撥水・親水化技術最新事例集

撥水・親水・防汚剤の開発と
コーティング

および

ぬれ性の制御
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各種技法による撥水・親水性表面の作製法と応用展開を詳説。
●ぬれ性の指標である接触角から何がわかるか？どう測るか？
●表面が水または油でぬれる/ぬれないとは、どういうことか…
ぬれ現象の解明 動的接触角測定法、浸潤張力、転落角の測定、表面張力…
●各種コーティング剤の調製法 シリコーン・フッ素・酸化チタン・高分子ポリマー…
●コーティング技術 ゾルゲル法・LB法・スピンコート…
●プラズマ照射法をはじめ多様な表面改質の技法と特長を解説
●"汚れないガラス"の実現…超撥水・超親水化による防汚性付与
●光学フィルムへの防汚コーティング、防曇性コーティング、紙・繊維の撥水・撥油化
など 幅広く応用事例を紹介
●ナノテクノロジーの導入により期待される新展開とは

◎超撥水・親水化を含めた、表面ぬれ性制御の実際と応用の最新事例!
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構成及び内容
第１章 ぬれ性の評価
第１節 ぬれ性評価の基礎−接触角・表面張力・表面エネルギー
１． ぬれとはなにか
２． どうして濡れたり，濡れなかったりするのか
３． ぬれ性の指標である接触角から何がわかるか
４． いろいろな接触角
第２節 表面の物性・動的接触角の測定法
１． 動的接触角
２． 浸潤張力の緩和現象
第３節 接触角、表面張力の測定原理と測定上の注意
１． 接触角、表面張力
２． 接触角測定の基本原理と解析手法
３． 表面張力測定の基本原理と注意点
４． 適用分野
第４節 分子レベルで制御された薄膜表面のぬれ性
１． 拡張係数 ２． 表面エネルギーと接触角
３． 固体表面のぬれ易さ
４． 固体の表面エネルギー
５． 接触角ヒステリシス
６． ぬれ研究のための液体および基板の性質
第５節 酸化チタン薄膜の防汚機能評価法
１． 防汚性能の実験室評価試験
２． 屋外暴露試験の実施例
第６節 撥水親水性機能表面の耐久性評価法
１． 建材外壁用塗膜の耐久性評価法
２． 建材外壁用塗膜の耐久性評価
第２章 撥水・親水性実現のためのコーティング剤の開発
第１節 アクリルシリコーン／シリカ・ナノコンポジットを用いた超撥水表面
１． アクリルシリコーン／シリカ・ナノコンポジットを用いた超撥水剤の調製
２． 撥水性シリカ複合微粒子合成時における水分含有率の影響
第２節 シリコーン・アクリルブロック共重合体による
(超)撥水塗料の開発と応用
１． 熱硬化型ブロック共重合体の合成
２． 各種架橋膜のミクロ相分離
３． 撥水機能とミクロ相分離
４． 超撥水機能の発現と劣化
５． （超）撥水コーティング剤の応用事例
第３節 フッ素系コーティング剤の開発と性能向上
１． フッ素系芳香族シランカップリング剤
１．１ Rf‑C6H4‑SiX3
１．２ Rf‑C6H4‑CH2CH2‑SiX38)
１．３ Rf‑C6H4‑C6H4‑CH2CH2‑Si(OCH3)320)
第４節 透明フッ素樹脂とコーティング特性
１． ＣＹＴＯＰの合成法
２． ＣＹＴＯＰの表面特性
３． コーティング特性
４． ＣＹＴＯＰの物理特性と用途
第５節 ゾル−ゲル法による撥水・親水表面の作製と応用
１． SiO2‑TiO2系化学修飾ゲル膜を用いたフォトリソ撥水−親水パターニング
２． RSiO3/2‑TiO2系ハイブリッドゲル膜を用いた撥水−親水パターン
３． 撥水−親水パターンとPhSiO3/2ゲル膜の軟化・流動を利用した
マイクロレンズの作製
４． 撥水−親水パターンを用いた電気泳動電着マイクロパターニング
第６節 分子レベルで制御されたフッ素化アルカン単分子膜のぬれ性評価
１． 有機薄膜：ＬＢ膜とＳＡ膜
２． 分子レベルで鎖長の制御された終端フッ素化アルカンＳＡ膜のぬれ性
３． 分子レベルでフッ素分子数の制御されたフッ素化アルカンＳＡ膜のぬれ性
第３章 表面改質による撥水・親水性付与
第１節 プラズマ照射によるプラスチック表面改質
１． プラズマによる表面改質の原理
２． プラズマを照射するとポリマー表面に何が起こるか？（化学的変化）
３． プラズマを照射するとポリマー表面に何が起こるか？（物理的変化）
４． インプランテーションとエッチングプロセス
５． インプランテーションにはプラズマの何が寄与しているのか
６． リモートプラズマを利用した表面改質技術
第２節 プラズマ複合プロセスによるガラスの親水性及び撥水耐久性の改良
１． 接触角の定義
２． 実験装置ならびに方法
３． 実験結果ならびに考察
第３節 真空紫外光を用いた高分子の表面改質
１． 高分子の表面化学構造と撥水性・親水性
２． 真空紫外光を用いた高分子の表面改質
３． キセノン・エキシマ・ランプを用いた表面改質の特色
４． ポリエチレンの光表面改質

