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(57)【要約】
【課題】ポリシロキサンから構成される骨格を有しなが
らも柔軟であり、物体の接触等によっても撥液性が失わ
れ難く、超撥液性の実現も可能なポリシロキサン多孔体
の提供。
【解決手段】２官能性ケイ素化合物と多官能性ケイ素化
合物とを含み、これらの少なくとも１つが反応性基を有
する溶液系にて、ゾル−ゲル法によるケイ素化合物の加
水分解及び重合ならびに前記系の相分離を進行させるこ
とにより、ケイ素化合物の重合体であって反応性基を有
するポリシロキサンに富む骨格相と、溶液相とから構成
され、骨格相および溶液相の共連続構造を有するゲルを
得る工程と；ゲルを乾燥させて、骨格相を骨格とし、溶
液相をマクロ孔として、骨格およびマクロ孔の共連続構
造を有するポリシロキサン多孔体を得る工程と；ポリシ
ロキサンが有する反応性基と、撥液性基を有する化合物
とを化学反応させて、ポリシロキサンに撥液性基を結合
させる工程と；を含む製造方法とする。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリシロキサンから構成された骨格と、マクロ孔との共連続構造を有するポリシロキサ
ン多孔体であって、
前記ポリシロキサンに撥液性基が結合しており、
前記多孔体の表面におけるｎ−ヘキサデカンの接触角が１５０°以上である、ポリシロ
キサン多孔体。
【請求項２】
ポリシロキサンから構成された骨格と、マクロ孔との共連続構造を有し、
前記ポリシロキサンに撥液性基としてフルオロアルキル基が結合しており、
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前記骨格の表面において、当該表面を構成する原子のうち４０原子％以上がフッ素原子
である、ポリシロキサン多孔体。
【請求項３】
前記フルオロアルキル基が、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロデカン基、および
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロオクチル基から選ばれる少なくとも１種である、
請求項２に記載のポリシロキサン多孔体。
【請求項４】
加水分解性の官能基を分子内に２つ有する２官能性ケイ素化合物と、前記官能基を分子
内に３以上有する多官能性ケイ素化合物とを含み、前記２官能性ケイ素化合物および前記
多官能性ケイ素化合物から選ばれる少なくとも１つの化合物が、撥液性基を有する化合物
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が結合しうる反応性基を有する溶液系において、
ゾル−ゲル法による前記ケイ素化合物の加水分解および重合ならびに前記系の相分離を
進行させることにより、
前記ケイ素化合物の重合体であって、前記反応性基を有するポリシロキサンに富む骨格
相と、前記系の溶媒に富む溶液相とから構成されるとともに、前記骨格相および溶液相の
共連続構造を有するゲルを形成するゲル化工程と；
前記ゲルを乾燥させて、前記骨格相を骨格とし、前記溶液相をマクロ孔として、前記骨
格およびマクロ孔の共連続構造を有するポリシロキサン多孔体とする乾燥工程と；
前記ポリシロキサンが有する前記反応性基と、撥液性基を有する化合物とを化学反応さ
せて、前記ポリシロキサンに前記撥液性基を結合させる反応工程と；
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を含む、ポリシロキサン多孔体の製造方法。
【請求項５】
前記２官能性ケイ素化合物が、炭素数１〜４のアルコキシ基を前記加水分解性の官能基
として有するジアルコキシシランである、請求項４に記載のポリシロキサン多孔体の製造
方法。
【請求項６】
前記多官能性ケイ素化合物が、前記加水分解性の官能基を分子内に３つ有する３官能性
ケイ素化合物である、請求項４または５に記載のポリシロキサン多孔体の製造方法。
【請求項７】
前記３官能性ケイ素化合物が、炭素数１〜４のアルコキシ基を前記加水分解性の官能基
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として有するトリアルコキシシランである、請求項６に記載のポリシロキサン多孔体の製
造方法。
【請求項８】
前記反応性基が、ビニル基、メルカプト基、アミン基、エポキシ基、メタクリロキシ基
、アクリロキシ基、アジド基、およびグリシドキシ基から選ばれる少なくとも１種である
、請求項４〜７のいずれかに記載のポリシロキサン多孔体の製造方法。
【請求項９】
前記撥液性基がフルオロアルキル基である、請求項４〜８のいずれかに記載のポリシロ
キサン多孔体の製造方法。
【請求項１０】
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前記溶液系が酸性であり、かつ塩基性物質をさらに含む、請求項４〜９のいずれかに記
載のポリシロキサン多孔体の製造方法。
【請求項１１】
前記溶液系が界面活性剤をさらに含む、請求項４〜１０のいずれかに記載のポリシロキ
サン多孔体の製造方法。
【請求項１２】
前記反応性基がビニル基であり、
前記撥液性基を有する化合物がチオール基を有し、
前記反応工程において、前記反応性基と前記化合物との化学反応をチオール−エンクリ
ック反応により進行させる、請求項４〜１１のいずれかに記載のポリシロキサン多孔体の
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製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポリシロキサン多孔体とその製造方法に関する。より具体的に本発明は、撥
液性、すなわち撥水および撥油の双方の特性、ならびに柔軟性を有するポリシロキサン多
孔体と、その製造方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
撥水性および撥油性の双方の特性を示す（撥液性を示す）表面に対する研究、開発が進
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んでいる。このような表面は、例えば、電子デバイスの筐体表面あるいはタッチパネル面
の防汚性、耐指紋性の実現につながるなど、様々な応用が期待される。また、このような
表面は自己洗浄機能（self‑cleaning effect）を有しており、例えば、塵や油性の汚れに
よる太陽電池パネルの出力低下が抑制できるといった効果も期待される。
【０００３】
自然界には、水の接触角が１５０°以上となる強い撥水性（超撥水性）を示す表面が存
在する。例えば、蚊の目あるいは蓮の葉の表面がこれに相当し、当該表面の微細構造が超
撥水性の発現に寄与していることがわかっている。ただし、残念ながらこれらの表面は、
水より表面張力が低い有機物質を弾く特性（撥油性）は示さず、油性の汚れの付着による
微細構造の乱れにより、その撥水性も低下する。このため、これら表面の人工的な模倣に
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よる撥液性の実現は困難である。一方、非特許文献１には、パーフルオロアルキル基の利
用によって、フィルムの表面に撥液性を付与する技術が開示されている。
【０００４】
表面の撥水性および撥油性とは関係ないが、特許文献１に、ポリシロキサンから構成さ
れる骨格とマクロ孔との共連続構造を有するモノリス多孔体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平7‑41374号公報
【非特許文献】
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【０００６】
【非特許文献１】S. R. Coulson et al., "Ultralow Surface Energy Plasma Polymer Fi
lm", Chemistry of Materials, 12(7), pp. 2031‑2038 (2000)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
非特許文献１に記載の技術、およびパーフルオロアルキル基を有する化合物を物品の表
面にコーティングするといった従来の技術では、当該物品の形態が、膜、フィルムまたは
繊維に限られる。また、これらの技術では、水の接触角が１５０°以上となる超撥水性は
ともかく、水より表面張力が低い有機物質に対してもその接触角が１５０°以上となる超
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撥油性の実現は困難である。さらに、これら従来の技術では、塵や汚れの付着、あるいは
物体の接触、摩擦などによるコーティングの脱落によって、容易に撥液性が失われる。
【０００８】
一方、特許文献１のモノリス多孔体は、ポリシロキサンから構成される骨格が剛直であ
るため、その用途が限定される。また、当該多孔体は撥液性を示さない。
【０００９】
本発明は、ポリシロキサンから構成される骨格を有しながらも柔軟であるとともに、撥
水性および撥油性の双方の特性を兼ね備え（すなわち、撥液性を示し）、物体の接触、摩
擦などによっても撥液性が失われ難く、超撥油性の実現（すなわち、超撥液性の実現）も
可能なポリシロキサン多孔体と、その製造方法の提供を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明のポリシロキサン多孔体の製造方法は：加水分解性の官能基を分子内に２つ有す
る２官能性ケイ素化合物と、前記官能基を分子内に３以上有する多官能性ケイ素化合物と
を含み、前記２官能性ケイ素化合物および前記多官能性ケイ素化合物から選ばれる少なく
とも１つの化合物が、撥液性基を有する化合物が結合しうる反応性基を有する溶液系にお
いて、ゾル−ゲル法による前記ケイ素化合物の加水分解および重合ならびに前記系の相分
離を進行させることにより、前記ケイ素化合物の重合体であって、前記反応性基を有する
ポリシロキサンに富む骨格相と、前記系の溶媒に富む溶液相とから構成されるとともに、
前記骨格相および溶液相の共連続構造を有するゲルを形成するゲル化工程と；前記ゲルを
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乾燥させて、前記骨格相を骨格とし、前記溶液相をマクロ孔として、前記骨格およびマク
ロ孔の共連続構造を有するポリシロキサン多孔体とする乾燥工程と；前記ポリシロキサン
が有する前記反応性基と、撥液性基を有する化合物とを化学反応させて、前記ポリシロキ
サンに前記撥液性基を結合させる反応工程と；を含む。
【００１１】
本発明のポリシロキサン多孔体は、ポリシロキサンから構成された骨格と、マクロ孔と
の共連続構造を有し、前記ポリシロキサンに撥液性基としてフルオロアルキル基が結合し
ており、前記骨格の表面において、当該表面を構成する原子のうち４０原子％以上がフッ
素原子である。
【００１２】
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別の側面から見た本発明のポリシロキサン多孔体は、ポリシロキサンから構成された骨
格と、マクロ孔との共連続構造を有するポリシロキサン多孔体であって、前記ポリシロキ
サンに撥液性基が結合しており、前記多孔体の表面におけるｎ−ヘキサデカンの接触角が
１５０°以上である。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、ポリシロキサンから構成される骨格を有しながらも柔軟であるととも
に、撥水性および撥油性の双方の特性（撥液性）を兼ね備え、物体の接触、摩擦によって
も撥液性が失われ難く、超撥液性の実現も可能なポリシロキサン多孔体と、その製造方法
が提供される。

