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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）一般式：
　　－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－、－Ａ－Ｅ－Ａ'－及び／又は－Ａ'－Ｅ－Ａ－
［式中、
Ａ＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－
、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2－、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2－及び／又は－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2

ＣＨ2－であり、
Ａ'＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－
Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2－及び／又は－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－であ
り、
Ｅ＝一般式：
　　－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－及び／又は
　　－［ＯＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2］r－［ＯＣＨ2ＣＨ2］q－
のポリアルキレンオキシド基であり、
　ｑ＝１～５０であり、
　ｒ＝０～２０であり、
ここで基Ａの末端位置の酸素原子は基Ｅの末端位置の－ＣＨ2－基に結合し、基Ａ'の末端
位置のカルボニル炭素原子は基Ｅの末端位置の酸素原子に結合し、それぞれエステル基を
形成する］
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を有する少なくとも１種のポリアルキレンオキシド構造単位
ならびに／あるいは式
　　　－Ａ－Ｅ－Ｒ2

［式中、Ａ及びＥは前記の意味を有し、
Ｒ2はＨ、直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20－炭化水素基であり、それは－Ｏ－も
しくは－Ｃ（Ｏ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることが
でき且つアセチレン性、オレフィン性もしくは芳香族性であることができる］
の少なくとも１種の末端位置のポリアルキレンオキシド構造単位
ｂ）少なくとも１つのアンモニウム基を含有する少なくとも１種の２価又は３価の有機基
、
ｃ）一般式：
　　　－Ｋ－Ｓ－Ｋ－
［式中、
Ｓ＝

【化１】

であり、ここで
　Ｒ1＝Ｃ1－Ｃ22－アルキル、Ｃ1－Ｃ22－フルオロアルキル又はアリールであり、
　　　　ｎ＝０～１００であり、数個のＳ基がポリシロキサン化合物中に存在する場合、
これらは同一もしくは異なることができ、
Ｋ＝２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ40炭化水素残基であり、
それは－Ｏ－、
【化２】

により中断されており且つ－ＯＨで置換されており、ここで
残基Ｋは互いに同一もしくは異なることができ、Ｋが３価の基を示す場合、第３の原子価
の飽和は、少なくとも１つのアンモニウム基を含有する上記の有機基への結合を介して行
われている］
を有する少なくとも１種のポリシロキサン構造単位
ｄ）単数もしくは複数のアンモニウム基から生ずる電荷の中和のための少なくとも１種の
有機もしくは無機酸基
を含有するポリシロキサン化合物。
【請求項２】
　Ｋ＝２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ40炭化水素基であり、
それは－Ｏ－、
【化３】

により中断されており且つ－ＯＨで置換されていることができ、ここで基Ｋは互いに同一
もしくは異なることができる
請求項１に記載のポリシロキサン化合物。
【請求項３】
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　少なくとも１つのアンモニウム基を含有する前記の有機基が、成分ｂ）としての一般式
　　　　－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1－
［式中、
Ｎ1は一般式
【化４】

の第４級アンモニウム基であり、
　ここで
　Ｒ4は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素残基を示し
、それは－Ｏ－により中断されており且つ－ＯＨで置換されていることができ、
　Ｒ5は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素残基を示し、それは－Ｏ
－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるい
は２価の基Ｒ4又は４価の基Ｆへの単結合を示し、基－Ｎ1Ｆ－Ｎ1－中ならびにポリシロ
キサン化合物中で基Ｒ4及びＲ5は互いに同一もしくは異なることができ、
Ｆ＝２価もしくは４価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ30炭化水素基を示し、そ
れは－Ｏ－により中断されていることができる］
であるか、一般式：

【化５】

［式中、
　Ｒ6＝１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ30炭化水素基であり、
それは－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる
か、あるいは３価の基Ｋを示すことができ、
　Ｒ7は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、それは－Ｏ－
により中断されていることができ且つ－ＯＨ又は－Ａ－Ｅ－Ｒ2で置換されていることが
でき；ここで－Ａ－Ｅ－Ｒ2は請求項１に記載の意味を有するか、あるいは２価の基Ｒ6又
は３価の基Ｋへの単結合を示し、
　基Ｒ6及びＲ7は互いに同一もしくは異なることができる］
の基であるか、
あるいは式
　　　－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
［式中、
Ｎ5は一般式

【化６】

のアンモニウム基であり、
　ここで
　Ｒ23は水素、１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基
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を示し、それは－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていること
ができ、
　Ｒ24は水素、１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、それ
は－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、
あるいは２価の基Ｒ23への単結合を示し、基－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－内ならびにポリシロキサ
ン化合物中で基Ｒ23及びＲ24は互いに同一もしくは異なることができ、
Ｆ1＝２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状炭化水素基を示し、それは－Ｏ－により、又
は基－Ｅ－により中断されていることができ且つここで基Ｎ5及びＦ1の大部分は与えられ
るいずれの場合にも互いに同一もしくは異なることができる］
の基である、請求項１又は２に記載のポリシロキサン化合物。
【請求項４】
　一般式（Ｉ）
　　　　　　－［Ｂ－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1］m－　　　　　（Ｉ）
［式中、
ｍ＝２～５００であり、
Ｂ＝－Ａ－Ｅ－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｅ－Ａ－、－Ａ－Ｅ－Ａ'－及び－Ａ'－Ｅ－Ａ－よりなる群
から選ばれ、ただし基Ｂの少なくとも１つは－Ａ－Ｅ－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｅ－Ａ－であり、こ
こでＳ、Ｋ、－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－、－Ａ－Ｅ－Ａ'－又は－Ａ'－Ｅ－Ａ－及び－Ｎ1

－Ｆ－Ｎ1－は請求項１～３のいずれか１項で定義したとおりであり、
基Ｂ中の基－Ａ－Ｅ－Ａ'－又は－Ａ'－Ｅ－Ａ－の割合は、－Ａ－Ｅ－Ａ'－又は－Ａ'－
Ｅ－Ａ－の質量がポリマー中のポリシロキサン成分Ｓの質量の０～９０％となるように選
ばれることができる］
の請求項１～３のいずれか１項に記載のポリシロキサン。
【請求項５】
　一般式（ＩＩ）
　　　Ｒ2－Ｅ－Ａ－Ｎ2－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ2－Ａ－Ｅ－Ｒ2　　　（ＩＩ）
［式中、Ｓ、Ｋ、－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－及びＲ2は請求項１又は２に記載の意味を有し
、
Ｎ2は、少なくとも１つの一般式
【化７】

の第４級アンモニウム基を含有する有機基であり、
　ここで
　Ｒ8＝１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、
それは－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができ、
　Ｒ9は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、それは－Ｏ－
により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるいは
２価の基Ｒ8又は３価の基Ｋへの単結合を示し、基Ｒ8及びＲ9は一般式（ＩＩ）のポリシ
ロキサン化合物内で互いに同一もしくは異なることができる］
の請求項１又は２に記載のポリシロキサン化合物。
【請求項６】
　一般式（ＩＩＩ）
　　　　－［Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ3］m－　　　　　　（ＩＩＩ）
［式中、
Ｓ、Ｋ及びｍは請求項１又は２で定義したとおりであり、
Ｎ3は、少なくとも１つの一般式
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【化８】

のアンモニウム基を含有する有機基であり、
　ここで
　Ｒ10は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ30炭化水素基であり、それは－Ｏ
－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるい
はＫへの単結合を示し、
　Ｒ11＝－Ａ－Ｅ－Ｒ2であり、ここで－Ａ－Ｅ－Ｒ2は請求項１に記載の意味を有する］
の請求項１又は２に記載のポリシロキサン化合物。
【請求項７】
　一般式（ＩＶ）
　　　－［Ｎ4－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ4－Ａ－Ｅ－Ａ'］m－又は
　　　－［Ｎ4－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ4－Ａ'－Ｅ－Ａ］m－　　　　　（ＩＶ）
［式中、
ｍ、Ｋ、Ｓ、－Ａ－Ｅ－Ａ'－及び－Ａ'－Ｅ－Ａ－は請求項１又は２で定義したとおりで
あり、
Ｎ4は少なくとも１つの一般式

【化９】

の第４級アンモニウム基を含有する有機基であり、
　ここで
　Ｒ12＝１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり
、それは－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができ
、
　Ｒ13はＲ12の意味を有することができるか、あるいはＫ又はＲ12への単結合を示し、基
Ｒ12及びＲ13は互いに同一もしくは異なることができる］
の請求項１又は２に記載のポリシロキサン化合物。
【請求項８】
　一般式（Ｖ）
　　　　　　－［Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－Ｙ－］m　　　　　（Ｖ）
［式中、
Ｙは式
　－Ｋ－Ｓ－Ｋ－
及び
－Ａ－Ｅ－Ａ'－又は－Ａ'－Ｅ－Ａ－
の基であり、
ここでｍ、Ｋ、Ｓ、－Ａ－Ｅ－Ａ'－及び－Ａ'－Ｅ－Ａ－は請求項１又は２で定義したと
おりであり、基Ｋ、Ｓ、－Ａ－Ｅ－Ａ'－及び－Ａ'－Ｅ－Ａ－は一般式（Ｖ）のポリシロ
キサン化合物内で互いに同一もしくは異なることができ、一般式（Ｖ）のポリシロキサン
化合物中における基－Ｋ－Ｓ－Ｋ－及び基－Ａ－Ｅ－Ａ'－又は－Ａ'－Ｅ－Ａ－のモル比
は１００：１～１：１００であり、
Ｎ5は一般式
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【化１０】

のアンモニウム基であり、
　ここで
　Ｒ23は水素、１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基
を示し、それは－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていること
ができ、
　Ｒ24は水素、１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、それ
は－Ｏ－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、
あるいは２価の基Ｒ23への単結合を示し、基－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－内ならびにポリシロキサ
ン化合物中で基Ｒ23及びＲ24は互いに同一もしくは異なることができ、
Ｆ1＝２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状炭化水素残基を示し、それは－Ｏ－により、
又は基Ｅにより中断されていることができ、ここでＥは請求項１で定義したとおりであり
且つここで基Ｎ5及びＦ1の大部分は与えられるいずれの場合にも互いに同一もしくは異な
ることができる］
の請求項１又は２に記載のポリシロキサン化合物。
【請求項９】
　皮膚及び毛髪のケアのための化粧品用調製物における、硬質表面の処理及び準備（ｏｕ
ｔｆｉｔｔｉｎｇ）のための艶出し剤における、自動車及び他の硬質表面の、例えば機械
洗浄に続く乾燥のための調製物における、編織布及び紡織繊維の（初期）準備／布処理の
ため、非－イオノゲン性もしくはアニオン性／非－イオノゲン性洗剤調製物を用いる編織
布の洗濯の後の別の軟化剤として、非－イオン性もしくはアニオン性／非－イオン性界面
活性剤に基づく編織布洗濯のための調製物中における軟化剤として、ならびに編織布のし
わ／ひだ（ｃｒｕｍｐｌｉｎｇ／ｗｒｉｎｋｌｉｎｇ）を予防するかもしくは反転させる
（ｒｅｖｅｒｓｉｎｇ）ための薬剤としての請求項１～８のいずれか１項に記載のポリシ
ロキサン化合物の使用。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のポリシロキサン化合物の少なくとも１種を、組成
物のために典型的な少なくとも１種のさらに別の成分と一緒に含有する組成物。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明はポリシロキサン化合物、それらの製造法及びそれらの使用に関する。
【０００２】
第３級アミノ基含有ポリシロキサンは、ＥＰ－Ａ－０　４４１　５３０において編織布軟
化剤として開示されている。親水化成分としてエチレンオキシド／プロピレンオキシド単
位をさらに導入することは、ＵＳ　５，５９１，８８０及びＵＳ　５，６５０，５２９に
記載されているとおり、効果を向上させる。そこで、シロキサン主鎖と結合している側鎖
中にエステル構造を介してアルキレンオキシド単位及び第３級アミノ基を置くことが提案
された。この概念に伴う欠点は、第３級アミノ基の存在下における複雑なエステル化であ
る。第２級アミノ官能基と一緒にα，ω－エポキシ－修飾シロキサンを有するポリアルキ
レンオキシドをもたらすこれに対する代替案はＵＳ　５，９８１，６８１から既知である
（ＵＳ　５，８０７，９５６も参照されたい）。
【０００３】
同様に、ＵＳ　４，８４７，１５４に記載されているとおり、用いられるピペラジンの量
に依存して、主鎖中に第３級アミノ官能基を有するオリゴマー又はポリマー構造に導く、
ピペラジンとのα，ω－エポキシ－修飾シロキサンの反応が記載されている。



(7) JP 4936631 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【０００４】
α，ω－ジ第４級ポリシロキサンはＵＳ　４，８９１，１６６から既知である。合成は、
酸の存在下における第３級アミンとのα，ω－ジエポキシドの反応により行われる。ＵＳ
　４，８３３，２２５は、酸の存在下におけるジ－第３級アミンとのα，ω－ジエポキシ
ドの反応を介して合成される線状ポリ第４級ポリシロキサンを開示している。あるいはま
た、ＵＳ　４，５８７，３２１に従うと、α，ω－ハロゲンアルキル－修飾シロキサンは
ジ－第３級アミンと一緒にポリマーポリ第４級化合物に転換される。
【０００５】
ＵＳ　４，８９１，１６６、ＵＳ　４，８３３，２２５及びＵＳ　４，５８７，３２１に
従う物質は、固体表面上で縮む顕著な傾向を有する。
【０００６】
ＵＳ　５，１９６，４９９は、末端の第４級アンモニウム基を有するポリシロキサン化合
物を記載している。それにもかかわらず、内部に２価もしくは３価の架橋第４級アンモニ
ウム基を有するポリシロキサン化合物はそこで言及されていない。
【０００７】
アルキレンオキシド－修飾第４級ポリシロキサンは、α，ω－ＯＨ末端ポリシロキサン及
びトリアルコキシシランから縮合により合成された。ＵＳ　５，６２５，０２４において
すでに記載されているとおり、第４級窒素原子がアルキレンオキシド単位により置換され
ているシランを介して第４級アンモニウム構造が導入される。
【０００８】
厳密にコーム－様のアルキレンオキシド－修飾第４級ポリシロキサンはＵＳ　５，０９８
，９７９から既知である。コーム－様置換ポリエーテルシロキサンのヒドロキシル基はエ
ピクロロヒドリンを用いて対応するクロロヒドリン誘導体に転換される。第３級アミンを
用いる第４級化がこれに加えられる。この合成に伴う欠点は、エピクロロヒドリンを用い
る取り扱いの必要性及び第４級化の間のクロロヒドリン基の比較的低い反応性である。
【０００９】
この理由で、コーム－様置換ポリエーテルシロキサンのヒドロキシル基は代わりにクロロ
酢酸を用いてエステル化された。ＵＳ　５，１５３，２９４及びＵＳ　５，１６６，２９
７に開示されているとおり、カルボニル活性化により助長して、続く第４級化を完了する
ことができる。
【００１０】
シロキサン、アルキレンオキシド及び架橋アンモニウム単位を含有する線状ポリアンモニ
ウム構造は、記載されている方法を介して得られ得ない。
【００１１】
ＤＥ－ＯＳ　３２３６４６６においては、アルコキシシロキサン含有第４級アンモニウム
構造を有するＯＨ－末端シロキサンの変換は反応性中間性生物を与え、それはトリアルキ
ルシロキサンのような適した架橋剤を用いて繊維表面上で洗濯－抵抗性表面に架橋されね
ばならない。この方法の基本的な欠点は、水性仕上げ浴の安定性が時間を経て保証され得
ず、編織布仕上げの前にすでに予測されない架橋反応が浴中で起こり得ることである。ポ
リシロキサン化合物の性質の改良も望ましい。
【００１２】
結局本発明の目的は、ポリアンモニウム－ポリシロキサン化合物が適した適用に続いてシ
リコーンに典型的な柔らかい感触を編織布に与え、この性質のイメージが、必要な場合に
は高い温度において繰り返される洗濯プロセスの間の洗剤調製物の作用の後でも失われな
い、ポリアンモニウム－ポリシロキサン化合物、それらの製造及び洗濯－抵抗性親水性軟
化剤としてのそれらの使用を記載することである。本発明のさらに別の目的は、非－イオ
ノゲン性もしくはアニオン性／非－イオノゲン性界面活性剤に基づく繊維及び編織布の洗
濯に従う別の軟化剤として、あるいは洗濯のための調製物中における軟化剤として、なら
びに編織布のしわを予防するかもしくは反転させる（ｒｅｖｅｒｓｉｎｇ）ための物質と
してのこれらのポリアンモニウム－ポリシロキサン化合物の使用を記載することである。
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【００１３】
さらに本発明の目的は、脂肪及び汚れを遊離させる高い能力を有する濃厚な界面活性剤溶
液の攻撃に抵抗できる、編織布のための洗濯－抵抗性親水性軟化剤として用いるためのポ
リアンモニウム－ポリシロキサン化合物を与えることである。さらに、ポリアンモニウム
－ポリシロキサン化合物は、強力にアルカリ性の錯体形成物質、酸化的に作用する漂白剤
及び近代的洗剤中に含有される複合酵素系に、繊維がそのような洗剤を介する作用に頻繁
に高温で数時間暴露されても、抵抗しなければならない。
【００１４】
本発明のさらに別の目的は、界面活性剤の存在下であまり洗い流され得ないことを条件と
する、毛髪のための処理化合物を与えることにある。対応して、ポリアンモニウム－ポリ
シロキサン化合物を含有する化粧品用調製物も、本発明を介して与えられねばならない。
【００１５】
この理由で本発明の目的は、シロキサン、アルキレンオキシド及び架橋アンモニウム単位
を含有する、当該技術分野における現状の欠点を持たないポリアンモニウム構造を利用で
きるようにすることである。
【００１６】
該目的は本発明に従い、シロキサン及びアルキレンオキシド下部構造がアンモニウム構造
を介して互いに結合しているポリシロキサン化合物により達成される。
【００１７】
本発明は、
ａ）一般式：
－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－、－Ａ－Ｅ－Ａ’－及び／又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－
［式中、
Ａ＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－
、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2－、ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2－、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2－及び／又は－Ｏ
Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2であり、
Ａ’＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－
Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2－及び／又は－Ｃ（Ｏ）Ｃ
Ｈ2ＣＨ2ＣＨ2－であり、
Ｅ＝一般式：
－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－及び／又は
－［ＯＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2］r－［ＯＣＨ2ＣＨ2］q－
のポリアルキレンオキシド基であり、
ｑ＝１～２００であり、
ｒ＝０～２００であり、
ここで基Ａの末端位置の酸素原子は基Ｅの末端位置の－ＣＨ2－基に結合し、基Ａ’の末
端位置のカルボニル炭素原子は基Ｅの末端位置の酸素原子と結合し、それぞれエステル基
を形成している］
を有する少なくとも１つのポリアルキレンオキシド構造単位
ならびに／あるいは式
－Ａ－Ｅ－Ｒ2

