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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）式（Ｉ）：
　ＲｆＱ［ＯＲ２Ｏ］ｏ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）ＯＲ２Ｏ］ｎ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）］

ｍＴ （Ｉ）
　（式中、
　ｏは、０又は１の数であり
　ｎは、１及び１０を含む、１～１０の数であり、
　ｍは、０又は１の数であり、
　Ｒｆは、１～６個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基であり、
　Ｑは以下の構造
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【表１】

　（式中、各ｋは、独立して０～２０の整数であり、Ｒ１’は、水素、フェニル、又は１
～４個の炭素原子を有するアルキルであり、そしてＲ２’は、１～２０個の炭素原子を有
するアルキルであって、Ｒ’’は、１～１２個の炭素原子を有する、一価の、アルキル、
シクロアルキル、又はアリール基である。）から選択され、
　Ｒ１は、１４個～１８個の炭素原子を有する直鎖アルキレン基であるポリアシル化合物
の残基である、同じであるか又は相違する多価有機基であり、
　Ｒ２は、フッ素化ポリオールの残基であって、少なくともその一部が、１種以上の、ペ
ルフルオロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキル基、又はこれらの混合物で置換され
ているかあるいは含む、同じであるか又は相違する二価有機基であり、そして
　Ｔは、ＲｆＱ又はポリアシル化合物若しくはポリオールと反応可能な非フッ素含有単官
能基である。）
で表わされる５０重量％～９０重量％の１種以上のオリゴマーと、
　（Ｂ）ＰＣＤ－２：４ＭＤＩ／イソステアリルアルコール／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２

ＣＨ２ＯＨ）、およびＰＣＤ－３：４ＭＤＩ／０．５イソステアリルアルコール／０．５
ステアリルアルコール／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）からなる群から選択され
る１０重量％～５０重量％の１種以上のポリカルボジイミドと、
のブレンドを含んでなる、組成物。
【請求項２】
　（Ａ）５０重量％～９０重量％の１種以上のオリゴマーであって、
　各オリゴマーは、（ｉ）少なくとも１種のフッ素含有繰り返し可能単位と、（ｉｉ）少
なくとも１種のフッ素含有末端基とを含み、そして、
　前記オリゴマーは、
　（ａ）式：ＲｆＳＯ２Ｎ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２（式中、Ｒｆは、１～１２個の炭素原
子を有するペルフルオロアルキル基、存在する全てのペルフルオロカーボン鎖が１～６個
の炭素原子を有する、３～５０個の炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基、ま
たはこれらの混合物である）の１種以上のフッ素化ポリオールと、
　（ｂ）１４個～１８個の炭素原子を有する直鎖アルキレン基を含む１種以上のポリアシ
ル化合物と、
　（ｃ）前記ポリオール（ａ）のヒドロキシル基と又はポリアシル化合物（ｂ）のアシル
基と反応する官能基を含む１種以上の単官能性フッ素含有化合物と、
の縮合反応生成物を含む、オリゴマーであって、
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　前記単官能性フッ素含有化合物が式（ＩＩ）：
　ＲｆＱ’　（ＩＩ）
　（式中、
　Ｒｆは、１～１２個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、および存在する全て
のペルフルオロカーボン鎖が６個以下の炭素原子を有する、３～５０個の炭素原子を有す
るペルフルオロヘテロアルキル基からなる群から選択され、
　Ｑ’は、ヒドロキシルを含む部分であり、成分（ａ）：（ｂ）：（ｃ）の比は１：０．
５～０．９：０．２～１である）オリゴマーと、
　（Ｂ）ＰＣＤ－２：４ＭＤＩ／イソステアリルアルコール／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２

