つ、下記の一般式（１）で表されることを特徴とする
反応性ポリシロキサン化合物を提供する。

［式（１）中、ｎおよびｍは、それぞれ独立に、０～２００から選ばれるいずれかの整数
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であって、且つｎ＋ｍが５以上となるものを表す。Ｘは下記式（２）または（３）の構造
部を表し、Ｙは下記式（４）または（５）の構造部を表し、Ｚは、その構造中にエステル
結合、エーテル結合、アミド結合、ウレタン結合またはウレア結合のいずれかを含んでも
よい炭素数１～２０のアルキレン基を表す。また、式（１）中のＲ1はＣＨ3またはＨであ
り、Ｒ2は炭素数１～３０のアルキレン基か、アリール基のいずれかであり、Ｒ3、Ｒ4、
Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ独立に、水素原子の一部がフッ素原子に置換されてい
てもよい炭素数１～２０のアルキル基である。］

【００１１】
　本発明の好ましい形態としては、更に下記の要件を具備してなるものが挙げられる。前
記一般式（１）中のＸ及びＹで表される構造中にある－Ｏ－ＣＯ－結合が、二酸化炭素を
原材料として構成されたものであること。その全質量のうちに占める０．１～１５質量％
が、原料の二酸化炭素由来の－Ｏ－ＣＯ－結合で構成されていること。塗料組成物の膜形
成材料として使用されることである。
　また、本発明は、別の形態として、上記した反応性ポリシロキサン化合物の製造方法で
あって、不飽和基と５員環環状カーボネート基の両方を一個ずつ有する化合物と、２個の
アミノ基を有するポリシロキサン化合物とを混合した後、反応させて、ヒドロキシウレタ
ン結合を形成して反応性ポリシロキサン化合物を得ることを特徴とする反応性ポリシロキ
サン化合物の製造方法を提供する。
【００１２】
　本発明は、別の実施形態として、上記いずれかの反応性ポリシロキサン化合物を、単独
のモノマー単位として含むか、または、他の反応性モノマー単位と併有して含むことを特
徴とする塗料組成物を提供する。その好ましい形態としては、他の反応性モノマー単位が
光重合性モノマーであることが挙げられる。
【００１３】
　本発明は、別の実施形態として、上記塗料組成物を、紫外線、電子線或いは熱で硬化さ
せてなることを特徴とするポリシロキサン変性樹脂フィルムを提供する。
【発明の効果】
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　本発明によれば、ヒドロキシウレタン合成技術を応用した新しい反応性ポリシロキサン
化合物が提供される。より詳しくは、従来の化合物と異なった化学構造であるヒドロキシ
ウレタン構造の導入によって、該反応性化合物を形成材料に使用することで、塗膜の機械
強度や密着性、他の形成材料との相溶性に優れ、さらに、撥水性、耐熱性、表面滑性、離
型性、絶縁性を有する機能性に優れる塗膜或いは被膜が得られる塗料或いはコーティング
剤を実現できる反応性ポリシロキサン化合物が提供される。また、本発明によって提供さ
れる反応性ポリシロキサン化合物は、二酸化炭素を原材料に使用することが可能な化合物
であり、この点で、本発明は、環境負荷の低減にも貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】Ａ－１のＩＲチャート
【図２】Ｂ－１のＩＲチャート
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、発明を実施するための最良の形態を挙げて本発明を詳細に説明する。本発明の反
応性ポリシロキサン化合物は、下記一般式（１）で示される化学構造のものであるが、特
に、一般式（１）中のＸ及びＹで略された化学構造が、Ｘが式（２）または式（３）で示
されるいずれかの構造、Ｙが式（４）または式（５）で示されるいずれかの構造のもので
あることを特徴とする。以下、上記した一般式（１）中におけるＸ及びＹの構造部をヒド
ロキシウレタン構造、或いはヒドロキシウレタン結合と略す場合がある。

［式（１）中、ｎおよびｍは、それぞれ独立に、０～２００から選ばれるいずれかでの整
数あって、且つｎ＋ｍが５以上となるものを表す。Ｘは下記式（２）または（３）の構造
部を表し、Ｙは下記式（４）または（５）の構造部を表し、Ｚは、その構造中にエステル
結合、エーテル結合、アミド結合、ウレタン結合またはウレア結合のいずれかを含んでも
よい炭素数１～２０のアルキレン基を表す。また、式（１）中のＲ1はＣＨ3またはＨであ
り、Ｒ2は炭素数１～３０のアルキレン基かアリール基のいずれかであり、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5