［式中、Ａ及びＥは前記の意味を有し、
Ｒ2はＨ、直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20－炭化水素基であり、それは－Ｏ－も
しくは－Ｃ（Ｏ）－により中断されており且つ－ＯＨで置換されており且つアセチレン性
、オレフィン性もしくは芳香族性であることができる］
の少なくとも１つの末端位置のポリアルキレンオキシド構造単位
ｂ）少なくとも１つのアンモニウム基を含有する少なくとも１つの２価又は３価の有機基
、
ｃ）一般式：
－Ｋ－Ｓ－Ｋ－
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［式中、
Ｓ＝
【００１８】
【化１４】

【００１９】
であり、
ここでＲ1＝Ｃ1－Ｃ22－アルキル、Ｃ1－Ｃ22－フルオロアルキル又はアリールであり、
ｎ＝０～１００であり、数個のＳ基がポリシロキサン化合物中に存在する場合、これらは
同一もしくは異なることができ、
Ｋ＝２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ40炭化水素残基であり、
それは
【００２０】
【化１５】

【００２１】
により中断されており且つ－ＯＨで置換されており、ここで
Ｒ1は上記のとおりに定義されるか、あるいは必要なら２価の基Ｒ3への結合を示し、
Ｒ3は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されており且つ－ＯＨ又
は－Ａ－Ｅ－Ｒ2で置換されていることができ、ここでＡ、Ｅ及びＲ2は上記の通りに定義
され、
ここで残基Ｋは互いに同一もしくは異なることができ、Ｋが３価の基を示す場合、第３の
原子価の飽和は、少なくとも１つのアンモニウム基を含有する上記の有機基への結合を介
して行われている］
を有する少なくとも１つのポリシロキサン構造単位
ｄ）単数もしくは複数のアンモニウム基から生ずる電荷の中和のための少なくとも１つの
有機もしくは無機酸基
を含有するポリシロキサン化合物に関する。
【００２２】
本発明のポリシロキサン化合物は、それらが上記で定義した成分ａ）～ｄ）を有すること
を特徴とする。
【００２３】
ポリシロキサン化合物はさらに、上記の構造単位もしくは基ａ）～ｃ）を互いに結合させ
ることにより形成される。成分ｄ）はｂ）成分から生ずる正の電荷の中和のために働く。
【００２４】
本発明のポリシロキサン化合物はオリゴマーもしくはポリマー化合物であることができる
。オリゴマー化合物はさらに、ポリシロキサン化合物が１つだけの繰り返し単位を有して
いる下記に記載する場合も含む。
【００２５】
さらに、本発明のポリマーポリシロキサン化合物は当然、２価の基の交互の結合により生
ずる。
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【００２６】
本発明のポリマーポリシロキサン化合物の場合、末端位置の基は、用いられる出発材料の
末端位置の原子の基から生ずる。これは本質的に専門家に既知である。
【００２７】
好ましい態様において、本発明のポリマーポリシロキサン化合物は、構造成分ａ）～ｃ）
で構成される線状ポリアンモニウム－ポリシロキサン化合物である。本発明の線状ポリマ
ーポリシロキサン化合物、特に繰り返し単位から形成されるそれらの線状ポリマー主鎖は
、ポリアルキレンオキシド構造単位ａ）、少なくとも1つの好ましくは第４級のアンモニ
ウム基を含有する有機基ｂ）及びポリシロキサン構造単位ｃ）を一緒に交互に一列に配置
して構成され得る。すなわち、必要なら構造成分中にさらに存在する遊離の原子価（それ
らが成分ｂ）としての３価の基又は３価の基Ｋの場合に存在し得る時）は、好ましくはポ
リマー側鎖又はポリマーの枝の構成のために働かない。
【００２８】
さらに別の態様において、少なくとも１つのアンモニウム基ｂ）を含有し、且つポリシロ
キサン構造単位ｃ）及びポリアルキレンオキシド構造単位ａ）を構成する有機基の本発明
の線状ポリマーポリシロキサン化合物の主鎖は、側鎖としての３価の有機アンモニウム基
に結合していることとができる。
【００２９】
かくして例えば以下の構造が得られる：
－（ポリアルキレンオキシド構造単位－ポリシロキサン構造単位－ポリアルキレンオキシ
ド構造単位－好ましくは第４級のアンモニウム基）x－
－（ポリシロキサン構造単位－好ましくは第４級のアンモニウム残基）x－ポリアルキレ
ンオキシド構造単位）x－
－（ポリシロキサン構造単位－好ましくは第４級のアンモニウム基）x－ポリアルキレン
オキシド構造単位。
【００３０】
モノマー出発化合物のモル分率に従って１つだけの繰り返し単位を有する本発明のポリシ
ロキサン化合物が生じ得る。これは本質的に専門家に既知である。この事例は例えば構造
：
（末端位置のポリアルキレンオキシド構造単位－第４級アンモニウム基－ポリシロキサン
構造単位－第４級アンモニウム基－末端位置のポリアルキレンオキシド構造単位）
の本発明のポリシロキサン化合物に導く。
【００３１】
本発明のポリシロキサン化合物は好ましくは基本的に成分ａ）～ｄ）より成り、ここで本
発明のポリマーポリシロキサン化合物は当然、モノマー出発材料の変換から生ずる末端基
を有する。しかし、一官能基性鎖中断剤（ｍｏｎｏｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ ｃｈａｉｎ　
ｂｒｅａｋｉｎｇ　ａｇｅｎｔｓ）を用いることもできる。
【００３２】
ポリアルキレンオキシド構造単位ａ）の場合、それは一般式：
－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－、－Ａ－Ｅ－Ａ’－及び／又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－
の２価の基のものであることもできる。
【００３３】
ここで基Ａ又はＡ’は：
Ａ＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－
、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2－、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2－、－ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2－及び／又は－
ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－、
Ａ’＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）－、－
Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ2－及び／又は－Ｃ（Ｏ）Ｃ
Ｈ2ＣＨ2ＣＨ2－
を意味する。
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【００３４】
一般式：
－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－及び／又は－［ＯＣＨ（ＣＨ3）Ｃ
Ｈ2］r－［ＯＣＨ2ＣＨ2］q－であり、ｑ＝１もしくは２～２００であり、ｒ＝０～２０
０であるポリアルキレンオキシド基Ｅは、さらにすべての可能なエチレンオキシド／プロ
ピレンオキシド基を含む。かくしてそれは統計的なエチレンオキシド／プロピレンオキシ
ドコポリマー基あるいは１つもしくはそれより多いエチレンオキシド又はプロピレンオキ
シドブロックの所望の配置を有するエチレンオキシド／プロピレンオキシドブロックコポ
リマー基のものであることができる。
【００３５】
基Ａ又はＡ’の基Ｅへの結合はさらに、それぞれエステル基を形成しながら、基Ａの末端
位置の酸素原子が基Ｅの末端位置の－ＣＨ2－基に結合するように、及び基Ａ’の末端位
置のカルボニル炭素原子が基Ｅの末端位置の酸素原子に結合するように起こる。
【００３６】
ポリアルキレンオキシド構造単位ａ）の場合、それは引き続き式
－Ａ－Ｅ－Ｒ2

［式中、Ａ及びＥは前記の意味を有し、Ｒ2はＨ、直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ

20炭化水素基であり、それは－Ｏ－もしくは－Ｃ（Ｏ）－により中断されていることがで
き且つ－ＯＨで置換されていることができ且つアセチレン性、オレフィン性もしくは芳香
族性であることができる］
の１価の、すなわち末端位置のポリアルキレンオキシド構造単位であることができる。
【００３７】
本発明のポリシロキサン化合物を構成する成分ｂ）は、少なくとも１つのアンモニウム基
を含有する少なくとも１つの２価もしくは３価の有機基である。本発明のポリシロキサン
化合物の残りの成分への該基の結合は、好ましくは有機基中の１つもしくはそれより多い
アンモニウム基の窒素原子を介して行われる。「２価」又は「３価」の概念は、有機アン
モニウム基が、特に本発明のポリシロキサン化合物の残りの成分への結合を形成するため
の２つもしくは３つの遊離の原子価を有することを意味する。アンモニウム基はＮＨ4

+基
により適切に示され、その中で少なくとも２つの水素原子は有機基により置換されている
。好ましくはそれは第２級又は第４級、特に好ましくは第４級アンモニウム基のものであ
る。第４級アンモニウム基は一般に（例えばＲｏｍｐｐ，Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｌｅｘｉｃ
ｏｎを参照されたい）、ＮＨ4

+基の４つの水素原子のすべてが有機基により置き換えられ
ている基として定義される。
【００３８】
本発明のポリシロキサン化合物の成分ｃ）は一般式：
－Ｋ－Ｓ－Ｋ－
の少なくとも１つのポリシロキサン構造単位であり、
その中でＳは一般式：
【００３９】
【化１６】

【００４０】
のポリシロキサン基であり、
ここでＲ1＝Ｃ1－Ｃ22アルキル、Ｃ1－Ｃ22フルオロアルキル又はアリール、好ましくは
フェニルであり、ｎ＝０～１０００であり、ポリシロキサン化合物中に数個の基Ｓが存在
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する場合、これらは同一もしくは異なることができる。
【００４１】
Ｒ1は好ましくはＣ1－Ｃ18アルキル、Ｃ1－Ｃ18フルオロアルキル及びアリールである。
さらにＲ1は好ましくはＣ1－Ｃ18アルキル、Ｃ1－Ｃ6フルオロアルキル及びアリールであ
る。さらにＲ1は好ましくはＣ1－Ｃ6アルキル、Ｃ1－Ｃ6フルオロアルキル、より好まし
くはＣ1－Ｃ4フルオロアルキル及びフェニルである。さらにもっと好ましくは、Ｒ1はメ
チル、エチル、トリフルオロプロピル及びフェニルである。
【００４２】
本発明の枠内で、「Ｃ1－Ｃ22アルキル」という用語は、脂肪族炭化水素基が直鎖状もし
くは分枝鎖状であることができる１～２２個の炭素原子を有することを意味する。メチル
、エチル、プロピル、ｎ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、ノニル、デシル、ウ
ンデシル、イソ－プロピル、ネオペンチル及び１，２，３－トリメチルヘキシルが例とな
る。
【００４３】
本発明の枠内で、「Ｃ1－Ｃ22フルオロアルキル」という概念は、直鎖状もしくは分枝鎖
状であることができ且つ少なくとも１個のフッ素原子で置換されていることができる１～
２２個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素化合物を意味する。モノフルオロメチル、モノ
フルオロエチル、１，１，１－トリフルオロエチル、ペルフルオロエチル、１，１，１－
トリフルオロプロピル、１，２，２－トリフルオロブチルが例として示される。
【００４４】
本発明の枠内で、「アリール」は非置換の又はＯＨ、Ｆ、Ｃｌ、ＣＦ3、Ｃ1－Ｃ6アルキ
ル、Ｃ1－Ｃ6アルコキシ、Ｃ3－Ｃ7シクロアルキル、Ｃ2－Ｃ6アルケニル又はフェニルで
１回もしくは数回置換されているフェニルを意味する。該表現は、必要ならナフチルも意
味することができる。
Ｋは２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ40炭化水素基を示し、そ
れは
【００４５】
【化１７】

【００４６】
により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。ここで「中
断されている」は、２価の基の場合には－ＣＨ2－基が、３価の基の場合には
【００４７】
【化１８】

【００４８】
が上記の基により置き換えられていることを意味する。これは、この指示が用いられれば
、記述の残りの部分にも適用される。
【００４９】
基Ｋは炭素原子を介して基Ｓのケイ素原子に結合している。
【００５０】
上記からわかるとおり、基Ｋは同様に好ましくは第４級アンモニウム基を有することがで
き、本発明のポリシロキサン化合物において上記の成分ｂ）中のアンモニウム基の他にア
ンモニウム基が得られる。
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【００５１】
本発明のポリシロキサン化合物は、例えば基Ｋにおけるように、アミノ基を有しているこ
とができる。酸を用いる本発明のポリシロキサン基の変換はそれらのプロトン化に導く。
プロトン化されたアミノ基を有するそのようなポリシロキサン化合物は、本発明の範囲内
に含有される。
【００５２】
成分ｃ）、ポリシロキサン構造単位－Ｋ－Ｓ－Ｋ－の、基Ｋを介する残りの構造成分への
結合は、好ましくは基Ｋの窒素原子を介して行われない。
【００５３】
Ｒ1は上記で定義したとおりであるか、又は必要なら２価の基Ｒ3への結合を示し、環が生
ずる。
【００５４】
Ｒ3は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されており且つ－ＯＨ又
は－Ａ－Ｅ－Ｒ2で置換されていることができ、ここでＡ、Ｅ及びＲ2は上記の通りに定義
される。
【００５５】
残基Ｋは互いに同一もしくは異なることができ、Ｋが３価の基を示す場合、第３の原子価
の飽和は、少なくとも１つのアンモニウム基を含有する上記の有機基への結合を介して行
われる。
【００５６】
本発明のポリシロキサン化合物はさらに成分ｄ）、アンモニウム基から生ずる電荷の中和
のための少なくとも１つの有機もしくは無機酸基を含有する。有機もしくは無機酸基は正
式には、有機もしくは無機酸からの１つもしくはそれより多いプロトンの開裂から生ずる
基であり、例えばハロゲニド、例えばフルオリド、クロリド、ブロミド、サルフェート、
ナイトレート、ホスフェート、カルボキシレート、例えばホルミエート（ｆｏｒｍｉａｔ
ｅ）、アセテート、プロピオネートなど、スルホネート、サルフェート、ポリエーテルカ
ルボキシレート及びポリエーテルサルフェートを含む。クロリドが好ましい。有機もしく
は無機アニオン性酸基は、本発明のポリシロキサン化合物の成分ｄ）として互いに同一又
は異なることができる。従って好ましくはアルキルハロゲニドを用いるアミンの変換から
ハロゲニドイオンが生ずるが、例えばアミンを用いるビスエポキシドの転換の間に加えら
れ得るカルボン酸からカルボキシレートが生ずる。
【００５７】
本発明のポリシロキサン化合物の好ましい態様において、Ｋは２価もしくは３価の直鎖状
、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ40炭化水素を示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、
【００５８】
【化１９】

【００５９】
－ＮＲ1－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されており且つ－ＯＨで置換されて
いることができ、ここでＲ1は上記のとおりに定義され且つここで基Ｋは互いに同一もし
くは異なることができる。
【００６０】
少なくとも１つの好ましくは第４級のアンモニウム基を含有する前記の有機基は、好まし
くは一般式
－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1－
の基であり、
式中、Ｎ1は一般式
【００６１】
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【化２０】

【００６２】
の第４級アンモニウム基であり、
ここでＲ4は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素残基を
示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されており且つ
－ＯＨで置換されていることができ、Ｒ5は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ

20炭化水素残基を示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中
断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるいは２価の基
Ｒ4又は４価の基Ｆへの単結合を示し、基－Ｎ1Ｆ－Ｎ1－内ならびにポリシロキサン化合
物中で基Ｒ4及びＲ5は互いに同一もしくは異なることができる。
【００６３】
Ｆは２価もしくは４価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ30炭化水素基であり、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、
【００６４】
【化２１】

【００６５】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－、シロキサン鎖Ｓ（Ｓに関して上記が適用される）により中
断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。
【００６６】
式－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1－の第４級アンモニウム基の定義のさらなる特定に関し（好ましい態様
など）、この基が実現されており且つこの一般的状況における妥当性も有する本発明の第
１の態様の説明を参照されたい。
【００６７】
少なくとも１つの好ましくは第４級のアンモニウム基を含有する前記の有機基はさらに、
好ましくは一般式：
【００６８】
【化２２】

【００６９】
の残基であることができ、ここでＲ6は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖
状Ｃ1－Ｃ30炭化水素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－
により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるいは
Ｒ6は３価の基Ｋへの単結合を示すことができ、
Ｒ7は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、それは－Ｏ－、
－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨ又は
－Ａ－Ｅ－Ｒ2で置換されていることができ；ここで－Ａ－Ｅ－Ｒ2は上記の意味を有する
か、あるいは２価の基Ｒ6又は３価の基Ｋへの単結合を示す。
【００７０】
基Ｒ6及びＲ7は互いに同一もしくは異なることができる。
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【００７１】
式
【００７２】
【化２３】

【００７３】
の第４級アンモニウム基の定義のさらなる特定に関し（好ましい態様）、この基が実現さ
れており且つこのより一般的な状況における妥当性も有する本発明の第２、３、及び４の
態様の説明を参照されたい。
【００７４】
少なくとも１つのアンモニウム基を含有する前記の有機基はさらに、好ましくは一般式
－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
の基であることができ、
式中、
Ｎ5は一般式
【００７５】
【化２４】

【００７６】
のアンモニウム基であり、
ここで
Ｒ23は水素、１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を
示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていること
ができ且つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ24は水素、１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、それは
－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－
ＯＨで置換されていることができるか、あるいは２価の基Ｒ23への単結合を示し、基－Ｎ
5－Ｆ1－Ｎ5－内ならびにポリシロキサン化合物中で基Ｒ23及びＲ24は互いに同一もしく
は異なることができ、
Ｆ1＝２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状炭化水素残基を示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ
－、
【００７７】
【化２５】

【００７８】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により、又は基Ｅにより中断されていることができ、ここで
Ｅは上記のとおりに定義され、且つここで基Ｎ5及びＦ1の大部分は与えられるいずれの場
合にも互いに同一もしくは異なることができる。
【００７９】
式：
－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
のアンモニウム基の定義のさらなる特定に関し（好ましい態様）、この基が例として実現
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されており且つこのより一般的な状況における妥当性も有する本発明の第５の態様の説明
を参照されたい。
【００８０】
下記において、本発明の５つの好ましい態様に基づいて本発明をさらに詳細に記述する。
【００８１】
ポリシロキサン化合物の成分ｂ）としての、少なくとも１つの好ましくは第４級のアンモ
ニウム基を含有する上記の有機基が一般式
－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1－
の基を示す本発明の１つの特定の態様（下記では本発明の第１の態様と呼ぶ）は、以下の
一般式（Ｉ）
－［Ｂ－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1］m－　　　　　（Ｉ）
のポリシロキサン化合物により示され、
式中、
ｍ＝２～５００であり、
Ｂ＝－Ａ－Ｅ－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｅ－Ａ－ならびにさらにもし適用可能なら－Ａ－Ｅ－Ａ’－
又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－であり、
ここでＳ、Ｋ、－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－、－Ａ－Ｅ－Ａ’－又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－及び－
Ｎ1－Ｆ－Ｎ1は上記で定義したとおりであり、基Ｂ中の基－Ａ－Ｅ－Ａ’－又は－Ａ’－
Ｅ－Ａ－の割合は、－Ａ－Ｅ－Ａ’－又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－の質量がポリマー中のポリシ
ロキサン部分Ｓの質量の０～９０％、好ましくは０％もしくは０．１～５０％となるよう
に選ばれることができる。
【００８２】
本発明の第１の態様は好ましくは一般式（Ｉ’）
－［Ｂ－Ｎ1－Ｆ－Ｎ1］m－　　　　　（Ｉ’）
［式中、ｍ＝２～５００であり、
Ｂ＝－Ａ－Ｅ－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｅ－Ａ－であり、
Ｓ＝
【００８３】
【化２６】