ＣＨ２ＯＨ）、およびＰＣＤ－３：４ＭＤＩ／０．５イソステアリルアルコール／０．５
ステアリルアルコール／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）からなる群から選択され
る１０重量％～５０重量％の１種以上のポリカルボジイミドと、
を含んでなる、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許仮出願第６０／９４２，７０１号及び同第６０／９４２，７１９号
（各々、２００７年６月８日出願）の利益を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、（Ａ）少なくとも１種のフッ素含有繰り返し可能単位を有する１種以上の化
合物又はオリゴマーと、（Ｂ）１種以上のポリジカルボジイミド（類）（すなわち、ポリ
カルボジイミド（類））とブレンドした少なくとも１種のフッ素含有末端基とのブレンド
からなる、フルオロケミカル組成物に関する。本発明は、更に、基材及びこのようなフル
オロケミカル組成物（皮膜として適用されてよい）を含む物品に関する。これらのフルオ
ロケミカル組成物は、基材へ撥油性及び撥水性を付与する。他の態様では、本発明は、基
材及び物品へ撥油及び撥水特性を付与するプロセスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　繊維材料、紙及び皮革などの繊維及び繊維性基材上にある種のフルオロケミカル組成物
を使用することによって、撥油性及び撥水性並びに汚れ抵抗性及び染み抵抗性を付与する
ことは、当該技術分野において周知である。例えば、「有機フッ素化学物質及びそれらの
工業的応用（Organofluorine Chemicals and Their Industrial Applications）」（バン
クス（Banks）編、エリスホーウッド社（Ellis Horwood Ltd.）（英国、チチェスター）
、１９７９年、２２６～２３４頁）を参照のこと。そのようなフルオロケミカル組成物に
含まれるものとしては、例えば、フルオロケミカルグアニジン（米国特許第４，５４０，
４９７号、チャン（Chang）ら）、カチオン性及び非カチオン性フルオロケミカル組成物
（米国特許第４，５６６，９８１号、ハウエルズ（Howells））、フルオロケミカルカル
ボン酸及びエポキシ系カチオン性樹脂を含む組成物（米国特許第４，４２６，４６６号、
シュバルツ（Schwartz））、フルオロ脂肪族カルボジイミド（米国特許第４，２１５，２
０５号、ランドゥッチ（Landucci））、フルオロ脂肪族アルコール（米国特許第４，４６
８，５２７号、パーテル（Patel））、フッ素含有付加ポリマー、コポリマー、及びマク
ロマー（米国特許第２，８０３，６１５号、同第３，０６８，１８７号、同第３，１０２
，１０３号、同第３，３４１，４９７号、同第３，５７４，７９１号、同第３，９１６，
０５３号、同第４，５２９，６５８号、同第５，２１６，０９７号、同第５，２７６，１
７５号、同第５，７２５，７８９号、及び同第６，０３７，４２９号）、フッ素含有リン
酸エステル（米国特許第３，０９４，５４７号、同第５，４１４，１０２号、及び同第５
，４２４，４７４号）、フッ素含有ウレタン（米国特許第３，９８７，１８２号、同第３
，９８７，２２７号、同第４，５０４，４０１号、及び同第４，９５８，０３９号）、フ
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ルオロケミカルアロファネート（米国特許第４，６０６，７３７号）、フルオロケミカル
ビウレット（米国特許第４，６６８，４０６号）、フルオロケミカルオキサゾリジノン（
米国特許第５，０２５，０５２号）、並びにフルオロケミカルピペラジン（米国特許第５
，４５１，６２２号）などが挙げられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　所望の条件下にて、より使用し易くかつ性能が向上した撥水性処理の必要性が存在する
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、（Ａ）米国特許出願公開第２００８／３０６２３８号明細書に開示されてい
るような１種以上のフルオロケミカルエステル、及び米国特許第６，７５３，３８０号（
キウ（Qiu））に開示されているような１種以上のフルオロケミカルエステルと、（Ｂ）
１種以上のポリカルボジイミド（類）とのブレンドを含んでなる、フルオロケミカルエス
テル組成物に関する。このようなブレンドは、それらを適用する基材へ、優れた動的撥水
性並びに着用（wear）及び洗濯に対する向上した耐久性を付与することが判っている。
【０００６】
　加えて、本発明のブレンドは、（Ｃ）要望通り性質及び性能を最適化するための追加の
材料を更に含んでもよい。例えば、本発明のブレンドは、フルオロアルキルアクリレート
（例えば、米国特許第７，１９９，１９７号に記載されるもの）のオリゴマー、ポリマー
、又はコポリマー、ウレタン（例えば、米国公開特許第２００７／０００４８９５号に記
載されているようなフルオロアクリレートオリゴマーから誘導される）、メラミン、等を
更に含んでもよい。
【０００７】
　本発明の組成物は、少なくとも１種のフッ素含有繰り返し可能単位及び少なくとも１種
のフッ素含有末端基を有する１種以上のオリゴマーを含む。これらのオリゴマーは、
　（ａ）１種以上のポリオールと、
　（ｂ）１種以上のポリアシル化合物（カルボン酸、エステル、ハロゲン化アシルなど）
、例えば、好ましくは１４個以上の炭素原子、と、
　（ｃ）ポリオール（ａ）のヒドロキシル基と又はポリアシル化合物（ｂ）のアシル基と
反応する官能基を含む、１種以上の単官能性フッ素含有化合物と、
　（ここで、ポリオール化合物の少なくとも一部は、更に、ペルフルオロアルキル、ペル
フルオロヘテロアルキル、及びペルフルオロヘテロアルキレンからなる群から選択される
、少なくとも１種のフッ素含有基を含む）の縮合反応生成物を含む。幾つかの実施形態で
は、前記化合物又はオリゴマーは、（ａ）、（ｂ）、及び上述の（ｃ）、並びに（ｄ）１