、Ｒ6、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ独立に、水素原子の一部がフッ素原子に置換されていて
もよい炭素数１～２０のアルキル基である。］
【００１７】
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【００１８】
　一般式（１）で示される本発明の反応性ポリシロキサン化合物中にあるＸ及びＹで示さ
れるヒドロキシウレタン結合部は、環状カーボネート化合物とアミン化合物との付加反応
により形成される。環状カーボネートとアミンとの反応においては、下記に示すように環
状カーボネートの開裂が２種類あるため、２種類の構造の生成物が得られることが知られ
ている。

　従って、上記反応を利用して製造される本発明の反応性ポリシロキサン化合物中のヒド
ロキシウレタン結合であるＸ部の構造は、前記した（２）または（３）のいずれかであり
、Ｙ部の構造は（４）または（５）のいずれかとなり、更に、その組み合わせはランダム
に存在すると考えられる。
【００１９】
　ここで、ポリシロキサン化合物にウレタン結合を介して不飽和基を導入した化合物は、
例えば、ウレタンアクリレートとして一般的に広く用いられている。通常、ウレタン結合
の導入は、機械強度、密着性、相溶性等の向上を意図して行われるが、本発明の反応性ポ
リシロキサン化合物もそのような化合物の仲間であるといえる。しかしながら、本発明の
反応性ポリシロキサン化合物は、従来のウレタン結合とは異なるヒドロキシウレタン結合
を有したものである点で大きく異なっている。ヒドロキシウレタン結合が通常のウレタン
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結合と区別される理由は、上記の如く水酸基を有することにあり、水酸基とイソシアネー
ト基とを反応させる従来の合成方法ではこのような化学構造を得ることはできない。ヒド
ロキシウレタン結合は、ウレタン結合と同様に機械強度を向上させる効果を持ち、且つ、
水酸基の効果で親水性が向上し、その相溶性や基材への密着性向上に寄与する。特に、通
常のポリシロキサン化合物は疎水性が強く機械強度にも劣る化合物であることから、ヒド
ロキシウレタン結合の改質効果は、より効果的に発揮される。
【００２０】
　本発明の反応性ポリシロキサン化合物は、上記の環状カーボネートとアミンとの反応を
利用して合成されるものであるが、ここで使用される環状カーボネート化合物は、エポキ
シ化合物と二酸化炭素の反応により合成されたものであることが好ましい。すなわち、そ
のような環状カーボネートを原材料に使用することにより、得られるポリシロキサン化合
物の一般式（１）中のＸ及びＹで略された構造部が有する－Ｏ－ＣＯ－結合は、二酸化炭
素を原材料として構成されたものとなる。この結果、本発明の反応性ポリシロキサン化合
物は、環境問題へ対応できる製品を提供し得る化合物としても価値あるものとなる。
【００２１】
　本発明の化合物を利用して得られる塗膜の物性を考慮すると、上記特有の化学構造を有
する本発明の反応性ポリシロキサン化合物は、その重量平均分子量が１，０００～２０，
０００の範囲のものが好ましい。また、本発明の反応性ポリシロキサン化合物における、
化合物中の水酸基量を示す水酸基価（ＪＩＳ　Ｋ１５５７）の好ましい範囲は、１２～１
７０ｍｇＫＯＨ／ｇである。また、本発明の反応性ポリシロキサン化合物では、その原料
として用いた二酸化炭素に由来するヒドロキシウレタン結合中の－Ｏ－ＣＯ－結合が、二
酸化炭素の含有として化合物の全質量のうち０．１～１５質量％を占める量となるが、こ
の量は、できるだけ多い方が環境対応性の点からは好ましい。
【００２２】
　具体的には、下記のようにして得られる環状カーボネート化合物を原料に用い、本発明
の反応性ポリシロキサン化合物を合成することが好ましい。例えば、原材料であるエポキ
シ化合物を、触媒の存在下、０℃～１６０℃の温度にて、大気圧～１ＭＰａ程度に加圧し
た二酸化炭素雰囲気下で、４～２４時間反応させる。この結果、二酸化炭素を、エステル
部位に固定化した５員環環状カーボネート化合物を得ることができる。
【００２３】