【００８４】
であり、
Ｒ1＝Ｃ1－Ｃ22－アルキル、Ｃ1－Ｃ22－フルオロアルキル又はアリールであり、
ｎ＝０～１０００であり、
Ｋ＝２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ20－炭化水素基であり、それは－Ｏ－
、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ
且つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｅ＝構造
－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－
のポリアルキレンオキシド単位であり、
ここで
ｑ＝１～２００であり、
ｒ＝０～２００であり、
Ａは－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－又は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ
－であり、
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Ｎ1は第４級アンモニウム構造
【００８５】
【化２７】

【００８６】
であり、
Ｒ4は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20－炭化水素基を示し、
それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ
且つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ5＝Ｒ4であるか、又はＲ4もしくはＦへの単結合を示し、
Ｆは２価もしくは４価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ30－炭化水素基を示し、
それは－Ｏ－、－ＮＨ－、
【００８７】
【化２８】

【００８８】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－、シロキサン鎖Ｓ（Ｓに関して上記の言及が適用される）に
より中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる］
の線状アルキレンオキシド－修飾ポリ第４級ポリシロキサンに関する。
【００８９】
Ｆに関する４価の構造の可能性は、Ｆが接しているＮ1と一緒に分枝もしくは環系を形成
でき、従ってＦはそれぞれ２つの結合を介して２つの接しているＮ1の第４級化に寄与す
ることを意味する。この例示のために、実施例１において議論するピペラジン構造を参照
されたい。
【００９０】
本発明のさらに別の態様において、Ｒ4に関する２価の構造の可能性は、これらの事例が
環状系を形成する構造を含むことを意味し、そこにおいてこの場合、Ｒ5はＲ4への共有単
結合である。例はモルホリニル及びピペリジニル構造である。
【００９１】
本発明のこのいわゆる第１の態様のより好ましい態様を、上記で挙げた式（Ｉ）及び／又
は（Ｉ’）のポリシロキサン化合物の製造法と一緒に、下記に記載する。
【００９２】
Ｒ4は好ましくは－ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ3、－（ＣＨ2）2ＣＨ3、－（ＣＨ2）3ＣＨ3、－（
ＣＨ2）5ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、
【００９３】
【化２９】

【００９４】
であり、
ここでＲ14は好ましくは直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ18－炭化水素基であり、
それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且
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【００９５】
上記のとおり、Ｒ4及びＲ5は一緒になって、式
【００９６】
【化３０】

【００９７】
の環状構造を形成することもできる。
【００９８】
本発明のいわゆる第１の態様において、Ｒ1の場合の好ましい意味に関し、上記の説明を
参照されたい。
【００９９】
本発明のいわゆる第１の態様において、Ｒ4は好ましくは１価もしくは２価の直鎖状、環
状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ16－、好ましくはＣ3－Ｃ16－炭化水素基であり、それは－Ｏ
－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで
置換されていることができ、好ましくは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、－Ｃ（Ｏ）、－
Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができるＣ

3－Ｃ16－炭化水素基であり、ここでＲ1は上記で示した意味を有する。
【０１００】
本発明のいわゆる第１の態様において、Ｆは好ましくは２価もしくは４価の直鎖状、環状
もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ20炭化水素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、
【０１０１】
【化３１】

【０１０２】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－、シロキサン鎖Ｓ（ここでＳに関して上記の言及が適用され
る）により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。
【０１０３】
本発明のいわゆる第１の態様において、Ｋは好ましくは－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－、－（ＣＨ2

）4－、－（ＣＨ2）6、－ＣＨ＝ＣＨＣＨ2－及び－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）
ＣＨ2－である。
【０１０４】
本発明のいわゆる第１の態様において、Ｒ14は好ましくは対応する脂肪酸に由来する非置
換Ｃ5－Ｃ17炭化水素基又はヒドロキシル化カルボン酸、好ましくはサッカリドカルボン
酸（ｓａｃｃｈａｒｉｄｅ　ｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ　ａｃｉｄｓ）に由来することができ
るヒドロキシル化Ｃ5－Ｃ17基を示す。
【０１０５】
本発明のいわゆる第１の態様において、Ｒ14はさらに好ましくは
【０１０６】
【化３２】



(19) JP 4936631 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【０１０７】
より成る群からのヒドロキシル化基を示す。
【０１０８】
本発明のいわゆる第１の態様において、ｍは２～１００、好ましくは２～５０である。
【０１０９】
本発明のいわゆる第１の態様において、ｎは０～１，０００、好ましくは０～１００、よ
り好ましくは０～８０、特に好ましくは１０～８０である。
【０１１０】
本発明のいわゆる第１の態様において、ｑは１～２００、好ましくは１～５０、より好ま
しくは２～２０、特に好ましくは２～１０である。
【０１１１】
本発明のいわゆる第１の態様において、ｒは０～２００、好ましくは０～１００、より好
ましくは０～５０、さらにもっと好ましくは０～２０である。
【０１１２】
本発明で特定されるいわゆる第１の態様のポリシロキサン化合物は、一般式
【０１１３】
【化３３】

【０１１４】
のα，ω－水素ポリシロキサンをヒドロシリル化を介して１．０～１．５モ
ル（ＳｉＨ基に関して）の、一般的組成
ＯＨ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

15

［式中、ｑ及びｒは上記のとおりに定義される］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルケニル－もしくはアルキニル－修飾アルキレ
ンオキシドに由来するカルボキシルハロ酸エステル（ｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ　ｈａｌｏａ
ｃｉｄ　ｅｓｔｅｒ）と反応させ、次いで生成するハロアシル化されたシロキサン－アル
キレンオキシド中間段階をジ－第３級アミンを用いてポリ第４級ポリシロキサン誘導体に
転換することにより好適に製造され得、ここでハロアシル基対第３級アミノ基の化学量論
は好ましくは１：１である。
【０１１５】
一般的構造
【０１１６】
【化３４】
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【０１１７】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンが商業的に入手できない場合には、これらのシロキ
サンを既知の方法を介して、例えば平衡化を介して製造することができる（Ｓｉｌｉｃｏ
ｎｅ，Ｃｈｅｍｉｅ　ｕｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ［Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ，Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ］，Ｖｕｌｋａｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，
Ｅｓｓｅｎ　１９８９，ｐｐ８２－８４）。
【０１１８】
アルキレンオキシドブロックの導入は、対応するアルキレンオキシドのカルボキシルハロ
酸エステルを経て（ｏｖｅｒ）行われる。それらの合成のための好ましい出発材料は上記
の一般的組成
ＯＨ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

15

［式中、ｑ及びｒに関する意味は上記で定義したとおりである］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドである。基Ｒ15は好適にはア
ルケニル及びアルキニル構造を示し、それは本質的に良く知られた≡ＳｉＨの付加を介し
てＫに転換される。Ｒ15に関する例はアリル－、ブテニル－、ヘキセニル－、プロピニル
－及びアリルグリシジル構造である。アルキレンオキシドブロックに関する好ましい代表
的例はジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、３
００～１，０００ｇ／モルのモル重量、好ましくは約４００，６００及び８００ｇ／モル
（４００～８００ｇ／モル）のモル重量を有するオリゴエチレングリコールならびにジプ
ロピレングリコールである。アルケニル－もしくはアルキニル－修飾アルキレンオキシド
の製造は、ＵＳ　５　６２５　０２４及びＯｒｇａｎｉｋｕｍ，Ｏｒｇａｎｉｓｃｈ－ｃ
ｈｅｍｉｓｃｈｅｓ　Ｇｒｕｎｄｐｒａｋｔｉｋｕｍ［Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ　Ｂａｓｉｃ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｃｏｕｒｓｅ］，１７th　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｖ
ＥＢ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　ｄｅｒ　Ｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，Ｂ
ｅｒｌｉｎ　１９８８，ｐ　２５９に記載されているとおり、対応するアルコールへのエ
チレンオキシド及び／又はプロピレンオキシドの酸－もしくはアルカリ－触媒付加を介し
て行われる。
【０１１９】
アルケニル－もしくはアルキニル－修飾アルキレンオキシドのエステル化は既知の方法で
（Ｏｒｇａｎｉｋｕｍ，Ｏｒｇａｎｉｓｃｈ－ｃｈｅｍｉｓｃｈｅｓ　Ｇｒｕｎｄｐｒａ
ｋｔｉｋｕｍ，１７th　Ｅｄｉｔｉｏｎ，ＶＥＢ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　
ｄｅｒ　Ｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，Ｂｅｒｌｉｎ　１９８８，ｐ　４０２－４０８
）、Ｃ2－Ｃ4ハロゲンカルボン酸、それらの無水物又は酸クロリドとの反応を介して行わ
れる。クロロ酢酸及び３－クロロプロピオン酸が酸クロリドとして好適に用いられる。反
応は溶媒の不在下で行われる。反応の詳細は実施例から理解され得る。
【０１２０】
続く段階に、α－アルケニル／アルキニル－、ω－ハロアシル－アルキレンオキシドをα
，ωＳｉ－Ｈ－官能基化シロキサンと反応させる。不飽和カルボキシルハロ酸エステルを
用いるヒドロシリル化の一般的な実施は既知である（Ｂ．Ｍａｒｃｉｎｉｅｃ，Ｃｏｍｐ
ｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｎ　Ｈｙｄｒｏｓｉｌｙｌａｔｉｏｎ，Ｐｅ
ｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ　１９９２，ｐｐ　１３４－１３７，１５１－
１５５）。
【０１２１】
上記の方法の好ましい態様において、第１のα，ω－ＯＨ－末端反応性中間生成物は、ア
ルケニル－もしくはアルキニル－修飾アルキレンオキシドのヒドロシリル化を介して製造
され；続くエステル化段階において、これらの中間生成物を次いで対応するα，ω－ハロ
アシル化合物に転換することができる。これらのα，ω－ハロアシル化シロキサン－アル
キレンオキシド中間段階を適したアミンを用いてポリ第４級ポリマーに転換することがで
きる。
【０１２２】
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一般に第２級アミンを用いることが可能であり、それは２：１のハロアシル基対第２級ア
ミンの化学量論比を用いて対応するポリ第４級化合物を与える。さらに別の好ましい態様
において、２つの第３級アミノ官能基が備えられているアミンの使用が望ましく、その場
合にはハロシアル基対第３級アミノ基の化学量論比は好ましくは１：１である。
【０１２３】
これらのアミンは、第３級アミノ官能基の間に直鎖状スペーサーを有する分子、例えばＮ
，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチレンジアミン及び対応する高級アルケン誘導体であ
ることができる。環状アミンを用いることもできる。Ｎ，Ｎ’－ジメチルピペラジン及び
トリエチレンジアミンはこれらの例である。
【０１２４】
本発明の第１の態様のポリシロキサン化合物の製造のための上記の方法のさらに別の態様
において、２つの第３級アミノ官能基が他の第３級アミノ官能基を超える十分な反応性の
有利性を有している限り、２つより多くの第３級アミノ官能基を有するアミンが好適に用
いられる。
【０１２５】
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’’，Ｎ’’－ペンタメチルジプロピレントリアミンはこの例である。
その場合この型の分子は二官能基性とみなされる。
【０１２６】
さらに、第３級アミノ構造の間に官能基性構造を置くことができる。かくして例えばα，
ω－ＳｉＨ官能基化シロキサンのＮ，Ｎ－ジアルキルアリルアミン、好ましくはＮ，Ｎ－
ジメチルアリルアミンの反応を介して製造され得るα，ω－第３級アミノ－修飾シロキサ
ンの使用は本発明の範囲内である（Ｂ．Ｍａｒｃｉｎｉｅｃ，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖ
ｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｎ　Ｈｙｄｒｏｓｉｌｙｌａｔｉｏｎ，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐ
ｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ　１９９２，ｐｐ　１２２－１２４）。あるいはまた、α，ω－
第３級アミノ－修飾シロキサンの合成のために、対応するα，ω－エポキシ－官能基化シ
ロキサンをジアルキルアミン、例えばジメチルアミン又は環状アミン、例えばモルホリン
もしくはピペリジン又は第２級－第３級ジアミン、例えばＮ－メチルピペラジンの群から
の第２級アミンと反応させることができる。驚くべきことに、この変法を用いると、アリ
ルアミン誘導体のヒドロシリル化段階において、一般的に取り扱いがより簡単なエポキシ
ド誘導体、例えばアリルグリシドエーテルの群からのものが用いられ得ることができるこ
とが見出された。上記の方法のさらに別の好ましい態様において、上記に記載したとおり
、２つより多くの第３級アミノ基の反応性が十分に区別されている限り、２つより多くの
第３級アミノ基を有するシロキサンを用いることができる。これの１つの例は、α，ω－
ＳｉＨ官能基化シロキサンのアリルグリシドエーテルとの２－段階反応及び続くＮ－メチ
ルピペラジンを用いるアルキル化において合成され得るアミノシロキサンである。
【０１２７】
第２級アミン又は少なくとも２つの第３級アミノ構造を含有する分子が上記で議論した化
学量論においてα，ω－ハロアシル化シロキサン－アルキレンオキシド中間段階と反応さ
せられると、シロキサン－アルキレンオキシドブロックが第４級アンモニウム官能基を介
して互いに結合している線状生成物が作られる。２つより多くの第３級アミノ官能基を有
するアミンの意図的な使用を用い、第３級及び第４級窒素原子をそれらのポリマー構造中
に有する位置選択的生成物を合成することが可能である。
【０１２８】
本発明の上記の第１の態様のさらに別の好ましい態様において、シロキサン成分及び／又
はアルキレンオキシド成分の鎖長の点で異なり得る数種のα，ω－ハロアシル化シロキサ
ン－アルキレンオキシド中間段階を用いることができる。さらに別の態様において、α，
ω－ハロアシル化シロキサン－アルキレンオキシド中間段階の一部を、シロキサン成分の
ないα，ω－ハロアシル化アルキレンオキシド誘導体で置き換えることもできる。
【０１２９】
本発明の上記の第１の態様の別の好ましい態様において、α，ω－ハロアシル化シロキサ
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ン－アルキレンオキシド中間段階を種々のアミンに結合させることができる。しかしなが
らこれらの有利な形態のための前提条件は、所望の全体的な反応の化学量論の保持である
。
【０１３０】
好ましいアニオンは特に第４級化の間に生成するハロゲニドイオン、好ましくはクロリド
イオンである。しかしながら、他のアニオンをイオン交換を介して導入することもできる
。カルボキシレート、スルホネート、サルフェート、ポリエーテルカルボキレート及びポ
リエーテルサルフェートのようなアニオンが例として示される。
【０１３１】
第４級化反応は好ましくは極性有機溶媒中で行われる。適した溶媒には例えばメタノール
、エタノール、ｉ－プロパノール及びｎ－ブタノールより成る群からのアルコール類；エ
レチングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、上記のグリコール
類のメチル－、エチル－及びブチルエーテル、１，２－プロピレングリコール及び１，３
－プロピレングリコールより成る群からのグリコール類；ケトン類、例えばアセトン及び
メチルエチルケトン、エステル類、例えば酢酸エチル、酢酸ブチル及び酢酸２－エチル－
ヘキシル、エーテル類、例えばテトラヒドロフランならびにニトロ化合物、例えばニトロ
メタンが含まれる。溶媒の選択は本質的に反応パートナーの溶解度及び所望の反応温度に
基づく。
【０１３２】
反応は２０℃～１３０℃、好ましくは４０℃～１００℃の範囲内で行われる。反応時間は
温度及び互いに反応している基の性質に基づく。一般に、反応は１～１０時間以内に行わ
れ得る。
【０１３３】
本発明の１つの特定の態様（下記では本発明のいわゆる第２の態様と呼ぶ）は、一般式（
ＩＩ）
Ｒ2－Ｅ－Ａ－Ｎ2－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ2－Ａ－Ｅ－Ｒ2　　　（ＩＩ）
［式中、
Ｓ、Ｋ、－Ａ－Ｅ－、－Ｅ－Ａ－及びＲ2は上記で示した意味を有し、
Ｎ2は、少なくとも１つの一般式
【０１３４】
【化３５】

【０１３５】
の第４級アンモニウム基を含有する有機基であり、
ここで
Ｒ8＝１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20－炭化水素基であり、
それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）により中断されていることができ且
つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ9は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20－炭化水素基であり、それは－Ｏ－
、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで
置換されていることができるか、あるいは２価の基Ｒ8又は３価の基Ｋへの単結合を示し
、基Ｒ8及びＲ9は一般式（ＩＩ）のポリシロキサン化合物内で互いに同一もしくは異なる
ことができる］
のポリシロキサン化合物により示される。
【０１３６】
本発明の第２の態様のポリシロキサン化合物は、好ましくは一般式（ＩＩ’)　　　Ｒ16



(23) JP 4936631 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

－Ｅ－Ａ－Ｎ2－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ2－Ａ－Ｅ－Ｒ16　　　（ＩＩ’）
［式中、
Ｓ＝
【０１３７】
【化３６】

【０１３８】
であり、
ここでＲ1＝Ｃ1－Ｃ22－アルキル、Ｃ1－Ｃ22－フルオロアルキル又はアリールであり、
ｎ＝０～１，０００であり
Ｋ＝２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ20炭化水素基であり、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、
【０１３９】
【化３７】

【０１４０】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されてい
ることができ、
Ｎ2＝第４級アンモニウム構造
【０１４１】
【化３８】

【０１４２】
であり、
Ｒ8＝１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且
つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ9＝Ｒ8であるか又はＫもしくはＲ8との単結合を示し、
Ａ＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－又は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ
－であり、
Ｅ＝構造
－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－
のポリアルキレンオキシド単位であり、
ｑ＝１～２００であり、
ｒ＝０～２００であり、
Ｒ16＝Ｈ、直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、それは－Ｏ－も
しくは－Ｃ（Ｏ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることが
でき、アセチレン性、オレフィン性又は芳香族性であることができる］
のα，ω－アルキレンオキシド及びポリ第４級－修飾ポリシロキサンである。
【０１４３】
本発明のこのいわゆる第２の態様のより好ましい態様ならびに開示されている式（ＩＩ）
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及び（ＩＩ’）のポリシロキサン化合物の製造法を下記に記載する。
【０１４４】
Ｋに関する３価の構造の可能性は本明細書で、Ｋが分枝され得ることを意味し、その場合
それは２つの結合を用いてＮ2の第４級化に関与する。Ｒ8に関する２価の構造の可能性は
、これらの事例が環状系を形成する構造を含むことを意味し、その場合そこにおいてＲ9

はＲ2における単結合である。
【０１４５】
Ｒ8は好ましくは－ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ3、－（ＣＨ2）2ＣＨ3、－（ＣＨ2）3ＣＨ3、－（
ＣＨ2）5ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、
【０１４６】
【化３９】

【０１４７】
であり、
ここでＲ17は直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ18炭化水素基であり、それは－Ｏ－
、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで
置換されていることができる。
【０１４８】
上記のとおり、Ｒ8及びＲ9は一緒になって、式
【０１４９】
【化４０】

【０１５０】
の環状構造を形成することもできる。
【０１５１】
本発明のいわゆる第２の態様において、Ｒ1の場合の好ましい意味に関し、前記の説明を
参照されたい。
【０１５２】
本発明のいわゆる第２の態様において、Ｋは好ましくは２価もしくは３価の直鎖状、環状
もしくは分枝鎖状Ｃ3－Ｃ16炭化水素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、
【０１５３】
【化４１】

