
JP 2009-256597 A 2009.11.5

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】硬化膜に優れた透明性及び防汚性を付与することができるパーフルオロポリエー
テル基を含有するウレタン（メタ）アクリレートを提供する。
【解決手段】パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と芳香族ジイソシア
ネート化合物との反応生成物に、水酸基及び５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する
化合物を反応させて得られる、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン基及び１０個以上
の（メタ）アクリロイル基を有する化合物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と芳香族ジイソシアネート化合
物との反応生成物に、水酸基及び５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物を反
応させて得られる、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン基及び１０個以上の（メタ）
アクリロイル基を有する化合物。
【請求項２】
　前記芳香族ジイソシアネートが、メタフェニレンジイソシアネート、パラフェニレンジ
イソシアネート、２,４－トリレンジイソシアネート、２,６－トリレンジイソシアネート
、ジメチルベンゼンジイソシアネート、エチルベンゼンジイソシアネート、イソプロピル
ベンゼンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、１,４－ナフタレンジイソシア
ネート、１,５－ナフタレンジイソシアネート、２,６－ナフタレンジイソシアネート、又
は、２,７－ナフタレンジイソシアネートである請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　前記芳香族ジイソシアネートが、２，４－トリレンジイソシアネートである請求項１又
は２に記載の化合物。
【請求項４】
　前記５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物が、ジペンタエリスリトールペ
ンタ（メタ）アクリレートである請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項５】
　下記一般式（１）で示される請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。

【化４】

［式中、Ｒ１は水素原子又はメチル基であり、Ｒ３は単結合、メチレン基又はエチレン基
であり、Ｒ４及びＲ５はそれぞれ独立にフッ化メチレン基又は炭素数２～４のパーフルオ
ロアルキレン基であり、ｎは５～５０の整数である。］
【請求項６】
　前記Ｒ１が水素原子である請求項５に記載の化合物。
【請求項７】
　前記ｎが１０～３０の整数である請求項５又は６に記載の化合物。
【請求項８】
　（Ａ）パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と、芳香族ジイソシアネ
ート化合物とを反応させる工程、
　（Ｂ）水酸基及び５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物を反応させる工程
を含む、請求項１に記載の化合物の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン基及び（メタ）アクリロイル基を有
する化合物に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、プラスチック（ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、
ポリエステル、ポリオレフィン、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、トリアセチルセルロース
樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ノルボルネン系樹脂等）、金属、木材、紙、ガラス、スレ
ート等の各種基材表面の傷付き（擦傷）防止や汚染防止のための保護コ－ティング材及び
反射防止膜用コート材として、優れた塗工性を有し、かつ各種基材の表面に、硬度、耐擦
傷性、防汚性、耐摩耗性、表面滑り性、低カール性、密着性、透明性、耐薬品性及び塗膜
面の外観のいずれにも優れた硬化膜を形成し得る硬化性組成物が要請されている。
【０００３】
　このような要請を満たすため、種々の組成物が提案されているが、硬化性組成物として
優れた塗工性を有し、硬化膜とした場合に、高硬度及び耐擦傷性を有し、透明性に優れ、
さらに防汚性にも優れるという特性を備えたものはまだ得られていないのが現状である。
　防汚性を付与する方法として、例えば、特許文献１に、（メタ）アクリロイル基を有す
るポリシロキサンを配合した硬化性組成物記載されているが、油性マーカー拭き取り性の
観点からはさらに改良の余地があった。
【０００４】
　特許文献２は、反射防止膜表面の滑り性を改善でき、かつ非フッ素系の汎用溶剤に可溶
で、薄膜形成の容易な反射防止膜形成用組成物を開示している。この反射防止膜形成用組
成物は、反応性表面改質剤（Ｉ）及び反射防止膜材料（II）からなる組成物であって、そ
のうち、反応性表面改質剤（Ｉ）が、（Ａ）ジイソシアネートを３量体化させたトリイソ
シアネートと（Ｂ）少なくとも２種の活性水素含有化合物との反応生成物からなる反応性
基含有組成物であり、成分（Ｂ）が、（Ｂ－１）少なくとも１つの活性水素を有するパー
フルオロポリエーテル、及び（Ｂ－２）活性水素と自己架橋性官能基を有するモノマーを
含んでなる組成物からなっている。このような反応性表面改質剤（Ｉ）を添加することに
より、反射防止膜の表面性状、特に表面滑り性（低摩擦係数化）、表面硬度、耐磨耗性、
耐薬品性、汚染拭き取り性、撥水性、撥油性、耐溶剤性等を改善し、本来の塗膜の表面に
改質された表面性状を付与することができると記載されている。尚、この反応性表面改質
剤（Ｉ）と組み合わされる反射防止膜材料（II）は低屈折率層形成用である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３６０１８号公報
【特許文献２】特開２００６－３７０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上述の問題に鑑みなされたものであり、得られる硬化膜に優れた透明性及び防
汚性、特に油性マーカー拭き取り性を付与することができるパーフルオロポリエーテル基
を含有するウレタン（メタ）アクリレート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】
　即ち、本発明は下記化合物及びその製造方法を提供する。
１．パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と芳香族ジイソシアネート化
合物との反応生成物に、水酸基及び５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物を
反応させて得られる、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン基及び１０個以上の（メタ
）アクリロイル基を有する化合物。
２．前記芳香族ジイソシアネートが、２，４－トリレンジイソシアネートである上記１に
記載の化合物。
３．前記５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物が、ジペンタエリスリトール
ペンタ（メタ）アクリレートである上記１又は２に記載の化合物。
４．下記一般式（１）で示される上記１～３のいずれかに記載の化合物。
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【化１】

