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(57)【要約】
【課題】望ましい数のケイ素原子が連なった直鎖ポリシ
ランの製造方法を提供する。
【解決手段】本発明のポリシランの製造方法は、Ｒ１Ｒ
２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍＭ

、（ここで、ｍは０

〜１０であり、Ｒ１はアリール基であり、Ｒ２、Ｒ３、
Ｒ４、およびＲ５は、それぞれ独立に、炭素数１〜１０
のアルキル基を表し、Ｍはアルカリ金属である）で表さ
れるシリル（アルカリ金属）に、ヒドリド基を持つアル
コキシシランを添加し、求核付加（置換）反応とアルカ
リ金属アルコキシドの脱離によって、Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ
（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｈ 、で表されるポリシランを
製造することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリシランの製造方法であって、
式（１）：
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍＭ

（１）、

（ここで、ｍは０〜１０であり、Ｒ１はアリール基であり、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ
５は、それぞれ独立に、炭素数１〜１０のアルキル基を表し、Ｍはアルカリ金属である）

で表されるシリル（アルカリ金属）に、ヒドリド基を持つアルコキシシランを添加し、求
核付加（置換）反応とアルカリ金属アルコキシドの脱離によって、
10

式（２）：
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｈ

（２）

で表されるポリシランを製造することを特徴とする、
ポリシランの製造方法。
【請求項２】
前記式（２）：
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｈ

（２）

で表されるポリシランに、シリル（アルカリ金属）を作用させ、酸塩基平衡反応に基づ
く不均化反応によってヒドリド基の脱プロトン化を行い、
式（３）：
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｍ

（３）
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で表されるシリル（アルカリ金属）を製造する工程をさらに備えており、
前記式（３）で表されるシリル（アルカリ金属）を用いて、前記求核付加（置換）反応
と前記アルカリ金属アルコキシドの脱離を行って、望む数のケイ素原子が連なった直鎖ポ
リシランを製造することを特徴とする請求項１記載のポリシランの製造方法。
【請求項３】
前記求核付加（置換）反応とアルコキシ（アルカリ金属）の脱離とを、アルゴン雰囲気
下の摂氏−１０度以上−５度以下の温度で行なうことを特徴とする請求項１または２記載
のポリシランの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、ポリシランの製造方法に関する。特に、脱プロトン化と求核付加（置換）反
応サイクルを繰り返して、長鎖のケイ素結合を含むポリシランを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ポリシランとは、主鎖がケイ素−ケイ素結合からなる高分子化合物である。ポリシラン
は、主鎖の長さに応じて独自の光反応性や導電性を示すため、フォトレジスト材料、半導
体材料、導電体材料、光―光混合器や光逓倍器などに用いられる非線形光学材料、あるい
はセラミック材料などへの応用が期待されている。
【０００３】
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必要な特性のポリシランを得るために、主鎖を構成するケイ素数を制御して、特定の構
造のポリシランを効率よく作成する技術が求められている。特に、単分散組成を持つ直鎖
高分子量のポリマーを選択的に合成することが求められている。
【０００４】
ケイ素の電気陰性度は１．７であり、炭素の電気陰性度の２．５よりも低い。このため
、シランからの脱プロトン化技術は、炭素の脱プロトン化技術よりも知られていない。ま
た、従来、ポリシランは、ジハロシランのアルカリ金属による還元脱ハロゲンカップリン
グ重合法や遷移金属触媒によるシランからの脱水素カップリング重合によって製造されて
いる。しかしながらこれらの方法では、所望の数のケイ素原子が連なった化合物を得るこ
とは困難であった。
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【０００５】
特許文献１には、ビフェニルでマスクされたジシレンにケイ素アニオン種、酸素アニオ
ン種、フッ素アニオン種を重合開始剤としてポリシランを製造する方法が記載されている
。特許文献１の製造方法ではケイ素ユニットがＳｉ−Ｓｉとして導入されるが、原料のビ
フェニルでマスクされたジシレンの合成が困難であることと、重合数の制御が困難である
という解決すべき課題がある。特許文献２には、メタロセン遷移金属触媒を用いて脱水素
カップリング重合により、ハロゲン元素を含まないポリシランを製造する技術が開示され
ている。特許文献に開示される製造方法では、得られる直鎖ポリシランは触媒の活性や反
応条件によって左右される。
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【０００６】
特許文献３には、メタロセン遷移金属触媒を用いる脱水素カップリング重合により、ハ
ロゲン元素を含まないポリシランを製造する方法が開示されている。特許文献３の製造方
法では、得られる直鎖ポリシランの分子構造は、触媒の活性や反応条件によって左右され
る。特許文献４には、ω−位に脱離基を持つアルキル基を側鎖に持つシロキサンリンカー
にオリゴシリルリチウムを求核付加（置換）反応させることで（オリゴシリル）（オリゴ
アルキル）シロキシ基を導入してポリシランを製造する方法が開示されている。特許文献
４のポリシランの製造方法は、反応に用いるオリゴシリルリチウムの長さにより化合物の
ケイ素数が制限を受ける。
【０００７】
非特許文献１は、従来法である脱ハロゲン還元縮合法によってポリシランを合成し、そ
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の物理的な特性について明らかにした論文である。予想通りに吸収波長の長波長化が起こ
ることが開示されている。
【０００８】
非特許文献２および３は、分子内に脱離基となるアルコキシ基、アミノ基、アルキルチオ
基などをもつケイ素アニオン種の化合物について、金属―金属置換やヘテロ原子―金属置
換による合成法、特性や反応がまとめられた総説である。
【０００９】
非特許文献４および５は、ケイ素上のヒドリド基を脱プロトン化し、さらに求電子剤およ
び金属化合物と反応させる技術を開示した論文である。ケイ素上にさらに３つのケイ素官
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能基を有することで、脱プロトン化が容易に可能となったことが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平０３−９１５３７号公報
【特許文献２】特開平０７−２５２３６３号公報
【特許文献３】特許第３１５４８４９号公報
【特許文献４】特許第３４５２７８６号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｏｂａｔａ，
ｒｕｃｔｕｒｅ，ａｎｄ