【０１５４】
－Ｃ（Ｏ）、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されている
ことができ、ここでＲ1は上記のとおりに定義される。Ｋのために好ましいのは、例えば
以下の構造の基である：
【０１５５】
【化４２】
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【０１５６】
Ｒ8は好ましくは１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ16炭化水素基
であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていること
ができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。
【０１５７】
Ｒ16は好ましくは直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ18炭化水素基であり、それは－
Ｏ－又は－Ｃ（Ｏ）－により中断されていることができ、－ＯＨで置換されていることが
でき且つアセチレン性又はオレフィン性であることができる。
【０１５８】
さらに、Ｒ16は好ましくはＣ5－Ｃ17－アルキル、－ＣＨ2ＣＨ＝ＣＨ2、－ＣＨ2ＣＨ（Ｏ
Ｈ）ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ＝ＣＨ2、－ＣＨ2Ｃ≡ＣＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ

3である。
【０１５９】
Ｒ17は好ましくは対応する脂肪酸に由来する非置換Ｃ5－Ｃ17炭化水素基又はヒドロキシ
ル化カルボン酸、好ましくはサッカリドカルボン酸に由来し得るヒドロキシル化Ｃ3－Ｃ1

7基を示す。
【０１６０】
Ｒ17は特に好ましくは
【０１６１】
【化４３】

【０１６２】
より成る群から選ばれる。
【０１６３】
本発明のいわゆる第２の態様において、ｎは好ましくは０～２００、より好ましくは０～
８０、特に好ましくは１０～８０である。
【０１６４】
本発明のいわゆる第２の態様において、ｑは好ましくは１～５０、より好ましくは２～２
０、特に好ましくは２～１０である。
【０１６５】
本発明のいわゆる第２の態様において、ｒは好ましくは０～１００、より好ましくは０～
５０である。
本発明のいわゆる第２の態様において、ｒは好ましくは０～２０、より好ましくは０～１
０である。
【０１６６】
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本発明のいわゆる第２の態様のポリシロキサン化合物は、α，ω位に第３級アミノ基を含
有するシロキサン誘導体が、第３級アミノ基を有する不飽和構造を一般式
【０１６７】
【化４４】

【０１６８】
［式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有する］
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いてヒドロシリル化することを介して製造され
る点で適切に製造され得る。
【０１６９】
方法のための出発材料は、一般的構造
【０１７０】
【化４５】

【０１７１】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンであり、式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有
する。それらが商業的に入手できない場合には、これらのシロキサンを既知の方法を介し
て、例えば平衡化を介して製造することができる（Ｓｉｌｉｃｏｎｅ，Ｃｈｅｍｉｅ　ｕ
ｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ，Ｖｕｌｋａｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，Ｅｓｓｅｎ　１
９８９，ｐｐ８２－８４）。続く第３級アミノ官能基の導入は２つの方法で行われ得る。
第１に、第３級アミノ官能基を有する不飽和構造、例えばＮ，Ｎ－ジメチルアリルアミン
をヒドロシリル化を介して直接シロキサンに結合させることができる。この方法は一般的
に既知である（Ｂ．Ｍａｒｃｉｎｉｅｃ，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈａｎｄｂｏｏ
ｋ　ｏｎ　Ｈｙｄｒｏｓｉｌｙｌａｔｉｏｎ，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏ
ｒｄ　１９９２，ｐｐ　１２２－１２４）。
【０１７２】
第２に、α，ω位に第３級アミノ基を有するシロキサン誘導体及びアルキレンオキシドの
カルボキシルハロ酸エステル誘導体を１：２のシロキサン対カルボキシルハロ酸エステル
のモル比で反応させることができる。
【０１７３】
好ましくは、一般的構造
【０１７４】
【化４６】

【０１７５】
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［式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有する］
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いるハロゲン化アルケン、不飽和カルボキシル
ハロ酸エステル及びエポキシ－官能基性アルケンのヒドロシリル化ならびに続いてＮ，Ｎ
－ジアルキルアミン、環状第２級アミン、第２級アミノ官能基を有するアミノアミド及び
第２級－第３級ジアミンより成る群からのアミノ官能基を有する第２級化合物のアルキル
化を介して、２－段階法でα，ω位に第３級アミノ基を有するシロキサン誘導体を転換す
る。
【０１７６】
好ましくはハロゲン化アルケンとしてアリルクロリド及びアリルブロミドが用いられる。
【０１７７】
クロロ酢酸アリルエステル、クロロ酢酸プロパルギルエステル、３－クロロプロピオン酸
アリルエステル及び３－クロロプロピオン酸プロパルギルエステルより成る群からのもの
が不飽和カルボキシルハロ酸エステルとして好適に用いられる。
【０１７８】
ビニルシクロヘキセンオキシド及びアリルグリシドエーテルがエポキシ官能基性アルケン
として好適に用いられる。ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジブチルアミン、ジエタノ
ールアミン及びＮ－メチルグルカミンがＮ，Ｎ－ジアルキルアミンとして好適に用いられ
る。
【０１７９】
モルホリン及びピペリジンが環状第２級アミンとして好適に用いられる。
【０１８０】
ラクトン、好ましくはγ－ブチロラクトン、グルコン酸－δ－ラクトン及びグルコピラノ
シルアラボン酸ラクトン（ｇｌｕｃｏｐｙｒａｎｏｓｙｌａｒａｂｏｎｉｃ　ａｃｉｄ　
ｌａｃｔｏｎｅ）を用いるジエチレントリアミン又はジプロピレントリアミンからの転換
生成物が、第２級アミノ官能基を有するアミノアミドとして好適に用いられる。
【０１８１】
言い換えると、最初にヒドロシリル化を介して反応性中間生成物を生成させ、それを次い
で続く段階に第３級アミノ構造に転換できるのが好ましい。反応性中間段階の生成のため
の適した出発材料には、例えばハロゲン化アルケン、好ましくはアリルクロリド及びアリ
ルブロミド、不飽和カルボキシルハロ酸エステル、好ましくはクロロ酢酸アリルエステル
、クロロ酢酸プロパルギルエステル、３－クロロプロピオン酸アリルエステル及び３－ク
ロロプロピオン酸プロパルギルエステルならびにエポキシ－官能基性アルケン、例えばビ
ニルシクロヘキセンオキシド及びアリルグリシドエーテルが含まれる。上記で挙げた群の
物質からの例を用いるヒドロシリル化の一般的な実施も既知である（Ｂ．Ｍａｒｃｉｎｉ
ｅｃ，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｎ　Ｈｙｄｒｏｓｉｌｙｌａ
ｔｉｏｎ，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ　１９９２，ｐｐ　１１６－１
２１，１２７－１３０，１３４－１３７，１５１－１５５）。
【０１８２】
続く段階に、反応性中間段階を次いで第２級アミノ官能基を有する化合物と反応させるこ
とができる。適した代表的例にはＮ，Ｎ－ジアルキルアミン、例えばジメチルアミン、ジ
エチルアミン、ジブチルアミン、ジエタノールアミン及びＮ－メチルグルカミン；環状第
２級アミン、例えばモルホリン及びピペリジン；第２級アミノ官能基を有するアミノアミ
ド、例えばγ－ブチロラクトン、グルコン酸－δ－ラクトン及びグルコピラノシルアラボ
ン酸ラクトン（ＤＥ－ＯＳ　４３１８５３６、実施例１１ａ、１２ａ、１３ａ）のような
ラクトンを用いるジエチレントリアミン又はジプロピレントリアミンの転換生成物ならび
に第２級－第３級ジアミン、例えばＮ－メチルピペラジンが含まれる。
【０１８３】
第２級－第３級ジアミンを用いる場合には、好ましくはエポキシド誘導体を反応における
パートナーとして用いるべきであり、それはこの方法でさらに費用をかけずに第３級アミ
ノ官能基のアルキル化を排除できるからである。
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【０１８４】
好ましくは一般的組成
ＨＯ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

16

［式中、ｑ、ｒ及びＲ16は上記で示した意味を有する］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドならびに好ましくはジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール又は３００～１，０
００ｇ／モルのモル重量を有するオリゴエチレングリコール及びジプロピレングリコール
より成る群からのモノ置換誘導体に基づくカルボキシルハロ酸エステルが用いられる。
【０１８５】
カルボキシルハロ酸エステルとして、約４００、６００及び８００ｇ／モル（約４００～
８００ｇ／モル）のモル重量を有するオリゴエチレングリコールの群からのものが好適に
用いられる。
【０１８６】
言い換えると、アルキレンオキシドブロックの導入は、好ましくは対応するアルキレンオ
キシドのカルボキシルハロ酸エステルを介して行われる。好ましい出発材料は一般的組成
ＨＯ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

16

［式中、ｑ、ｒ及びＲ16は上記で示した意味を有する］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドである。好ましい代表的例は
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、３００～
１，０００ｇ／モルのモル重量を有するオリゴエチレングリコール、好ましくは４００、
６００及び８００ｇ／モルのモル重量を有する群からのものならびにジプロピレングリコ
ールの対応してモノ置換された誘導体である。これらのエーテル及びエステルの製造は既
知の手段を介して、対応するアルコール（Ｏｒｇａｎｉｋｕｍ，Ｏｒｇａｎｉｓｃｈ－ｃ
ｈｅｍｉｓｃｈｅｓ　Ｇｒｕｎｄｐｒａｋｔｉｋｕｍ，１７th　Ｅｄｉｔｉｏｎ，ＶＥＢ
　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　ｄｅｒ　Ｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，Ｂｅｒ
ｌｉｎ　１９８８，ｐ　２５９；ＵＳ　５６２５０２４）又はカルボン酸（Ｅ．Ｓｕｎｇ
，Ｗ．Ｕｍｂａｃｈ，Ｈ．Ｂａｕｍａｎｎ，Ｆｅｔｔｅ　Ｓｅｉｆｅｎ　Ａｎｓｔｒｉｃ
ｈｍｉｔｔｅｌ［Ｆａｔｓ，Ｓｏａｐｓ，Ｐａｉｎｔｓ］７３，８８［１９７１］）への
エチレンオキシド及び／又はプロピレンオキシドの酸－及びアルカリ－触媒付加を用いて
行われる。
【０１８７】
続くカルボキシルハロ酸エステルの合成は既知の方法を用い（Ｏｒｇａｎｉｋｕｍ，Ｏｒ
ｇａｎｉｓｃｈ－ｃｈｅｍｉｓｃｈｅｓ　Ｇｒｕｎｄｐｒａｋｔｉｋｕｍ，１７th　Ｅｄ
ｉｔｉｏｎ，ＶＥＢ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　ｄｅｒ　Ｗｉｓｓｅｎｓｃｈ
ａｆｔｅｎ，Ｂｅｒｌｉｎ　１９８８，ｐ　４０２－４０８）、Ｃ2－Ｃ4ハロゲンカルボ
ン酸、それらの無水物もしくは酸クロリドとの反応を介して行われる。Ｒ4が水素を示す
ヒドロキシル－官能基性カルボキシルハロ酸エステルの選択的な合成は、酸条件下におけ
る対応するハロゲンカルボン酸へのエチレンオキシド及び／又はプロピレンオキシドの付
加を介して行われる。
【０１８８】
α，ω位に第３級アミノ基を有するシロキサン誘導体及びアルキレンオキシドのカルボキ
シルハロ酸エステル誘導体を好ましくは１：２のシロキサン対カルボキシルハロ酸エステ
ルのモル比で反応させる。この方法を用い、シロキサン及びアルキレンオキシドブロック
が第４級アンモニウム官能基を介して互いに結合している生成物が合成される。
【０１８９】
例えば適切に置換されたピペラジン環の意図的な導入を用い、それらのポリマー構造中に
1つの第３級及び1つの第４級窒素原子を有する位置選択的生成物の合成に成功することが
できる。この場合、カルボキシルハロ酸エステルの過剰分は、残りの第３級アミノ官能基
の第４級化の開始に導く。
【０１９０】
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本発明のさらに別の好ましい態様において、それぞれ異なる鎖長の複数のシロキサン成分
及び／又はアルキレンオキシド誘導体を、所望の全体的化学量論を保持しながら互いに反
応させることができる。これは単独のシロキサン成分の使用により、あるいは数個のシロ
キサン成分の選択的混合物を介して所望のシロキサン鎖長を確立する可能性を生ずる。同
様に、モノモダル、ビモダルもしくはポリモダル分布の形態の有利な平均アルキレンオキ
シドブロック長を与えることも可能である。
【０１９１】
可能性のあるアニオンは第４級化の間に生成するハロゲニドイオン、好ましくはクロリド
イオンである。しかしながら、他のアニオンをイオン交換を介して導入することもできる
。この適した例にはカルボキシレート、スルホネート、サルフェート、ポリエーテルカル
ボキレート及びポリエーテルサルフェートのようなアニオンが含まれる。
【０１９２】
第４級化反応は好ましくは極性有機溶媒中で行われる。適した溶媒は例えばアルコール類
、特にメタノール、エタノール、ｉ－プロパノール及びｎ－ブタノール；グリコール類、
例えばエレチングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、上記で挙
げたグリコール類のメチル－、エチル－及びブチルエーテル、１，２－プロピレングリコ
ール及び１，３－プロピレングリコール；ケトン類、例えばアセトン及びメチルエチルケ
トン；エステル類、例えば酢酸エチル、酢酸ブチル及び酢酸２－エチル－ヘキシル；エー
テル類、例えばテトラヒドロフラン；ならびにニトロ化合物、例えばニトロメタンである
。溶媒の選択は本質的に反応パートナーの溶解度及び所望の反応温度に基づく。
【０１９３】
反応は２０℃～１３０℃、好ましくは４０℃～１００℃の範囲の温度下で行われる。
【０１９４】
本発明の1つの特定の態様（下記では本発明のいわゆる第３の態様と呼ぶ）は一般式（Ｉ
ＩＩ）
－［Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ3］m－　　　　　　　（ＩＩＩ）
［式中、
Ｓ、Ｋ及びｍは上記で定義したとおりであり、
Ｎ3は、少なくとも１つの一般式
【０１９５】
【化４７】

【０１９６】
の第４級アンモニウム基を含有する有機基であり、
ここでＲ10は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ30炭化水素基を示し、それは
－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－
ＯＨで置換されていることができるか、あるいはＫへの共有単結合を示し、
Ｒ11＝－Ａ－Ｅ－Ｒ2であり、ここで－Ａ－Ｅ－Ｒ2は上記で示した意味を有する］
のポリシロキサン化合物により示される。
【０１９７】
好ましくは、本発明の第３の態様のポリシロキサン化合物は、一般式（ＩＩＩ’）
－［Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ3］m－
（ＩＩＩ’）
［式中、ｍは２～５００であり、
Ｓ＝
【０１９８】
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【化４８】

【０１９９】
であり、
Ｒ1＝Ｃ1－Ｃ22アルキル、Ｃ1－Ｃ22フルオロアルキル又はアリールであり、
Ｎ3＝第４級アンモニウム構造
【０２００】
【化４９】

【０２０１】
である］
のアルキレンオキシド－修飾ポリ第４級ポリシロキサンである。
【０２０２】
ここでＲ10は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ30炭化水素基を
示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていること
ができ且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるいはＫへの共有単結合を示し
Ｒ3は－Ａ－Ｅ－であり、ここで
Ａ＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－又は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ
－であり、
Ｅ＝構造
－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－Ｒ18

のポリアルキレンオキシド単位であり、
ｑ＝１～２００であり、
ｒ＝０～２００であり、
Ｒ18＝Ｈ、直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、それはＯ－又は
－Ｃ（Ｏ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されていることができ且
つアセチレン性、オレフィン性又は芳香族性であることができ、
Ｋ＝２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ40炭化水素基であり、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、
【０２０３】
【化５０】

【０２０４】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されてい
ることができるか、
あるいは第４級アンモニウム構造Ｎ5を含有し、ここで
Ｎ5＝
【０２０５】
【化５１】
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【０２０６】
であり、
Ｒ19は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、
それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ
且つ－ＯＨで置換されていることができるか、あるいはＲ10との共有単結合を示し、
Ｒ20は上記で定義した－Ａ－Ｅ－である。
【０２０７】
本発明のいわゆる第３の態様のより好ましい態様を、上記で挙げた式（ＩＩＩ）及び／又
は（ＩＩＩ’）のポリシロキサン化合物の製造法と一緒に、下記に記載する。
【０２０８】
Ｒ10及びＲ19は互いに独立して、好ましくは－ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ3、－（ＣＨ2）2ＣＨ3

、－（ＣＨ2）3ＣＨ3、－（ＣＨ2）5ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、
【０２０９】
【化５２】

【０２１０】
であり、
ここでＲ21は直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ18炭化水素基であり、それは－Ｏ－
、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで
置換されていることができる。
【０２１１】
本発明のいわゆる第３の態様の１つの態様は、環状系を形成する構造の周りにおけるＲ10

に関する２価の構造を含み、その場合Ｒ10はＫへの、好ましくは第３級アミノ構造への、
又はＲ19を介して第４級構造Ｎ5への共有単結合を有する。
【０２１２】
本発明のいわゆる第３の態様におけるＲ1の場合の好ましい意味に関し、上記の議論を参
照されたい。
【０２１３】
好ましくは、Ｒ10は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ25炭化水
素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されてい
ることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。
【０２１４】
好ましくは、Ｒ19は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ25炭化水
素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されてい
ることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。
【０２１５】
本発明のいわゆる第３の態様において、Ｋはさらに好ましくは２価もしくは３価の直鎖状
、環状もしくは分枝鎖状Ｃ3－Ｃ30炭化水素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1

－、
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【０２１６】
【化５３】

【０２１７】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されてい
ることができ；さらにもっと好ましくは、Ｋは
【０２１８】
【化５４】

【０２１９】
であり、
ここでＲ20は上記で定義したとおりである。
【０２２０】
本発明のいわゆる第３の態様において、Ｒ2又はＲ18は好ましくは直鎖状、環状もしくは
分枝鎖状Ｃ1－Ｃ18炭化水素基であり、それは－Ｏ－又は－Ｃ（Ｏ）－により中断されて
いることができ且つ－ＯＨで置換されていることができ且つアセチレン性又はオレフィン
性であることができる。より好ましくは、Ｒ2又はＲ18はＣ1－Ｃ6－アルキル、－ＣＨ2Ｃ
Ｈ＝ＣＨ2、－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ＝ＣＨ2、－ＣＨ2Ｃ≡ＣＨ、－Ｃ（Ｏ
）ＣＨ3又は－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2ＣＨ3である。
【０２２１】
好ましくは、Ｒ21は対応する脂肪酸に由来する非置換Ｃ5－Ｃ17炭化水素基であるか、又
はヒドロキシル化Ｃ3－Ｃ17基を含有し、ヒドロキシル化カルボン酸、好ましくはサッカ
リドカルボン酸に由来する。
【０２２２】
かくしてＲ21は、例えば
【０２２３】
【化５５】

【０２２４】
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【０２２５】
本発明のいわゆる第３の態様において、ｍは好ましくは２～１００、特に好ましくは２～
５０であり、ｎは０～１００、好ましくは０～８０、特に好ましくは１０～８０であり、
ｑは１～５０、好ましくは２～５０、特に好ましくは２～２０であり、さらにもっと好ま
しくはｑは２～１０であり、ｒは０～１００、好ましくは０～５０、特に好ましくは０～
２０であり、さらにもっと好ましくはｒは０～１０である。
【０２２６】
本発明のいわゆる第３の態様において記載されるポリシロキサン化合物は、第３級アミノ
酸を含有し、Ｔ＝
【０２２７】
【化５６】