40

【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル１）に対する繰り返し曲げ試
験を説明するための図である。
【図２】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル１）について、（ａ）は一軸
方向に力を加えた場合の応力−歪み曲線（ＳＳ曲線）を、（ｂ）は３点支持の繰り返し曲
げ試験の結果を、それぞれ示す図である。
【図３】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル１）に対する29Ｓｉ固体核磁
気共鳴（ＮＭＲ）の測定結果を示す図である。
【図４】実施例で作製したポリシロキサン多孔体について、（ａ）は反応工程を実施する
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前（サンプル１）の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像を、（ｂ）は反応工程を実施した後（
サンプル２）のＳＥＭ像を、それぞれ示す図である。
【図５】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル２）に対するＸ線光電子分光
（ＸＰＳ）の測定結果を示す図である。
【図６】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル１，２）に対するフーリエ変
換赤外分光（ＦＴＩＲ）の測定結果を示す図である。
【図７】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル１，２）に対する13Ｃ固体Ｎ
ＭＲの測定結果を示す図である。
【図８】（ａ）は、実施例で作製したポリシロキサン多孔体であるサンプル１の超撥水性
およびサンプル２の超撥液性を示す図であり、（ｂ）および（ｃ）はサンプル２の超撥液
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性を示す図である。
【図９】実施例で作製したポリシロキサン多孔体（サンプル２）に対する熱重量−示差熱
分析（ＴＧ−ＤＴＡ）の測定結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本明細書において「マクロ孔」とは、ＩＵＰＡＣによる提唱に従い、孔径（細孔径）が
５０ｎｍ以上の細孔を意味し、「メソ孔」とはマクロ孔とミクロ孔（孔径が２ｎｍ未満の
細孔）との中間、すなわち孔径が２ｎｍ以上５０ｎｍ未満の範囲にある細孔を意味する。
細孔の孔径および平均孔径は、予想される当該孔径および平均孔径の大きさに基づいて選
択される一般的な細孔分布測定、例えば、マクロ孔について水銀圧入法による細孔分布測
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定、メソ孔について窒素ガス吸着法による細孔分布測定により、求めることができる。
【００１６】
［ポリシロキサン多孔体の製造方法］
本発明の製造方法は、加水分解性の官能基を有するケイ素化合物を含む溶液系において
、ゾル−ゲル法による当該ケイ素化合物の加水分解および重合（重縮合）ならびに当該溶
液系の相分離を進行させることにより、骨格相と溶液相とから構成されるゲルを形成する
工程（ゲル化工程）を含む。ゲル化工程において形成するゲルの骨格相は、上記ケイ素化
合物の重合体（加水分解物の重縮合体）に富んでいる。溶液相は上記溶液系の溶媒に富ん
でおり、溶液相における上記重合体の濃度は骨格相における濃度に比べて相対的に低い。
相分離は、ケイ素化合物の加水分解および重合と同時に進行する相分離、典型的にはスピ
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ノーダル相分離であり、このような相分離過程を経て生じた骨格相および溶液相は、それ
ぞれ連続した３次元の網目構造を有するとともに互いに絡み合っている。すなわち、ゲル
化工程において形成するゲルは骨格相および溶液相の共連続構造を有する。また、骨格相
を構成する上記重合体は、ゾル−ゲル反応による上記ケイ素化合物の加水分解およびその
加水分解物の重合により形成されたシロキサン結合（−Ｓｉ−Ｏ−Ｓｉ−）のネットワー
クを有するポリシロキサンである。すなわち、ゲル化工程において形成するゲルは、ポリ
シロキサンゲルである。
【００１７】
本発明の製造方法は、ゲル化工程において形成したゲルを乾燥させて（溶液系の溶媒を
除去して）、骨格相を骨格とし、溶液相をマクロ孔として、当該骨格およびマクロ孔の共
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連続構造を有するポリシロキサン多孔体とする乾燥工程を含む。乾燥工程を経て、ポリシ
ロキサンから構成される骨格を有するポリシロキサン多孔体が得られる。ポリシロキサン
多孔体は、キセロゲル（乾燥ゲル）の一種である。
【００１８】
ゲル化工程において溶液系は、ケイ素化合物として、加水分解性の官能基を分子内に２
つ有する２官能性ケイ素化合物と、加水分解性の官能基を分子内に３以上有する多官能性
ケイ素化合物とを含む。溶液系がこの２種類のケイ素化合物を含むことによって、ポリシ
ロキサンから構成される骨格を有しながらも柔軟性を示すポリシロキサン多孔体が得られ
る。
【００１９】
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加水分解性の官能基を分子内に有するケイ素化合物は、ゾル−ゲル反応による加水分解
および加水分解物の重合を経て、シロキサン結合のネットワークを形成する。このとき、
３以上のシロキサン結合の「手」を形成する多官能性ケイ素化合物からは、乾燥後、キセ
ロゲルの状態で剛直なネットワークが形成される。例えば、特許文献１に開示の方法では
多官能性ケイ素化合物のみが使用されており、このネットワークに基づいた剛直性を示す
ポリシロキサン骨格、および当該骨格を有する剛直なモノリス多孔体が形成される。一方
、本発明の製造方法のように２官能性ケイ素化合物が溶液系に存在していると、ゾル−ゲ
ル反応時に当該化合物からはシロキサン結合の手が２つしか生じないために、シロキサン
結合のネットワーク中に、より平面的な結合が生じることになる。これを別の側面から見
ると、多官能性ケイ素化合物に由来する立体的かつ剛直なネットワーク中に、より自由度
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の高い線状の架橋構造が多数生じることになる。このような線状の架橋構造の存在により
、乾燥後においても、ポリシロキサンから構成される骨格を有しながら柔軟性を示すポリ
シロキサン多孔体が形成される。
【００２０】
溶液系に２官能性ケイ素化合物が含まれることは、後の乾燥工程および反応工程を経て
得られたポリシロキサン多孔体が撥液性、場合によっては超撥液性、を示すことにも寄与
する。ポリシロキサンにおけるシロキサン結合のネットワーク中に上記自由度の高い線状
の架橋構造が多数生じると、当該部分において、ケイ素化合物が有する疎水性基がシロキ
サン結合の鎖を「覆う」ことになり、これはポリシロキサン骨格の表面が疎水性基によっ
て「覆われる」ことにつながる。これに加えて、多孔体の表面が（ポリシロキサン骨格の
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表面が）、撥液性あるいは超撥液性を示すのに適した微細構造を有するようになる。
【００２１】
実際、後述の実施例に示すように、撥液性基を有する化合物を用いた反応工程を行う前
の時点で、既に、本発明の製造方法におけるゲル化工程および乾燥工程を経て得たポリシ
ロキサン多孔体は超撥水性を示す。この超撥水性は、第一に疎水性基による上記被覆効果
と、これに加えて「ピン止め効果」ともいわれる形状効果を誘起する上記微細構造の実現
とによると考えられる。ただし、反応工程なしには、ポリシロキサン多孔体は撥液性を示
さない。
【００２２】
本発明の製造方法では、これに加えて、溶液系に含まれる２官能性ケイ素化合物および
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多官能性ケイ素化合物から選ばれる少なくとも１つのケイ素化合物が、撥液性基を有する
化合物が結合しうる反応性基を有する。このような溶液系に対して相分離を伴うゾル−ゲ
ル反応を進行させると、反応性基が分布したポリシロキサンにより構成される骨格相を有
するゲル、すなわち、骨格相に反応性基が分布したゲルが形成される。そして、本発明の
製造方法は、ポリシロキサンが有する反応性基と、撥液性基を有する化合物とを化学反応
させて、ポリシロキサンに撥液性基を結合させる反応工程を含む。これにより、撥液性基
が分布したポリシロキサンにより構成される骨格を有するポリシロキサン多孔体が得られ
る。
【００２３】
反応工程では、骨格相との共連続構造を有する溶液相、あるいは骨格との共連続構造を
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有するマクロ孔を介して、撥液性基を有する化合物が反応性基と接触する。このため、ゲ
ル化工程、乾燥工程および反応工程を経て得たポリシロキサン多孔体は、骨格の表面に撥
液性基を有する。当該ポリシロキサン多孔体は、多孔体表面（ポリシロキサン骨格の表面
）の上記微細構造と、当該表面に結合した撥液性基による表面エネルギーの低下とによっ
て、そして撥水性に関しては上記被覆効果も合わさって、撥液性、さらには超撥液性を示
す。なお、撥液性（超撥液性）は、加水分解性の官能基とともに撥液性基を有するケイ素
化合物を溶液系に加えてゲル化工程および乾燥工程を実施した場合には得られない（後述
の比較例を参照）。
【００２４】
さらに注目すべき点は、ゲル化工程において、骨格相および溶液相の共連続構造を有す
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るゲルが形成されるときに、２官能性ケイ素化合物に由来する上記線状の架橋構造が当該
ゲルの表面だけではなく、内部にも多数形成されることである。また同様に、反応性基が
当該ゲルの表面だけではなく、内部にも多数分布していることである。すなわち、ゲル化
工程後の乾燥工程および反応工程を経て得たポリシロキサン多孔体では、上記微細構造が
その内部（より具体的には、多孔体の内部に位置する骨格の表面）に潜在的に存在すると
ともに、撥液性基がその内部（より具体的には、多孔体の内部に位置する骨格の表面）に
分布しており、物体の接触、摩擦などにより多孔体の表面が削られて新たな表面が露出す
ると、その露出面も撥液性または超撥液性を示す。すなわち、物体の接触、摩擦などによ
