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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記工程からなることを特徴とする基材表面の改質方法。
（１）基材の表面にポリシラザンを塗布してポリシラザン被膜を形成する工程、
（２）該ポリシラザン被膜に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはアルキ

レン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化
合物を塗布する工程、ついで、
（３）前記工程を経た基材を加熱して、該ポリシラザン被膜をシリカ層に転化せしめ、該
有機化合物を該シリカ層のシリカに結合させる工程。
【請求項２】
基材が無機質基材である請求項１に記載の改質方法。
【請求項３】
無機質基材が金属、ガラスまたはセラミックである請求項２に記載の改質方法。
【請求項４】
該有機化合物がアルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールである請求項1に
記載の改質方法。
【請求項５】
該ポリシラザンが繰り返し単位として
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【化７】

単位を有するものであり、該アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールが一
般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎＨ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であり、

ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6

(3)（式中、Ｒ5は炭素

原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ6は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、ｎは
１以上の数である。）で示される請求項４に記載の改質方法。
【請求項６】
該ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンであり、一般式(2)または一般式(3)で示される
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アルキレングリコールがエチレングリコールであり、ポリアルキレングリコールがポリエ
チレングリコールである請求項５に記載の改質方法。
【請求項７】
該ポリシラザンが触媒量のシリカ転化促進触媒を含有するものである請求項1、請求項５
または請求項６に記載の改質方法。
【請求項８】
ポリエチレングリコールの数平均分子量が９０〜２０００である請求項６に記載の改質方
法。
【請求項９】
シリカ転化促進触媒がアミン系触媒である請求項７に記載の改質方法。
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【請求項１０】
ポリシラザンからシリカへの転化率が８０％以上である請求項1、請求項４、請求項５、
請求項６または請求項７に記載の改質方法。
【請求項１１】
シリカ層の厚みが１０〜１５００ｎｍである請求項1、請求項４、請求項５、請求項６ま
たは請求項７に記載の改質方法。
【請求項１２】
基材の表面にシリカ層が形成されており、該シリカ層の表層部に、該シリカ層に結合した
、式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはアルキレン基であり、ｍ、ｎは１以上の

正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物層が形成されていることを特
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徴とする改質された表面を有する基材。
【請求項１３】
シリカ層の厚みが１０〜１５００ｎｍである請求項１２に記載の基材。
【請求項１４】
該有機化合物層がドメイン構造を有していることを特徴とする請求項１２に記載の基材。
【請求項１５】
該基材が無機質基材である請求項１２に記載の基材。
【請求項１６】
該無機質基材が金属、ガラスまたはセラミックである請求項１５に記載の基材。
40

【請求項１７】
該シリカ層がポリシラザンから誘導されたものであり、該有機化合物層がアルキレングリ
コールまたはポリアルキレングリコールに由来するものである請求項１２に記載の基材。
【請求項１８】
該ポリシラザンが繰り返し単位として
【化８】

単位を有するものであり、該アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールが一
般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎＨ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であり、

ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6

(3)（式中、Ｒ5は炭素
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原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ6は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、ｎは
１以上の数である。）で示される請求項１７に記載の基材。
【請求項１９】
該ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンであり、一般式(2)または一般式(3)で示される
アルキレングリコールがエチレングリコールであり、該ポリアルキレングリコールがポリ
エチレングリコールである請求項１８に記載の基材。
【請求項２０】
基材表面のシリカ層が親水性表面を有することを特徴とする請求項１２記載の基材。
【請求項２１】
シリカ層表面の水に対する接触角が１０〜５０度である請求項２０に記載の基材。
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【請求項２２】
改質された表面を有する基材が人体に接触して使用される部品または物品を構成する材料
である請求項２１に記載の基材。
【請求項２３】
下記工程からなり、基材の表面にシリカ層が形成されており、該シリカ層の表層部に、該
シリカ層に結合した、式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはアルキレン基であり

、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物層が形成
されていることを特徴とする改質された表面を有する基材の製造方法。
（１）基材の表面にポリシラザン被膜を形成する工程、
（２）該ポリシラザン被膜に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはアルキ
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レン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化
合物層を形成する工程、ついで
（３）前記工程を経た基材表面のポリシラザン被膜をシリカ層に転化せしめ、該有機化合
物層をシリカ層に結合させる工程。
【請求項２４】
該ポリシラザン被膜の形成がポリシラザンの溶液を塗布することにより、該有機化合物層
の形成が該有機化合物自体またはその溶液を塗布することにより、ポリシラザン被膜のシ
リカ層への転化および該有機化合物層のシリカ層への結合が加熱することによる請求項２
３に記載の製造方法。
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【請求項２５】
該有機化合物がアルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールである請求項２３
に記載の製造方法。
【請求項２６】
該ポリシラザンが繰り返し単位として
【化９】

単位を有するものであり、該アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールが一
般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎ−Ｈ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であり

、ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6

(3)（式中、Ｒ5は炭

40

6

素原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、ｎ
は１以上の数である。）で示される請求項２５に記載の製造方法。
【請求項２７】
該ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンであり、一般式(2)または一般式(3)で示される
アルキレングリコールがエチレングリコールであり、ポリアルキレングリコールがポリエ
チレングリコールである請求項２６に記載の製造方法。
【請求項２８】
該ポリシラザンが触媒量のシリカ転化促進触媒を含有するものである請求項２３、請求項
２４、請求項２５、請求項２６または請求項２７記載の製造方法。
【請求項２９】
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該シリカ転化促進触媒がアミン系触媒である請求項２８に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、基材表面を改質する方法、改質された表面を有する基材およびその製造方法に
関し、詳しくは、金属等の基材表面に親水性、耐摩耗性、耐薬品性、人体への接触適合性
等の特性を付与することのできる基材表面の改質方法、改質された表面を有する基材およ
びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来、金属基材の表面にシリカ被膜を形成し金属基材の表面を改質する方法としては数多
くの方法が提案されている。例えば、特開昭６２−８８３２７号（特許文献１）は、シリ
コンウエハー上に、オルガノシクロシラザンから得られた重合体のトルエン溶液を塗布し
、室温で乾燥させた後、酸素または水蒸気の存在下に高温焼成してシリカフィルムを形成
する方法を教示している。特開平９−１５７５９４号（特許文献２）は、ステンレススチ
ール板あるいは金属、ガラス、セラミック等の上に、ペルヒドロポリシラザンのキシレン
溶液を塗布し、大気中、４５０℃で加熱してシリカ被膜を形成する方法を教示している。
特開平１０−１９４７５３号（特許文献３）は、シリコンウエハー上に、ペルヒドロポリ
シラザンのキシレン溶液を塗布し、室温でアミン化合物と水蒸気に接触させ、ついで焼成
してシリカ被膜を形成する方法を教示している。特開２００４−１５５８３４（特許文献
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４）は、金属、ガラス、セラミック、プラスチック等の表面にアミン系触媒を含有するペ
ルヒドロポリシラザンのキシレン溶液を塗布し常温放置してシリカ層を形成する方法を教
示している。しかし、これらの方法は、いずれも金属、ガラス、セラミック、プラスチッ
ク等の表面にシリカ層を形成して耐熱性、耐摩耗性、耐食性の表面に改質する方法に関す
るものであり、これらの方法で得られた基材表面は、親水性を有しておらず、また、人体
への接触適合性を有しておらず、例えば、人体、特には生体に接触して使用される基材と
しては満足できるものではない。
【０００３】
特開平７‑８２５２８号（特許文献５）は、ポリシラザンとアルコール(例、エタノール、
エチレングリコール、プロピレングリコール)の混合物からなるシリカ系被膜形成用塗布
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液を教示しているが、形成されたシリカ層は親水性が不十分であり、硬度が小さく、耐摩
耗性が劣るという問題がある。特開２００３−３２７９０８（特許文献６）は、アニオン
系界面活性剤と両性界面活性剤と非イオン系界面活性剤の水溶液からなる親水性維持剤・
促進剤原液を教示しており、ポリシラザン含有コーテイング膜に塗布すると親水性が維持
・促進されるとのことであるが、シリカ層表面にアニオン系界面活性剤と両性界面活性剤
と非イオン系界面活性剤が付着しているので、人体、特には生体に接触して使用される基
材としては満足できるものではない。また、親水性の耐久性が不十分である。
【０００４】
一方、金属基材表面にポリエチレングリコール等の親水性ポリマーを塗布して親水性表面
に改質する方法も試みられているが、このような親水性ポリマーそのものを金属表面に直
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接化学結合させることは難しく、親水性、耐薬品性、人体への接触適合性等の表面特性を
有する基材は得られていない。
【０００５】
【特許文献１】
特開昭６２−８８３２７号公報
【特許文献２】
特開平９−１５７５９４号公報
【特許文献３】
特開平１０−１９４７５３号公報
【特許文献４】
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特開２００４−１５５８３４公報
【特許文献５】
特開平７‑８２５２８号公報
【特許文献６】
特開２００３−３２７９０８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明者らは鋭意研究した検討した結果、基材表面にポリシラザン被膜を形成し、これに
特定の有機化合物を接触させ、続いて加熱してポリシラザン被膜をシリカ被膜に転化させ
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れば、優れた親水性と耐摩耗性と耐薬品性の表面を有し、人体への接触適合性、特には生
体適合性に優れた表面を有する基材が得られることを見出し本発明に到達した。即ち、本
発明の目的は、基材表面を、優れた親水性とその耐久性と耐摩耗性と耐薬品性と、人体へ
の接触適合性、特には生体適合性等が優れている表面に改質する方法；優れた親水性とそ
の耐久性と耐摩耗性と耐薬品性と、人体への接触適合性、特には生体適合性等を有る改質
された表面を有する基材、および、かかる基材の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、
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「[1] 下記工程からなることを特徴とする基材表面の改質方法。
（１）基材の表面にポリシラザンを塗布してポリシラザン被膜を形成する工程、
（２）該ポリシラザン被膜表面に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはア

ルキレン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有
機化合物を塗布する工程、ついで、
（３）前記工程を経た基材を加熱して、該ポリシラザン被膜をシリカ層に転化せしめ、該
有機化合物を該シリカ層のシリカに結合させる工程。
[2] 基材が無機質基材である[1]に記載の改質方法。
[3] 無機質基材が金属、ガラスまたはセラミックである[2]に記載の改質方法。
[4] 該有機化合物がアルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールである[1]に
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記載の改質方法。
[5]該ポリシラザンが繰り返し単位として
【化１】

単位を有するものであり、該アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールが一
般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎＨ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であり、

ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6

(3)（式中、Ｒ5は炭素
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原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、ｎは
１以上の数である。）で示される[4]に記載の改質方法。
[6] 該ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンであり、一般式(2)または一般式(3)で示さ
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れるアルキレングリコールがエチレングリコールであり、ポリアルキレングリコールがポ
リエチレングリコールである[5]に記載の改質方法。
[7] 該ポリシラザンが触媒量のシリカ転化促進触媒を含有するものである[1]、[5]または
[6]に記載の改質方法。
[8] ポリエチレングリコールの数平均分子量が９０〜２０００である[6]に記載の改質方
法。
[9] シリカ転化促進触媒がアミン系触媒である[7]に記載の改質方法。
[10] ポリシラザンからシリカへの転化率が８０％以上である[1]、[4]、[5]、[6]または[
7]に記載の改質方法。
[11] シリカ層の厚みが１０〜１５００ｎｍである[1]、[4]、[5]、[6]または[7]に記載の
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改質方法。
[12] 基材の表面にシリカ層が形成されており、該シリカ層の表層部に、該シリカ層に結
合した、式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはアルキレン基であり、ｍ、ｎは１

以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物層が形成されているこ
とを特徴とする改質された表面を有する基材。
[13] シリカ層の厚みが１０〜１５００ｎｍである[12]記載の基材。
[14] 該有機化合物層がドメイン構造を有していることを特徴とする[12]に記載の基材。
[15] 該基材が無機質基材である[12]に記載の基材。
[16] 該無機質基材が金属、ガラスまたはセラミックである[15]に記載の基材。
[17] 該シリカ層がポリシラザンから誘導されたものであり、該有機化合物層がアルキレ
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ングリコールまたはポリアルキレングリコールに由来するものである[12]に記載の基材。
[18] 該ポリシラザンが繰り返し単位として
【化２】

単位を有するものであり、該アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールが一
般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎＨ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であり、

ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6

(3)（式中、Ｒ5は炭素

原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ6は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、ｎは
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１以上の数である。）で示される[17]に記載の基材。
[19] 該ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンであり、一般式(2)または一般式(3)で示
されるアルキレングリコールがエチレングリコールであり、ポリアルキレングリコールが
ポリエチレングリコールである[18]に記載の基材。
[20] 基材表面のシリカ層が親水性表面を有することを特徴とする[12]記載の基材。
[21] シリカ層表面の水に対する接触角が１０〜５０度である[20]に記載の基材。
[22] 改質された表面を有する基材が人体に接触して使用される部品または物品を構成す
る材料である[21]に記載の基材。
[23] 下記工程からなり、基材表面にシリカ層を有し、該シリカ層の表層部に、該シリカ
層に結合した、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−（式中、Ｒはアルキレン基であり、ｍ、ｎ
は１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物層が形成されてい
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ることを特徴とする改質された表面を有する基材の製造方法。
（１）基材の表面にポリシラザン被膜を形成する工程、
（２）該ポリシラザン被膜表面に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはア

ルキレン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有
機化合物層を形成する工程、ついで
（３）前記工程を経た基材表面のポリシラザン被膜をシリカ層に転化せしめ、該有機化合
物層をシリカ層に結合させる工程。
[24] 該ポリシラザン被膜の形成がポリシラザンの溶液を塗布することにより、該有機化
合物層の形成が有機化合物自体またはその溶液を塗布することにより、ポリシラザン被膜
40

のシリカ層への転化が加熱することによる[23]に記載の製造方法。
[25] 該有機化合物がアルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールである[23]
に記載の製造方法。
[26] 該ポリシラザンが繰り返し単位として
【化３】

単位を有するものであり、該アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコールが一
般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎ−Ｈ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であり

、ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6
6

(3)（式中、Ｒ5は炭

素原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、ｎ
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は１以上の数である。）で示される[25]に記載の製造方法。
[27] 該ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンであり、一般式(2)または一般式(3)で示
されるアルキレングリコールがエチレングリコールであり、ポリアルキレングリコールが
ポリエチレングリコールである[26]に記載の製造方法。
[28] 該ポリシラザンが触媒量のシリカ転化促進触媒を含有するものである[23]、[24]、[
25]、[26]または[27]に記載の製造方法。
[29] 該シリカ転化促進触媒がアミン系触媒である[28]に記載の製造方法。」に関する。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の基材表面の改質方法は、基材表面に優れた親水性とその耐久性と耐摩耗性と耐薬

10

品性、人体への接触適合性、特には生体適合性等を付与するという特徴を有する。本発明
の改質された表面を有する基材は、親水性とその耐久性と耐摩耗性と耐薬品性と、人体の
接触適合性、特には生体適合性等が顕著に向上した表面を有するという特徴を有する。本
発明の改質された表面を有する基材の製造方法は、かかる基材を効率よく簡易に製造する
ことができるという特徴を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１で得られた試験体のシリカ層表面を原子間力表面粗さ計で観察した画像
（ＡＦＭ像)を示す。画像中の単位はｎｍである。
【図２】実施例２で得られた試験体のシリカ層表面の原子間力表面粗さ計で観察した画像

20

(ＡＦＭ像)を示す。画像中の単位はｎｍである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明において表面改質の対象となる基材として、種々の無機質基材（材料）または有機
質基材（材料）がある。無機質基材の材質としては、スチール、ステンレススチール、ア
ルミニウム、デユラルミン、チタン、チタン合金、銀等の金属類；ガラス、石英、セラミ
ック、陶磁器、石材が例示される。有機質基材としては、ポリエチレン樹脂、ポリプロピ
レン樹脂、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、
ポリビニルアルコール、ポバール樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ポ
リウレタン樹脂等の合成樹脂類；合成木材；竹、木材等の天然素材が例示される。
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有機質基材および無機質基材の形状としては、板、シート、フィルム、箔、フィラメント
、クロス、ブロック、容器や部品、物品の形状が例示される。このような基材は本発明の
表面改質された基材が適用される箇所とか、部品、物品の用途によって適宜選択され用い
られる。
［００１１］
（１）基材の表面にポリシラザン被膜を形成する工程（以下、工程（１）という）におい
て、基材表面に塗布、コーテイングするポリシラザンは、分子内でＳｉ−Ｎ（ケイ素−窒
素）結合が繰り返された重合体であり、シリカに転化容易であればその種類は特に限定さ
れない。Ｓｉ−Ｎ（ケイ素−窒素）結合のＳｉ原子に２個の水素原子が結合していると、
シリカへの転化が容易である。
このようなポリシラザンの分子構造としては直鎖状、分岐した直鎖状、分岐状、環状、架
橋構造を有するもの、あるいは分子内にこれらの複数の構造を同時に有するものがある。
本発明においては、これらを単独で、あるいは混合物で使用できる。これらポリシラザン
の代表例としては、下記式（４）で示されるシラザン単位を繰り返し単位とする重合体等
がある。ここで重合体はオリゴマーをも意味する。
［００１２］
【化４】
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（４）（式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、水素原子またはメチル基、エチル基、プロピル
基、ブチル基のような炭素原子数１〜８のアルキル基である。）
［００１３］
シリカへの転化の容易性の点で、Ｒ１、Ｒ２ともに水素原子である単位を含有するものが
１

好ましく、分子中のＲ

２

およびＲ

３

びＲ

１

がすべて水素原子であるもの、特にはＲ
１

がすべて水素原子であるものがより好ましい。Ｒ

、Ｒ

２

10

、Ｒ

２

およ

３

およびＲ

がすべて水素

原子であるポリシラザンは、下記式（５）で示される繰り返し単位を有し、ペルヒドロポ
リシラザンあるいはパーヒドロポリシラザンと称される。
【化５】

20
(5)
ペルヒドロポリシラザンは、下記式(6)で示される化学構造部分を有していると言われて
いる。
【化６】

30

(6)
【００１４】
上記ペルヒドロポリシラザンは、ケイ素原子に結合した水素原子の一部が水酸基で置換さ
れたものであってもよい。ペルヒドロポリシラザンは、ジハイドロジェンジクロロシラン
と有機塩基(例えば、ピリジンまたはピコリン)とを反応させてアダクツを作り、該アダク
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ツとアンモニアを反応させることにより容易に合成することができる。
【００１５】
このようなポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンの数平均分子量は、通常１００
〜５０，０００であり、加熱時の不揮発性と溶剤への溶解性の点で２００〜２，５００が
より好ましい。
【００１６】
ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンは、少量のシリカ転化促進触媒を含有して
いてもよい。シリカ転化促進触媒として有機アミン化合物、有機酸、無機酸、カルボン酸
金属塩、有機金属錯塩が例示される。有機アミン化合物が好ましく、１−メチルピペラジ
ン、１−メチルピペリジン、４，４

−トリメチレンジピペリジン、４，４

−トリメチ
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レンビス（１−メチルピペリジン）、ジアザビシクロ−［２，２，２］オクタン、シス−
２，６−ジメチルピペラジン、４−（４−メチルピペリジン）ピリジン、ピリジン、ジピ
リジン、α−ピコリン、β−ピコリン、γ−ピコリン、ピペリジン、ルチジン、ピリミジ
ン、ピリダジン、４，４

−トリメチレンジピリジン、２−（メチルアミノ）ピリジン、

ピラジン、キノリン、キノクサリン、トリアジン、ピロール、３−ピロリン、イミダゾー
ル、トリアゾール、テトラゾール、１−メチルピロリジンなどの含窒素環状有機アミン；
メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、ト
リエチルアミン、プロピルアミン、ジプロピルアミン、トリプロピルアミン、ブチルアミ
ン、ジブチルアミン、トリブチルアミン、ペンチルアミン、ジペンチルアミン、トリペン
チルアミン、ヘキシルアミン、ジヘキシルアミン、トリヘキシルアミン、ヘプチルアミン