【０２２８】
を有する一般的構造
－［Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｔ］m－
［式中、Ｋ、Ｓ、Ｒ10及びｍは上記で示した意味を有する］
のものであるポリマーを、一般的構造
ＯＨ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

2

［式中、ｑ、ｒ及びＲ2は上記で示した意味を有する］
のアルキレンオキシド誘導体に由来し、第４級アンモニウム化合物に変換されたカルボキ
シルハロ酸エステルを用いて転換することにより好適に製造され得、カルボキシルハロ酸
エステルのモル量は第３級アミノ官能基のモル量の５％である。
【０２２９】
これにおいて、カルボキシルハロ酸エステルのモル量は好ましくは第３級アミノ官能基の
モル量の２５％、より好ましくは５０％、特に好ましくは７０％の量である。
【０２３０】
好ましくは、等モル量のカルボキシルハロ酸エステルが用いられる。
【０２３１】
Ｔ＝
【０２３２】
【化５７】

【０２３３】
を有する一般的構造
－［Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｔ］m－
［式中、Ｋ、Ｓ、Ｒ10及びｍは上記で示した意味を有する］
の、第３級アミノ官能基を有するポリマーの製造は、第２級アミノ官能基を含有し、Ｎ－
メチルアリルアミン又はＣＨ2＝ＣＨＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2ＮＨＣＨ3より成る
群からのものである不飽和構造を、一般的構造
【０２３４】
【化５８】
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【０２３５】
［式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有する］
の、及び一般式
【０２３６】
【化５９】

【０２３７】
［式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有する］
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いてハロゲン化アルケン、不飽和カルボキシル
ハロ酸エステル及びエポキシ－官能基性アルケンのヒドロシリル化を介して転換される反
応性アルキル化シロキサン中間生成物を含有する抽出されたα，ω第２級アミノ－修飾シ
ロキサンのα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いてヒドロシリル化することを介する
アルキル化を介して好適に成され、ここで第２級アミノ基対アルキル化基の化学量論は１
：１である。
【０２３８】
より好ましくは、第３級アミノ官能基を含有し、Ｋ、Ｓ、Ｒ10及びｍが上記で示した意味
を有する一般式（ＩＩＩ）又は（ＩＩＩ’）のポリマーの製造は、ハロゲン化アルケン、
不飽和カルボキシルハロ酸エステル及びエポキシ－官能基性アルケンを、一般的構造
【０２３９】
【化６０】

【０２４０】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いてヒドロシリル化することを介して製造され
る反応性アルキル化シロキサン中間生成物を用いて、メチルアミンのような第１級アミン
をアルキル化することを介して行われ、ここで第１級アミン対アルキル化基の化学量論は
１：２である。
【０２４１】
好ましくは、アリルクロリド及びアリルブロミドがハロゲン化アルケンとして用いられる
。
【０２４２】
不飽和カルボキシルハロ酸エステルとして、クロロ酢酸アリルエステル、クロロ酢酸プロ
パルギルエステル、３－クロロプロピオン酸アリルエステル及び３－クロロプロピオン酸
プロパルギルエステルより成る群からのものが好適に用いられる。
【０２４３】
ビニルシクロヘキセンオキシド及びアリルグリシドエーテルがエポキシ官能基性アルケン
として好適に用いられる。
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【０２４４】
さらに、第３級アミノ官能基を含有し、Ｋ、Ｓ、Ｒ10及びｍが上記で示した意味を有する
一般式（ＩＩＩ）又は（ＩＩＩ’）のポリマーは、一般的構造
【０２４５】
【化６１】

【０２４６】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いる二官能基性第２級アミン又は対応する第２
級アミノ－官能基性アミノアミドのアルキル化を介して好適に製造され、ここで第２級ア
ミノ基対アルキル化基の化学量論は１：１である。
【０２４７】
本発明のいわゆる第３の態様のポリシロキサン化合物の製造に関する上記の態様において
、カルボキシルハロ酸エステルは一般的組成
ＨＯ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

2

［式中、ｑ、ｒ及びＲ2は上記で示した意味を有する］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドに基づき、そしてジエチレン
グリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、３００～１，０００
ｇ／モルのモル重量、好ましくは４００、６００及び８００ｇ／モル（４００～８００ｇ
／モル）のモル重量を有するオリゴエチレングリコールならびにジプロピレングリコール
の対応するモノ置換誘導体が用いられる。
【０２４８】
本発明の１つの特定の態様（下記では本発明のいわゆる第４の態様と呼ぶ）は、一般式（
ＩＶ）：
－［Ｎ4－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ4－Ａ－Ｅ－Ａ’］m－又は
－［Ｎ4－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ4－Ａ’－Ｅ－Ａ］m－　　　　　（ＩＶ）
［式中、ｍ、Ｋ、Ｓ、－Ａ－Ｅ－Ａ’－及び－Ａ’－Ｅ－Ａ－は上記で定義したとおりで
あり、
Ｎ4は少なくとも１つの第４級アンモニウム基を含有する有機基であり、一般式
【０２４９】
【化６２】

【０２５０】
のものであり、
ここでＲ12は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基で
あり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていること
ができ且つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ13はＲ12の意味を有することができるか、あるいはＫ又はＲ12への共有単結合を示すこ
とができ、基Ｒ12及びＲ13は互いに同一もしくは異なることができる］のポリシロキサン
化合物により示される。
【０２５１】
好ましくは、本発明の第４の態様のポリシロキサン化合物は、一般式（ＩＶ’）
－［Ｎ4－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｎ4－Ａ－Ｅ－Ａ］m－　　　　　（ＩＶ’）
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［式中、ｍ＝２～５００であり、
Ｓ＝
【０２５２】
【化６３】

【０２５３】
であり、
ここで、
Ｒ1＝Ｃ1－Ｃ22アルキル、Ｃ1－Ｃ22フルオロアルキル又はアリールであり、
ｎ＝０～１，０００であり
Ｋは２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ20炭化水素基を示し、そ
れは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、
【０２５４】
【化６４】

【０２５５】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されてい
ることができ、
Ｎは第４級アンモニウム構造
【０２５６】
【化６５】

【０２５７】
であり、
ここでＲ12は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基で
あり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていること
ができ且つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ13＝Ｒ12であるか又はＫもしくはＲ12との共有単結合を示し、
Ａ＝－ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ－又は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2Ｃ（Ｏ）Ｏ
－であり、
Ｅ＝構造
－［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］r－
のポリアルキレンオキシド単位であり、
ｑ＝１～２００であり、
ｒ＝０～２００である］
のアルキレンオキシド－修飾ポリ第４級ポリシロキサンである。
【０２５８】
本発明のこのいわゆる第４の態様のより好ましい態様を、上記で挙げた式（ＩＶ）及び／
又は（ＩＶ’）のポリシロキサン化合物の製造法と一緒に下記に記載する。
【０２５９】
Ｋに関する３価の構造の可能性は、Ｋが分枝され得、その場合２つの結合を用いてＮ4の
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第４級化に関与できることを意味する。
【０２６０】
Ｒ12に関する２価の構造の可能性は、これらの事例が環状系を形成する構造を含むことを
意味し、その場合Ｒ13はＲ12への単結合である。
【０２６１】
Ｒ12は好ましくは－ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ3、－（ＣＨ2）2ＣＨ3、－（ＣＨ2）3ＣＨ3、－
（ＣＨ2）5ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、
【０２６２】
【化６６】

【０２６３】
であり、
ここでＲ22は直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ18炭化水素基であり、それは－Ｏ－
、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで
置換されていることができる。
【０２６４】
上記のとおり、Ｒ12及びＲ13は一緒になって式
【０２６５】
【化６７】

【０２６６】
の環状構造を形成することもできる。
【０２６７】
本発明のいわゆる第４の態様におけるＲ1の場合の好ましい意味に関し、前記の議論を参
照されたい。
【０２６８】
好ましくは、Ｒ12は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ16炭化水
素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されてい
ることができ且つ－ＯＨで置換されていることができる。
【０２６９】
いわゆる第４の態様において、Ｋは好ましくは２価もしくは３価の直鎖状、環状もしくは
分枝鎖状Ｃ3－Ｃ16炭化水素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＮＲ1－、
【０２７０】
【化６８】

【０２７１】



(38) JP 4936631 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで置換されてい
ることができ；特に好ましくは、Ｋは
【０２７２】
【化６９】

【０２７３】
である。
【０２７４】
好ましくは、Ｒ22は対応する脂肪酸に由来する非置換Ｃ5－Ｃ17炭化水素基であるか、あ
るいはまたヒドロキシル化Ｃ3－Ｃ17基を含有し、それはヒドロキシル化カルボン酸、好
ましくはサッカリドカルボン酸に由来することができる。
【０２７５】
より好ましくは、Ｒ22は：
【０２７６】
【化７０】

【０２７７】
である。
【０２７８】
ｍは好ましくは２～１００、特に好ましくは２～５０である。ｎは０～１００、好ましく
は０～８０、特に好ましくは１０～８０である。ｑは１～５０、好ましくは２～５０、特
に好ましくは２～２０であり、さらにもっと好ましくはｑは２～１０である。ｒは０～１
００、好ましくは０～５０、特に好ましくは０～２０であり、さらにもっと好ましくはｒ
は０～１０である。
【０２７９】
本発明の範囲内で、上記で用いられた「Ｃ1－Ｃ22アルキル又はＣ1－Ｃ30炭化水素基」と
いう用語は、１～２２個の炭素原子又は１～３０個の炭素原子を有する脂肪族炭素－水素
化合物を意味し、それらは直鎖状もしくは分枝鎖状であることができる。例はメチル、エ
チル、プロピル、ｎ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、ノニル、デシル、ウンデ
シル、イソ－プロピル、ネオペンチル及び１，２，３トリメチルヘキシルである。
【０２８０】
本発明の範囲内で、上記で用いられた「Ｃ1－Ｃ22フルオロアルキル」という用語は、１
～２２個の炭素原子を有し、直鎖状もしくは分枝鎖状であることができ且つ少なくとも１
つのフッ素原子により置換されている脂肪族炭素－水素化合物を意味する。例はモノフル
オロメチル、モノフルオロエチル、１，１，１－トリフルオロエチル、ペルフルオロエチ
ル、１，１，１－トリフルオロプロピル及び１，２，２－トリフルオロブチルである。
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【０２８１】
本発明の範囲内で、「アリール」という用語は、それが上記で用いられた場合、非置換フ
ェニル又はＯＨ、Ｆ、Ｃｌ、ＣＦ3、Ｃ1－Ｃ6アルキル、Ｃ1－Ｃ6アルコキシ、Ｃ3－Ｃ7

シクロアルキル、Ｃ2－Ｃ6アルケニルもしくはフェニルにより置換されたモノもしくはポ
リ置換フェニルを意味する。該用語はナフチルも意味することができる。
【０２８２】
本発明のいわゆる第４の態様のポリシロキサン化合物は、α，ω位に第３級アミノ基を有
するシロキサン誘導体を、α，ω位にカルボキシルハロ酸エステル官能基を含有するアル
キレンオキシドと、シロキサン対カルボキシルハロ酸エステルの等モル比で反応させるこ
とにより好適に製造され得る。
【０２８３】
好ましくは、α，ω位に第３級アミノ基を有するシロキサン誘導体は、第３級アミノ基を
含有する不飽和構造及び一般的構造
【０２８４】
【化７１】

【０２８５】
［式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有する］
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンのヒドロシリル化を介して製造され得る。
【０２８６】
さらに、α，ω位に第３級アミノ基を有するシロキサン誘導体を、ハロゲン化アルケン、
不飽和ハロゲンカルボン酸エステル及びエポキシ－官能基性アルケンの、一般的構造
【０２８７】
【化７２】

【０２８８】
［式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味を有する］
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンを用いるヒドロシリル化ならびに続くＮ，Ｎ－ジア
ルキルアミン、環状第２級アミン、第２級アミノ官能基を含有するアミノアミド及び第２
級－第３級ジアミンより成る群からの、第２級アミノ官能基を含有する化合物のアルキル
化を含む２－段階法において転換することができる。
【０２８９】
アリルクロリド及びアリルブロミドが本明細書においてハロゲン化アルケンとして好適に
用いられる。
【０２９０】
不飽和カルボキシルハロ酸エステルとして、クロロ酢酸アリルエステル、クロロ酢酸プロ
パルギルエステル、３－クロロプロピオン酸アリルエステル及び３－クロロプロピオン酸
プロパルギルエステルより成る群からのものが好適に用いられる。
【０２９１】
ビニルシクロヘキセンオキシド及びアリルグリシドエーテルがエポキシ官能基性アルケン
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として好適に用いられる。
【０２９２】
ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジブチルアミン、ジエタノールアミン及びＮ－メチル
グルカミンがＮ，Ｎ－ジアルキルアミンとして好適に用いられる。
【０２９３】
モルホリン及びピペリジンが環状第２級アミンとして好適に用いられる。
【０２９４】
ラクトン、好ましくはγ－ブチロラクトン、グルコン酸－δ－ラクトン及びグルコピラノ
シルアラボン酸ラクトンを用いるジエチレントリアミン又はジプロピレントリアミンの転
換生成物が、第２級アミノ官能基含有アミノアミドとして好適に用いられる。
【０２９５】
α，ω－カルボキシルハロ酸エステルとして、一般的組成
ＨＯ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＲ

2

［式中、ｑ、ｒ及びＲ2は請求項１において開示された意味を有する］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドに基づくものならびにジエチ
レングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール又は３００～１，
０００ｇ／モルのモル重量を有するオリゴエチレングリコール及びジプロピレングリコー
ルより成る群からのモノ置換誘導体が好適に用いられ；より好ましくは約４００、６００
及び８００ｇ／モル（４００～８００ｇ／モル）のモル重量を有するオリゴエチレングリ
コールの群からのものが用いられる。
【０２９６】
かくして本発明の第４の態様において特定される化合物の合成のために、一般的構造
【０２９７】
【化７３】

【０２９８】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンが用いられ、式中、Ｒ1及びｎは上記で示した意味
を有する。それらを商業的に入手できない場合は、これらのシロキサンを既知の方法を介
して、例えば平衡化を介して製造することができる（Ｓｉｌｉｃｏｎｅ，Ｃｈｅｍｉｅ　
ｕｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ，Ｖｕｌｋａｎ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｅｓｓｅｎ　１９８９
，ｐｐ　８２－８４）。
【０２９９】
続く第３級アミノ官能基の導入は、例えば２つの方法で行われ得る。一方では、第３級ア
ミノ官能基を含有する不飽和構造、例えばＮ，Ｎ－ジメチルアリルアミンをヒドロシリル
化を介して直接シロキサンに結合させることができる。この方法は当該技術分野において
一般的に既知であり、Ｂ．Ｍａｒｃｉｎｉｅｃ，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈａｎｄ
ｂｏｏｋ　ｏｎ　Ｈｙｄｒｏｓｉｌｙｌａｔｉｏｎ，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏ
ｘｆｏｒｄ　１９９２，ｐｐ　１２２－１２４に記載されている。
【０３００】
他方では、最初にヒドロシリル化を介して反応性中間生成物を生成させるのが好ましく、
次いでそれを続く段階においてアミノ構造に転換することができる。反応性中間段階の生
成のための適した出発材料にはハロゲン化アルケン、好ましくはアリルクロリド及びアリ
ルブロミドより成る群からのもの；不飽和カルボキシルハロ酸エステル、好ましくはクロ
ロ酢酸アリルエステル、クロロ酢酸プロパルギルエステル、３－クロロプロピオン酸アリ
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ルエステル及び３－クロロプロピオン酸プロパルギルエステルより成る群からのもの；な
らびにエポキシ－官能基性アルケン、例えばビニルシクロヘキセンオキシド及びアリルグ
リシドエーテルが含まれる。上記で挙げた群の材料からの代表的例を用いるヒドロシリル
化の一般的な方法も当該技術分野において既知である（Ｂ．Ｍａｒｃｉｎｉｅｃ，Ｃｏｍ
ｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｎ　Ｈｙｄｒｏｓｉｌｙｌａｔｉｏｎ，Ｐ
ｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ　１９９２，ｐｐ　１１６－１２１，１２７
－１３０，１３４－１３７，１５１－１５５）。
【０３０１】
続く段階に、反応性中間段階を次いで第２級アミノ官能基を有する化合物と反応させるこ
とができる。適した代表的例はＮ，Ｎ－ジアルキルアミン、好ましくはジメチルアミン、
ジエチルアミン、ジブチルアミン、ジエタノールアミン及びＮ－メチルグルカミンより成
る群からのもの又は環状第２級アミン、例えばモルホリン及びピペリジン；第２級アミノ
官能基を有するアミノアミド、例えばγ－ブチロラクトン、グルコン酸－δ－ラクトン及
びグリコピラノシルアラボン酸ラクトン（glycopyranosylarabonic acid lactone)（ＤＥ
－ＯＳ　４３１８５３６、実施例１１ａ、１２ａ及び１３ａに記載されているような）の
ようなラクトンを用いるジエチレントリアミン又はジプロピレントリアミンの転換生成物
ならびに第２級－第３級ジアミン、例えばＮ－メチルピペラジンである。
【０３０２】
第２級－第３級ジアミンを用いる場合には、好ましくはエポキシド誘導体を反応における
パートナーとして用いるべきであり、それはこの方法でさらに費用をかけずに第３級アミ
ノ官能基のアルキル化を排除できるからである。
【０３０３】
アルキレンオキシドブロックの導入は対応するアルキレンオキシドのα，ω－カルボキシ
ルハロ酸エステルを介して行われる。好ましい出発材料は一般的組成　　　ＨＯ［ＣＨ2

ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＨ
［式中、ｑ及びｒは上記で示した意味を有する］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドである。好ましい代表的例は
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、３００～
１，０００ｇ／モルのモル重量を有する、好ましくは約４００、６００及び８００ｇ／モ
ル（４００～８００ｇ／モル）のモル重量を有するオリゴエチレングリコールならびにジ
プロピレングリコールである。
【０３０４】
エステル化は当該技術分野において既知の方法で（Ｏｒｇａｎｉｋｕｍ，Ｏｒｇａｎｉｓ
ｃｈ－ｃｈｅｍｉｓｃｈｅｓ　Ｇｒｕｎｄｐｒａｋｔｉｋｕｍ，１７th　Ｅｄｉｔｉｏｎ
，ＶＥＢ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ　ｄｅｒ　Ｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ
，Ｂｅｒｌｉｎ　１９８８，ｐｐ　４０２－４０８）、Ｃ2－Ｃ4ハロゲンカルボン酸、そ
れらの無水物又は酸クロリドとの反応を介して行われる。
【０３０５】
α，ω位に第３級アミノ基を有するシロキサン誘導体及びアルキレンオキシドのα，ωカ
ルボキシルハロ酸エステル誘導体は好ましくは等モル量で反応させられる。この方法で、
シロキサン及びアルキレンオキシドブロックが第４級アンモニウム官能基を介して互いに
結合している生成物を合成することができる。
【０３０６】
例えば適切に置換されたピペラジン環の選択的導入を用い、１つの第３級及び１つの第４
級窒素原子をそれらのポリマー構造中に有する位置選択的生成物を合成することができる
。
【０３０７】
α，ωカルボキシルハロ酸エステルの過剰分は架橋を生じ、残る第３級アミノ官能基の初
期第４級化から生ずる粘度における対応する向上を伴う。α，ω－アミノシロキサンの少
量の過剰分は重合度を低下させ、かくして対応する粘度における低下に導く。