っても撥液性が失われ難いポリシロキサン多孔体となる。
【００２５】
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また、ゾル−ゲル反応では、形成するゲルの形状の自由度が高い。このため本発明の製
造方法では、膜、フィルムおよび繊維に限られることなく、より形状の自由度が高い成形
体としてポリシロキサン多孔体を得ることができる。得られたポリシロキサン多孔体につ
いても、その柔軟性に基づき、切断、切削などの機械的加工によって形状を比較的容易に
変化させることができる。
【００２６】
本発明の製造方法により得たポリシロキサン多孔体が撥液性を示すか、超撥液性を示す
かは、撥液性基の種類、当該基を有する化合物の種類、ケイ素化合物が有する反応性基の
種類、および反応工程において撥液性基を結合させる程度（多孔体の表面における撥液性
基の分布密度）などによる。また、有機物質、典型的には２０℃での表面張力がおよそ４
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０ｍＮ／ｍ以下の有機液体、の接触角が１５０°以上となる表面の状態を超撥油性（超撥
液性）というが、当該物質の種類によっても接触角が変化するため、同じ表面を有するポ
リシロキサン多孔体であっても、物質の種類によって撥液性となったり、超撥液性となっ
たりしうる。本発明の製造方法により得たポリシロキサン多孔体では、極性が非常に低く
、表面張力が非常に小さいｎ−ヘキサデカンの接触角が１５０°以上となる超撥液性も十
分に実現しうる。しかも、この超撥液性は、ポリシロキサン多孔体を変形させたり、表面
を削ったりした場合にも維持される。なお、２０℃での表面張力がおよそ４０ｍＮ／ｍ以
下の有機物質の接触角が４０°以上１５０°未満、好ましくは９０°以上１５０°未満と
なる表面の状態を撥油性（撥液性）という。なお、２０℃での水の表面張力は７３ｍＮ／
ｍである。
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【００２７】
本発明の製造方法における乾燥工程および反応工程を実施する順序は限定されない。い
ずれの工程を先に行ってもよい。
【００２８】
乾燥工程を先に行う場合、反応工程では、乾燥工程で形成したポリシロキサン多孔体に
おけるポリシロキサン骨格が有する反応性基と、撥液性基を有する化合物とを化学反応さ
せて、当該骨格のポリシロキサンに撥液性基を結合させる。
【００２９】
一方、反応工程を先に行う場合、ゲル化工程で形成したゲルにおけるポリシロキサン骨
格相が有する反応性基と、撥液性基を有する化合物とを化学反応させて、当該骨格相のポ
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リシロキサンに撥液性基を結合させる。そして、骨格相に撥液性基を結合させたゲルを乾
燥させて、当該骨格相を骨格とし、溶液相をマクロ孔として、骨格およびマクロ孔の共連
続構造を有するポリシロキサン多孔体を得る。
【００３０】
反応性基と、撥液性基を有する化合物との化学反応を安定して進行させることができる
ことから、乾燥工程を先に行う、すなわち、ゲル化工程、乾燥工程および反応工程の順に
実施することが好ましい。
【００３１】
本発明の効果が得られる限り、本発明の製造方法は、ゲル化工程、乾燥工程および反応
工程以外の任意の工程を含むことができる。当該工程は、例えば、洗浄工程である。
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【００３２】
以下、各工程の詳細を説明する。
【００３３】
（ゲル化工程）
２官能性ケイ素化合物および多官能性ケイ素化合物が有する加水分解性の官能基は、例
えば、アルコキシ基、アセトキシ基、ハロゲン化物基、ヒドロシリル基である。アルコキ
シ基は、例えば、炭素数１〜４の基であり、より具体的な例は、メトキシ基、エトキシ基
、プロポキシ基またはブトキシ基である。加水分解反応および当該反応により形成された
加水分解物の重合の速度および安定性の観点からは、加水分解性の官能基がメトキシ基ま
たはエトキシ基であることが好ましい。
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【００３４】
２官能性ケイ素化合物は、例えば、炭素数１〜４のアルコキシ基を加水分解性の官能基
として分子内に２つ有するジアルコキシシランである。分子内のアルコキシ基は同一であ
っても、互いに異なっていてもよい。ゾル−ゲル反応の制御の容易さの観点からは、ジア
ルコキシシランが有する２つのアルコキシ基が同一であることが好ましい。具体的なアル
コキシ基の例は、上述のとおりである。
【００３５】
２官能性ケイ素化合物は、撥液性基を有する化合物が結合しうる反応性基を有すること
が好ましい。反応性基は、例えば、ビニル基、メルカプト基、アミン基、エポキシ基、メ
タクリロキシ基、アクリロキシ基、アジド基、およびグリシドキシ基から選ばれる少なく
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とも１種であり、撥液性基を有する化合物との化学反応を安定して進行させることができ
ることから、ビニル基が好ましい。また、ビニル基は、チオール−エンクリック反応によ
る、撥液性基およびチオール基を有する化合物との化学反応に供することもできる。チオ
ール−エンクリック反応は、比較的容易に、例えば混合するだけで反応を進行させること
ができるクリック反応の１種である。このような反応の利用により、ケイ素化合物などの
原材料から一つの反応容器内でポリシロキサン多孔体を得ること（いわゆるワンポットリ
アクションの実施）も可能となる。
【００３６】
２官能性ケイ素化合物は、加水分解性の官能基としてアルコキシ基を、反応性基として
ビニル基を有するビニルジアルコキシシランが好ましく、なかでもアルコキシ基としてメ
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トキシ基を分子内に２つ有するビニルジメトキシシランが好ましい。
【００３７】
２官能性ケイ素化合物は、上述した被覆効果をより確実に得るために、加水分解性の官
能基とは別に疎水性基を有することが好ましい。疎水性基は、例えば、アルキル基であり
、炭素数１〜１８のアルキル基が好ましく、メチル基またはエチル基がより好ましい。２
官能性ケイ素化合物は、例えば、ビニルメチルジアルコキシシラン、ビニルエチルジアル
コキシシランであり、ビニルメチルジメトキシシラン（ＶＭＤＭＳ）が好ましい。
【００３８】
多官能性ケイ素化合物は、加水分解性の官能基を分子内に３つ有する３官能性ケイ素化
合物であっても、それ以上の官能性、例えばケイ素（Ｓｉ）原子の４つの手に当該官能基
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が結合した４官能性、あるいは−Ｓｉ−Ｘ−Ｓｉ−結合（Ｘは、単結合、アルキル基など
）の存在により５官能性以上の多官能性を有するケイ素化合物であってもよいが、典型的
には、３官能性ケイ素化合物である。
【００３９】
３官能性ケイ素化合物は、例えば、炭素数１〜４のアルコキシ基を加水分解性の官能基
として分子内に３つ有するトリアルコキシシランである。分子内のアルコキシ基は同一で
あっても、互いに異なっていてもよい。ゾル−ゲル反応の制御の容易さの観点からは、ト
リアルコキシシランが有する３つのアルコキシ基が同一であることが好ましい。具体的な
アルコキシ基の例は、上述のとおりである。
【００４０】
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３官能性ケイ素化合物は、撥液性基を有する化合物が結合しうる反応性基を有すること
が好ましい。反応性基は、例えば、ビニル基、メルカプト基、アミン基、エポキシ基、メ
タクリロキシ基、アクリロキシ基、アジド基、およびグリシドキシ基から選ばれる少なく
とも１種であり、撥液性基を有する化合物との化学反応を安定して進行させることができ
ることから、ビニル基が好ましい。また、ビニル基は、チオール−エンクリック反応によ
る、撥液性基およびチオール基を有する化合物との化学反応に供することもできる。
【００４１】
３官能性ケイ素化合物は、加水分解性の官能基としてアルコキシ基を、反応性基として
ビニル基を有するビニルトリアルコキシシランが好ましく、なかでもアルコキシ基として
メトキシ基を分子内に３つ有するビニルトリメトキシシラン（ＶＴＭＳ）が好ましい。
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【００４２】
２官能性ケイ素化合物が有する加水分解性の官能基と、多官能性ケイ素化合物が有する
加水分解性の官能基とは、同一であっても異なっていてもよい。
【００４３】
２官能性ケイ素化合物および多官能性ケイ素化合物の双方が反応性基を有することが好
ましく、このとき、超撥油性（超撥液性）の実現がより確実となる。また、この場合、２
官能性ケイ素化合物が有する反応性基と、多官能性ケイ素化合物が有する反応性基とは、
同一であっても異なっていてもよい。
【００４４】
２官能性ケイ素化合物および多官能性ケイ素化合物のいずれか一方が反応性基を有する
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場合、２官能性ケイ素化合物が反応性基を有することが好ましい。このとき、上記被覆効
果がより強固となる。
【００４５】
溶液系は、２種以上の２官能性ケイ素化合物を含んでいてもよいし、２種以上の多官能
性ケイ素化合物を含んでいてもよい。ゾル−ゲル反応の制御の容易さの観点からは、１種
の２官能性ケイ素化合物と、１種の多官能性ケイ素化合物とを溶液系が含むことが好まし
い。
【００４６】
ゲル化工程におけるゲルの形成は、溶液系が２官能性ケイ素化合物と多官能性ケイ素化
合物とを含むとともに、少なくともいずれか一方のケイ素化合物が、撥液性基を有する化
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合物が結合しうる反応性基を有することを除き、従来の相分離過程を併用したゾル−ゲル
法に基づくゲル化工程と同様に実施することができる。
【００４７】
溶液系に含まれる２官能性ケイ素化合物と多官能性ケイ素化合物との混合比は特に限定
されないが、得られたポリシロキサン多孔体が上述した各特性を十分に示すためには、モ
ル比にして、例えば２官能性ケイ素化合物：多官能性ケイ素化合物＝０．５：９．５〜７
：３であり、２：８〜５：５が好ましく、３：７〜４．５：５．５がより好ましい。溶液
系が含むケイ素化合物に占める２官能性ケイ素化合物の割合が大きくなるにつれて、得ら
れたポリシロキサン多孔体の骨格径が増大するとともに、柔軟性が強くなる傾向がある。
【００４８】