［式中、Ｒ１は水素原子又はメチル基であり、Ｒ３は単結合、メチレン基又はエチレン基
であり、Ｒ４及びＲ５はそれぞれ独立にフッ化メチレン基又は炭素数２～４のパーフルオ
ロアルキレン基であり、ｎは５～５０の整数である。］
５．前記Ｒ１が水素原子である上記４に記載の化合物。
６．前記ｎが１０～３０の整数である上記４又は５に記載の化合物。
７．（Ａ）パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と、芳香族ジイソシア
ネート化合物とを反応させる工程、
　（Ｂ）水酸基及び５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物を反応させる工程
を含む、上記１に記載の化合物の製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の化合物は、硬化性組成物に添加することにより、得られる硬化膜に優れた透明
性及び防汚性、特に油性マーカー拭き取り性を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】化合物１のＩＲチャートである。
【図２】化合物１の１Ｈ　ＮＭＲチャートである。
【図３】化合物１の１３Ｃ｛１Ｈ｝の１３Ｃ｛１Ｈ｝　ＮＭＲチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の化合物を具体的に説明する。
　本発明の化合物は、パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と芳香族ジ
イソシアネートとの反応生成物に、５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物を
付加して得られる、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン基及び１０個以上の（メタ）
アクリロイル基を有することを特徴とする。
【００１１】
　芳香族ジイソシアネートとしては、メタフェニレンジイソシアネート、パラフェニレン
ジイソシアネート、２,４－トリレンジイソシアネート、２,６－トリレンジイソシアネー
ト、ジメチルベンゼンジイソシアネート、エチルベンゼンジイソシアネート、イソプロピ
ルベンゼンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、１,４－ナフタレンジイソシ
アネート、１,５－ナフタレンジイソシアネート、２,６－ナフタレンジイソシアネート、
２,７－ナフタレンジイソシアネート等が挙げられ、メタフェニレンジイソシアネート、
パラフェニレンジイソシアネート、２,４－トリレンジイソシアネート、２,６－トリレン
ジイソシアネートが好ましい。
【００１２】
　５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物としては、ジペンタエリスリトール
ペンタ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート等
が挙げられ、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレートが好ましい。
【００１３】
　さらに、本発明の化合物は、下記一般式（１）で示される構造を有することが好ましい
。
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【化２】