第４節 放射光の照射によるぬれ性の制御
１． 放射光励起プロセスの特徴
２． PTFE表面ぬれ性の制御
第５節 EB硬化技術の応用による防汚処理
１． EBとは
２． 硬化技術（キュアリング）の応用
３． EB硬化の反応機構
４． EB硬化の特長と利用分野
５． EB硬化装置
６． EB硬化技術の基礎
７． 防汚機能等を付与した高機能応用技術
第６節 イオン照射による樹脂の超撥水処理
１． イオンビームと固体表面との相互作用
２． イオン照射によるフッ素樹脂の超撥水化
３． 超撥水性を形成する表面形態，表面粗さに関する考察
第４章 新しい撥水・親水化技術とその応用事例
第１節 LCD光学フィルムへの防汚コーティング技術
１． 各種コーティング技術の特徴
２． 光学薄膜および防汚材料コーティング技術
３． コーティング膜の厚み測定
第２節 親水、撥水、及び光触媒超親水コーティング剤
１． 光触媒超親水性コーティング材「フラッセラＰ」
２． 親水性コーティング材「フラッセラＲ」
３． 撥水・撥油性コーティング材
第３節 スパッタ光触媒ガラスの非加熱結晶化コーティング技術とその防汚性
１． 汚れない窓ガラスへの要望
２． 光触媒結晶化シード層技術
３． 光触媒活性の評価
４． 膜の特徴
第４節 ゾル−ゲル法によるアルミナ透明超撥水膜の作製
１． ガラス基板上への超撥水・超親水膜の作製
２． 高分子基板上での超撥水・超親水膜の作製
３． 二成分系
第５節 親水性ポリマーによるガラス表面の
曇性コーティングとその動的濡れ性解析
１． MMA/MPEGMA共重合体のSurface Dynamics
２． MMA/MPEGMA/VS三元重合体の防曇性
第６節 ぬれ性制御によるマイクロバルブの開発
１． ぬれ性制御によるマイクロバルブの基本原理
２． 可逆的表面ぬれ性制御
３． 光制御型マイクロバルブによる流体制御
第７節 表面改質処理による紙の撥水・撥油化
１． 紙の撥水・撥油化処理の概要
２． 紙による撥水・撥油挙動の考え方とその評価方法
３． リン酸塩型フッ素系化合物を添加した
紙の撥水・撥油性の発現機構
４． フッ素系化合物を添加した紙の撥水・撥油処理のまとめと今後の課題
第８節 ナノ親水によるセルフクリーニング性能の実現
１． なぜ超親水化が必要なのか
２． 超親水化技術
３． 超親水化によるセルフクリーニング効果
４． ステンレス表面の親水化
第９節 非平衡系の自己組織化（散逸構造）による
周期凹凸構造の形成を利用した撥水表面処理
１． 散逸構造とは
２． 周期凹凸構造の自発的形成
３． 周期凹凸構造の形成による高撥水性表面の作製
第１０節 ナノテクを用いた防汚・撥水・撥油素材の開発
１． 衣服の汚れの種類と汚れの付着
２． 防汚加工の設計
３． ナノテクノロジーの繊維加工への応用
４． ナノマトリックス 加工技術による防汚加工商品の開発
第１１節 テクスチャによる濡れ性の制御とその応用
１． テクスチャによる濡れ性の制御
２． 濡れ性パターンを利用した液滴の形状制御
３． 選択的な濡れ広がりを利用した微粒子の自己整列
第１２節 ナノ構造制御による親水性表面の超撥水化
１． 撥水性への化学的因子と構造的因子
２． 化学溶液析出法
３． 超撥水に最適な形態
第５章 今後の課題と展望 −自己組織化ナノテクノロジーへの期待−
１． 濡れを決める二つの因子
２． 微細凹凸構造の作製戦略
３． 自己組織化ナノテクによる新展開
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