40

溶液系の溶媒は、典型的には水である。水の量は、例えば、溶液中のケイ素に対してモ
ル比（水／ケイ素）で２．０〜４０．０であり、３．０〜２０．０が好ましく、５．０〜
１０．０がより好ましい。過剰な水は、ゲルの形成を阻害する。
【００４９】
溶液系は、相分離を伴うゾル−ゲル反応が進行する限り、２官能性ケイ素化合物および
多官能性ケイ素化合物と、当該化合物の溶媒（分散媒）以外の材料を含むことができる。
当該材料は、例えば、従来のゲル化工程において溶液系に含まれる材料であり、より具体
的な例は、相分離制御剤、ならびにケイ素化合物の加水分解および重合を制御する材料で
ある。
【００５０】
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相分離制御剤は、例えば、界面活性剤である。すなわち、溶液系は界面活性剤をさらに
含んでもよい。界面活性剤は、カチオン性であっても、アニオン性であっても、非イオン
性であってもよいが、重合体との相互作用および親水性が相分離の制御にとって良好であ
ることから、カチオン性界面活性剤が好ましい。カチオン性界面活性剤は、四級アンモニ
ウム塩などの親水部と主にアルキル基からなる疎水部とを有する界面活性剤が好ましい。
その具体例は、ハロゲン化アルキルアンモニウムである。相分離制御剤は、溶液系の溶媒
に均一に溶解する物質が好ましい。
【００５１】
相分離制御剤を加える場合、溶液系における相分離制御剤の添加量は、例えば、溶液中
のケイ素１モルに対して、０．００１モル〜溶液系における溶解限度であり、０．００５
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〜０．０２モルが好ましい。相分離制御剤の添加量が多くなるほど、得られたポリシロキ
サン多孔体の柔軟性が向上する傾向がある。
【００５２】
ケイ素化合物の加水分解および重縮合を制御する材料は、例えば、酸および塩基性物質
である。酸は、例えば、塩酸、硫酸、硝酸などの鉱酸、および酢酸、クエン酸などの有機
酸である。ケイ素化合物の均一な加水分解のために、酸は比較的弱い酸であることが好ま
しく、酢酸が好ましい。塩基性物質は、例えば、尿素、ヘキサメチレンテトラミン、アン
モニア、有機アンモニウム塩、有機アミン、ならびに水酸化ナトリウムおよび水酸化カリ
ウムなどの金属水酸化物である。例えば、ケイ素化合物の加水分解により形成されたシラ
ノール化合物の重縮合を、環状シロキサンおよびかご状シロキサンの生成を抑制しながら
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進行させることができることから、塩基性物質は尿素が好ましい。
【００５３】
溶液系は酸性であり、かつ塩基性物質をさらに含んでいてもよく（酸−塩基加水分解系
であってもよく）、この場合、ケイ素化合物の均一な加水分解、および加水分解により形
成された加水分解物の重縮合を、環状シロキサンおよびかご状シロキサンの生成を抑制し
ながら進行させることができる。これにより骨格径およびマクロ孔の孔径を制御して、得
られたポリシロキサン多孔体の柔軟性の制御、あるいは形状効果に基づく撥液性の制御が
期待される。溶液系は、例えば、酸として酢酸を含み、塩基性物質として尿素を含む、酢
酸−尿素加水分解系であってもよい。
【００５４】
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溶液系が酸−塩基加水分解系である場合、溶液系に含まれる酸の量は、一例として酸が
酢酸であるときに水からなる溶媒を基準として１〜１００ｍＭが好ましく、５〜１０ｍＭ
がより好ましい。ここで、Ｍ＝ｍｏｌ／Ｌである。溶液系に含まれる塩基性物質の量は、
一例として塩基性物質が尿素であるときに水からなる溶媒を基準として１〜１５Ｍが好ま
しく、２〜７Ｍがより好ましい。
【００５５】
相分離過程を伴うゾル−ゲル反応は、これらの材料の混合による溶液系の完成により進
行する。必要に応じて、溶液系を加熱してもよい。加熱条件は、例えば、４０〜１００℃
で２〜４８時間であり、６０〜８０℃で４〜１２時間が好ましい。
【００５６】
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（乾燥工程）
乾燥工程では、ゲルを乾燥させて、骨格相を骨格とし、溶液相をマクロ孔として、骨格
およびマクロ孔の共連続構造を有するポリシロキサン多孔体を得る。乾燥は、溶液系に含
まれていた溶媒がゲルから取り除かれるとともにポリシロキサンが分解されない条件で実
施すればよい。溶媒を取り除くことにより、骨格相および溶液相の共連続構造を有する上
記ゲルは、骨格およびマクロ孔の共連続構造を有するポリシロキサン多孔体となる。
【００５７】
乾燥条件は、例えば、室温〜１２０℃で２４時間以下である。
【００５８】
（反応工程）

50

(11)

JP 2015‑48417 A 2015.3.16

反応工程では、ポリシロキサン多孔体の骨格またはゲルの骨格相を構成するポリシロキ
サンが有する反応性基と、撥液性基を有する化合物とを化学反応させて、上記ポリシロキ
サンに撥液性基を結合させる。この結合は、例えば、イオン性結合および水素結合のよう
な電気的な結合でありうるが、安定した撥液性を得る観点からは、共有結合による結合が
好ましい。
【００５９】
反応工程で行う化学反応の詳細は、ポリシロキサンに撥液性基が結合される限り限定さ
れない。撥液性基を有する化合物の全体がポリシロキサンに結合する反応であってもよい
し、当該化合物の一部（この一部は撥液性基を含む）がポリシロキサンに結合する反応で
あってもよい。また、ポリシロキサンに当該化合物またはその一部が直接結合する反応で

10

あってもよいし、他の化合物を介して間接的に結合する反応であってもよい。
【００６０】
撥液性基は、例えば、フルオロアルキル基である。フルオロアルキル基は、撥液性基と
しての安定性が高く、多孔体表面の表面エネルギーを低下させる作用が強い。なかでも、
パーフルオロアルキル基が好ましい。フルオロアルキル基およびパーフルオロアルキル基
における炭素数は、例えば６〜１８であり、当該基は直鎖であっても分岐を有していても
よい。フルオロアルキル基の具体例は、例えば、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ
デカン基、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロオクチル基である。
【００６１】
撥液性基を有する化合物は、ポリシロキサンが有する反応性基と化学結合可能な結合基