Ｋ．；

Ｋｉｒａ，

ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｉｃ

ｐｅｒｈｅｘｙｌｏｌｉｇｏｓｉｌａｎｅｓ」
９９９，

１８，

Ｍ．「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，ｓｔ
ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
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ｏｆ

Ｏｒｇａｎｏｍｅｔａｌｌｉｃｓ，

１

２２１６−２２２２．

【非特許文献２】河内

敦，玉尾

皓平「窒素，酸素，硫黄官能基を有するケイ素アニオ

ン種の合成，構造反応」有機合成化学協会誌、２００１年５９卷８９２−９０３ページ
【非特許文献３】Ｔａｍａｏ，
Ｍ．；

Ｋ．；

Ｔｉｓｈｉｍｉｔｓｕ，

ｉｌｉｃｏｎ

Ａ．「Ｒｅｃｅｎｔ

ｉｎｔｅｒｅｌｅｍｅｎｔ

ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ
ａｎｄ

Ｋａｗａｃｈｉ，

Ａ．；

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ

ｌｉｎｋａｇｅ：

ｔｈｅ

ｓｉｌｙｌｌｉｔｈｉｕｍ，

ｓｉｌａ−ｙｌｉｄｅ」

Ｐｕｒｅ

Ａｓａｈａｒａ，

Ａｐｐｌ．

ｃａｓｅ

ｓ
ｏｆ

ｓｉｌｙｌｅｎｏｉｄ

Ｃｈｅｍ．

１９９９，
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３９３−４００．

【非特許文献４】Ｋｌｉｎｋｈａｍｍｅｒ，
ｌｓｉｌａｎｉｄｅｓ）
−
７，

Ａ

ｏｆ

ｔｈｅ

Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ

３，

Ｋ．

Ｗ．「Ｔｒｉｓ（ｔｒｉｍｅｔｈｙ

Ｈｅａｖｉｅｒ

Ｓｔｕｄｙ」

Ａｌｋａｌｉ

Ｃｈｅｍ．

Ｅｕｒ．

Ｍｅｔａｌｓ
Ｊ．

１９９

１４１８−１４３１．

【非特許文献５】Ｆｒａｎｋ，
ｃｈｎｅｒ，

Ｃ．「Ｆｉｒｓｔ

Ｄ．；

ｓｉｌｙｌ

ａｎｉｏｎ

Ｃｈｅｍ．

Ｃｏｍｍｕｎ．

Ｂａｕｍｇａｒｔｎｅｒ，

ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ

ｗｉｔｈ

ｈａｆｎｉｕｍ

２００２，

Ｊ．；

ｒｅａｃｔｉｏｎ

Ｍａｒｓ
ｏｆ

ａ

ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｉｄｅ」

１１９０−１１９１．
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
これまで知られているポリシランの製造方法では、比較的主鎖の短いポリシランが主に
製造されている。そこで、より長鎖のポリシランを効率的に合成する方法が求められてい
る。また、ケイ素の結合数を制御して、オリゴシランから長鎖のポリシランまで、望む数
のケイ素原子が連なったポリシランを製造する技術が求められている。本発明はかかる実
情に鑑みてなされものであって、望む数のケイ素原子が連なったポリシランを効率よく安
全且つ容易に製造する製造方法を提供することを解決すべき課題としてなされたものであ
る。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明のポリシランの製造方法は、