10

、ジヘプチルアミン、オクチルアミン、ジオクチルアミン、トリオクチルアミン、フェニ
ルアミン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミンなどの脂肪族もしくは芳香族アミン類
；ＤＢＵ（１，８−ジアザビシクロ［５，４，０］７−ウンデセン）、ＤＢＮ（１，５−
ジアザビシクロ［４，３，０］５−ノネン）、１，５，９−トリアザシクロドデカン、１
，４，７−トリアザシクロノナンが例示される。
ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザン中のシリカ転化促進触媒の含有量は０．１
〜１０重量％が好ましい。
［００１７］
工程（１）においては、基材上にポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンを塗布、
すなわち、コーテイングするに際して、ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンを
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溶剤に溶解して溶液にしておくことが好ましい。そのための溶剤は、ポリシラザン、特に
はペルヒドロポリシラザンを溶解して該溶液に流動性を付与し、ポリシラザン、特にはペ
ルヒドロポリシラザンを変質、分解しないものであればよい。このような溶剤として、ト
ルエン、キシレン、ヘキシレン等の芳香族炭化水素；エチルブチルエーテル、ジブチルエ
ーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類；ヘキサン、ヘプタン、シクロ
ヘキサン等の脂肪族炭化水素が例示される。これらの有機溶媒は、単独もしくは２種以上
を混合して用いられる。このようなポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザン溶液中
のポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンの固形分濃度は、０．１〜３５重量％で
あることが好ましく、０．２〜１０重量％であることがより好ましい。
［００１８］
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工程（１）において、基材の表面にポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンを塗布
、コーテイングするなどしてポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザン被膜を形成す
るには、通常の塗布方法、コーテイング方法、すなわち、浸漬、ロールコーテイング、ブ
レイドコーテイング、刷毛塗り、スプレー、フローコーテイング、スピンコーテイング等
が用いられる。コーテイング前に基板を研磨、脱脂、各種ブラストによる表面処理してお
くとポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンの付着性が向上する。ポリシラザン、
特にはペルヒドロポリシラザン溶液を塗布、コーテイングした場合は、塗布、コーテイン
グ後に、風乾または温風乾燥をするとよい。
［００１９］
次に、工程（１）を経た基材表面のポリシラザン被膜、特にはペルヒドロポリシラザン被
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膜上に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−（１）（式中、Ｒはアルキレン基であり、ｍ、ｎ
は１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物を塗布、すなわち
、コーテイングするなどして該有機化合物層を形成する。
（２）該ポリシラザン被膜表面に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−（１）（式中、Ｒはア
ルキレン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有
機化合物層を形成する工程で使用される、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−（１）（式中、
Ｒはアルキレン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格と
する有機化合物は、ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンが転化して生成するシ
リカと結合して親水性を付与する。一般式（１）で示される有機化合物の代表例は、アル
キレングリコールおよびポリアルキレングリコールが挙げられる。ポリシラザン、特には
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ペルヒドロポリシラザンが転化して生成するシリカとの結合性の点で両末端または片末端
に水酸基が存在することが好ましい。両末端水酸基のものは、片末端アルコキシ化したも
のよりは、シリカとの結合性の点で好ましい。
そのうちでも一般式：ＨＯ［Ｒ４Ｏ］ｎ−Ｈ（２）（式中、Ｒ４は炭素原子数１〜４のア
ルキレン基であり、ｎは１以上の数である。）で示されるアルキレングリコールまたはポ
リアルキレングリコールが好ましい。また、一般式：ＨＯ［Ｒ５Ｏ］ｎ−Ｒ６（３）（式
中、Ｒ５は炭素原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ６は炭素原子数１〜３のアルキル
基であり、ｎは１以上の数である。）で示されるアルキレングリコールまたはポリアルキ
レングリコールも好ましい。
一般式（１）中、ｍは通常１であり、Ｒはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチ

10

レン基、ペンチレン基、アミレン基、ヘキシレン基等のアルキレン基であり、親水性付与
効果の点で炭素原子数１〜８のものが好ましく、１〜４のものがより好ましい。ｎが２以
上の場合は、エチレン基が主体であれば同一分子内にエチレン基とプロピレン基もしくは
ブチレン基が共存したものでもよい。Ｒ４はメチレン基、エチレン基、プロピレン基また
はブチレン基であり、エチレン基が最も好ましく、Ｒ5はメチレン基、エチレン基または
プロピレン基でり、エチレン基が最も好ましい。Ｒ6はメチル基、エチル基またはプロピ
ル基である。しかし、ポリエチレングリコールの重合度が大きい場合はブチル基やペンチ
ル基であってもよい。
ｎは１以上の正数であるが、２以上が好ましく、４５以下が好ましい。
20

【００２０】
このような有機化合物としては、エチレングリコール、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モノエチルエーテル、プロピレングリコール、ブチレングリ
コ−ル等の単量体、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコールモノメチルエーテ
ル、ポリエチレングリコールモノエチルエーテル、ポリプロピレングリコール、ポリブチ
レングリコ−ル、ポリエチレン・プロピレングリコール等の重合体が例示される。これら
の中でも、ポリエチレングリコール（ポリオキシエチレン）が好ましい。このポリエチレ
ングリコールは、式：ＨＯ−［ＣＨ２ＣＨ２Ｏ］ｎ−Ｈ

(7)（式中、ｎは２以上の正数

である。）で示される重合体であり、常温で液体からロウ状の堅い固体に至るまでのもの
がある。本発明においては、数平均分子量が９０〜２０００であるものが好ましく用いら
れる。このような有機化合物は、通常液状であるので、ポリシラザン被膜、特にはペルヒ
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ドロポリシラザン被膜上にそのまま塗布することが好ましい。常温で粘稠な液状や、ロウ
状であるものは、適切な溶媒に溶解、希釈してから塗布するとよい。そのための溶剤はポ
リシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンが不溶であるか難溶であるもの、変質しない
ものから選択することが好ましい。このような有機化合物は、エーテル基の親水性のため
水、親水性有機溶剤、極性有機溶剤（例えば、エーテル類、脂肪酸エステル類）によく溶
けるが、アルコールやフェノールのように水酸基を有するものは避けるべきである。キシ
レンのような芳香族炭化水素溶媒には多少可溶であるので溶解、希釈に使用することがで
きる。一般式(1)：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはアルキレン基であり、ｍ、ｎ

は１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物、特には、一般式
：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎ−Ｈ