20

を有しうる。結合基は、２官能性および／または多官能性ケイ素化合物が有する反応性基
との化学反応性、および化学反応時の安定性などに応じて選択することができる。一例と
して、反応性基がビニル基である場合、結合基は、例えば、チオール基、アミノ基および
エポキシ基から選ばれる少なくとも１種であり、チオール−エンクリック反応を利用でき
ることから、反応性基がビニル基であり、結合基がチオール基である組み合わせが好まし
い。換言すれば、反応性基がビニル基であり、撥液性基を有する化合物がチオール基を有
し、反応工程において、当該反応性基と当該化合物との化学反応をチオール−エンクリッ
ク反応により進行させることが好ましい。反応性基と結合基との好ましい組み合わせの他
の一例は、反応性基がメルカプト基、結合基がアリル基の組み合わせである。
【００６２】
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反応工程の詳細は、ポリシロキサンに撥液性基が結合し、撥液性基を有する骨格（骨格
相）が形成される限り、特に限定されない。クリック反応を利用する場合、ポリシロキサ
ン多孔体または乾燥前のゲルと、撥液性基を有する化合物とを、一定の温度範囲で混合す
ることにより、ポリシロキサンへの撥液性基の結合が進行する。
【００６３】
反応工程では、主として骨格（骨格相）の表面に撥液性基が結合する。表面に比べて骨
格（骨格相）の内部には撥液性基は結合しづらいが、表面のみに撥液性基が結合した場合
においても、得られたポリシロキサン多孔体は撥液性を示す。ただし、超撥液性を示すに
は、ある程度以上の撥液性基が結合していることが必要である。超撥液性を得るためには
、例えば、撥液性基としてフルオロアルキル基を用いて得たポリシロキサン多孔体につい
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て、その骨格の表面を構成する原子のうち４０原子％以上がフッ素原子であることが好ま
しく、４５原子％以上がフッ素原子であることがより好ましい。各工程の条件によっては
、骨格の表面を構成する原子のうち５０原子％以上をフッ素原子とすることも視野に入れ
ることができる。骨格の表面を構成する原子に対するフッ素原子の割合は、Ｘ線光電子分
光（ＸＰＳ）測定および元素分析により求めることができる。
【００６４】
反応工程で行われる撥液性基の結合は、これまで一般的に行われている撥液性物質のコ
ーティングとは全く異なる。撥液性物質のコーティングでは、コーティング対象物品の表
面に存在する親水性基を足がかりとして、撥液性物質が付着する。しかし、ポリシロキサ
ン多孔体の骨格の表面は疎水性基によって覆われているため、このようなコーティングの
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実施は不可能である。
【００６５】
本発明の製造方法により、例えば、以下に示す本発明のポリシロキサン多孔体が製造さ
れる。
【００６６】
［ポリシロキサン多孔体］
本発明のポリシロキサン多孔体は、ポリシロキサンから構成された骨格と、マクロ孔と
の共連続構造を有する。当該骨格を構成するポリシロキサンは、加水分解性の官能基を分
子内に２つ有する２官能性ケイ素化合物と、加水分解性の官能基を分子内に３つ以上有す
る多官能性ケイ素化合物とを含む溶液系において、これらケイ素化合物の加水分解および
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加水分解物の重縮合により形成されたポリシロキサンである。このポリシロキサンは、上
記直線状の架橋構造を有しているため、本発明のポリシロキサン多孔体は柔軟性を有する
。
【００６７】
柔軟性の程度は、例えば、ヤング率にして１００ｋＰａ以下である。このような高い柔
軟性と、マクロ孔の存在による光の散乱のため無着色の状態で白色であることから、本発
明のポリシロキサン多孔体は、いわばマシュマロのような外観および触感を有しうる。
【００６８】
上記直線状の架橋構造が骨格に多数存在することによる表面の微細構造（微細な凹凸）
の形状効果、および上記被覆効果によって、本発明のポリシロキサン多孔体は超撥水性を
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示す。これに加えて、骨格を構成するポリシロキサンに結合した撥液性基による表面エネ
ルギーの低下が相まって、本発明のポリシロキサン多孔体はさらに撥油性を、すなわち撥
液性を示す。撥液性基の種類およびその分布密度などによっては、当該多孔体は超撥油性
、すなわち超撥液性を示す。極性が非常に小さく、表面張力が非常に低い有機物質である
ｎ−ヘキサデカンの接触角が１５０°以上となる超撥液性とすることも可能である。
【００６９】
また、上述したように、この撥液性（超撥液性）は、物体との接触、摩擦などによって
多孔体の表面が削れた場合においても維持される。このような特性は、撥液性物質の単な
るコーティングによっては得られない。
【００７０】
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これに加えて、本発明のポリシロキサン多孔体では、マクロ孔の孔径の均一性が高い。
相分離過程を併用するゾル−ゲル反応を経て、骨格との共連続構造を有するマクロ孔が形
成されるためである。このような構造は、発泡剤による発泡過程を経て得た多孔体の構造
（このような多孔体では、発泡による独立した空孔が多数形成される）とは全く異なる。
【００７１】
骨格の平均径は、例えば５００ｎｍ〜１０μｍである。マクロ孔の平均孔径は、例えば
５００ｎｍ〜２００μｍであり、ポリシロキサン多孔体に液体を浸透させる場合は１μｍ
以上が好ましい。骨格の平均径およびマクロ孔の平均孔径は、溶液系の制御、例えば、相
分離制御剤の添加および添加量により制御できる。
【００７２】
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本発明のポリシロキサン多孔体の空孔率は、レーザー共焦点顕微鏡による測定値にして
、例えば７５〜９８％であり、９０％以上の高い空孔率とすることも可能である。
【００７３】
本発明のポリシロキサン多孔体は、骨格がポリシロキサンから構成されることに由来し
て、幅広い温度領域において安定である。例えば、液体窒素温度（−１９６℃）から、ポ
リシロキサンが分解される温度（およそ３２０℃）に至るまで、その柔軟性を保つことが
できる。また、例えば、液体窒素温度から撥液性基が分解される温度（フルオロカーボン
基の場合、およそ１７０℃）に至るまで、その撥液性（超撥液性）を保つことが可能であ
る。
【００７４】
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本発明のポリシロキサン多孔体の一例は、ポリシロキサンから構成された骨格と、マク
ロ孔との共連続構造を有し、ポリシロキサンには撥液性基としてフルオロアルキル基が結
合しており、骨格の表面において、当該表面を構成する原子のうち４０原子％以上がフッ
素原子である、ポリシロキサン多孔体である。
【００７５】