【００２４】
　上記したエポキシ化合物と二酸化炭素との反応に使用される触媒としては、例えば、塩
化リチウム、臭化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化
ナトリウムなどのハロゲン化塩類や、４級アンモニウム塩が好ましいものとして挙げられ
る。その使用量は、原料のエポキシ化合物１００質量部当たり１～５０質量部、好ましく
は１～２０質量部である。また、これら触媒となる塩類の溶解性を向上させるために、ト
リフェニルホスフィンなどを同時に使用してもよい。
【００２５】
　エポキシ化合物と二酸化炭素との反応は、有機溶剤の存在下で行うこともできる。この
際に用いる有機溶剤としては、前述の触媒を溶解するものであれば使用可能である。具体
的には、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセ
トアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドンなどのアミド系溶剤、メタノール、エタノール、
プロパノール、エチレングリコール、プロピレングリコールなどのアルコール系溶剤、エ
チレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、プロピレ
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ングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレング
リコールジメチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤が、好ましい有機
溶剤として挙げられる。
【００２６】
　本発明で使用するエポキシ化合物は分子内に不飽和結合を有するものであることから、
反応時に、不飽和結合の重合を抑制するための重合禁止剤の存在下で行うことが好ましい
。この際、重合禁止剤として使用できる化合物に特に制限はなく、例えば、ｐ－メトキシ
フェノールなどのフェノール系重合禁止剤、ベンゾキノンなどのキノン系重合禁止剤、２
，２’－メチレン－ビス（６－ｔｅｒｔ－ブチル－４－エチルフェノール）などのヒンダ
ートフェノール系重合禁止剤、フェノチアジンなどの芳香族アミン系重合禁止剤、ジフェ
ニルチオ尿素などの硫黄系重合禁止剤、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン　１－
オキシルなどの安定ラジカル化合物のいずれも使用可能である。
【００２７】
　本発明の反応性ポリシロキサン化合物を合成する際に使用可能な環状カーボネート化合
物の構造に特に制限はなく、一分子中に不飽和結合と環状カーボネート構造を有するもの
であればいずれも使用できる。不飽和結合としては二重結合を有する、アリル基、アクリ
ル基、メタクリル基のいずれも使用可能であり、以下に使用可能な化合物を例示する。
【００２８】
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【００２９】
　本発明の反応性ポリシロキサン化合物は、上記したような環状カーボネート化合物と、
アミノ基を有するポリシロキサン化合物とを反応させることで容易に得ることができる。
この際に使用するアミノ基を有するポリシロキサン化合物としては、分子中少なくても１
個のアミノ基を有するポリシロキサンであれば使用可能である。以下に、本発明において
好適に使用される化合物を例示する。
【００３０】
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【００３１】