(2)および一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎ−Ｒ6

(3)で示されるアル
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キレングリコールまたはポリアルキレングリコールを溶解、希釈するための有機溶媒とし
てジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、キシレン、トルエン、ベンゼンが例示される
。
［００２１］
工程（１）により基板表面に形成されたポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザン被
膜表面に、一般式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−（１）（式中、Ｒはアルキレン基であり、ｍ、
ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物を塗布する方法
、すなわち、コーテイングする方法として、通常の塗布方法、コーテイング方法、すなわ
ち、浸漬、ロールコーテイング、ブレイドコーテイング、刷毛塗り、噴霧、フローコーテ
イング、スピンコーテイング等がある。塗布後、反応性を高めるため、しばらく放置する
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ことが好ましい。また、溶媒に溶解、希釈してから塗布した場合は、加熱前に溶媒を揮発
、除去しておくことが好ましい。
［００２２］
最後に、（３）前記工程を経た基材表面のポリシラザン被膜をシリカ層に転化せしめ、該
有機化合物層をシリカ層に結合させる工程では、上記２工程を経た基材を加熱等してポリ
シラザン、特にはペルヒドロポリシラザンをシリカに転化させる。このときの加熱温度は
、好ましくは１００℃〜４００℃の範囲内であり、より好ましくは１００〜３００℃の範
囲内である。ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンがシリカ転化促進触媒を含有
している場合は、加熱温度は上記温度範囲より低くてもよく、５０〜２００℃位が好まし
い。加熱温度と加熱時間は、一般式（１）で示される有機基を主骨格とする有機化合物が
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さほど熱分解しない条件を選択することが好ましい。基材が有機質の場合は基材が熱分解
したり変質しない条件を選択することが好ましい。
加熱は、酸素ガスおよび水蒸気を含むので空気中での加熱が好ましい。空気の代わりに酸
素ガス含有窒素ガス、水蒸気含有窒素ガス、酸素ガスと水蒸気含有窒素ガスを使用しても
よい。ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンは、電子線照射によってもシリカに
転化させることができる。
［００２３］
ポリシラザン、特にはペルヒドロポリシラザンからシリカへの転化率は８０％以上である
ことが好ましく、９０％以上であることがより好ましく、９８〜１００％が最も好ましい
20

。
［００２４］
つぎに、本発明の改質された表面を有する基材について説明する。本発明の改質された基
材は、基材表面上にシリカ層、好ましくは薄いシリカ層、すなわち、シリカ薄層が形成さ
れており、該シリカ層は基材表面に密着ないし結合している。該シリカ層の表層部に、該
シリカ層のシリカに結合した、式：−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−（１）（式中、Ｒはアルキレン
基、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を主骨格とする有機化合物層が形
成されている。該シリカ層の表層部に該有機化合物層があるが、通常は、基材表面上にシ
リカ層があり、その上にシリカと該有機化合物の結合物層があり、この結合物層は表面に
近づくにしたがって該有機化合物濃度が高くなり、ついで該有機化合物のみからなる層が
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ある。
該シリカ層のシリカは、式；ＳｉＯ４／２で表される４官能性シロキサン単位を繰り返し
単位としている。このようなシリカ層を形成する方法としては、テトラメトキシシラン、
テトラエトキシシラン等のテトラアルコキシシランを加水分解縮合する方法、ポリシラザ
ン、特にはペルヒドロポリシラザンから得る方法等が挙げられる。これらの中でもポリシ
ラザン、特にはペルヒドロポリシラザンから得られるシリカ層が好ましい。
【００２５】
基材表面上のシリカ層の厚みは１〜３０００ｎｍであることが好ましく、１０〜１５００
ｎｍであることがより好ましい。しかし、基材の種類や表面状態によっては１〜５００ｎ
ｍであることが好ましい。厚みが１ｎｍ未満になると、基材表面に凹凸がある場合に表面
を完全に被覆することが容易でなく、また、親水性等の機能が低下する傾向にある。厚み
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が３０００ｎｍを越えるとシリカ層の均一性が低下することがあり、シリカ層に亀裂がは
いりやすくなることがあるからである。なお、下記の実施例におけるシリカ層の厚みは約
１２０〜１５０ｎｍである。
基材表面のシリカ層の厚さは、その切断面をフィールドエミッションスキャニング電子顕
微鏡により観測して求めることができる。
【００２６】
式:−［（Ｒ）ｍＯ］ｎ−

(1)（式中、Ｒはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブ

チレン基等のアルキレン基であり、ｍ、ｎは１以上の正数である。）で示される有機基を
主骨格とする有機化合物層は、該シリカ層の表面、表層部に化学的に結合しており、単に
物理的に付着しているのではない。好ましくは、該有機化合物の末端炭素原子が酸素原子
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を介してシリカのケイ素原子に共有結合している。
該有機化合物の該シリカ層のシリカへの化学的結合、特には、該有機化合物の末端炭素原
子が酸素原子を介してシリカのケイ素原子に共有結合していることは、汎用型フーリエ変
換赤外吸光光度計（日本分光株式会社製、汎用型フーリエ変換赤外吸光光度計、ＲＡＳ測
定(高感度測定)、ＰＡＳ測定(光音響法)、Ｘ線光電子分析装置エスカ（株式会社島津製作
所製のShimadzu ESCA‑1000AX）での測定等により知ることができる。また、実施例６の試
験結果より推定することができる。
この有機化合物層は、シリカ層の表面、表層部に化学的に結合したドメイン構造、マッシ
ュルーム構造、あるいはこぶ状構造と呼称されている領域あるいは形態を形成しているこ
とが好ましい。ドメイン構造、マッシュルーム構造、あるいはこぶ状構造をとることによ

10

り、親水性が向上している。
この有機化合物層は、アルキレングリコールまたはポリアルキレングリコール、特には、
一般式：ＨＯ［Ｒ4Ｏ］ｎ−Ｈ

(2)（式中、Ｒ4は炭素原子数１〜４のアルキレン基であ

り、ｎは１以上の数である。）または一般式：ＨＯ［Ｒ5Ｏ］ｎＲ6

(3)（式中、Ｒ5は

炭素原子数１〜３のアルキレン基であり、Ｒ6は炭素原子数１〜３のアルキル基であり、
ｎは１以上の数である。）で示されるアルキレングリコールまたはポリアルキレングリコ
ールに由来するオキシアルキレン基、特にはポリエチレングリコールに由来する、式:−
［ＣＨ２ＣＨ２Ｏ］ｎ−

(8)（式中、ｎは２以上の正数である。）で示される有機基が

存在する層が好ましい。したがって、基材表面は単に親水性が優れているだけでなく、そ
の耐久性に優れている。すなわち、繰り返し水洗されても親水性が低下せず、表面を布で
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強く擦っても剥がれたりしない。
【００２７】
基材表面にシリカ層が形成されたことは、ＪＩＳ