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍＭ

（式１）

で表されるシリル（アルカリ金属）に、ヒドリド基を持つアルコキシシランを添加する。
ここで、ｍは０〜１０であり、Ｒ１はアリール基であり、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５
は、それぞれ独立に、炭素数１〜１０のアルキル基を表し、Ｍはアルカリ金属である。そ
して、求核付加（置換）反応とアルカリ金属アルコキシドの脱離によって、
30
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｈ

（式２）

で表されるポリシランを製造することを特徴とする。
【００１４】
本発明のポリシランの製造方法は、シランの脱プロトン化と、これに引き続く求核付加
によるケイ素−ケイ素結合しているケイ素原子を増やし、の伸長を行うことを特徴とする
。シリル（アルカリ金属）にヒドリド基を持つアルコキシシランを加えると、まず求核付
加（置換）反応が起こり、これに引き続いてアルカリ金属アルコキシドが脱離する。その
結果、結合しているケイ素の数が１増えたポリシランを製造することができる。
40

【００１５】
本発明のポリシランの製造方法は、さらに、
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｈ

（式２）

で表されるポリシランに、シリル（アルカリ金属）を作用させ、酸塩基反応に基づく不
均化反応によってヒドリド基の脱プロトン化を行い、
Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｓｉ（Ｒ４Ｒ５Ｓｉ）ｍ＋１Ｍ

（式３）

で表されるシリル（アルカリ金属）を製造する工程をさらに備えている。そして、式（
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３）で表されるシリル（アルカリ金属）を用いて、前記求核付加（置換）反応と前記アル
カリ金属アルコキシドの脱離を行って、望む数のケイ素原子が連なった直鎖ポリシランを
製造することを特徴とする。
【００１６】
本発明のポリシランの製造方法は、シリル（アルカリ金属）が存在することで、シリル
（アルカリ金属）がポリシランに対して塩基として作用し、ポリシランは酸塩基反応に基
づく不均化反応を起こす。ポリシランのヒドリド基が脱プロトン化されてアニオン種であ
るシリル（アルカリ金属）を生成する。さらに、生成したシリル（アルカリ金属）がアル
コキシシランと反応することで、結合しているケイ素の数が更に１増えたポリシランが生
成して、末端にヒドリド基が再生する。ポリシランの末端のヒドリド基は、再度、シリル
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（アルカリ金属）によって脱プロトン化して、ケイ素−ケイ素結合の結合数が増加したア
ニオン種であるシリル（アルカリ金属）の生成を繰り返す。シリル（アルカリ金属）がア
ルコキシシランと再度反応することで、伸張したケイ素−ケイ素結合の末端にヒドリド基
を持つ直鎖ポリシランが生成する工程を繰り返す。
【００１７】
本発明のポリシランの製造方法は、求核付加（置換）反応とアルカリ金属アルコキシド
の脱離とを、アルゴン雰囲気下の摂氏−１０度以上−５度以下の温度で行なうことが好ま
しい。
【発明の効果】
20