【００３２】

【００３３】
　上記に例示したような環状カーボネート化合物とアミノ基含有ポリシロキサン化合物と
を反応させて、本発明の反応性ポリシロキサン化合物を得る方法としては、例えば、下記
のような方法によって行うことができる。すなわち、溶剤の存在下或いは溶剤を不存在下
で、前記したような環状カーボネート化合物とアミン化合物とを混合し、４０～２００℃
の温度で４～２４時間反応させることで、ヒドロキシウレタン結合が形成され、目的のポ
リシロキサン化合物を得ることができる。
【００３４】
　環状カーボネート化合物とアミノ基含有ポリシロキサン化合物との反応は、溶剤の存在
下でも不存在下でも行うことが可能である。溶剤を使用する場合、使用する原料及び得ら
れたポリシロキサン化合物に対して不活性な有機溶剤であれば、いずれも使用可能である
。好ましい有機溶剤を例示すると、例えば、メチルエチルケトン、メチル－ｎ－プロピル
ケトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトン、ギ酸メチル、ギ酸エチル、ギ酸プロ
ピル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、アセトン、シクロヘキサノン、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン、トルエン、キシレン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ
シド、パークロルエチレン、トリクロルエチレン、メタノール、エタノール、プロパノー
ル、エチレングリコール、プロピレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテ
ル、エチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、ジエ
チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテルなどが挙
げられる。
【００３５】
　環状カーボネート化合物とアミノ基含有ポリシロキサン化合物との反応は特に触媒を使
用せずに行うことができるが、反応を促進させるために、下記に挙げるような触媒の存在
下で行うことも可能である。例えば、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジアザビシ
クロウンデセン（ＤＢＵ）トリエチレンジアミン（ＤＡＢＣＯ）、ピリジンなどの塩基性
触媒、テトラブチル錫、ジブチル錫ジラウリレートなどのルイス酸触媒などが使用できる
。また、これらの触媒の好ましい使用量は、反応に使用するカーボネート化合物とアミン
化合物との総量１００質量部に対して、０．０１～１０質量部である。
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【００３６】
　上記のようにして得られる本発明の反応性ポリシロキサン化合物は、分子内にポリシロ
キサンセグメントと反応性の不飽和結合を有する化合物であり、通常は流動性を有する液
状の物質である。このため、本発明の反応性ポリシロキサン化合物によれば、その構造中
に含有する不飽和結合を分子間で、或いは、他の化合物と反応させることによって、硬化
被膜を形成することができる。
【００３７】
　上記した本発明の反応性ポリシロキサン化合物を塗料材料として使用する場合、塗料組
成物中における好ましい含有量は、全被膜形成成分中の質量％で０．１～１００％である
。また、塗料組成物中に、必要に応じて、その他の反応性モノマーや、溶剤、各種添加剤
、樹脂成分などを添加してもよい。本発明の反応性ポリシロキサン化合物を含有してなる
塗料組成物では、これを基材に塗布した後に、紫外線（ＵＶ）、電子線（ＥＢ）或いは熱
により不飽和結合を反応させるような方法で塗膜形成に用いられる。この結果、形成され
た硬化塗膜或いは被膜は、ポリシロキサンの特徴である、撥水性、耐熱性、表面滑性、離
型性、絶縁性といった機能性を示すものとなる。
【００３８】
　本発明の反応性ポリシロキサン化合物を塗料組成物の膜形成材料として使用する場合、
塗工性や、塗膜或いは被膜強度の調整を目的として、反応性モノマー単位を希釈剤成分と
して含有させることができる。このような目的で併有させる好ましい反応性モノマー単位
を例示すると、アクリレート、メタクリレート、ビニル化合物、ウレタンアクリレート、
エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレートなどのラジカル重合性化合物や、エポ
キシ化合物、オキセタン化合物、ビニルエーテル化合物などのカチオン重合性化合物が挙
げられるが、これらはいずれも使用できる。また、これらの成分は、その分子中の重合性
基が単官能でも多官能でも特に制限なく使用することができる。
【００３９】
　本発明の反応性ポリシロキサン化合物を塗料材料として使用する場合、使用できる溶剤
に特に制限はない。例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジ
メチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドンなどのアミド系溶剤、メタノール、エ
タノール、プロパノール、エチレングリコール、プロピレングリコールなどのアルコール
系溶剤、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル
、プロピレングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジ
エチレングリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤が、好
ましい有機溶剤として挙げられる。
【００４０】
　さらに、本発明の反応性ポリシロキサン化合物を塗料組成物の膜形成材料として使用す
る場合、必要に応じて、光重合開始剤やラジカル重合開始剤などの各種開始剤を含有させ
ることができる。好ましい化合物を例示すると、例えば、光重合開始剤としては、ベンゾ
フェノン、アセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾインイ
ソプロピルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、２，４－ジメチルチオキサントン、２
－クロロチオキサントン、エチルアントラキノン、４，４’－ビスジメチルアミノベンゾ
フェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、ベンジルジ
メチルケタールなどが挙げられる。また、カチオン重合開始剤としては、例えば、ジアゾ
ニウム塩型化合物、スルホニウム塩型化合物、ヨードニウム塩型化合物などが挙げられる
。ラジカル重合開始剤としては、アゾビスイソブチロニトリルなどのアゾ化合物、ジ－ｔ
ｅｒｔ－ブチルペルオキシド、過酸化ベンソイル、メチルエチルケトンペルオキシドなど
の有機過酸化物などが挙げられる。これら開始剤の好ましい使用量は０．１～１０質量％
であり、必要に応じて２種以上を併用して使用することもできる。
【００４１】
　本発明の反応性ポリシロキサン化合物を塗料組成物の膜形成材料として使用する場合、
保存時の安定性を向上させるために前述の重合禁止剤を添加することができる。また、酸
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することもできる。
【実施例】
【００４２】
　次に、具体的な合成例、実施例及び比較例を挙げて、本発明を更に具体的に説明するが
、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。なお、以下の例における「部」及
び「％」は特に断りのない限り質量基準である。
【００４３】
＜合成例１＞
　撹拌装置及び大気開放口のある還流器を備えた反応容器内に、分子量１１４．１のアリ
ルグリシジルエーテル（商品名：ネオアリルＧ、ダイソー（株）製）１００部と、ヨウ化
ナトリウム（和光純薬製）２０部と、Ｎ－メチル－２－ピロリドン１００部とを仕込んだ
。次いで、撹拌しながら二酸化炭素を連続して吹き込み、１００℃にて１０時間反応を行
った。反応終了後の溶液に、水２００部とトルエン２００部を添加し混合した。混合液を
分液ロートに移し、分離した水槽（下層）を除去し、その後同様にして、分液ロート中で
水５０部にて３回の洗浄を行うことによって反応液から触媒を除去した。洗浄後のトルエ
ン層（上層）からロータリーエバポレーターにてトルエンを蒸発留去し、淡黄色の液状物
質を得た。その収率は９２％であった。
【００４４】
　上記で得られた液状物質を、ＩＲ（堀場製作所製の赤外分光光度計ＦＴ－７２０で測定
。以下の合成例、実施例でも同様）にて分析でしたところ、９１０ｃｍ-1付近の原材料の
エポキシ基由来の吸収は消失しており、１，８００ｃｍ-1付近に、原材料には存在しない
カーボネート基のカルボニル由来の吸収が確認された。また、ガスクロマトグラフ（島津
製作所製のＧＣ－２０１４で測定。カラムＤＢ－１。以下の合成例、実施例でも同様）に
よる分析の結果、原材料のアリルグリシジルエーテルのピークが消失し、原材料より保持
時間の長い新たなピークの出現が確認された。この出現したピーク物質は、単純面積百分
率法による純度が９８％であった。以上のことから、この液状物質は、エポキシ基と二酸
化炭素の反応により環状カーボネート基が導入された、下記式で表わされる構造の化合物
と確認された。これをＡ－１と略称した。Ａ－１の化学構造中に二酸化炭素由来の成分が
占める割合は、２７．８％である（化学構造式上の分子量からの計算値）。図１に、Ａ－
１のＩＲチャートを示した。
【００４５】