本発明のポリシロキサン多孔体の別の一例は、ポリシロキサンから構成された骨格と、
マクロ孔との共連続構造を有するポリシロキサン多孔体であって、ポリシロキサンに撥液
性基が結合しており、多孔体の表面におけるｎ−ヘキサデカンの接触角が１５０°以上で
ある、ポリシロキサン多孔体である。
【００７６】
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本発明のポリシロキサン多孔体の形状は限定されない。当該形状は、塊状でありうるし
、膜、シート、フィルムでもありうる。また、その柔軟性に基づき、本発明のポリシロキ
サン多孔体を変形および復元させることも可能である。
【００７７】
本発明のポリシロキサン多孔体の用途は特に限定されない。例えば、その撥液性（超撥
液性）およびマクロ孔による通気性、通液性を利用して、ガスセンサーのような油性の汚
れを嫌うセンサーの保護層としての使用が考えられる。また、その多孔構造に基づく吸音
性、防振性の利用、ポリシロキサンに基づく生体親和性の利用も考えられ、他の材料との
複合材料、例えば繊維の混入により機械的特性を向上させた繊維強化材料、としての利用
も考えられる。
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【００７８】
本発明のポリシロキサン多孔体は、例えば、上述した本発明の製造方法により製造でき
る。
【実施例】
【００７９】
以下、実施例により、本発明をさらに詳細に説明する。本発明は、以下に示す実施例に
限定されない。
【００８０】
（実施例）
相分離制御剤としてカチオン性界面活性剤であるｎ−ヘキサデシルトリメチルアンモニ
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ウム塩化物（ＣＴＡＣ；東京化成工業製）１．０ｇと、塩基性物質として尿素（林純薬工
業製）５．０ｇと、濃度５ｍＭの酢酸（林純薬工業製）水溶液１５ｍＬとを、ガラス製の
反応容器内で混合した。次に、これらの混合物に、ビニルトリメトキシシラン（ＶＴＭＳ
；信越化学工業製）０．０２５モル（３．７１ｇ）およびビニルメチルジメトキシシラン
（ＶＭＤＭＳ；信越化学工業製）０．０１０モル（１．３２ｇ）を、室温および強い攪拌
下において同時に加え、溶液が均一となるまで６０分間攪拌し続けた。このようにして得
たゾルを密閉容器に移し、８０℃に保持した熱対流炉に９時間保持して、相分離過程を伴
うゾル−ゲル反応によるゲル化および形成したゲルの熟成を行った。次に、得られたゲル
をメタノールに浸漬し、ゲルが吸収したメタノールを手で絞ることを数回繰り返すことで
当該ゲルを洗浄して、ゲルに残留した界面活性剤および他の未反応化合物を取り除いた。
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次に、洗浄後のゲルを室温で乾燥させて、キセロゲル（乾燥ゲル）の一種であるポリシロ
キサン多孔体（サンプル１）を得た。
【００８１】
次に、作製した多孔体のうち０．５ｇ（６．２ミリモル）を、撥液性基を有する化合物
として１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロデカンチオールを１０体積％の濃度で１８
ミリモル含むとともに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）を触媒量
含む２−プロパノール溶液５０ｍＬに浸漬し、６０℃で１０時間保持した。これにより、
多孔体の骨格を構成するポリシロキサンのビニル基（ＶＴＭＳおよびＶＭＤＭＳのビニル
基に由来）に、チオール−エンクリック反応により、パーフルオロデカン基を結合させた
。このようにして得たゲルを２−プロパノールを用いて数回洗浄し、室温で乾燥させて、
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撥液性基であるパーフルオロデカン基がポリシロキサン骨格に結合したポリシロキサン多
孔体（サンプル２）を得た。作製したサンプル１、サンプル２は、ともに白色であるとと
もに柔軟性を有しており、その手触りはマシュマロ様であった。また、手で容易に曲げる
ことや表面を押し込むことができ、表面を押し込んだ場合、押し込む手を離すと形状が復
元した。曲げ、押し込み、復元の様子に、サンプル１と２との間で大きな差は見られなか
った（具体的には、若干、サンプル２の方が曲げ時に折れやすくなったが、ヤング率など
、その機械的特性の測定値には明確な差が生じなかった）。
【００８２】
サンプル１について、一軸方向に力を加えた場合のＳＳ曲線（応力−歪み曲線）の評価
と、３点支持による繰り返し曲げ試験とを、材料試験装置（島津製作所製、ＥＺＧｒａｐ
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ｈ）を用いて実施した。具体的に、ＳＳ曲線の評価は、サンプル１を１５ｍｍ×１５ｍｍ
×１０ｍｍの形状に切断して得た試験片に対し、５ｋＮのロードセルを用いて０．５ｍｍ
／分の速度で圧縮方向に力を加えた後、同速度で力を抜くことにより行った。繰り返し曲
げ試験は、サンプル１を直径８ｍｍ、長さ４０ｍｍの円柱に加工し、その両端を３０ｍｍ
の間隔をおいて配置された一対の固定具にそれぞれ固定した後、側面上方から、角度６０
°の楔状の先端を有する直径３０ｍｍの押圧子を５ｍｍ／分の速度で５Ｎのロードセルを
用いて繰り返し押し当てることにより行った（図１を参照。図１の左側がサンプルの解放
時、右側がサンプルの曲げ時であり、繰り返し曲げ試験ではサンプルの解放と曲げとを繰
り返す）。これらの評価結果を図２に示す。図２（ａ）は、一軸方向に力を加えた場合の
サンプル１のＳＳ曲線を示しており、当該曲線から、サンプル１において８０％程度の圧
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縮率が達成可能であること、およびこのような高い圧縮率の圧縮から形状の復元がなされ
ることが確認された。図２（ｂ）は、繰り返し曲げ試験の結果を示しており、１００サイ
クルの曲げ試験においても、変形量に対する力（応力）はサイクルを重ねるごとに若干減
少する傾向にあるものの、サンプル１は元の形状を保持することが確認された。
【００８３】
サンプル１の表面に蒸留水を滴下したところ、１５３°の接触角が実現した。すなわち
、サンプル１は超撥水性を有していた。次に、サンプル１の表面に、表面の撥液性を評価
するために使用される標準的な液体であるｎ−ヘキサデカン、ジヨードメタン、１−ブロ
モナフタレン、フォルムアミド、エチレングリコールをそれぞれ滴下したところ、極性を
有し、表面張力が比較的大きいフォルムアミド（２０℃における表面張力５８ｍＮ／ｍ）
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およびエチレングリコール（２０℃における表面張力４８ｍＮ／ｍ）を除き、いずれもサ
ンプル１の内部に速やかに吸収され、表面にこれらの物質の液滴は観察されなかった。す
なわち、サンプル１は撥油性を有していなかった。なお、サンプル１および２の表面にお
ける各液体の接触角は、接触角計（協和界面科学製、Ｄｒｏｐ