【００１８】
本発明のポリシランの製造方法は、ポリシランのケイ素−ケイ素結合の末端の脱プロト
ン化工程とアルコキシシランへの求核付加（置換）工程を繰り返すことを特徴とする。工
程の繰り返し１回ごとに、最後には必ず末端のヒドリド基が再生し、ケイ素−ケイ素結合
で構成される直鎖を伸長することができる。本発明のポリシランの製造方法は、今までの
反応条件や触媒活性にとらわれないケイ素鎖の伸長方法を提供することができる。
【００１９】
本発明のポリシランの製造方法によって製造されるポリシランは、ケイ素鎖の長さが繰
り返しの回数に依存する。それ故、工程を繰り返すことによって、望む数のケイ素原子が
連なった
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ケイ素直鎖を持つポリシラン分子を製造することが可能となる。
【００２０】
本発明のポリシランの製造方法は、後処理の前にハライド、トリフラート（トリフルオ
ロメタンスルフォナト）基などの脱離基を有するケイ素化合物を導入することで、ケイ素
−ケイ素結合の末端を保護し、さらにケイ素の直鎖が伸長した化合物を得ることができる
。特に両末端に脱離基を持つオリゴシランと反応させることで、より長鎖のポリシラン合
成が可能となる。
【００２１】
本発明のポリシランの製造方法は、ケイ素−ケイ素結合の末端の脱プロトン化工程とア
ルコキシシランへの求核付加（置換）工程の繰り返しの回数によって、ポリシランの直鎖
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を構成するケイ素原子の数を容易に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明のポリシランの製造方法のフローチャートである。
【図２】図２は、本発明のポリシランの生成反応を模式的に示す図である。
【図３】図３は、実施例の方法によって製造したＰｈ（ＳｉＭｅ２）３Ｈの、１Ｈ

ＮＭ

Ｒによる分析結果である。
【図４】図４は、実施例の方法によって製造したＰｈ（ＳｉＭｅ２）４Ｈの１Ｈ

ＮＭＲ

による分析結果である。
【図５】図５は、実施例の方法によって製造したＰｈ（ＳｉＭｅ２）３ＨのＥＩ質量分析
の結果である。
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【図６】図６は、実施例の方法によって製造したＰｈ（ＳｉＭｅ２）４ＨのＥＩ質量分析
の結果である。
【実施例】
【００２３】
（実施例１）
以下、本発明にかかる製造方法の実施例と、この実施例の製造方法によって得られるポ
リシランの分析結果について、図面を参照しつつ説明する。
【００２４】
図１は、本発明のポリシランの製造方法の概要を示すフローチャートである。図２は、
ポリシランの製造工程で行われる生成反応を模式的に示した図である。
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【００２５】
図１に示したとおり、本発明のポリシランの製造方法は、シリル（アルカリ金属）に、
ヒドリド基を持つアルコキシシランを添加する工程（ステップ１）と、求核付加（置換）
反応とアルカリ金属アルコキシドの脱離によって、ケイ素の係合数が１増えたポリシラン
を製造する工程（ステップ２）と、製造したポリシランのケイ素鎖に含まれるケイ素原子
の数を確認する工程（ステップ３）と、を備えている。ケイ素原子の数が規定の数となっ
ているとき、反応を終了する。
【００２６】
製造したポリシランのケイ素鎖を構成するケイ素原子の数が規定に満たないときは、こ
のポリシランに、シリル（アルカリ金属）を作用させる（ステップ４）。この反応により
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、シリル（アルカリ金属）を製造する（ステップ５）。処理はステップ１に戻り、ステッ
プ５で製造したシリル（アルカリ金属）をアルコキシシランに添加する処理を繰り返す。
求核付加（置換）反応とアルカリ金属アルコキシドの脱離が生じ、ケイ素の結合数がさら
に１増えたポリシランを製造することができる。
【００２７】
以下に、実施例１として、出発物質のシリル（アルカリ金属）にジメチルフェニルシリ
ルリチウムを用い、同じく出発物質のヒドリド基を持つアルコキシシランに１−ブトキシ
ジメチルシランを用いて、ケイ素の結合数が３から７のポリシラン（以下、オリゴシラン
とも言う）を製造した例を説明する。
【００２８】