【００４６】
＜合成例２＞
　エポキシ化合物として、分子量１４２．１のグリシジルメタクリレート（商品名：アク
リエステルＧ、三菱レイヨン製）を用いた以外は合成例１と同様の方法で、下記式で表さ
れる環状カーボネート化合物（Ａ－２）を合成した（収率９３％）。ＩＲ分析の結果は、
Ａ－１と同様であり、ＧＣ分析による純度は９７％であった。また、Ａ－２の化学構造中
に二酸化炭素由来の成分が占める割合は、２３．６％である（計算値）。
【００４７】
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【００４８】
＜合成例３＞
　エポキシ化合物として、分子量２００．２の４－ヒドロキシブチルアクリレートグリシ
ジルエーテル（商品名：４ＨＢＡＧＥ、日本化成（株）製）を用いた以外は合成例１と同
様の方法で、下記式で表される環状カーボネート化合物（Ａ－３）を合成した（収率９２
％）。ＩＲ分析の結果は、Ａ－１と同様であり、ＧＣ分析による純度は９５％であった。
また、Ａ－３の化学構造中に二酸化炭素由来の成分が占める割合は、１８．０％である（
計算値）。
【００４９】

【００５０】
＜実施例１＞
　撹拌装置及び大気開放口のある還流器を備えた反応容器内に、合成例１で得た環状カー
ボネート化合物Ａ－１を１０．５部、下記に示す構造の、官能基当量が１，５００ｇ／ｍ
ｏｌである両末端アミノ変性シリコーン１００部を加え、６０℃の温度で撹拌しながら反
応液が均一な透明溶液になるまで、１５時間の反応を行った。