種以上の単官能性フッ素非含有化合物の縮合反応生成物を含む。意外にも、本発明のオリ
ゴマーは、既知のより短鎖の材料と比較して優れた性能、特に、初期及び耐久性動的撥水
性能を提供することが見出されている。
【０００８】
　本発明で使用する場合、用語「オリゴマー」とは、少なくとも２個以上、２～３個以下
、即ち、平均１０個以下であるが、好ましくは平均５個以下の繰り返し（重合した）又は
繰り返し可能単位を含む分子を意味する。各繰り返し単位は、１より大きい平均、好まし
くは２又はそれ以上のヒドロキシル部分を有する少なくとも１つのポリオールと、１より
大きい、好ましくは２又はそれ以上のアシル部分を有する少なくとも１つのポリアシル化
合物との反応から誘導され、又は誘導可能なエステル基を含むが、ここで、ポリオール化
合物の少なくとも一部は、ペルフルオロアルキル、ペルフルオロアルキレン、ペルフルオ
ロヘテロアルキル、及びペルフルオロヘテロアルキレンからなる群から選択される、少な
くとも１つのフッ素含有部分を更に含む。オリゴマーは、１つ以上のペルフルオロアルキ
ル基、１つ以上のペルフルオロヘテロアルキル基、又はこれらの混合物によって末端処理
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される。
【０００９】
　本発明のフルオロケミカル組成物のある種の好ましい実施形態は、１～１２個の炭素、
好ましくは６個以下の炭素、より好ましくは３～５個の炭素を有する末端かつペンダント
のＲｆ基からなるような組成物を含む。
【００１０】
　本発明の別の実施形態は、本発明のフルオロケミカルオリゴマー及び溶剤を含む被膜組
成物に関する。本実施形態では、フルオロケミカル組成物は、溶剤中に溶解又は分散され
ている。基材に適用する場合、本被膜組成物（溶液又はエマルションであり得る）は、基
材の外観を変更することなく、基材上への化学的組成物の均一分布を提供する。本発明は
更に、
　（ａ）１つ以上の基材表面上に、本発明の被膜組成物を適用すること（ここで、被膜組
成物は、
　　（ｉ）少なくとも１種の溶剤及び
　　（ｉｉ）本発明のフルオロケミカル組成物を含む）、並びに、
　（ｂ）当該被膜組成物を硬化させること
　の各工程からなる、撥水性及び撥油性、汚染放出性、又は及び防汚性を、１つ以上の表
面からなる基材へ提供する方法に関する。
【００１１】
　本発明のフルオロケミカル組成物は、例えば、局所適用によって、撥油性及び撥水性、
汚染放出性及び防汚性を基材に付与するために、多種多様な基材への被膜材として適用す
ることができる。本発明のフルオロケミカル組成物でコーティングした基材の試験におい
て、予想外に高い動的撥水性が観察された。被膜材として適用する場合、本発明の化学的
組成物は、均一フィルムを提供することができる。被膜材として適用する場合、本発明の
化学的組成物は、それらを適用する基材の外観を変更しない。
【００１２】
　実質的に、（Ａ）本明細書で記載する１種以上のエステルオリゴマー及び（Ｂ）本明細
書で記載する１種以上のポリカルボジイミドからなる本発明のブレンドは、驚くほど良好
な初期撥水性及び撥油性を付与することが見出された。（Ｃ）本明細書で記載する１種以
上のメラミン縮合物を更に含む本発明のブレンドは、このような性質、即ち、洗濯後の良
好な撥水性及び撥油性の保持という向上した持続力と共に、このような驚くほど良好な初
期の性質を付与することが見出されたが、フルオロケミカルアクリレートを更に追加した
ようなブレンドは、撥液性の持続力を更に一層向上させることが見出された。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　定義
　本明細書及び本特許請求の範囲で使用される以下の用語は、特に断らない限り、次の意
味を有する。
【００１４】
　「アシルオキシ」とは、ラジカル－ＯＣ（Ｏ）Ｒを意味し、ここでＲは、アルキル、ア
ルケニル、及びシクロアルキル、例えば、アセトキシ、３，３，３－トリフルオロアセト
キシ、プロピオニルオキシなどである。
【００１５】
　「アルケニル」とは、不飽和脂肪族ラジカルを意味する。
【００１６】
　「アルコキシ」とは、ラジカル－ＯＲを意味し、ここでＲは、アルキル基であって、例
えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシなどである。
【００１７】
　「アルキル」とは、直鎖飽和一価炭化水素ラジカル又は分枝鎖飽和一価炭化水素ラジカ
ル、例えば、メチル、エチル、１－プロピル、２－プロピル、ペンチル、などを意味する
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。
【００１８】
　「アルキレン」とは、直鎖飽和二価炭化水素ラジカル又は分枝鎖飽和二価炭化水素ラジ
カル、例えば、メチレン、エチレン、プロピレン、２－メチルプロピレン、ペンチレン、
ヘキシレン、などを意味する。
【００１９】
　「アラルキレン」とは、アルキレンラジカルに結合した芳香族基を有する上記で定義さ
れているアルキレンラジカル、例えば、ベンジル、ピリジルメチル、１－ナフチルエチル
、などを意味する。
【００２０】
　「硬化された化学的組成物」とは、化学的組成物が乾燥していること、又は高温（例え
ば、５０℃以上）で、乾燥するまで約２４時間以下で化学的組成物から溶剤を蒸発させた
ことを意味する。
【００２１】
　「繊維性基材」とは、織布、編物、不織布、カーペット、並びに、積層物（ＰＴＦＥ及
び／又はＰＵ）を含むその他の繊維材料などの合成繊維又は無機繊維からなる材料、並び
に綿、紙、及び皮革などの天然繊維からなる材料を意味する。
【００２２】
　「フルオロカーボンモノアルコール」とは、１つのヒドロキシル基及びペルフルオロア
ルキル基又はペルフルオロヘテロアルキル（perfluoroheteralkyl）基を有する化合物、
例えば、Ｃ４Ｆ９ＳＯ２Ｎ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、Ｃ４Ｆ９ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、Ｃ