Ｋ５４００の８.４.２に従う鉛筆硬度

(鉛筆引っ掻き値)の増加により推測することができる。ステンレススチール（ＳＵＳ３０
４）試験板表面の鉛筆硬度は６Ｂであるが、ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板
表面にペルヒドロポリシラザン被膜を形成し、その上にポリエチレングリコールを塗布し
１５０℃で３０分間加熱した後の試験体表面の鉛筆硬度は２Ｈ〜３Ｈであり、大幅に向上
している。したがって改質された基材表面層は耐摩耗性に優れている。
なお、基材表面のシリカ層とポリオキシアルキレン層、その中間層の存在は、グロー放電
発光分析により知ることができる。
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すなわち、試験体表面のシリカ層／ポリオキシアルキレン層、あるいは、シリカ層／中間
層／ポリオキシアルキレン層にグロー放電し、スパッタリング時間に伴うケイ素、炭素、
酸素、水素等の各元素の光強度の変化を測定することにより知ることができる。
【００２８】
改質された基材表面は、耐薬品性も優れている。耐薬品性は、試験体を薬品またはその溶
液に浸漬して所定時間放置後に取り出し、試験体の表面状態を観察することにより、ある
いは、水に対する接触角を測定することにより知ることができる。改質された基材表面が
耐え得る薬品として、ポリシラザンやポリアルキレングリコールの溶解用の各種有機溶剤
、食塩水、生理食塩水、消毒用のエタノールが例示される。
【００２９】
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改質された基材表面の人体への接触適合性、特には生体適合性は、試験体表面への血小板
粘着試験により評価することができる。すなわち、３７℃で試験体表面にヒトの血液より
得られた富血小板血漿を１時間接触させた後、試験体表面を水洗して富血小板血漿を除去
し、風乾後に走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で試験体表面への血小板およびタンパク質の付
着度合いを観察する。血小板およびタンパク質が付着していないか、付着していてもわず
かであれば人体への接触適合性(生体適合性)が良好であり、多数の血小板およびタンパク
質が付着しているか、少数でも大きな血小板粒子または／およびタンパク質粒子が付着し
ていると人体への接触適合性(生体適合性)が不良と判断できる。
また、試験体表面へのタンパク質吸着試験により評価することができる。すなわち、試験
体をアルブミン水溶液またはフィビリノーゲン水溶液に浸漬してタンパク質を吸着させ、
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少量の界面活性剤を含有する苛性ソーダの希薄な水溶液に浸漬してタンパク質を取り除き
、取り除かれたタンパク質の水溶液に蛍光染料溶液を添加し、蛍光測定をする。蛍光強度
が小さいと吸着したタンパク質が少ないので、人体への接触適合性(生体適合性)が良好と
判断できる。蛍光強度が大きいと吸着したタンパク質が多いので、人体への接触適合性(
生体適合性)が不良と判断できる。
【００３０】
シリカ層が積層している基材は、前記基材表面の改質方法に例示された基材と同様なもの
が例示される。
【００３１】
以上のような本発明の改質された表面を有する基材は、優れた親水性、その耐久性、耐摩
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耗性および耐薬品性を有する表面を有するので、金属カラム、キャピラリ、充填剤、チュ
ーブ等の分析機器用部材として好適である。また、実験用ガラス器具、ステンレススチー
ル製スパチュラ、菌培養シャーレ等の理化学機器として好適である。また、食器、ナイフ
、フォーク、スプーン等の生活用品として好適である。また、タイル、パイプ、板ガラス
、網戸等の住宅環境資材として好適である。
【００３２】
また、人体への接触適合性、生体適合性に優れているので、人体、特には生体成分（例え
ば、血液、リンパ液）に接触して使用される部材、物品を構成する材料として好適である
。例えば、人体に対して金属アレルギー等の症状を引き起こさず、血小板や蛋白質が付着
しにくいので、例えば、注射針、カテーテル、メス、鋏、クリップ、人工関節、人工骨、
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ビス、ナット、プレート、固定器具、ワイヤ−、ステントグラ等の医療用部材、用具ない
し器具；インプラント、ブラケット等の歯の治療用部材、用具ないし器具；ピアス、イヤ
リング、ネックレス、時計等の装飾品用部材：理容・美容用鋏等として好適である。
【実施例】
【００３３】
以下、本発明を実施例と比較例と生体適合性評価試験により詳細に説明する。
実施例と比較例中、表面特性は次のようにして測定、評価、観察した。
[試験体表面の親水性]
試験体表面に水滴を滴下し、QI光学鏡式接触角計｛株式会社協和界面科学製｝を使用して
水滴に対する接触角を測定した。
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[試験体表面の鉛筆硬度（鉛筆ひっかき値）]
試験体表面をＪＩＳ

Ｋ５４００の８.４.２に従い硬度６Ｂ〜９Ｈの鉛筆の芯でひっかき

、傷が発生しない最大硬度の鉛筆の硬度で示した。
[試験体表面の物理的修飾状態]
試験体表面の粗さを、原子間力表面粗さ計｛セイコーインスツルメンツ株式会社製、原子
間
力表面粗さ計