【００５１】
　得られた物質をＩＲにて分析したところ１，７６０ｃｍ-1付近にウレタン結合のカルボ
ニル基由来の吸収が確認され、１，８００ｃｍ-1付近の環状カーボネートのカルボニル由
来のピークは消失していた。この物質の水酸基価（ＪＩＳ　Ｋ１５５７）を測定したとこ
ろ３２．０ｍｇＫＯＨ／ｇであった。また、ＴＨＦを移動相としたＧＰＣ分析（東ソー製
、ＧＰＣ－８０２０；カラムＳｕｐｅｒ　ＡＷ２５００＋ＡＷ３０００＋ＡＷ４０００＋
ＡＷ５０００で測定。以下の実施例も同様）における重量平均分子量は６，３７０（分子
量はポリエチレングリコール標準による換算値。以下の実施例も同様）であり、化合物Ａ
－１のピークは観察されなかった。
【００５２】
　以上のことから、目的とする、両末端にヒドロキシウレタン結合を介して不飽和結合を
含有するポリシロキサン化合物が合成できていることが確認された。この化合物をＢ－１
と略称した。また、Ｂ－１の化学構造中に二酸化炭素由来の成分の占める割合は、２．７
％であった。該値は、合成例１で合成したＡ－１における二酸化炭素の含有質量％と、本
実施例で得たＢ－１における配合比率からの計算値である。以下の実施例における値も同
様である。図２に、得られたポリシロキサン化合物Ｂ－１のＩＲチャートを示した。
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【００５３】
　上記で得られた化合物Ｂ－１の１００部に、光開始剤としてイルガキュア５００（ＢＡ
ＳＦ社製光重合開始剤）を５部添加し、塗料組成物を作製した。作製した塗料組成物を、
厚み１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム［東レ（株）製、ルミラーＳ１０
（商品名）］に、バーコーターを用い膜厚が５μｍになるように塗布し、塗布面の上方か
ら、メタルハライドランプにて積算光量が８００ｍＪ／ｃｍ2となるように紫外線を照射
して硬化被膜を形成させた。そして、これを化合物Ｂ－１の評価試料とした。
【００５４】
＜実施例２＞
　合成例２で得たＡ－２の８．５部と、実施例１で使用したと同様の構造を有する官能基
当量が２，２００ｇ／ｍｏｌである両末端アミノ変性シリコーン１００部とを用い、実施
例１と同様に反応させてポリシロキサン化合物（Ｂ－２）を得た。Ｂ－２のＩＲ分析の結
果はＢ－１と同様であり、その水酸基価は２１．３ｍｇＫＯＨ／ｇであり、ＧＰＣ分析に
よる重量平均分子量は８，８１０であった。また、Ｂ－２の化学構造中に二酸化炭素由来
の成分が占める割合は１．９％であった（計算値）。
　得られたＢ－２を用い、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフタレー
トフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様に紫外線照射により硬化させて
、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした。
【００５５】
＜実施例３＞
　合成例３で得たＡ－３の３０．５部と、実施例１で使用したと同様の構造を有する官能
基当量が８００ｇ／ｍｏｌである両末端アミノ変性シリコーン１００部とを実施例１と同
様に反応させてポリシロキサン化合物（Ｂ－３）を得た。Ｂ－３のＩＲ分析の結果はＢ－
１と同様であり、その水酸基価は５２．６ｍｇＫＯＨ／ｇであり、ＧＰＣ分析による重量
平均分子量は３，９５０であった。Ｂ－３の化学構造中に二酸化炭素由来の成分が占める
割合は４．２％であった（計算値）。
　得られたＢ－３を用い、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフタレー
トフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様に紫外線照射により硬化させて
、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした。
【００５６】
＜実施例４＞
　合成例１で得たＡ－１の７３．５部と、実施例１で使用したと同様の構造を有する官能
基当量が４３０ｇ／ｍｏｌである両末端アミノ変性シリコーン１００部とを用い、実施例
１と同様に反応させてポリシロキサン化合物（Ｂ－４）を得た。Ｂ－４のＩＲ分析の結果
はＢ－１と同様であり、その水酸基価は１４８．１ｍｇＫＯＨ／ｇであり、ＧＰＣ分析に
よる重量平均分子量は１，３２０であった。また、Ｂ－４の化学構造中に二酸化炭素由来
の成分が占める割合は１１．８％であった（計算値）。
　得られたＢ－４を用い、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフタレー
トフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様に紫外線照射により硬化させて
、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした。
【００５７】
＜実施例５＞
　実施例２で得られたポリシロキサン化合物Ｂ－２を１００部と、反応性希釈剤として反
応性オリゴマーであるエチレングリコールジグリシジルエーテルのアクリル酸付加物（商
品名：エポキシエステル４０ＥＭ、共栄社化学（株）製。表１では４０ＥＭと略称）を１
００部、光重合開始剤としてイルガキュア５００（商品名、ＢＡＳＦ社製）１０部を添加
し、塗料組成物を作製した。得られた塗料組成物を用い、実施例１と同様にして１００μ
ｍのポリエチレンテレフタレートフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様