Ｍａｓｔｅｒ

ＤＭ−５

６１Ｈｉ）を用いて、体積３μＬの液体を表面に滴下してから２秒後の接触角を測定して
求めた。フォルムアミドおよびエチレングリコール以外の上記物質は、全て、その２０℃
における表面張力が４０ｍＮ／ｍ以下である。
【００８４】
次に、サンプル１について、ＣＰ（cross polarization）法／ＭＡＳ（magic angle sp
inning）法を用いた29Ｓｉ固体核磁気共鳴（ＮＭＲ）測定を行った。ＮＭＲ測定は、後述
13

の

Ｃ固体ＮＭＲ測定を含めて、ＮＭＲ測定装置（ブルカー製、Ａｖａｎｃｅ

40

ＩＩＩ

８００）を用い、１８．８Ｔの静的磁場で実施した。29Ｓｉ固体ＮＭＲ測定（ＣＰ／ＭＡ
Ｓ）に際しては、交差分極（cross polarization）との接触時間を５．５ミリ秒に固定し
、試料のスピンレートを１５Ｈｚにセットした。また、29Ｓｉの化学シフトの値は、外部
参照としてのヘキサメチルシクロトリシロキサン結晶の−９．６６ｐｐｍ共鳴線を用いた
テトラメチルシラン（Ｍｅ4Ｓｉ）に対する値とした。測定の結果、図３に示すように、
Ｄ1、Ｔ1およびＴ2種は無視できる量のみが測定され、これにより、サンプル１（および
反応処理後のサンプル２）では、親水性のシラノール基のうち幾何学的に反応可能な位置
にあるものはほぼ全てがシロキサン結合を形成しており、ポリシロキサンのよく発達した
ネットワークが形成されていることが確認された。シラノール基が最小限しか存在しない
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ことも、サンプル１が超撥水性を示すことに寄与していると推定される。
【００８５】
次に、双方のサンプル１，２の表面の構造を、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ；ＪＥＯＬ製
、ＪＳＭ−６０６０Ｓ）を用いて評価した。各サンプルのＳＥＭ像を図４に示す。図４（
ａ）はサンプル１、図４（ｂ）はサンプル２である。図４に示すように、反応工程の前後
において、ポリシロキサン多孔体としての骨格／マクロ孔の構造はそのまま維持されてい
た。また、図４に示すような表面の微細構造が、サンプル１の超撥水性およびサンプル２
の超撥液性に寄与していると考えられる。ＳＥＭ像から見積もったサンプル１，２の骨格
の平均径は３μｍであった。熱伝導率測定から見積もったサンプル１，２のマクロ孔の平
10