Nanopics NPX100｝を使用して観察した。

【００３４】
[試験体表面への血小板粘着試験]
３７℃で試験体表面にヒトの血液より得られた富血小板血漿を１時間接触させた後、試験
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体表面を水洗して富血小板血漿を除去し、風乾後に走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で試験体
表面への血小板およびタンパク質の付着度合いを観察した。
[試験体表面へのタンパク質吸着試験]
試験体をPBS緩衝溶液に１２時間浸し、取り出して、次に試験体を1.0 mg/mlアルブミン水
溶液または0.2 mg/mlフィブリノーゲン水溶液に３０℃で１時間浸して、試験体表面にタ
ンパク質を吸着させた。
タンパク質を吸着させた試験体を脱イオン水ですすいだ後、1重量％のトリトンX‑100と1
重量％のドデシル硫酸ナトリウムを含有する0.01N NaOH水溶液に浸し、回転数１００ｒｐ
ｍの遠心分離機に1時間かけて、各試験体表面に吸着したタンパク質を脱着した。
脱着したタンパク質を含有する前記0.01N NaOH水溶液から試験体を取り出し、該水溶液に
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0.05Mホウ酸KCl水溶液を添加して、pH 9.3（弱塩基性）に調整した。
この弱塩基性水溶液2mlを蛍光スペクトロフォトメターの4方向セルの中に加え、更にアセ
トン水溶液（アセトン：水の混合比＝３：２）に溶かしたフルオレサミン溶液0.5ｍｌを
加えた後、蛍光測定を行った。
アルブミンは、蛍光波長590nm、励起波長520ｎｍで、フィブリノーゲンは蛍光波長490ｎ
ｍ、励起波長430ｎｍの条件で蛍光測定を行った。
【００３５】
[実施例１]
ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板表面（水に対する接触角：７９度）に、−（
ＳｉＨ２−ＮＨ）−を繰り返し単位とするペルヒドロポリシラザン（クラリアントジャパ
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ン株式会社製、商品名Ｎ−Ｐ１１０、アミン系触媒含有）の２重量％キシレン溶液を塗布
した。このときの塗布量は、厚さ１００〜１８０ｎｍのペルヒドロポリシラザン被膜が形
成される量であった。この試験板を静置して風乾させた。キシレンが除去された後、直ち
に、該ペルヒドロポリシラザン被膜上にポリエチレングリコール（数平均分子量６００）
の２重量％キシレン溶液を塗布し、室温にて大気中に１時間放置した。ついで、この試験
板を電気炉に入れ、１５０℃の空気中にて３０分間加熱した。冷却後、この試験板のシリ
カ層表面に蒸留水を流してシリカ層に結合していないポリエチレングリコールを洗い流し
た。さらに蒸留水を含ませた紙で試験板のシリカ層表面を拭いてシリカ層に結合していな
いポリエチレングリコールを除去した。ついで、室温にて大気中に２４時間放置して風乾
させた。得られた試験体のシリカ層（これにはポリエチレングリコール層が結合している
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）表面の水に対する接触角を測定したところ、その値は２２度であった。また、鉛筆硬度
は２Ｈないし３Ｈであった。原子間力表面粗さ計で試験体の該シリカ層表面の物理的状態
を観察したところ、該試験体のシリカ層表面にはポリエチレングリコールに起因するドメ
イン構造が形成されていた（図１参照）。該試験体の該シリカ層表面を流水中でキムワイ
プ（キムバリークラークワールドワイド社の登録商標、不織布）により１０回以上強く擦
っても表面シリカ層が剥がれず、親水性が低下しなかった。
【００３６】
[実施例２]
ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板表面（水に対する接触角：７９度）に、ペル
ヒドロポリシラザン（クラリアントジャパン株式会社製、商品名Ｎ−Ｐ１１０、アミン系
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触媒含有）の２重量％キシレン溶液を、厚さ１００〜１８０ｎｍのペルヒドロポリシラザ
ン被膜が形成される量塗布した。その後、この試験板を静置して風乾させた。キシレンが
除去された後、直ちに、ペルヒドロポリシラザン被膜上にポリエチレングリコール（数平
均分子量２００）の２重量％キシレン溶液を塗布して１時間大気中に放置した。ついで、
この試験板を電気炉に入れ、１５０℃の空気中にて３０分間加熱した。冷却後、この試験
板のシリカ層表面に蒸留水を流してシリカ層表面に結合していないポリエチレングリコー
ルを洗い流した。さらに蒸留水を含ませた紙で試験板のシリカ層表面を拭いてシリカ層に
結合していないポリエチレングリコールが残存しないようした。ついで、大気中で風乾さ
せた。得られた試験体のシリカ層（これにはポリエチレングリコール層が結合している）
表面の水に対する接触角を測定したところ、その値は２８度であった。また、鉛筆硬度は