(42) JP 4936631 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

【０３０８】
異なる鎖長の数種のシロキサン成分及び／又はアルキレンオキシド誘導体を互いに反応さ
せ、同時に所望の全体的化学量論比を保持することは本発明の範囲内である。従って例え
ば単独のシロキサン成分を用いて、あるいは意図的に数種のシロキサン成分を混合するこ
とにより、所望のシロキサン鎖長を確立する可能性が存在する。同様に、モノモダル、ビ
モダルもしくはポリモダル分散の形態における有利な平均アルキレンオキシドブロック長
を生ずることも可能である。
【０３０９】
アニオンとして、第４級化の間に生成するハロゲニドイオン、特にクロリドイオンが好適
に用いられる。しかしながら、イオン交換を使用して他のアニオンを用いることもできる
。アニオンの可能な例にはカルボキシレート、スルホネート、サルフェート、ポリエーテ
ルカルボキレート及びポリエーテルサルフェートより成る群からのものが含まれる。
【０３１０】
第４級化反応は好ましくは極性有機溶媒中で行われる。適した溶媒はアルコール類、グリ
コール類、ケトン類、エステル類、エーテル類及びニトロ化合物より成る群からのもので
ある。溶媒の選択は本質的に反応パートナーの溶解度及び所望の反応温度に基づく。
【０３１１】
アルコールの群に関し、メタノール、エタノール、ｉ－プロパノール及びｎ－ブタノール
が例である。グリコールの群に関し、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、上記で挙げたグリコールのメチル－、エチル－及びブチルエーテル
、１，２－プロピレングリコール及び１，３－プロピレングリコールが可能な例である。
ケトンの群には例えばアセトン又はメチルエチルケトンが含まれる。エステルの群に関し
、酢酸エチル、酢酸ブチル及び酢酸２－エチル－ヘキシルが例として提示される。エーテ
ルの群にはテトラヒドロフラン及び他の類似のエーテルが含まれる。ニトロメタンの群に
はニトロメタン又はニトロエタンの群からのものが含まれる。
【０３１２】
反応は２０℃～１３０℃、好ましくは４０℃～１００℃の範囲内で行われる。
【０３１３】
本発明の１つの特定の態様（下記では本発明の第５の態様と呼ぶ）は、一般式（Ｖ）：
［－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－Ｙ－］m　　　　　（Ｖ）
［式中、
Ｙは式
－Ｋ－Ｓ－Ｋ－
及び
－Ａ－Ｅ－Ａ’－又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－
の基であり、
ここでｍ、Ｋ、Ｓ、－Ａ－Ｅ－Ａ’－及び－Ａ’－Ｅ－Ａ－は上記で定義されたとおりで
あり、基Ｋ、Ｓ、－Ａ－Ｅ－Ａ’－及び－Ａ’－Ｅ－Ａ－は一般式（Ｖ）のポリシロキサ
ン化合物内で互いに同一もしくは異なることができ、一般式（Ｖ）のポリシロキサン化合
物中における基－Ｋ－Ｓ－Ｋ－及び基－Ａ－Ｅ－Ａ’－又は－Ａ’－Ｅ－Ａ－のモル比は
１００：１～１：１００であり、
Ｎ5は一般式
【０３１４】
【化７４】

【０３１５】
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のアンモニウム基であり、
ここで
Ｒ23は水素、１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を
示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていること
ができ且つ－ＯＨで置換されていることができ、
Ｒ24は水素、１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、それは
－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－
ＯＨで置換されていることができるか、あるいは２価の基Ｒ23への共有単結合を示し、基
－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－内ならびにポリシロキサン化合物中で基Ｒ23及びＲ24は互いに同一も
しくは異なることができ、
Ｆ1＝２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状炭化水素基を示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－
、
【０３１６】
【化７５】

【０３１７】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により、又は基Ｅにより中断されていることができ、ここで
Ｅは上記で定義したとおりであり且つここでＮ5及びＦ1の大部分は互いに同一もしくは異
なることができる］
のポリシロキサン化合物により示される。
【０３１８】
一般式（Ｖ）のポリシロキサン化合物中の基－Ｋ－Ｓ－Ｋ－及び基－Ａ－Ｅ－Ａ’－又は
－Ａ’－Ｅ－Ａ－のモル比は１００：１～１：１００にある。このモル比は下記に示すと
おり、親化合物のモル比、特に本発明において好適に用いられるα，ω－ハロゲンカルボ
ン酸ポリアルキレンオキシドエステル化合物及びポリシロキサン－ビスエポキシド化合物
の比の選択を介して制御され得る。生成物の性質は本質的に、用いられる親材料の比率及
びその中に含有されるポリアルキレンオキシド又はポリシロキサンブロックの長さに依存
する。
【０３１９】
本発明のいわゆる第５の態様の好ましい態様において、Ｋは少なくとも４つの炭素原子を
有する２価の炭化水素基であり、それは１つのヒドロキシ基を含有し、１つの酸素原子に
より中断されていることができる。
【０３２０】
本発明のいわゆる第５の態様の１つの好ましい態様において、Ｆ1は２価の直鎖状、環状
もしくは分枝鎖状Ｃ2－Ｃ30炭化水素基を示し、それは－Ｏ－、－ＮＨ－、
【０３２１】
【化７６】

【０３２２】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により、又は基Ｅにより中断されていることができ、ここで
Ｅは上記で定義したとおりであり且つここで基Ｅから生ずる炭素原子はＣ2－Ｃ30炭化水
素基の２～３０個の炭素原子の中に数えられない。
【０３２３】
本発明のいわゆる第５の態様のさらに別の好ましい態様において、
－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
は式：
【０３２４】
【化７７】
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【０３２５】
の基であり、
式中、
Ｒ25は１価もしくは２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基であり、
それは－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ
且つ－ＯＨで置換されていることができ、特に好ましくはメチルであり、
Ｒ26は１価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ20炭化水素基を示し、それは－Ｏ－
、－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができ且つ－ＯＨで
置換されていることができ、特に好ましくはメチルを示すか、あるいは２価の基Ｒ25への
共有単結合を示し且つ基Ｒ25及びＲ26は基－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－内及びポリシロキサン化合
物中で互いに同一もしくは異なることができ、
Ｆ2＝２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状炭化水素基であり、それは－Ｏ－、－ＮＨ－
、
【０３２６】
【化７８】

【０３２７】
－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ（Ｓ）－により中断されていることができる。
【０３２８】
さらにもっと好ましい態様において、Ｆ2は分枝鎖状、好ましくは直鎖状のＣ1－Ｃ6アル
カンジイル基であり、ここで１，６－ヘキサンジイル（もしくはヘキサメチレン）基が好
ましい。
【０３２９】
本発明のいわゆる第５の態様のさらに別の好ましい態様において、
－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
は式：
【０３３０】
【化７９】

【０３３１】
の基であり、
式中、
Ｒ27及びＲ28はそれぞれ水素、Ｃ1－Ｃ6アルキル又はヒドロキシ（Ｃ1－Ｃ6）アルキル、
好ましくは水素、メチル又は－ＣＨ2ＣＨ2ＯＨであり、
Ｆ3は２価の直鎖状、環状もしくは分枝鎖状炭化水素基であり、それは基－Ｅ－により中
断されており、ここでＥは上記で定義したとおりであり、
Ｆ3は特に好ましくは式
－Ｄ－Ｅ－Ｄ－
の基であり、ここでＥは上記で定義したとおりであり、Ｄは単結合又は直鎖状もしくは分
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ている場合は単結合ではない。
【０３３２】
好ましくは、基－Ｄ－Ｅ－Ｄ－は式
－Ｄ－（ＯＣＨ2ＣＨ2）v（ＯＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3））w－Ｏ－Ｄ－
の基により示され、
式中、Ｄは直鎖状もしくは分枝鎖状Ｃ1－Ｃ6アルカンジイル基であり、ｒ及びｑは上記で
定義したとおりである。基－Ｄ－（ＯＣＨ2ＣＨ2）q（ＯＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3））r－Ｏ－Ｄ
－において、エチレンオキシド及びプロピレンオキシド単位はいずれの方法でも、例えば
統計的コポリマー単位として又はブロックコポリマー単位として配置され得る。
【０３３３】
ｖは好ましくは１～１００、より好ましくは１～７０、さらにもっと好ましくは１～４０
である。
【０３３４】
ｗは好ましくは０～１００、より好ましくは０～７０、さらにもっと好ましくは０～４０
である。
【０３３５】
本発明のいわゆる第５の態様のさらに別の好ましい態様において、基
－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
は式：
【０３３６】
【化８０】

【０３３７】
からの基及び式：
【０３３８】
【化８１】

【０３３９】
からの基により示され、
式中、置換基はそれぞれ上記に記載した意味を有する。
【０３４０】
これは、一般式（Ｖ）のポリシロキサン化合物が２つの異なる型の基－Ｎ5－Ｆ1－Ｎ5－
から成ることを意味する。
【０３４１】
この態様において、基
【０３４２】
【化８２】
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【０３４３】
のモル比は大体７０：３０～９５：５、好ましくは８０：２０～９０：１０となる。
【０３４４】
一般式（Ｖ）のポリシロキサン化合物は環状又は線状であることができる。化合物が線状
の場合、末端基は製造において用いられ且つ下記に記載する二官能基性モノマーもしくは
それらの官能基化誘導体から、あるいは重合の間に遊離基連鎖停止剤として加えられるモ
ノアミンから生ずる。モノアミン連鎖停止剤の使用から生ずる末端基は好ましくは、第４
級化を介してもしくはプロトン化を介してアンモニウム基として存在する。
【０３４５】
本発明のいわゆる第５の態様のさらに別の好ましい態様において、Ｋは式
【０３４６】
【化８３】

【０３４７】
の基により［示される］。
【０３４８】
本発明のいわゆる第５の態様において、ｑは好ましくは１～５０、特に２～５０、特に２
～２０そして最も特別には２～１０の範囲内にあり、ｒは０～１００、特に０～５０、特
に０～２０そして最も特別には０～１０の範囲内にある。
【０３４９】
本発明のいわゆる第５の態様において、単数もしくは複数のアンモニウム基から生ずるバ
ッチの中和のための有機もしくは無機酸基は、無機基、例えばクロリド、ブロミド、ハイ
ドロジエンサルフェート（ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ｓｕｌｆａｔｅ）、サルフェート又は有機
基、例えばアセテート、プロピオネート、オクタノエート、デカノエート、ドデカノエー
ト、テトラデカノエート、ヘキサデカノエート、オクタデカノエート及びオレエートから
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好適に選ばれ、ここで上記で挙げたクロリド及びブロミドは好ましくはアミン基を用いる
アルキルハロゲニド基の転換から生ずる。
【０３５０】
さらに、本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物は、アミン塩としてプロトン化され
た形態で又はアミンとして存在する。
【０３５１】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物は、最初に一般的構造
【０３５２】
【化８４】

【０３５３】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンをヒドロシリル化触媒の存在下に且つ５０o～１５
０℃の温度で、ＳｉＨ基に基づいて１．０～１．５モルの末端オレフィン結合を有するア
ルケニル－エポキシドを用いて転換する方法を介して好適に製造され、ここでアルケニル
－エポキシドは少なくとも４つの炭素原子を含有し、さらに非－環状エーテル基を含有し
ていることができる。次いで必要なら過剰のオレフィン性エポキシドを除去し、反応生成
物を1つのジアミン、例えば式
【０３５４】
【化８５】

【０３５５】
の好ましいジアミン及び１つの、好ましくは式
Ｚ－Ａ－Ｅ－Ａ’－Ｚ又はＺ－Ａ－Ｅ－Ａ’－Ｚ
［式中、Ａ－Ｅ－Ａ’又はＡ’－Ｅ－Ａは上記で定義したとおりであり、Ｚは通常の求核
性発生基（ｎｕｃｌｅｏｐｈｉｌｉｃ　ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ）、好まし
くはクロリド又はブロミドであり、但しＺは末端－ＣＨ2－に結合している］
のα，ωカルボキシルハロ酸エステルの混合物を用いて、酸の存在下に、４０o～１２０
℃において転換し、ここでΣ（エポキシ基＋カルボキシルハロ酸エステル基）：第３級ア
ミノ基のモル比は適切には大体１：１であり、エポキシ基：酸のモル比は適切には大体１
：１である。
【０３５６】
これにおいて及びポリシロキサン化合物の製造のための下記に記載する方法において用い
られ得る適した酸には、例えば適切には水溶液における有機もしくは無機酸、例えばハロ
ゲン化水素酸、例えばフッ化水素酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸、カルボン
酸、例えばギ酸、酢酸、プロパン酸など、スルホン酸、ポリエーテルカルボン酸などが含
まれる。好ましくはＣ1－Ｃ30カルボン酸、特に好ましくはＣ10－Ｃ18カルボン酸が用い
られる。ポリシロキサン化合物の性質をさらに用いられる酸の選択に基づいて修正するこ
とができる。
【０３５７】
一般的構造
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【化８６】

【０３５９】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンの製造に関し、上記の態様を参照されたい。
【０３６０】
好ましくは式
Ｚ－Ａ－Ｅ－Ａ’－Ｚ又はＺ－Ａ－Ｅ－Ａ’－Ｚ
［式中、Ｚは好ましくは塩素、臭素である］
の好ましいα，ωカルボキシルハロ酸エステルの製造のための親材料は、好適には一般的
組成
ＯＨ［ＣＨ2ＣＨ2Ｏ］q－［ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）Ｏ］rＨ
［式中、ｑ及びｒは上記で示した意味を有する］
の低分子量オリゴマー性及びポリマー性アルキレンオキシドである。好ましい代表的例は
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、３００～
１，０００ｇ／モル、特に約４００、約６００及び約８００のモル重量を有するオリゴエ
チレングリコールならびにジプロピレングリコールである。
【０３６１】
エステル化は既知の方法を介して行われる。該方法の記述に関し、上記の態様を参照され
たい。
【０３６２】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物はさらに、最初に一般的構造
【０３６３】
【化８７】

【０３６４】
のα，ωＳｉ－Ｈ官能基化シロキサンをヒドロシリル化触媒の存在下に５０～１５０℃の
温度で、ＳｉＨ基に基づいて１．０～１．５モルの末端オレフィン結合を含有するアルケ
ニルエポキシドを用いて転換し、ここでアルケニルエポキシドは少なくとも４つの炭素原
子を含有し、非－環状エーテル基も含有していることができ；次いで必要なら過剰のオレ
フィン性エポキシドを除去し、反応生成物を酸の存在下に、４０o～１２０℃において、
ジアミン、例えば式
【０３６５】
【化８８】
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【０３６６】
の好ましいジアミンならびに好ましくは式
Ｚ－Ａ－Ｅ－Ａ’－Ｚ又はＺ－Ａ－Ｅ－Ａ’－Ｚ
［式中、Ａ－Ｅ－Ａ’－及びＡ’－Ｅ－Ａは上記で定義したとおりであり、Ｚは典型的な
求核性発生基、好ましくはクロリド又はブロミドであり、但しＺは末端－ＣＨ2－に結合
している］
のα，ωカルボキシルハロ酸エステルの混合物を用いて、酸の存在下に、４０～１２０o

において転換する方法を介して好適に製造され、ここでΣ（エポキシ基＋カルボキシルハ
ロ酸エステル基）：Σ（第１級＋第２級＋第３級）アミノ基のモル比は適切には大体１：
１であり、エポキシ基：酸のモル比は適切には大体１：１となる。
【０３６７】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物の製造のための方法においては、種々のアミ
ノ基を含有する種、α，ωカルボキシルハロ酸エステル及びアミノ基に当モルである量の
酸を好ましくは一緒にバッチに加える。
【０３６８】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物の製造のための方法のさらに別
の好ましい態様では、最初にエポキシ誘導体、カルボキシルハロ酸エステル誘導体及び好
ましくは式
【０３６９】
【化８９】

【０３７０】
のジ－第３級アミンをエポキシ基に当量である量の酸の存在下で反応させ、その後、好ま
しくは第１級もしくは第２級アミノ基を含有し、好ましくは式
【０３７１】
【化９０】

【０３７２】
のものであるアルキレンオキシド誘導体を反応混合物に加え、必要ならさらに当量点まで
酸を添加する。
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【０３７３】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物の製造のための方法のさらに別の好ましい態
様では、最初にカルボキシルハロ酸エステル誘導体及びジ－第３級アミン、好ましくは式
【０３７４】
【化９１】

【０３７５】
のものを互いに反応させ、その後、必要なら第１級もしくは第２級アミノ基を含有し、好
ましくは式
【０３７６】
【化９２】

【０３７７】
のものであるアルケンオキシド誘導体の添加とともにエポキシ誘導体を反応混合物に、エ
ポキシ基に当量である量の酸の存在下で加える。
【０３７８】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物の製造のための方法のさらに別の好ましい態
様では、全体的な化学量論比を保持しながらアルキレンオキシド－修飾ジアミンを部分的
に三官能基性もしくは一官能基性アルキレンオキシド－修飾アミンにより置き換えること
ができる。
【０３７９】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物の製造のための方法のさらに別の好ましい態
様では、全体的な化学量論を保持しながらジ－第３級アミンを部分的に一官能基性第３級
アミンにより置き換えることができる。
【０３８０】
本発明の第５の態様のポリシロキサン化合物の製造のための方法のさらに別の好ましい態
様では、全体的な化学量論比を保持しながらα，ωカルボキシルハロ酸エステルを部分的
に一官能基性カルボキシルハロ酸エステルにより置き換えることができる。
【０３８１】
本発明の第５の態様に従って用いられる、第１級及び第２級アミノ基を含有し且つ好まし
くは式
【０３８２】
【化９３】