30

出発物質のジメチルフェニルシリルリチウムと１−ブトキシジメチルシランの構造式を
、示す。
【化１】

40
【化２】
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【００２９】
図２は、ポリシランの生成反応と製造条件の概要を模式的に示した図である。図中、Ｍ
ｅはメチル基を示し、Ｂｕはブチル基を示し、Ｐｈはフェニル基を示している。
【００３０】
本実施例のポリシランの製造条件を説明する。図１のステップ１に対応する反応として
、アルゴン雰囲気下の摂氏−１０度〜−５度で、１．１
チルフェニルシリルリチウム（符号２）に、０．１９

ｍＬ、１．１
ｍＬ、１．０

ｍｍｏｌのジメ
ｍｍｏｌの１−ブ

トキシジメチルシラン（符号１）を加えて、３０分反応させる。ここで、ジメチルフェニ
ルシリルリチウムは、クロロジメチルフェニルシランとリチウムから調製したものである
10

。
【００３１】
更に、１．１

ｍＬ、１．１

ｍｍｏｌのジメチルフェニルシリルリチウムを非常にゆ

っくりと滴下し、引き続き０．１９

ｍＬ、１．０

ｍｍｏｌの１−ブトキシジメチルシ

ランをゆっくりと滴下した。この交互の滴下を、３０分ごとにさらに３回繰り返し、同じ
摂氏−１０度〜−５度の温度条件で３時間反応を行った。これにより、ポリシランが製造
された。
【００３２】
反応混合物からの、望ましい数のケイ素原子が連なった直鎖ポリシランの抽出方法は、
以下のとおりである。得られた反応混合物を飽和食塩水で洗浄し、ヘキサンで抽出して有
機層と水層に分ける。水層をヘキサンとジエチルエーテルで洗浄し、ヘキサンで抽出した
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有機層と合わせる。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させる。溶媒留去後、ヘキサン２
５０

ｍＬに対してトリエチルアミン１

ｍＬを展開溶媒としたシリカゲルカラムによっ

て、Ｒｆ値が０．５付近のオリゴシランを分離した。これにより、オリゴシランから不純
物であるシリルエーテルを除去することができた。これにより、図３中に符号３で示した
モノシランと、符号４で示したジシランを除去した。さらに、抽出したオリゴシランの混
合物を、展開溶媒にクロロホルムを用い、充填物質にＪＡＩＧＥＬ−１Ｈ，２Ｈを用いた
リサイクル分取ＨＰＬＣによって分離した。
【００３３】
実施例の製造方法によって得られたオリゴシランの収量と収率を以下に示す。なお、測
定が可能であったオリゴシランは、直鎖を構成するケイ素原子の数が３から７のオリゴシ
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ランであった。これらの構造式を、図２でそれぞれ符号５から９を付して示している。ケ
イ素原子の数が８以上のポリシランも生成していることが分析により確認されているが、
収量が少ないため、分離することが困難であった。
【００３４】
【表１】

40

【００３５】
図３から図６に、実施例の製造方法によって製造したオリゴシランＰｈ（ＳｉＭｅ２）
ｎＨ（ｎ＝３，４）の測定結果を図に示す。図３にＰｈ（ＳｉＭｅ２）３Ｈの１Ｈ

Ｒによる分析結果を示し、図４にＰｈ（ＳｉＭｅ２）４Ｈの１Ｈ

ＮＭ

ＮＭＲの分析結果を示

す。図５にＰｈ（ＳｉＭｅ２）３ＨのＥＩ質量分析の結果を示し、図６にＰｈ（ＳｉＭｅ
２）４ＨのＥＩ質量分析の結果を示す。
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【００３６】
それぞれの分析結果を解説する。Ｐｈ（ＳｉＭｅ２）３Ｈでは、ＮＭＲにより、７．５
および