２Ｆ５Ｏ（Ｃ２Ｆ４Ｏ）３ＣＦ２ＣＯＮＨＣ２Ｈ４ＯＨ、Ｃ３Ｆ７Ｏ（Ｃ３Ｆ６Ｏ）ｎＣ
Ｆ（ＣＦ３）ＣＯＮＨＣ２Ｈ４ＯＨ、ｃ－Ｃ６Ｆ１１ＣＨ２ＯＨ、などを意味する。
【００２３】
　「硬質基材」とは、その形状を維持する任意の硬質材料、例えば、ガラス、セラミック
、コンクリート、天然石、木材、金属、プラスチック、などを意味する。
【００２４】
　「ヘテロアシルオキシ」とは、本質的には先に挙げたアシルオキシと同じ意味を有する
が、ただし、１種以上のヘテロ原子（即ち、酸素、イオウ、及び／又は窒素）がＲ基の中
に存在しており、存在する炭素原子の総数が５０以下であって、例えば、ＣＨ３ＣＨ２Ｏ
ＣＨ２ＣＨ２Ｃ（Ｏ）Ｏ－、Ｃ４Ｈ９ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（Ｏ）Ｏ－、ＣＨ

３Ｏ（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＣＨ２ＣＨ２Ｃ（Ｏ）Ｏ－などである。
【００２５】
　「ヘテロアルコキシ」とは、本質的には先に挙げたアルコキシと同じ意味を有するが、
ただし、１種以上のヘテロ原子（即ち、酸素、イオウ、及び／又は窒素）がアルキル鎖中
に存在していてもよく、存在する炭素原子の総数が５０以下であって、例えば、ＣＨ３Ｃ
Ｈ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｏ－、Ｃ４Ｈ９ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｏ－、ＣＨ３Ｏ（ＣＨ