に紫外線照射により硬化させて、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした
。
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【００５８】
＜実施例６＞
　実施例２で得られたポリシロキサン化合物Ｂ－２を７０部、反応性希釈剤として２－ヒ
ドロキシエチルアクリレート（和光純薬製。表１中ではＨＥＡと略称）を３０部、光重合
開始剤としてイルガキュア５００（ＢＡＳＦ社製）１０部を添加し、塗料組成物を作製し
た。得られた塗料組成物を用い、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフ
タレートフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様に紫外線照射により硬化
させて、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした。
【００５９】
＜比較例１＞
　合成例２で得たＡ－２の１８５．５部と、実施例１で用いたシロキサン化合物の代わり
のアミン化合物として、１，１２－ジアミノドデカン（和光純薬製）１００部とを、実施
例１と同様に反応させて化合物（Ｂ－５）を得た。Ｂ－５のＩＲ分析の結果はＢ－１と同
様であり、その水酸基価は１９１．４ｍｇＫＯＨ／ｇであり、ＧＰＣ分析による重量平均
分子量は８２０であった。また、Ｂ－５の化学構造中に二酸化炭素由来の成分が占める割
合は１５．４％であった（計算値）。
　得られたＢ－５を用い、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフタレー
トフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様に紫外線照射により硬化させて
、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした。
【００６０】
＜比較例２＞
　撹拌装置及び大気開放口のある還流器を備えた反応容器内に、水酸基当量６２ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇである両末端カルビノール変性シリコーンオイル（商品名：ＫＦ－６００１、信越
化学工業（株）製）１００部、２－イソシアナトエチルメタクリレート（商品名：カレン
ズＭＯＩ、昭和電工（株）製）１７．１部、触媒としてジブチル錫ジラウレート０．０２
部を添加し、７０℃で１０時間の反応を行った。反応後の溶液をＩＲにて分析したところ
２，２００ｃｍ-1のイソシアネート基由来のピークは消失し、１７６０ｃｍ-1にウレタン
結合のカルボニル由来のピークが生成しており、反応が進行したことを確認した。得られ
た化合物は、ポリシロキサンセグメントの両側にウレタン結合を介してアクリル基が導入
された化合物でありＢ－６と略称する。
　得られたＢ－６を用い、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフタレー
トフィルムに５μｍ厚にコーティングし、実施例１と同様に紫外線照射により硬化させて
、硬化被膜を形成させた。そして、これを評価試料とした。
【００６１】
＜比較例３＞
　比較例２で得られポリシロキサン化合物Ｂ－６を７０部、反応性希釈剤として２－ヒド
ロキシエチルアクリレート（和光純薬製）を３０部、光重合開始剤としてイルガキュア５
００（ＢＡＳＦ社製）１０部を添加し塗料組成物を作製した。得られた塗料組成物を用い
、実施例１と同様にして１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムに５μｍ厚に
コーティングした。次いで、実施例１と同様に紫外線照射により硬化させ、評価試料の作
製を試みたが、塗膜表面で成分の分離が起こり白濁したため、透明性以外の評価を中止し
た。
【００６２】
（評価）
　上記の各実施例及び比較例で得られた評価試料を以下の項目及び評価基準により評価し
た。結果を表１にまとめて示した。
【００６３】
　［透明性］
　各評価試料のフィルムについて、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠してヘイズメーター（スガ
試験機（株）製のＨＺ－１を使用）によりヘイズ値を測定し、該測定値を用いて判定した
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ク値とし、各評価試料の測定値からブランク値を差し引いた値を評価値とした。そして、
評価値のヘイズを以下の基準により３段階で評価し、透明性の判定をした。
　　○：５未満
　　△：５以上１０未満
　　×：１０以上
【００６４】
［耐溶剤性］
　各評価試料の塗膜の硬化状態を確認するために、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）及び酢
酸エチル（ＥＡｃ）を用いたラビング試験を行い評価した。試験は荷重５００ｇ×１０往
復の条件で行い、ラビング試験後の塗膜表面を目視で評価し判定した。
　　○：いずれの溶剤においても塗膜に変化は見られなかった
　　×：塗膜の溶解や剥がれが確認された
【００６５】
［撥水性］
　２０℃における水の接触角を測定し、以下基準で４段階に評価した。
　　◎：１０５度以上
　　○：９５度以上１０５度未満
　　△：８５度以上９５度未満
　　×：８５度未満
【００６６】
［離型性］
　各評価試料の塗膜にセロハンテープを貼り付けて、１８０°剥離における剥離強度を測