【０３８３】
のものであるアルキレンオキシド誘導体は、例えば式
Ｈ（Ｒ29）Ｎ－Ｄ－（ＯＣＨ2ＣＨ2）v（ＯＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3））w－Ｏ－Ｄ－Ｎ（Ｒ29）
Ｈ
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［式中、Ｄ、ｖ、ｗ及びＲ29はＲ27及びＲ28の意味を有することができる］
により示され、Ｊｅｆｆａｍｉｎｅ（Ｈｕｎｔｓｍａｎ　Ｃｏｒｐ．）の名前の下に商業
的に入手可能である。対応するジアミノ誘導体の使用が好ましいが、均整のとれた（ｐｒ
ｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ）架橋又はさらに連鎖停止が意図されている場合には類似の三官能
基性もしくは一官能基性構造を部分的に用いることもできる。三官能基性の架橋性又は一
官能基性の連鎖停止性アミノ誘導体の割合は、二官能基性誘導体の含有率の１０％、好ま
しくは５％特に１％の最大モル量になる。
【０３８４】
ジ－第３級アミンを相対的に一官能基性第３級アミンで置き換えることも上記に記載した
態様の範囲内である。アミンの割合もジ－第３級アミンの含有率の１０％、好ましくは５
％特に１％の最大モル量になる。
【０３８５】
α，ωカルボキシルハロ酸エステルを一官能基性カルボキシルハロ酸エステルで置き換え
ることも本発明の範囲内である。アミンの割合もα，ωカルボキシルハロ酸エステルの含
有率の１０％、好ましくは５％特に１％の最大モル量になる。
【０３８６】
反応に関し、ポリシロキサン化合物の製造において用いられる酸を、第３級アミノ基の第
４級化に必要な量より多く、カルボキシルハロ酸エステル誘導体によりアルキル化された
アミノ基の除去の後に残るすべてのアミノ基とのモル当量の点までバッチに加えることも
本発明の範囲内である。これは、本発明において特定されるポリシロキサン化合物がアミ
ノ基の構造に関して遊離のアミンとして又はアミン塩として存在できることを意味する。
上記のとおり、態様の好ましい変形において、種々のアミノ基を含有する種をカルボキシ
ルハロ酸エステル誘導体と一緒に、必要なら等モル量の酸を同時に添加してバッチに加え
ることができる。しかしながら、最初にエポキシ誘導体、カルボキシルハロ酸エステル誘
導体及びジ－第３級アミンを、エポキシ基の量に当量である量の酸の存在下で反応させ、
次いで必要なら第１級もしくは第２級アミノ基を含有するアルキレンオキシド誘導体を、
必要ならアミノ基との当量点までの酸の添加とともに加えることも本発明の範囲内である
。
【０３８７】
同様にカルボキシルハロ酸エステル誘導体及びジ－第３級アミンを反応させて親水性ブロ
ックを形成し、後に反応混合物にエポキシ基の量に当量である量の酸の存在下でエポキシ
誘導体を加え、必要なら第1級もしくは第２級アミノ基を含有するアルキレンオキシド誘
導体を加えることもできる。
【０３８８】
個々の成分が加えられている時間の間に、生成しつつあるポリマーにおける逐次的分布（
ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）が影響され得る（ｉｎｆｌｕｅｎｃ
ｅｄ）。
【０３８９】
さらに、種々の鎖長の数種のシロキサン成分及び／又はアルキレンオキシド誘導体を、所
望の全体的化学量論を保持しながら反応させることは本発明の範囲内である。これから、
例えば単一のシロキサン成分の使用により、又は意図的な数種のシロキサン成分の混合物
により、所望のシロキサン鎖長を作る可能性が伴う。同様に、モノモダル、ビモダルもし
くはポリモダル分散の形態における有利な平均アルキレンオキシドブロック長を作ること
が可能である。さらに、アルキレンオキシドの所望の割り当てをカルボキシルハロ酸エス
テル成分とアミノ成分の間で可変的に分布させることができる。
【０３９０】
第４級化及びアルキル化反応は好ましくは極性有機溶媒中で行われる。適した溶媒は例え
ばアルコール類、特にメタノール、エタノール、ｉ－プロパノール及びｎ－ブタノール；
グリコール類、例えばエレチングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコ
ール、上記で挙げたグリコール類のメチル－、エチル－及びブチルエーテル、１，２－プ
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メチルエチルケトン；エステル類、例えば酢酸エチル、酢酸ブチル及び酢酸２－エチル－
ヘキシル；エーテル類、例えばテトラヒドロフラン；ならびにニトロ化合物、例えばニト
ロメタンである。溶媒の選択は本質的に反応パートナーの溶解度及び所望の反応温度に基
づく。
【０３９１】
反応は好ましくは２０℃～１５０℃、特に４０℃～１００℃の範囲内で行われる。
【０３９２】
本発明はさらに、皮膚及び毛髪のケアのための化粧品用調製物における、硬質表面を処理
及びコーティングするための艶出し剤における、自動車及び他の硬質表面の、例えば機械
洗浄に続く乾燥のための調製物における、編織布及び紡織繊維の仕上げのため、非－イオ
ノゲン性もしくはアニオン性／非－イオノゲン性洗剤調製物を用いて編織布が洗濯された
後に用いるための別の軟化剤として、非－イオン性もしくはアニオン性／非－イオン性界
面活性剤に基づく編織布洗濯のための調製物中における軟化剤として、ならびに編織布の
しわを予防するかもしくは除去するための手段としての上記のポリシロキサン化合物の使
用に関する。
【０３９３】
本発明はさらに、編織布の初期仕上げにおいて用いるための洗濯－抵抗性親水性軟化剤と
しての上記のポリシロキサン化合物の使用に関する。
【０３９４】
本発明はさらに、ポリシロキサン化合物の少なくとも１つを、組成物において通常用いら
れる少なくとも１種の追加の成分と一緒に含有する組成物に関する。
【０３９５】
下記において、本発明のポリシロキサン化合物が有利に用いられ得るこれらの型の組成物
の複数の典型的な例を示す：
これらの型の組成物における典型的な添加剤は、例えばＡ．Ｄｏｍｓｃｈ：Ｄｉｅ　ｋｏ
ｓｍｅｔｉｓｃｈｅｎ　Ｐｒａｐａｒａｔｅ［Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏ
ｎｓ］Ｖｏｌ．Ｉ　ａｎｄ　ＩＩ，４th　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｖｅｒｌ．ｆｕｅｒ　ｃｈｅ
ｍ．Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ［Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｉｎｄｕｓｔｒｙ］，Ｈ．Ｚｉｏｌｋｏｗｓｋｙ　ＫＧ，Ａｕｇｓｂｕｒｇ及びｔｈｅ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏ
ｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　７th　Ｅｄ．１９９７　ｂｙ　Ｊ．Ａ．Ｗｅｎｎ
ｉｎｇｅｒ，Ｇ．Ｎ．ＭｃＥｗｅｎ　Ｖｏｌ．１－４　ｂｙ　Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
，Ｔｏｉｌｅｔｒｙ　ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｗａｓｈ
ｉｎｇｔｏｎ　ＤＣ中ならびにｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｓｍｅｔｉｃ－ｗｏｒｌｄ．
ｃｏｍ／ｉｎｃｉ／Ｉｎｃｉａｌｆ．ｈｔｍの下に記載されている材料である。
アニオン性シャンプー
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。アニオン性シャンプーは通常以下
の成分を含有するが、これらに限られるわけではない：
アルキルサルフェート、アルキルエーテルサルフェート、ナトリウムラウリルサルフェー
ト、ナトリウムラウリルエーテルサルフェート、アンモニウムラウリルサルフェート、ア
ンモニウムラウリル－エーテルサルフェート、ＴＥＡ－ラウリルサルフェート、ＴＥＡ－
ラウリル－エーテルサルフェート、アルキルベンゼンスルホネート、α－オレフィンスル
ホネート、パラフィンスルホネート、スルホスクシネート、Ｎ－アシルタウリド、サルフ
ェート－グリセリド、サルフェート化アルカノールアミド、カルボキシレート塩、Ｎ－ア
シル－アミノ酸塩、シリコーンなど。
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非－イオン性シャンプー
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。非－イオン性シャンプーは通常以
下の成分を含有するが、これらに限られるわけではない：
モノアルカノールアミド、モノエタノールアミド、モノイソプロパノールアミド、ポリヒ
ドロキシ誘導体、スクロースモノラウレート、ポリグリセリンエーテル、アミンオキシド
、ポリエトキシル化誘導体、ソルビトール誘導体、シリコーンなど。

両性シャンプー
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：
Ｎ－アルキル－イミノジプロピオネート、Ｎ－アルキル－イミノプロピオネート、アミノ
酸、アミノ酸誘導体、アミドベタイン、イミダゾリニウム誘導体、スルホベタイン、スル
テイン（ｓｕｌｔａｉｎｅｓ）、ベタイン、シリコーンなど。

カチオン性シャンプー
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この調製物の例は基本的調製物としてのみのつもりである。この範囲の調製物は通常以下
の成分を含有するが、これらに限られるわけではない：
ビス－第４級アンモニウム化合物、ビス－（トリアルキルアンモニウムアセチル）ジアミ
ン、アミドアミン、アンモニウムアルキルエステル、シリコーンなど。

凝固剤
この調製物の例は基本的調製物としてのみのつもりである。この範囲の調製物は通常以下
の成分を含有するが、これらに限られるわけではない：
脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アル
コール、エトキシル化脂肪アルコール、グリコール、グリコールエステル、グリセリン、
グリセリンエステル、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシ
チン誘導体、ワックス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質
誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保湿剤、増粘剤、シリコーンなど。

「クリアリンス－オフ（Ｃｌｅａｒ　Ｒｉｎｓｅ－Ｏｆｆ）」凝固剤
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：
脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アル
コール、エトキシル化脂肪アルコール、グリコール、グリコールエステル、グリセリン、
グリセリンエステル、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシ
チン誘導体、ワックス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質
誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保湿剤、増粘剤、シリコーンなど。
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毛髪のための泡凝固剤
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は以下の成分を
含有するが、これらに限られるわけではない：
脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アル
コール、エトキシル化脂肪アルコール、グリコール、グリコールエステル、グリセリン、
グリセリンエステル、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシ
チン誘導体、ワックス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質
誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保湿剤、増粘剤、シリコーン、溶媒、エタノール、
イソプロパノール、イソパラフィン溶媒、ブタン、プロパン、イソブタン、ＣＦＣ'ｓフ
ッ素化エアゾールプロペラント、ジメチルエーテル、圧縮ガスなど。

毛髪のためのポンプスプレー（凝固剤）
この調製物の例は基本的調製物としてのみのつもりである。この範囲の調製物は通常以下
の成分を含有するが、これらに限られるわけではない：
脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アル
コール、エトキシル化脂肪アルコール、グリコール、グリコールエステル、グリセリン、
グリセリンエステル、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシ
チン誘導体、ワックス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質
誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保湿剤、増粘剤、シリコーン、溶媒、エタノール、
イソプロパノール、イソパラフィン溶媒など。

毛髪のための凝固剤スプレー
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：
脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アル
コール、エトキシル化脂肪アルコール、グリコール、グリコールエステル、グリセリン、
グリセリンエステル、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシ
チン誘導体、ワックス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質
誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保湿剤、増粘剤、シリコーン、溶媒、エタノール、
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イソプロパノール、イソパラフィン溶媒、ブタン、プロパン、イソブタン、ＣＦＣ'ｓフ
ッ素化エアゾールプロペラント、ジメチルエーテル、圧縮ガスなど。

毛髪のためのゲル凝固剤
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：増粘剤、セルロース誘導体、アクリル
酸誘導体、揮発保留性ポリマー（ｆｉｘａｔｉｖｅ　ｐｏｌｙｍｅｒ）、状態調節用化学
品（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）、グリコール、グリコールエステ
ル、グリセリン、グリセリンエステル、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム
、レシチン、レシチン誘導体、ワックス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパ
ク質、タンパク質誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保湿剤、シリコーン、溶媒、エタ
ノール、イソプロパノール、イソパラフィン溶媒など。

毛髪のためのスタイリングゲル
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：
揮発保留性ポリマー、ラッカー、アクリル酸誘導体、セルロース誘導体、ビニル誘導体、
状態調節用化学品、グリコール、グリコールエステル、グリセリン、グリセリンエステル
、ラノリン、ラノリン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシチン誘導体、ワック
ス、ワックス誘導体、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質誘導体、アミノ酸、
アミノ酸誘導体、保湿剤、増粘剤、シリコーン、溶媒、エタノール、イソプロパノール、
イソパラフィン溶媒など。

毛髪のためのスタイリングスプレー
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：
揮発保留性ポリマー、ラッカー、ビニル誘導体、脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化
脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アルコール、エトキシル化脂肪アルコール、
グリコール、グリコールエステル、グリセリン、グリセリンエステル、ラノリン、ラノリ
ン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシチン誘導体、ワックス、ワックス誘導体
、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保
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湿剤、増粘剤、シリコーン、溶媒、エタノール、イソプロパノール、イソパラフィン溶媒
、ブタン、プロパン、イソブタン、ＣＦＣ'ｓフッ素化エアゾールプロペラント、ジメチ
ルエーテル、圧縮ガスなど。

毛髪のためのポンプスプレー（スタイリング）
この調製物の例は基本的調製物としてのつもりである。この範囲の調製物は通常以下の成
分を含有するが、これらに限られるわけではない：
ビニル誘導体、揮発保留性ポリマー、ラッカー、脂肪酸、脂肪酸エステル、エトキシル化
脂肪酸、エトキシル化脂肪酸エステル、脂肪アルコール、エトキシル化脂肪アルコール、
グリコール、グリコールエステル、グリセリン、グリセリンエステル、ラノリン、ラノリ
ン誘導体、鉱油、ペトロラタム、レシチン、レシチン誘導体、ワックス、ワックス誘導体
、カチオン性ポリマー、タンパク質、タンパク質誘導体、アミノ酸、アミノ酸誘導体、保
湿剤、増粘剤、シリコーン、溶媒、エタノール、イソプロパノール、イソパラフィン溶媒
、ブタン、プロパン、イソブタン、ＣＦＣ'ｓフッ素化エアゾールプロペラント、ジメチ
ルエーテル、圧縮ガスなど。

毛髪のケアの分野における用途のための本発明で特定したポリシロキサン誘導体の使用は
、強化、光沢、揮発保留（ｆｉｘｉｎｇ）（保持(hold)）、密度（ｂｏｄｙ）、容積、湿
分調節、色の保持、環境的因子（ＵＶ、塩水など）に対する保護、扱い易さ、帯電防止性
、染色性などの点で好ましい結果を与える。
【０３９６】
【実施例】
ポリシロキサン化合物実施例：
以下の実施例は、本発明の範囲を制限することなく、それをさらに詳細に記述することを
目的とする。
【０３９７】
実施例１（本発明の第１の態様）
１ａ）平均構造ＣＨ2＝ＣＨＣＨ2（ＯＣＨ2ＣＨ2）8ＯＨを有する２０５．３ｇ（０．５
モル）のモル－質量分布（ｍｏｌａｒ－ｍａｓｓ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）ポリエーテ
ルを室温において窒素下に置いた。３０分以内に、激しい撹拌下で６３．４ｇ（０．５５
モル）のクロロ酢酸クロリドを滴下した。滴下の間に温度は６７℃に上昇し、ＨＣｌの集
中的な生成が始まった。滴下が完了したら、バッチを１２０℃に４０分間加熱した。最後
に、最高で１２０℃及び２０ｈＰａにおいて沸騰するすべての成分を、次いで蒸留を介し
て除去した。２４３．６ｇの、組成
ＣＨ2＝ＣＨＣＨ2（ＯＣＨ2ＣＨ2）8ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2Ｃｌ
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の黄色粘性の液体が得られた。反応生成物中にクロロ酢酸クロリドも、クロロ酢酸も又は
ＯＨ－末端オリゴエチレングリコールも存在しないことがガスクロマトグラフィーを用い
て決定された。
１ｂ）５８．４ｇ（６＊１０-2モル）の１ａ）からのクロロ酢酸エステル及び２－プロパ
ノール中に２．６３％の白金を含有するヘキサクロロ白金酸の溶液の０．４３ｇを窒素下
で１３０oに加熱した。１．５時間以内に、１５５．３ｇ（１．２＊１０-1モル）の平均
的組成
【０３９８】
【化９４】

【０３９９】
のα，ω－ＳｉＨ官能基化シロキサンを滴下した。１３０℃においてさらに８時間の後、
反応を停止させ、ＳｉＨ－決定を用いて９７％の反応転換率を確定した。最初は濁った２
－相系からヒドロシリル化反応の経過を経て、構造
【０４００】
【化９５】

【０４０１】
を有する１８６ｇの黄色の油の透明な溶液が得られた。
１ｃ）５７ｇ（１．６＊１０-2モル）の１ｂ）からのクロロ酢酸エステル誘導体を１００
ｍｌの２－プロパノール中に室温で溶解した。次いで１．８６ｇ（１．６＊１０-2モル）
のジメチルピペラジンを加えた。バッチを還流温度に６時間加熱し、その後、最高で９０
℃及び１．２ｈＰａで沸騰するすべての成分を蒸留を介して除去した。反応は、構造
【０４０２】
【化９６】

【０４０３】
を有する５４ｇの灰色の生成物を与え、それは最初にシロップ状の塊として存在し、それ
は次いで２４時間かけて結晶化した。反応の停止の直後且つ蒸発可能な成分の除去の前、
ガスクロマトグラフィーはもはやジメチルピペラジンを示さなかった。
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実施例２（本発明の第１の態様）
２ａ）１８１．３ｇ（０．５モル）の式
【０４０４】
【化９７】

【０４０５】
のエポキシシロキサンを１０１．２ｇ（１モル）のＮ－メチルピペラジンと一緒に１００
ｍｌの２－プロパノール中に溶解し、９０℃で４時間反応させた。最高で１３０℃及び２
０ｈＰａで沸騰するすべての成分の除去に続き、２７６ｇの式
【０４０６】
【化９８】

【０４０７】
の明褐色の透明なアミンが得られた。
【０４０８】
ガスクロマトグラフィーを用い、９９％より高い２つの成分に関する反応転換率が決定さ
れた。
２ｂ）５７ｇ（１．６＊１０-2モル）の１ｂからのクロロ酢酸エステル誘導体及び９．０
１ｇ（１．６＊１０-2モル）の２ａからのアミノシロキサンを１００ｍｌの２－プロパノ



(60) JP 4936631 B2 2012.5.23

10

20

30

40

ール中に室温で溶解した。次いで反応混合物を還流温度に６時間加熱した。次いで最高で
１００℃及び１０ｈＰａで沸騰するすべての成分を蒸留を介して除去した。反応は６１．
８ｇの構造
【０４０９】
【化９９】

【０４１０】
を有する褐色の生成物を与え、それは最初にシロップ状の塊として存在し、冷却すると結
晶化せずに固化した。

13Ｃ－ＮＭＲスペクトルに従うと、第４級化はメチル－置換窒素原子上で選択的に起こる
。
【０４１１】
実施例３（本発明の第１の態様）
洗濯プロセスの間の内部軟化剤としての軟化性に関する試験として、その表面が他のいず
れの方法でも仕上げられなかった漂白された綿のストリップをＡｒｉｅｌ　ＦｕｔｕｒR

、ベントナイトを含有するＤａｓｈ　２　ｉｎ　１R及び実施例１に記載したエチレンオ
キシド－修飾エステル第４級化合物の存在下で洗濯プロセスに供した。以下の境界的条件
（ｂｏｕｎｄａｒｙ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ）が満たされた。
【０４１２】
【表１】
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水を６０℃に加熱し、洗剤及び綿ストリップ１の場合には実施例１からの化合物を水中に
溶解した。綿ストリップをこれらの溶液中で３０分間洗濯した。次いで各回６００ｍｌの
水を用いてストリップを５回濯ぎ、１２０℃で３０分間乾燥した。
【０４１４】
１５人の試験官（ｔｅｓｔ　ｓｕｂｊｅｃｔｓ）が綿ストリップを触った柔らかさに関し
て評価し、それぞれに、１が最も柔らかいストリップを示し３が最も粗いストリップを示
す等級を指定した。
【０４１５】
評価の結果は綿ストリップ１に１．７の平均等級を与えた。綿ストリップ２は２．４の平
均等級を与えられ、ベントナイトで処理されたストリップ３は１．９の等級を与えられた
。
【０４１６】
実施例４（本発明の第２の態様）
４ａ）２１１．１ｇ（０．１５モルのエポキシ基）の平均的組成
【０４１７】
【化１００】