40

２Ｈないし３Ｈであった。該試験体のシリカ層表面の物理的状態を原子間力表面粗さ計で
観察したところ、該試験体のシリカ層表面にはポリエチレングリコールに起因するドメイ
ン構造が形成されていた（図２参照）。該試験体の該シリカ層表面を流水中でキムワイプ
（キムバリークラークワールドワイド社の登録商標、不織布）により１０回以上強く擦っ
ても表面シリカ層が剥がれず、親水性が低下しなかった。
【００３７】
[実施例３]
ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板の表面（水に対する接触角：７９度）に、ペ
ルヒドロポリシラザン（クラリアントジャパン株式会社製、商品名Ｎ−Ｐ１１０、アミン
系触媒含有）の２重量％キシレン溶液を、厚さ１００〜１８０ｎｍのペルヒドロポリシラ
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ザン被膜が形成される量塗布した。その後、この試験板を静置して風乾させた。キシレン
が除去された後、直ちに、ペルヒドロポリシラザン被膜上にポリエチレングリコール（数
平均分子量１００）の２重量％キシレン溶液を塗布して１時間大気中に放置した。ついで
、この試験板を電気炉に入れ、１５０℃の空気中にて３０分間加熱した。冷却後、この試
験板の表面に蒸留水を流してステンレススチール板表面に結合していないポリエチレング
リコールを洗い流した。さらに蒸留水を含ませたキムワイプで試験板のシリカ層表面を拭
いてステンレススチール板表面に結合していないポリエチレングリコールが残存しないよ
うした。ついで、大気中で風乾させた。得られた試験体のシリカ層（これにはポリエチレ
ングリコール層が結合している）表面の水に対する接触角は４７度であった。また、鉛筆
硬度は２Ｈないし３Ｈであった。原子間力表面粗さ計で試験体のシリカ層表面の物理的状
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態を観察したところ、該試験体のシリカ層表面にはポリエチレングリコールに起因するド
メイン構造が形成されていた。該試験体の該シリカ層表面を流水中でキムワイプ（キムバ
リークラークワールドワイド社の登録商標、不織布）により１０回以上強く擦っても表面
シリカ層が剥がれず、親水性が低下しなかった。
【００３８】
[実施例４]
ガラス試験板の表面に、ペルヒドロポリシラザン（クラリアントジャパン株式会社製、商
品名Ｎ−Ｐ１１０、アミン系触媒含有）の２重量％キシレン溶液を塗布した。このときの
塗布量は、厚さ１００〜１８０ｎｍのペルヒドロポリシラザン被膜が形成される量であっ
た。その後、この試験板を静置して風乾させた。キシレンが除去された後、直ちに、ペル
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ヒドロポリシラザン被膜上にポリエチレングリコール（数平均分子量１００）の２重量％
キシレン溶液を塗布して１時間大気中に放置した。ついで、この試験板を電気炉に入れ、
１５０℃の空気中にて３０分間加熱した。冷却後、この試験板のシリカ層表面に蒸留水を
流してシリカ層表面に結合していないポリエチレングリコールを洗い流した。さらに蒸留
水を含ませた紙で試験板のシリカ層表面を拭いてシリカ層表面に結合していないポリエチ
レングリコールを除去した。ついで、室温にて大気中に２４時間放置して風乾させた。得
られた試験体のシリカ層（これにはポリエチレングリコール層が結合している）表面の水
に対する接触角を測定したところ４７度であった。該試験体の該シリカ層表面を流水中で
キムワイプ（キムバリークラークワールドワイド社の登録商標、不織布）により１０回以
上強く擦っても表面シリカ層が剥がれず、親水性が低下しなかった。
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【００３９】
[実施例５]
実施例１において、ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板の代わりにガラス板(鉛
筆硬度９Ｈ)を使用し、ポリエチレングリコール(数平均分子量６００)自体を塗布に供し
た他は、実施例１と同一条件で、ガラス板にペルヒドロポリシラザン溶液を塗布し、ペル
ヒドロポリシラザン被膜上にポリエチレングリコール(数平均分子量６００)自体を塗布し
、加熱してガラス板表面にシリカ層を形成した。得られた試験体のシリカ層（これにはポ
リエチレングリコール層が結合している）表面の鉛筆硬度は６Ｈであった。次に、比較の
ため、ガラス板(鉛筆硬度９Ｈ)に実施例１と同一条件でペルヒドロポリシラザン溶液を塗
布し加熱してガラス板表面にシリカ層を形成した。得られた試験体のシリカ層（これには
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ポリエチレングリコール層が結合していない）の鉛筆硬度は８Ｈであった。
【００４０】
[実施例６]
実施例１において、ポリエチレングリコール(数平均分子量６００)の他に、その片末端を
エトキシ化したもの、および、その両末端をエトキシ化したものを使用し、ペルヒドロポ
リシラザン被膜にポリエチレングリコール自体を塗布した他は実施例１と同一条件で試験
体を作成した。得られた各試験体を室温に１０日間放置後にシリカ層（これにはポリエチ
レングリコール層が結合している）表面の水に対する接触角を測定したところ、ポリエチ
レングリコール(数平均分子量６００)を使用した試験体の接触角は４．６度であり、その
片末端をエトキシ化したものを使用した試験体の接触角は１７．８度であった。ところが
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、その両末端をエトキシ化したものを使用した試験体の接触角は５１．０度であった(比
較例)。
【００４１】
[比較例１]
ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板の表面（水に対する接触角：７９度）に、ペ
ルヒドロポリシラザン（クラリアントジャパン株式会社製、商品名Ｎ−Ｐ１１０、アミン
系触媒含有）の２重量％キシレン溶液を塗布した。その塗布量は、厚さ１００〜１８０ｎ
ｍのペルヒドロポリシラザン被膜が形成される量であった。この試験板を静置して風乾さ
せた。得られた試験体表面の水に対する接触角を測定したところ７１度であった。
【００４２】
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[比較例２]
比較例１におけるペルヒドロポリシラザンの２重量％キシレン溶液を塗布し風乾した試験
板を、電気炉に入れ、１５０℃の空気中にて３０分間加熱した。室温に冷却後に試験体の
シリカ層表面の水に対する接触角を測定したところ５４度であった。
【００４３】
[比較例３]
実施例１において、ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板表面（水に対する接触角
：７９度）に、直接、ポリエチレングリコール（数平均分子量６００）の２重量％キシレ
ン溶液を塗布した。風乾後、試験板表面の水に対する接触角を測定したところ、その値は
３７度であった。また、この試験板の表面に蒸留水を流し、蒸留水を含ませた紙で拭き、
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風乾させ、試験板表面の水に対する接触角を測定したところ、その値は７９度であった。
【００４４】
[比較例４]
キシレンに実施例１で使用したポリエチレングリコール(数平均分子量６００)または実施
例２で使用したポリエチレングリコール(数平均分子量２００)（キシレンとポリエチレン
グライコールの重量比１００：２）を投入し撹拌して溶解した。生成したキシレン溶液の
上澄みをガラスピペットで吸い取り、約１０滴を撹拌しつつ実施例１で使用したＮ−Ｐ１
１０の２重量％キシレン溶液に滴下した(Ｎ−Ｐ１１０のキシレン溶液とポリエチレング
リコールのキシレン溶液との重量比１００：２０)。滴下中にアンモニアの匂いがしたら
撹拌を中止して、１分後または５分後にステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板表面
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（水に対する接触角：７９度）に塗布して実施例１と同一条件で加熱等をして試験体を作
成した。作成後すぐと、１日後と、５日後と、５日後に水洗した後に試験体表面層の水に
対する接触角を測定し、その結果を表１に示した。各試験体表面層をキムワイプ（キムバ
リークラークワールドワイド社の登録商標、不織布）で３回擦ったところ、いずれも表面
層が剥がれた。
【００４５】
【表１】
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注：ＰＺはＮ−Ｐ１１０を意味する。ＰＥＧ２００はポリエチレングライコール(数平均
分子量２００)を意味する。ＰＥＧ６００はポリエチレングライコール(数平均分子量６０
０)を意味する。
【００４６】
[比較例５]
比較例４において、ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板の代わりにガラス板を使
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用し、ポリエチレングリコール(数平均分子量６００)を使用した他は同一条件で試験体を
作成した。この試験体表面のペルヒドロポリシラザンとポリエチレングリコール(数平均
分子量６００)の混合物の加熱物層表面の鉛筆硬度は４Ｂであった。
【００４７】
[試験体表面への血小板粘着試験]
実施例１において、ステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板の代わりに白金板を使用
し、ポリエチレングリコール(数平均分子量６００)の溶液の代わりにそれ自体を使用し、
その他は同様の条件でステンレススチール（ＳＵＳ３０４）試験板表面にシリカ層を形成
し、シリカ層上にポリエチレングリコール層が形成された試験体を作成した。この試験体
と白金板について血小板粘着試験を行ったところ、この試験体の該ポリエチレングリコー
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ル層表面に付着した血小板とタンパク質は極めて少なく、血小板の変形も小さかった。と
ころが、白金板自体の表面には多数の血小板とタンパク質が付着しており、付着していた
血小板は大きく変形していた。
【００４８】
[試験体表面へのタンパク質吸着試験]
実施例５で使用したガラス板、実施例５と同様の条件でガラス板表面にシリカ層を形成し
ただけの試験体、および、実施例５によるガラス板表面のシリカ層上にポリエチレングリ
コール層が形成された試験体について、タンパク質吸着試験を行ない、その結果を表２〜
表４に示した。
【００４９】
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【表２】
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【００５０】
【表３】
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【００５１】
【表４】
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【産業上の利用可能性】
【００５２】
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本発明の改質された表面を有する基材は、優れた親水性とその耐久性と耐磨耗性と耐薬品
性、を示す表面を有するので、金属カラム、キャピラリカ、充填剤、チューブ等の分析機
器用部材として好適である。また、実験用ガラス器具、ステンレススチール製スパチュラ
、菌培養シャーレ等の理化学機器用部材として好適である。また、食器、ナイフ、フォー
ク、スプーン等の生活用品として好適であり、タイル、パイプ、板ガラス、網戸等の住宅
環境資材として好適である。
【００５３】
また、人体への接触適合性、特には生体適合性に優れているので、人体、特には生体に接
触して使用される物品を構成する材料として好適である。例えば、人体に対して金属アレ
ルギー等の症状を引き起こさず、血小板や蛋白質が付着しにくいので、例えば、注射針、
カテーテル、メス、鋏、クリップ、人工関節、人工骨、ビス、ナット、プレート、固定器
具、ワイヤ−、ステントグラ等の医療用部材、用具ないし器具；インプラント、ブラケッ
ト等の歯の治療用部材、用具ないし器具；ピアス、イヤリング、ネックレス、時計等の装
飾品用部材：理容・美容用鋏等として好適である。
【図１】
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【図２】
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