【００１４】
　式（１）中、Ｒ１は水素原子又はメチル基であり、水素原子であることが好ましい。
　Ｒ３は単結合、メチレン基又はエチレン基である。
　Ｒ４及びＲ５はそれぞれ独立にフッ化メチレン基（－ＣＦ２－）又は炭素数２～４のパ
ーフルオロアルキレン基を示し、フッ化メチレン基、パーフルオロエチレン基、パーフル
オロプロピレン基であることが好ましい。
　ｎは５～５０の整数であり、好ましくは１０～３０の整数である。ｎが５より小さいと
、塗膜にした際、十分なすべり性、油性マーカー拭き取り性が得られないおそれがあり、
５０より大きいと、溶剤への溶解性が損なわれるおそれがある。
【００１５】
　本発明の化合物の分子量は、通常２０００～６０００の範囲内であり、２５００～３５
００の範囲内であることが好ましい。ここで、分子量はゲルパーミエーションクロマトグ
ラフ法によって測定する。
【００１６】
　本発明の化合物は、下記本発明の製造方法によって製造することができる。
　本発明の製造方法は、（Ａ）パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物と
、芳香族ジイソシアネート化合物とを反応させる工程、
　（Ｂ）水酸基及び５個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物を反応させる工程
を含むことを特徴とする。
【００１７】
　より具体的には、水酸基を有するパーフルオロポリエーテル化合物を、メチルエチルケ
トン等の溶媒中又は、無溶媒で、ジイソシアネート化合物と混合し、１０～２０℃の水浴
にて冷却する。溶液の温度が１０～２０℃になったら、ジラウリル酸ジブチル錫等のルイ
ス酸触媒を添加し、２０～６５℃の範囲で反応液を１～３時間撹拌する。その後５個以上
の（メタ）アクリロイル基と水酸基を有する化合物を混合し４５～６５℃にて３～６時間
撹拌することで製造することができる。
【００１８】
　パーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物としては、パーフルオロポリア
ルキレンオキシドの両末端に水酸基を有する化合物であれば特に限定されないが、パーフ
ルオロポリエチレンオキシドの末端ジオール化合物、パーフルオロポリプロピレンオキシ
ドの末端ジオール化合物が好ましい。
　また、好ましいパーフルオロポリエーテル構造を有するジオール化合物の市販品の例と
しては、Ｆｌｕｏｒｏｌｉｎｋ　Ｄ１０Ｈ、Ｆｌｕｏｒｏｌｉｎｋ　Ｄ(ソルベイソレク
シス社製）等が挙げられる。
【実施例】
【００１９】
　以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に
よって何ら限定されるものではない。尚、特にことわらない限り、「％」は質量％を表し
、「部」は質量部を表す。
【００２０】
実施例１
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化合物１の合成
【化３】