７．２

ｐｐｍにフェニル基に由来するピーク、４

水素（Ｓｉ−Ｈ）に由来するピーク、０．４−０．０
ピークが観測されている。なお、７．２

ｐｐｍ付近にはケイ素上の

ｐｐｍ付近にメチル基に由来する

ｐｐｍにある単重線はベンゼン−ｄ６測定溶媒

中に含まれる残余水素によるピークである。これらのピークは他の既知の化合物と比較し
ても妥当な値を持つ。０．５

ｐｐｍ付近に観測されている二重線とケイ素上の水素のピ

ークはカップリングしており、その結合定数（３ＪＨＨ）は通常の炭素―炭素結合での結
合定数（３ＪＨＨ）である〜７

Ｈｚよりも小さいＨ−Ｃ−Ｓｉ−Ｈビシナルカップリン

グとして妥当な値である。また、Ｓｉ−Ｈのピークが７重線、カップリングしているメチ

10

ル基が２重線であることから、Ｈ−Ｓｉ−（ＣＨ３）２の部分構造の存在が推定される。
最後にフェニル基に由来するピークとＳｉ−Ｈに由来するピーク、メチル基に由来するピ
ークの積分強度比は、ケイ素上の水素の緩和時間が長いため通常少し積分強度が小さく測
定されることから、約５：１：１２であり、これは化学式にある水素の比を正しく反映し
ていると考えられる。また、図５の質量分析の結果からは、親ピークと考えられるＣ１２
Ｈ２４Ｓｉ３によるｍ／ｅ

２５２、および同位体によるｍ／ｅ

２５３が観測されてい

１３５は、Ｃ８Ｈ１１ＳｉつまりＰｈ［Ｓｉ（ＣＨ３）２］＋による

る。また、ｍ／ｅ

ピークと考えられる。このピークは強度が一番大きいが、この理由としてカチオンがフェ
ニル基によって安定化されているとすれば妥当である。２番目に大きいｍ／ｅ

１１６は

、ｍ／ｅ１３５からＣＨ２少ないものに対応し、メチル基が切れてヒドリド基になってい

20

るものと推察される。よって、これらの測定結果は全て、製造された物質の構造Ｐｈ（Ｓ
ｉＭｅ２）３Ｈを支持するものである。
【００３７】
同様に図４の１Ｈ

ＮＭＲスペクトルは、Ｐｈ（ＳｉＭｅ２）４Ｈの構造を矛盾なく示

している。図６の質量分析の結果からは、親ピークであるｍ／ｅ

３１０を観測した。こ

れはＣ１４Ｈ３０Ｓｉ４に対応する分子量である。同様にｍ／ｅ

１３５

のＣ８Ｈ１１

＋

Ｓｉ、つまりＰｈ［Ｓｉ（ＣＨ３）２］
すべき点としてｍ／ｅ

によるピークが観測されている。さらに、特記

２５１のピークが大きく観測されている。これはＰｈ（ＳｉＭｅ

２）３Ｈの組成式Ｃ１２Ｈ２４Ｓｉ３の親ピークよりもマスナンバーが１少ない値である
ので、Ｃ１２Ｈ２３Ｓｉ３＋つまりＰｈ（ＳｉＭｅ２）３＋と考えられるピークである。

このことはｍ／ｅ
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２５１のピークが、Ｐｈ（ＳｉＭｅ２）４Ｈから末端のジメチルシリ

ル基ＳｉＨ（ＣＨ３）２の切断を伴い発生したカチオンと考えられ、直鎖でケイ素が４つ
連なっていて、さらに末端にジメチルシリル基を持つ構造であることが明らかである。以
上、分析結果から、本実施例の製造方法によってＰｈ（ＳｉＭｅ２）ｎＨ（ｎ＝３，４）
が生成していることが確認された。
【００３８】
本発明のポリシランの製造方法によって、長鎖のポリシランを効率的に合成することが
でき、しかも、ケイ素の結合数を制御して、オリゴシランから長鎖のポリシランまで、望
む数のケイ素原子が連なったポリシランを製造可能であることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
本発明の製造方法によって製造されるポリシランは、主鎖のケイ素原子の数を制御する
ことで、特定の光反応特性や導電性を付与することができる。このため、フォトレジスト
材料、半導体材料、導電体材料、光―光混合器や光逓倍器などに用いられる非線形光学材
料、セラミック材料などへの応用が期待される。

40

(9)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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