均孔径は４０μｍ程度であった。
【００８６】
次に、サンプル２に対して、Ｘ線光電子分光（ＸＰＳ）測定を行った。ＸＰＳ測定は、
ＸＰＳ測定装置（アルバックファイ製、ＭＴ−５５００）を用いて、ＭｇＫα線（１２５
３．６ｅＶ）により行った。その際、コアレベルは、２８４．６ｅＶに設定した炭素原子
の１ｓコアピークの第一成分を参照することにより較正した。ＸＰＳ測定の結果、図５に
示すように、フッ素原子（Ｆ1S：６８８．６ｅＶ）および硫黄原子（Ｓ2P：１６３．８ｅ
Ｖ）の存在が確認された。また、元素分析装置（ヤナコ製、ＭＴ−３およびＭＴ−６）に
よりサンプル２の元素分析を行ったところ、サンプル２の表面において、当該表面を構成
する原子の５０原子％程度がフッ素原子であることが確認された。このことから、撥液性
基がポリシロキサンのビニル基に十分に結合しており、サンプル２のマクロ孔の表面を覆

20

っていることが確認された。
【００８７】
次に、サンプル２に対して、フーリエ変換赤外分光（ＦＴＩＲ）測定およびＤＤ（dipo
le decoupling）法／ＭＡＳ（magic angle scanning）法を用いた13Ｃ固体ＮＭＲ測定を
行ったところ、未反応のビニル基が検出された。ＦＴＩＲ測定は、赤外分光測定装置（島
津製作所製、ＩＲＡｆｆｉｎｉｔｙ−１）を用いて、全反射（ＡＴＲ）法により行った。
ＦＴＩＲの測定は、予め８０℃で１日乾燥させたサンプルに対し、解像度４ｃｍ‑1で計１
００回行った。13Ｃ固体ＮＭＲ測定（ＤＤ／ＭＡＳ）に際しては、待ち時間（recycle de
lay）を２５秒に固定し、試料のスピンレートを１５Ｈｚにセットした。また、13Ｃの化
学シフトの値は、外部参照としてのグリシンの１７６．４６ｐｐｍ共鳴線を用いたテトラ
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13

メチルシラン（Ｍｅ4Ｓｉ）に対する値とした。ＦＴＩＲの測定結果を図６に、

Ｃ固体

ＮＭＲの測定結果を図７に、それぞれ示す。ＦＴＩＲの結果では、「＝ＣＨ2」の縦揺れ
が波数９７０ｃｍ‑1に、「Ｃ＝Ｃ」のねじれが波数１０００ｃｍ‑1に、「＝ＣＨ2」のは
さみが波数１４００ｃｍ‑1に、「Ｃ＝Ｃ」の伸縮振動が波数１６００ｃｍ‑1に、それぞれ
対応する。13Ｃ固体ＮＭＲの結果では、「Ｓｉ−Ｃ*Ｈ3」および「Ｓｉ−Ｃ*Ｈ2」が０．
３８ｐｐｍ（図７中の「４」）に、「ＣＦ2−Ｃ*Ｈ2」が２２．７７−３２．５７ｐｐｍ
に、「ＯＣ*Ｈ3」が５０．４１ｐｐｍに、「Ｃ*Ｆ3」および「Ｃ*Ｆ2」が１０９．１７−
１１８．３３ｐｐｍ（図７中の「３」）に、「ＣＨ＝Ｃ*Ｈ2」が１３１．７６ｐｐｍ（図
７中の「２」）に、「Ｃ*Ｈ＝ＣＨ2」が１３６．３１ｐｐｍ（図７中の「１」）に、それ
ぞれ対応する。
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【００８８】
次に、サンプル１および２の比重を測定したところ、サンプル１について０．１２２ｇ
／ｃｍ3、サンプル２について０．１５７ｇ／ｃｍ3であった。この比重の変化から求めた
、サンプル１のポリシロキサンが有するビニル基のうち反応工程において反応したビニル
基の割合は、およそ３〜５モル％であった。元素分析の結果を併せて考慮すると、ポリシ
ロキサン多孔体（サンプル２）の骨格の表面（マクロ孔の壁面）に撥液性基が結合してい
ることが確認された。
【００８９】
次に、蒸留水および１，３，５−トリメチルベンゼンをビーカーに入れて、下層が蒸留
水、上層が１，３，５−トリメチルベンゼンの二層に完全に相分離するまで静置し、ここ
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に、立方体に切断加工したサンプル１および２を投入した。結果、図８（ａ）に示すよう
に、サンプル１（図８（ａ）に確認される２つの立方体のうち下側のもの）は１，３，５
−トリメチルベンゼンを速やかに吸収して沈み、両層の界面の１，３，５−トリメチルベ
ンゼン側で停止した（蒸留水に対してサンプル１は浮いていた）。一方、サンプル２（図
８（ａ）に確認される２つの立方体のうち上側のもの）は、１，３，５−トリメチルベン
ゼン層の上に浮き、１週間以上経過してもサンプル１，２はこの状態を保持した。この現
象は、サンプル１が有する超撥水性（撥液性は有さず）と、サンプル２が有する超撥液性
とに由来する。
【００９０】
次に、サンプル２の表面に対する蒸留水およびｎ−ヘキサデカンの接触角を評価したと
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ころ、それぞれ１６０°および１５１°であった。サンプル２の表面におけるｎ−ヘキサ
デカンの液滴の状態を図８（ｂ）に示す。次に、サンプル２の表面に、ｎ−ヘキサデカン
、ジヨードメタン、１−ブロモナフタレン、フォルムアミド、およびエチレングリコール
をそれぞれ滴下したところ、いずれも、サンプル２の表面において接触角１５０°以上の
状態で液滴となった（図８（ｃ））。また、サンプル２を任意に切断して新たに露出させ
た表面についても、同様の結果が得られた。なお、図８（ｃ）において、

１

はｎ−ヘ

キサデカン、

４

はフォル

ムアミド、

２
５

はジヨードメタン、
はエチレングリコール、

３

は１−ブロモナフタレン、
６

は蒸留水である。

【００９１】
次に、サンプル２に対して、熱重量−示差熱分析（ＴＧ−ＤＴＡ）を実施した。分析は

20

、差動型示差熱天秤（リガク製、ＴｈｅｒｍｏＰｌｕｓＴＧ８１２０）を用いて、エアー
を１００ｍＬ／分で常時供給しながら昇温速度５℃／分で実施した。図９に示すように、
およそ１７０℃に至るまでサンプル２は安定であった。
【００９２】
（比較例）
ＶＴＭＳおよびＶＭＤＭＳの代わりに、メチルトリメトキシシラン０．０２１モル、ジ
メチルジメトキシシラン０．００７０モル、および３，３，３−トリフルオロプロピルメ
チルジメトキシシラン０．０７０モルを用いた以外は実施例と同様にして、ポリシロキサ
ン多孔体（サンプル３）を得た。
【００９３】
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作製したサンプル３の表面に蒸留水を滴下したところ、１５０°以上の接触角が実現し
た。すなわち、サンプル３は超撥水性を有していた。次に、サンプル３の表面に、ｎ−ヘ
キサデカン、ジヨードメタン、および１−ブロモナフタレンをそれぞれ滴下したところ、
いずれもサンプル１の内部に速やかに吸収され、これらの物質の液滴は観察されなかった
。すなわち、サンプル３は撥油性（撥液性）を有していなかった。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
本発明のポリシロキサン多孔体および本発明の製造方法により得たポリシロキサン多孔
体は、３次元的な撥液性または超撥液性を有する材料として、例えば、自己洗浄機能およ
び防汚性を有する表面、ガス透過性隔壁、医療／生体材料などの種々の用途に使用するこ
とができる。また、その形状の自由度の高さによっても、種々の用途への応用を図ること
ができる。
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