［上記式中、ｎ＝１０～１５である。］
【００２１】
　撹拌機、還流管及び乾燥空気導入管を備えた反応容器に、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ
－クレゾール（吉富ファインケミカル社製、ヨシノックスＢＨＴ）（０．０２４ｇ、０．
１ｍｍｏｌ）、パーフルオロポリエーテルジオール（ソルベイソレクシス社製、Ｆｌｕｏ
ｒｏｌｉｎｋ　Ｄ１０Ｈ）（３７．００ｇ、２４．６ｍｍｏｌ）、２，４－トリレンジイ
ソシアネート（三井化学ポリウレタン社製、ＴＯＬＤＹ－１００）（８．５８ｇ、４９．
２ｍｍｏｌ）及びメチルエチルケトン（丸善石油化学株式会社製）（４５．５８ｇ）を加
え、水浴にて冷却を行う。１０℃±５℃にてジラウリル酸ジブチル錫（共同薬品社製、Ｃ
ＡＳＴＩＮ－Ｄ）（０．０８０ｇ、０．１ｍｍｏｌ）を添加した後、６０℃まで昇温し、
１．５時間加熱した。次いで反応混合物を水浴にて冷却し、ここに、メチルエチルケトン
で固形分濃度５０％に希釈したジペンタエリスリトールペンタアクリレート（東亞合成株
式会社製、アロトニックスＭ４０３）（１０８．８４ｇ）を、滴下漏斗を用いて添加した
。これを６０℃まで昇温し、４時間加熱した。このようにして前記の化学構造式で示され
る化合物１のメチルエチルケトン溶液（２００ｇ）を得た。
【００２２】
　得られた化合物１のＩＲチャート、１Ｈ　ＮＭＲチャート、１３Ｃ｛１Ｈ｝　ＮＭＲチ
ャートをそれぞれ図１～３に示す。
【００２３】
＜硬化性組成物の製造＞
実施例２
　シリカ粒子分散液（分散媒：メチルエチルケトン、日産化学株式会社製：製品名ＭＥＫ
－ＳＴ－Ｌ）２１６．９質量部（シリカ粒子として６５．０８質量部）を固形分量７０％
になるまで濃縮し、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（日本化薬株式会社製：
ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ）３１．６２質量部、光開始剤（チバスペシャルティケミカル
ズ（株）製：イルガキュア１８４）３．００質量部、メチルイソブチルケトン７０質量部
を混合し、実施例１で合成した化合物１を０．３質量部添加し攪拌した。さらに、固形分
濃度が５０質量％になるようにメチルエチルケトンを添加し、撹拌して硬化性組成物を得
た。
【００２４】
比較例１
　各成分を表１に示す量で配合した以外は実施例２と同様にして硬化性組成物を得た。
【００２５】
＜硬化膜の製造＞
　厚さ８０μｍのＴＡＣフィルム上に、上記実施例２及び比較例１で得られた各硬化性組
成物をバーコーター（１２ミル）を用いて塗工した。８０℃で２分乾燥した後、高圧水銀
灯を用いて空気下で照射量１．０Ｊ／ｃｍ２の強度で紫外線を照射して光硬化させて各硬
化膜を作製した。
【００２６】
＜硬化膜の物性評価＞
　得られた硬化膜のヘーズ、全光線透過率及び接触角を測定した。また、油性マーカー拭
き取り性、耐スチールウール性及び塗膜外観を評価した。結果を表１に示す。
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【００２７】
（１）ヘーズ（％）の測定
　硬化膜のヘーズ（％）を、カラーヘーズメーター（スガ試験機（株）製）を用いて、Ｊ
ＩＳ　Ｋ７１０５に準拠して測定した。
【００２８】
（２）全光線透過率（Ｔｔ；％）の測定
　硬化膜の全光線透過率（％）を、カラーヘーズメーター（スガ試験機（株）製）を用い
て、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠して測定した。
【００２９】
（３）油性マーカー拭き取り性試験
　硬化膜に油性マーカー（ゼブラ株式会社、マッキーＭＯ－１２０－ＭＣ－ＢＫ）を付着
させ、３０秒後に不織布（旭化成製、商品名：ベンコットＳ－２）にて拭き取った。完全
に拭き取れた場合には、再度油性マーカーを付着させ、再度拭き取りを繰り返した。この
拭き取り可能回数を数え、下記評価基準に従って評価した。
Ａ：油性マーカー拭き取り可能回数１０回以上
Ｂ：油性マーカー拭き取り可能回数５～１０回
Ｃ：油性マーカー拭き取り可能回数１～４回
Ｄ：油性マーカー拭き取り可能回数０回
【００３０】
（４）接触角（°）の測定
　水及びヘキサデカンに対する、硬化膜の接触角を協和界面化学株式会社製の接触角計Ｄ
ｒｏｐ　Ｍａｓｔｅｒ５００を用いてＪＩＳ６７６８に準拠して測定した。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　表１の結果から、本発明の化合物を添加した硬化性組成物を硬化させて得られた硬化膜
は、透明性及び油性マーカー拭き取り性に優れていることがわかる。また、水、ヘキサデ
カンの接触角が共に高く、耐水性、耐油性にも優れていることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の化合物は、硬化性組成物に添加することにより、硬化性組成物を硬化させて得
られる硬化膜に、優れた透明性及び防汚性を付与できるため、各種コート材の表面改質剤
として有用である。
　特に、硬化膜の透明性を損なわないため、光学用途を目的とする硬化膜の添加剤として
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有用である。
 

【図１】 【図２】
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【図３】
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