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研究背景

パーフルオロアルキル化合物
化学的に安定

耐熱性、耐薬品性、耐候性、耐酸性に優れ

表面自由エネルギーが低い

優れた撥水性、撥油性、非粘着性、防汚性

含フッ素かご型シルセスキオキサン化合物

剛直でかさ高いサイコロ状の無機骨格に高密
度に多数の含フッ素基が導入された構造

コーティング剤

短鎖であっても分子運動性が抑えられ長鎖のパーフ
ルオロアルキル基と同等の性質が得られる。

かご型構造のため、Rf基がより表面に配向しやすい。

例

Rf = パーフルオロアルキル基

☞

☞

☞

☞

重合性官能基を導入 表面コーティング剤への応用
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従来技術とその問題点

側鎖型ポリマー 側鎖かご型シルセスキオキサン
ユニット同士の会合または結晶化に
よって物性が大きく影響される

特開2012-001724 特開2012-86419

保存安定性の高い、高い撥水撥油性
を付与する、表面処理剤を提供する。

特開2006-298947

重合性官能基を導入

重合

高密度に含フッ素かご型シルセスキオキサンユニット
を含む光学的透明材料を得ることは困難含フッ素かご型シルセスキオキサンユニット

の結晶性が高い

一官能性 三官能性

分子レベルでの完全な構造制御困難

現状一官能性

重合 ネットワークポリマーを形
成するため、分子レベル
での完全な構造制御困難

特開2014-37538

重合
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解決方法

主鎖型かご型シルセスキオキサンポリマーの特徴

側鎖型ポリマーよりも耐熱性や
機械的強度の大幅な向上が期待できる

特異な物性の発現が期待
かご型シルセスキオキサンの特徴を大きく反映した高分子

汎用溶媒に可溶で，かご構造を含む分子構造な明確な含フッ素
シルセスキオキサンポリマー作製法を提供する。

本発明では機能性新素材である二官能性含フッ素
かご型シルセスキオキサンモノマーの合成法開発
に成功した。
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従来技術とその問題点

不完全かご型シルセスキオキサンの合成 一官能性POSS化合物の合成

コーナキャッピング反応

MeSiCl2

ダブルデッカー型フェニルシルセスキオキサン二官能性POSS化合物の例

置換基がフェニル基に限定されている
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解決方法

二官能性POSS化合物

コーナオープニング反応 コーナキャッピング反応

コーナオープニング反応 コーナキャッピング反応

本手法を含フッ素かご型シルセスキオキサン化合物に適用
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新技術の特徴・従来技術との比較

コーナオープニング反応 コーナキャッピング反応

収率66% 収率52%

29Si-NMR

1H-NMR 

a
bc

a

b
c

A

B

A

B

12H

2H1H

12H

4H2H

一官能性

二官能性

29Si-NMR

1H-NMR 
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新技術の基となる研究成果

Chemical Formula: C24H34F18O12Si8Ag

m/z ：1186.8962

Ag添加 MS測定

超高分解能フーリエ変換型質量分析

シュミレーション

一致

GPC測定

THF
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新技術の基となる研究成果

sample Yield(%) Mn Mw Mw/Mn

3 20 1273 1332 1.04

run1 4a 27 7,700 11,000 1.45

run2 4b 54 16,000 30,000 1.92

ポリマー☞アモルファス

XRD測定
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新技術の基となる研究成果

T5d= 

232˚C

T5d= 283˚C

ポリマー

T5d= 370˚C

F-POSS ポリマー

TGA測定(N2）
ガラス転移認められない

DSC測定
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新技術の基となる研究成果

sample film thickness
(nm)

Wavelength
(nm)

Refractive 

index

Density

(g/cm3)

4aa 24.96 633 1.3352 1.47

4ba 27.05 633 1.2613 1.33

POSS-DPb - 633 1.388 -
a Method A used by Spectroscopic Elipsometry
b Method B used by Abbe refractometer

Spin Coat

Silicon wafer

100 ºC/1 min

H. Araki and  K. Naka, Macromolecules, 

44(15), 6039 (2011).

Dumbbell-Shaped Trifluoropropyl-

Substituted Derivatives (POSS-DP)
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想定される用途

フッ素置換かご型シルセスキオキサンを基盤とした二官能性モノマー： 新素材

二官能性モノマーの重合によるフッ素置換かご型シルセスキオキサンを主鎖
に有するポリマー

アルル基以外の官能基導入が可能

重合

様々なコモノマー・重合系に利用可

重合

n

‣有機溶媒に可溶（回収可）

‣含フッ素かご構造を含む
分子構造が明確な材料

展開
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想定される用途

高水蒸気バリア性材料

耐熱性と屈曲性に優れた紫外・可視光透過性透明ガラス代替材
料

低屈折率制御可能なシルセスキオキサン透明材料

耐熱性離型剤

紫外線耐候性透明材料

☞

☞

☞

☞

屈折率見込みは1.25〜1.35

☞

様々な構造の高分子合成
のモノマーに供与できる

実施例
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実用化に向けた課題

コーナオープニング反応 コーナキャッピング反応

収率66% 収率52%

反応条件と単離精製条件のさらなる最適化を検討する必要

想定される用途に向けた初期性能評価を行い、
優位性を見極める必要がある。

高分子主鎖にPOSSを導入することで得られる効果の実証例
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企業への期待

POSSをナノフィラーとして高分子に加える

一官能性POSSモノマーとの共重合

①

②
+

ペンダント型 末端キャップ型

高分子主鎖にPOSSを導入③

フッ素含有POSSを用いたポリマー改質法として従来の①と②の方法に加えて
③の方法についても検討事項に含ませるかどうかをお考え頂きたい。

重合性官能基（X）として利用したいニーズを提示して頂きたい。
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本技術に関する知的財産権

発明の名称:

フッ素含有シルセスキオキサン、フッ素含有シ
ルセスキオキサンの製造方法、及び重合体

• 出願番号: 特願2016-222923

• 出願人: 国立大学法人京都工芸繊維大学

• 発明者: 中 建介、井本裕顕、山中貴大



17

お問い合わせ先

京都工芸繊維大学

研究戦略推進本部知的財産室

（研究推進課知的財産係）

tel. 075-724-7039  /  fax. 075-724-7030

e-mail  chizai@kit.ac.jp

http://www.liaison.kit.ac.jp/

http://www.ipo.kit.ac.jp/