定した。剥離強度が弱いものを離型性が良好であるとし、以下の基準により３段階で評価
した。
　　○：剥離強度　２０ｇ未満
　　△：剥離強度　２０ｇ以上１００ｇ未満
　　×：剥離強度　１００ｇ以上
【００６７】
［基材密着性］
　各評価試料の塗膜に１ｍｍ2のクロスカットを１００個入れ、セロハンテープ（ニチバ
ン製）をその上に貼り付け指で強く押し付けた後、９０°方向に急速に剥離し、残存した
塗膜の個数を測定した。そして、残存した数によって下記の基準で４段階の評価をした。
　　◎：１００
　　○：８０～９９
　　△：５０～７９
　　×：０～４９
【００６８】
［環境対応性］
　以下の基準により塗膜を形成している成分の環境対応性を３段階で評価した。
　　○：材料の一部が二酸化炭素であり、且つ有機錫触媒を使用していない。
　　△：材料の一部が二酸化炭素であるか有機錫触媒を使用していないかのどちらかの条
件を満たしている。
　　×：材料に二酸化炭素を使用しておらず、有機錫触媒を使用している。
【００６９】
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【００７０】
　表１の結果から明らかなように、本発明の実施例のポリシロキサン化合物（Ｂ－１～Ｂ
－４）を使用して得られた各塗膜はいずれも、従来の製造方法で得られたポリシロキサン
化合物（Ｂ－６）の塗膜と比較して同等の表面特性を有したものでありながら、基材への
密着性が大きく改善されており、これは、その構造中に導入されたヒドロキシウレタン結
合による改質効果である。また撥水性及び離型性にも向上が見られており、これはヒドロ
キシウレタン結合の親水性が強いことよりシリコーンセグメントの塗膜表面への配向がよ
り進んだためであると考えられる。また、本発明の実施例のポリシロキサン化合物は、他
の有機成分との相溶性が良好であり、様々な配合で使用することができることを確認した
。更に、環境対応性の評価において、本発明の実施例のポリシロキサン化合物は、有機錫
触媒に代表される触媒類を一切使用せずに製造することが可能であり、且つ、二酸化炭素
を原材料の一部として使用していることより、既存のウレタンアクリレートと比較し、優
れた環境対応性を有している。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　以上のように、本発明の活用例としては、従来の技術では得られなかった、ポリシロキ
サン化合物を用いた、撥水性、離型性、基材密着性を併せ持つ機能性に優れた硬化塗膜を
形成できる塗料を提供することができ、その利用が期待される。更に、本発明は、環境対
応性に優れた技術であり、地球環境保全の立場から、既存の反応性ポリシロキサン化合物
の代替としての利用が期待される。



(19) JP 5956775 B2 2016.7.27

【図１】

【図２】



(20) JP 5956775 B2 2016.7.27

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  木村　千也
            東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７番６号　大日精化工業株式会社内
(72)発明者  高橋　賢一
            東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７番６号　大日精化工業株式会社内
(72)発明者  宇留野　学
            東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７番６号　大日精化工業株式会社内
(72)発明者  花田　和行
            東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７番６号　大日精化工業株式会社内

    審査官  前田　孝泰

(56)参考文献  特表２００７－５２３０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４７１１９４３（ＵＳ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０９５２９３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１２－０４１４５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－００１４２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０６７８５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０６５４３３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０１－３１８０２８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｇ　７７／００－　７７／６２
              Ｃ０８Ｇ　１８／００－　１８／８７
              Ｃ０８Ｇ　７１／００－　７１／０４
              Ｃ０８Ｌ　　１／００－１０１／１６
              Ｃ０９Ｄ　　１／００－２０１／１０
              Ｃ０８Ｆ　　２／００－２９９／０８
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