【０４１８】
のエポキシシロキサン及び１５．２ｇ（０．１５モル）のＮ－メチルピペラジンを２２５
ｍｌのｉ－プロパノール中に溶解し、９０℃に４時間加熱した。反応の停止に続き、水流
ポンプ真空中及び次いでオイルポンプ真空中における蒸留を介して溶媒を除去した。２１
７ｇの構造
【０４１９】
【化１０１】
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を有する透明な黄色がかった生成物が得られた。

４ｂ）２００ｇ（１．２１モル）のトリエチレングリコールモノメチルエーテルを室温で
窒素下に置いた。３０分以内に、１５１ｇ（１．３４モル）のクロロ酢酸クロリドを激し
く撹拌しながら滴下した。滴下の間に温度は９０℃に上昇し、ＨＣｌの集中的な生成が始
まった。滴下が完了したら、バッチを１３０℃に３０分間加熱した。次いで最高で１３０
℃及び２０ｈＰａで沸騰するすべての成分を蒸留を介して除去した。３０１ｇの組成
【０４２１】
【化１０２】

【０４２２】
を有する明－黄色の粘性の液体が得られた。
【０４２３】
ガスクロマトグラフィーを用いて決定されるエステルの純度は９９％であった。

４ｃ）１９．６１ｇ（６．５＊１０-3モル）の実施例４ａ）からのα，ω－アミノシロキ
サン及び３．１２ｇ（１．３＊１０-2モル）の実施例４ｂ）からのクロロ酢酸エステルを
５０ｍｌのｉ－プロパノール中に窒素下で溶解し、次いで１２時間還流させた。反応を停
止させたら、最高で７０℃及び２０ｈＰａで沸騰するすべての成分を除去した。１９．７
ｇの式
【０４２４】
【化１０３】
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【０４２５】
の黄色がかった明褐色の粘性の油が得られた。ガスクロマトグラフィーを用い、エステル
の定量的な転換が決定された。

13Ｃ－ＮＭＲスペクトルに従うと、第４級化はメチル－置換窒素原子上で選択的に起こる
。
【０４２６】
実施例５（本発明の第２の態様）
軟化性の試験として、その表面が他のいずれの方法でも仕上げられなかった漂白された綿
のストリップをＡｒｉｅｌ　ＦｕｔｕｒR、ベントナイトを含有するＤａｓｈ　２　ｉｎ
　１R及び実施例４からのエチレンオキシド－修飾エステル第４級化合物の存在下で洗濯
プロセスに供した。以下の境界的条件が満たされた。
【０４２７】
【表２】

【０４２８】
水を６０℃に加熱し、洗剤及び綿ストリップ１の場合には実施例４からのエステル第４級
化合物を水中に溶解した。綿ストリップをこれらの溶液中で３０分間洗濯した。次いで各
回６００ｍｌの水を用いてストリップを５回濯ぎ、１２０℃で３０分間乾燥した。
【０４２９】
１４人の試験官が綿ストリップを触った柔らかさに関して評価し、それぞれに、１が最も
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柔らかいストリップを示し３が最も粗いストリップを示す等級を指定した。
【０４３０】
評価の結果は綿ストリップ１に１．２の平均等級を与えた。ベントナイトで処理された綿
ストリップ２は２．０の平均等級を与えられ、ストリップ３は２．８の等級を与えられた
。
【０４３１】
実施例６（本発明の第３の態様）
６ａ）２８１．６ｇ（０．１モル）の平均的組成
【０４３２】
【化１０４】

【０４３３】
を有するエポキシシロキサン及び８．６ｇ（０．1モル）のピペラジンを３００ｍｌのｉ
－プロパノール中に溶解し、還流温度まで５時間加熱した。反応を停止させたら、最初は
水流ポンプ真空中及び次いでオイルポンプ真空中における蒸留を介して溶媒を除去した。
２８３ｇの構造
【０４３４】
【化１０５】

【０４３５】
を有する透明な蜂蜜－様生成物が得られた。
13Ｃ－ＮＭＲ：

６ｂ）ガラス装置中で、２００ｇ（１．２１モル）のトリエチレングリコールモノメチル
エーテルを室温で窒素下に置いた。３０分以内に、１５１ｇ（１．３４モル）のクロロ酢
酸クロリドを激しく撹拌しながら滴下した。滴下の間に温度は９０℃に上昇し、ＨＣｌの
集中的な生成が始まった。滴下が完了したら、バッチを１３０℃に３０分間加熱した。最
高で１３０℃及び２０ｈＰａで沸騰するすべての成分を次いで蒸留を介して除去した。結
果は、組成
【０４３６】
【化１０６】
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【０４３７】
を有する３０１ｇの明－黄色の粘性の液体であった。
【０４３８】
ガスクロマトグラフィーを用いて決定されるエステルの純度は９９％である。

６ｃ）８．７１ｇ（６＊１０-3モルの第３級アミノ基）の実施例６ａ）からのポリマー性
アミノシロキサン及び０．７２ｇ（３＊１０-3モル）の実施例６ｂ）からのクロロ酢酸エ
ステルを２０ｍｌのｉ－プロパノール中に窒素下で溶解し、還流温度に１１時間加熱した
。反応を停止させたら、最高で７０℃及び２ｈＰａで沸騰するすべての成分を、最初は水
流ポンプ真空中及び次いでオイルポンプ真空中で除去した。式
【０４３９】
【化１０７】

【０４４０】
を有する９ｇの黄色の高い質の粘性の塊が得られた。

実施例７（本発明の第３の態様）
洗濯プロセスの間の内部軟化剤としての軟化性を調べるために、その表面が他のいずれの
方法でも仕上げられなかった漂白された綿のストリップをＡｒｉｅｌ　ＦｕｔｕｒR、ベ
ントナイトを含有するＤａｓｈ　２　ｉｎ　１R及び実施例６からのエチレンオキシド－
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条件が満たされた。
【０４４１】
【表３】

【０４４２】
水を６０℃に加熱し、洗剤及び綿ストリップ１の場合には実施例６からのエチレンオキシ
ド－修飾ポリ第４級ポリシロキサンエステルを水中に溶解した。綿ストリップをこれらの
溶液中で３０分間洗濯した。次いで各回６００ｍｌの水を用いてストリップを５回濯ぎ、
１２０℃で３０分間乾燥した。
【０４４３】
１４人の試験官が綿ストリップを触った柔らかさに関して評価し、それぞれに、１が最も
柔らかいストリップを示し３が最も粗いストリップを示す等級を指定した。
【０４４４】
評価の結果は綿ストリップ１に１．４の平均等級を与えた。綿ストリップ２は２．７の平
均等級を与えられ、ベントナイトで処理されたストリップ３は１．９の等級を与えられた
。
【０４４５】
実施例８（本発明の第４の態様）
８ａ）２１１．１ｇ（０．１５モルのエポキシ基）の平均的組成
【０４４６】
【化１０８】

【０４４７】
を有するエポキシシロキサン及び１５．２ｇ（０．１５モル）のＮ－メチルピペラジンを
２２５ｍｌのｉ－プロパノール中に溶解し、９０℃に４時間加熱した。反応を停止させた
ら、最初は水流ポンプ真空中及び次いでオイルポンプ真空中における蒸留を介して溶媒を
除去した。結果は２１７ｇの構造
【０４４８】
【化１０９】
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を有する透明な黄色がかった生成物であった。

８ｂ）１５０ｇ（１モルのＯＨ基）の、３００ｇ／モルの分子量（６．４個のエチレンオ
キシド単位）を有するポリエチレングリコールを室温で窒素下に置いた。３０分間かけ、
１５２．４ｇ（１．２モル）の３－クロロプロピオン酸クロリドを激しい撹拌下で滴下し
た。滴下の間に温度は７０℃に上昇し、集中的なＨＣｌの生成が始まった。滴下が完了し
たら、バッチを１２０℃に３０分間加熱した。次いで最高で１２０℃及び２０ｈＰａで沸
騰するすべての成分を蒸留を介して除去した。結果は、２４４ｇの組成
【０４５０】
【化１１０】

【０４５１】
の明－黄色の粘性の液体であった。
【０４５２】
ガスクロマトグラフィーを用い、反応生成物中にＯＨ－末端オリゴエチレングリコールが
もはや存在しないことが決定された。

８ｃ）１９．６１ｇ（６．５＊１０-3モル）の実施例８ａ）からのα，ω－アミノシロキ
サン及び３．１２ｇ（６．５＊１０-3モル）の実施例８ｂ）からのα，ω－３－クロロプ
ロピオン酸エステルを５０ｍｌのｉ－プロパノール中に窒素下で溶解し、還流温度に１２
時間加熱した。反応を停止させたら、最高で７０℃及び２０ｈＰａで沸騰するすべての成
分を除去した。結果は、式
【０４５３】
【化１１１】
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【０４５４】
の２１．６ｇの黄色がかったワックスであった。

13Ｃ－ＮＭＲスペクトルに従うと、第４級化はメチル－置換窒素原子上で選択的に起こる
。
【０４５５】
実施例９（本発明の第４の態様）
９ａ）実施例８ａ）の場合と同様に、１８１．３ｇ（０．５モル）の式
【０４５６】
【化１１２】

【０４５７】
のエポキシシロキサンを１００ｍｌのｉ－プロパノール中で１０１．２ｇ（１モル）のＮ
－メチルピペラジンと反応させた。１３０℃及び２０ｈＰａで沸騰するすべての成分の除
去に続き、２７６ｇの式
【０４５８】
【化１１３】
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【０４５９】
の中－褐色の透明なアミンが得られた。
【０４６０】
ガスクロマトグラフィーを用い、９９％より高い２つの成分に関する反応転換率が決定さ
れた。
９ｂ）６．２ｇ（１．１＊１０-2モル）の実施例９ａ）からのアミノシロキサン、３３．
２１ｇ（１．１＊１０-2モル）の実施例８ａ）からのα，ω－アミノシロキサン及び１０
．５９ｇ（２．２＊１０-2モル）の実施例８ｂ）からの３－クロロプロピオン酸エステル
を５０ｍｌのｉ－プロパノール中に取り上げ、窒素下で還流温度に１０時間加熱した。反
応を停止させたら、最高で４０℃及び２０ｈＰａで沸騰するすべての成分を除去した。結
果は、平均的組成
【０４６１】
【化１１４】

【０４６２】
を有する４８．７ｇの褐色のワックス－様化合物であり、そこには２種のシロキサンブロ
ックが１：１の比率で存在する。
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第３級アミノ構造におけるＣＨ3基に関するシグナル（実施例８ａからのＮＭＲデータを
参照されたい）はもはや見られない。
【０４６３】
実施例１０（本発明の第４の態様）
軟化性を調べるために、その表面が他のいずれの方法でも仕上げられなかった漂白された
綿のストリップをＡｒｉｅｌ　ＦｕｔｕｒR、ベントナイトを含有するＤａｓｈ　２　ｉ
ｎ　１R及び実施例８からのエチレンオキシド－修飾エステル第４級化合物の存在下で洗
濯プロセスに供した。以下の境界的条件が保持された。
【０４６４】
【表４】

【０４６５】
水を６０℃に加熱し、洗剤及び綿ストリップ１の場合には実施例１からの化合物を水中に
溶解した。次いで綿ストリップをこれらの溶液中で３０分間洗濯した。その後、各回６０
０ｍｌの水を用いてストリップを５回濯ぎ、１２０℃で３０分間乾燥した。
【０４６６】
１７人の試験官が綿ストリップを触った柔らかさに関して評価し、それぞれに、１が最も
柔らかいストリップを示し３が最も粗いストリップを示す等級を指定した。
【０４６７】
評価の結果は綿ストリップ１に１．６の平均等級を与えた。ベントナイトで処理された綿
ストリップ２は１．９の平均等級を与えられ、ストリップ３は２．５の平均等級を与えら
れた。
【０４６８】
実施例１１（本発明の第５の態様）
１１ａ）２３８ｇ（２．２４モル）のジエチレングリコールを室温で窒素下に置く。１時
間かけ、５５８ｇ（４．９３モル）のクロロ酢酸クロリドを激しく撹拌しながら滴下する
。滴下の間に温度が８２℃に上昇し、ＨＣｌの集中的な生成が始まる。滴下が完了したら
、バッチを１３０℃に３０分間加熱する。次いで最高で１３０℃／２０ｈＰａで沸騰する
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すべての成分を蒸留を介して除去する。結果は、組成
ＣｌＣＨ2Ｃ（Ｏ）ＯＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ2ＯＣ（Ｏ）ＣＨ2Ｃｌ
を有する５６６ｇの明黄色の油である。
【０４６９】
ガスクロマトグラフィーを用いて決定されるエステルの純度は９９．２％である。

１１ｂ）１－リットルの３つ口フラスコ中で、１８ｇの水及び８．６２ｇ（０．１モルの
第３級アミノ基）のＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－１，６－ヘキサンジアミンを室
温に置く。５分以内に、２－プロパノール中の５０－％溶液の形態における３６．０ｇ（
０．０９モル）のドデカン酸を加える。バッチが５０℃に加熱された後、１９４．７ｇ（
０．０９モルのエポキシ基）の平均的組成
【０４７０】
【化１１５】

【０４７１】
を有するエポキシシロキサン及び２２．５ｍｌの２－プロパノール中の１．３ｇ（０．０
１モルのアルキルハロゲニド基）の１１ａ）からのエステル誘導体を３０分かけて滴下す
る。黄色い不透明の混合物を還流温度に６時間加熱する。１００℃／２ｍｍＨｇにおいて
真空中で蒸留可能なすべての成分の除去に続き、２１０ｇの黄色い不透明の材料が得られ
、それは以下の構造的要素を含む：
【０４７２】
【化１１６】

【０４７３】
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実施例１２（本発明の第５の態様）及び比較実施例
洗濯－抵抗性親水性軟化剤としての適切性に関して調べるために、白い綿ジャージーを実
施例１１からの第４級アンモニウム塩に基づく調製物を用いて下記に記載する処理に供し
た。比較の目的で、商業的に入手可能な軟化剤を用いた。最初に以下の基本的調製物を確
立した：
【０４７４】
【表５】

【０４７５】
これらの基本的調製物の２０ｇを９８０ｇの蒸留水中に溶解した。次いで０．３５ｇ又は
０．４ｇのシロキサン剤を有効に含有するこれらの調製物を用い、６０ｃｍｘ９０ｃｍの
寸法及び８７ｇの重さの綿ジャージーの片をＦｏｕｌａｒｄ法を用いて処理した。綿材料
を与えられる調製物中に５秒間完全に浸漬し、１回の適用に続いて片を１２０℃で３分間
乾燥する。
【０４７６】
次いで布片を分け、半分を軽質洗剤（洗濯水のリットル当たり１．７ｇの洗剤）の存在下
で５回の機械洗濯サイクルに供する。各洗濯サイクルは２５分続き、洗濯温度は４０℃で
ある。
【０４７７】
洗濯されない及び洗濯された編織布片の親水性（ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｉｓｍ）（秒におけ
る水の１滴を吸収する能力）を決定し、その後５人の試験管が布の触感を評価した。
【０４７８】
【表６】
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【０４７９】
結果は、本発明で特定したとおりに処理された編織布は、非常に短い液滴吸収時間により
表される親水性とシリコーンの典型である触感の望ましい性質の組合せを保持しているこ
とを示す。
【０４８０】
実施例１３（本発明の第５の態様）
洗濯プロセスの間の内部軟化剤としての軟化性に関して調べるために、その表面が他のい
ずれの方法でも処理されなかった漂白された綿のストリップをＡｒｉｅｌ　ＦｕｔｕｒR

、ベントナイトを含有するＤａｓｈ　２　ｉｎ　１R及び実施例１１に記載したシリコー
ン第４級化合物の存在下で洗濯プロセスに供した。以下の境界的条件が保持された。
【０４８１】
【表７】

【０４８２】
水を６０℃に加熱し、洗剤及び綿ストリップ１の場合には実施例１からのシリコーン第４
級化合物を水中に溶解する。次いで綿ストリップをこれらの溶液中で３０分間洗濯する。
その後ストリップを５ｘ６００ｍｌの水中で濯ぎ、１２０℃で３０分間乾燥する。
【０４８３】
１６人の試験官が３つの綿ストリップを触った柔らかさに関して評価し、それぞれに、１
が最も柔らかいストリップを示し３が最も粗いストリップを示す等級を指定した。
【０４８４】
評価の結果は綿ストリップ１に１．４の平均等級を与えた。綿ストリップ２は２．８の平
均等級を与えられ、ベントナイトで処理されたストリップ３は１．８の平均等級を与えら
れた。
【０４８５】
本発明で特定したポリシロキサン化合物は、優れた洗濯－抵抗性及び永続性（ｓｕｂｓｔ
ａｎｔｉｖｉｔｙ）を示す。
【０４８６】
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例えばＥＰ－Ａ－２８２７２０に、特に毛髪のケアのための化粧品用調製物中におけるポ
リ第４級ポリシロキサンの使用が記載されており、向上した梳髪性（ｃｏｍｂａｂｉｌｉ
ｔｙ）、優れた光沢、高い帯電防止有効性及び向上したリンス性（ｒｉｎｓａｂｉｌｉｔ
ｙ）が一般的に利点として挙げられている。
【０４８７】
しかしながら最後に挙げた特性は洗濯抵抗性と同等視され得ない。毛髪のリンス性は短時
間の水の攻撃力及び皮膚を刺激しない非常に穏やかな界面活性剤に基づいているが、編織
布のための洗濯－抵抗性親水性軟化剤は高い脂肪及び汚れ溶解力を有する濃厚な界面活性
剤溶液の影響に耐えねばならない。近代的洗剤においては、高度にアルカリ性の錯体化剤
、酸化的漂白剤及び複合酵素系がこれらの界面活性剤系に加えられている。暴露は多くの
場合に高められた温度でしばらくの間に及んで行われる。これらの理由で、化粧品の分野
から洗濯－抵抗性の布軟化剤の分野に観察を移すことは不可能である。当該技術分野の現
状において引用したＤＥ－ＯＳ　３２３６４６６は、洗濯－抵抗性布処理を生ずるために
、方向は架橋可能な系に向けられるべきであると指摘している。
【０４８８】
同様に、本発明で特定する化合物が非－イオン性もしくはアニオン／非－イオン性界面活
性剤に基づく繊維及び編織布の洗濯のための調製物中における軟化剤として有効であるこ
とは期待されなかった。これらの場合は同様に、侵略的（ａｇｇｒｅｓｓｉｖｅ）洗剤調
製物の影響が高められた温度で長時間に及んで起こる。これは、軟化性物質を用いる繊維
表面の最初の修正（ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）が取り除かれるということにより悪化す
る。
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