２ＣＨ２Ｏ）ｎＨ、などである。
【００２６】
　「ヘテロアルキル」とは、本質的には先に挙げたアルキルと同じ意味を有するが、ただ
し、１種以上のヘテロ原子（即ち、酸素、イオウ、及び／又は窒素）がそのアルキル鎖中
に存在し、これらのヘテロ原子が、少なくとも１個の炭素によって互いに分断されていて
、例えば、ＣＨ３ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２－、ＣＨ３ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ（ＣＨ３

）ＣＨ２－、Ｃ４Ｆ９ＣＨ２ＣＨ２ＳＣＨ２ＣＨ２－、などである。
【００２７】
　「ヘテロアルキレン」とは、本質的には先に挙げたアルキレンと同じ意味を有するが、
ただし、１つ以上のヘテロ原子（即ち、酸素、イオウ、及び／又は窒素）がそのアルキレ
ン鎖中に存在し、これらのヘテロ原子が、少なくとも１個の炭素によって互いに分断され
ていて、例えば、－ＣＨ２ＯＣＨ２Ｏ－、
　－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２Ｎ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２－、－Ｃ
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Ｈ２ＣＨ２ＳＣＨ２ＣＨ２－、などである。
【００２８】
　「ヘテロアラルキレン」とは、先に定義したアラルキレンラジカルと同じ意味を有する
が、ただし、カテナリーな酸素、イオウ、及び／又は窒素原子が存在していて、例えば、
フェニレンオキシメチル、フェニレンオキシエチル、ベンジレンオキシメチル、などであ
る。
【００２９】
　「ハロ」とは、フルオロ、クロロ、ブロモ又はヨードを意味するが、フルオロ及びクロ
ロが好ましい。
【００３０】
　「ペルフルオロアルキル」とは、本質的には先に挙げた「アルキル」と同じ意味を有す
るが、ただし、アルキルラジカルの水素原子の全部、又は本質的に全部がフッ素原子によ
って置換されており、炭素原子数が１～約１２であり、例えば、ペルフルオロプロピル、
ペルフルオロブチル、ペルフルオロオクチル、などである。
【００３１】
　「ペルフルオロアルキレン」とは、本質的には先に挙げた「アルキレン」と同じ意味を
有するが、ただし、アルキレンラジカルの水素原子の全て又は本質的に全てがフッ素原子
で置換されており、例えば、ペルフルオロプロピレン、ペルフルオロブチレン、ペルフル
オロオクチレン、などである。
【００３２】
　「ペルフルオロヘテロアルキル」という用語は、本質的には先に挙げた「ヘテロアルキ
ル」と同じ意味を有するが、ただし、そのヘテロアルキル基の水素原子の全部、又は本質
的に全部がフッ素原子によって置換されており、炭素原子数が３～約１００であり、例え
ば、ＣＦ３ＣＦ２ＯＣＦ２ＣＦ２－、ＣＦ３ＣＦ２Ｏ（ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）３ＣＦ２ＣＦ２

－、又は　Ｃ３Ｆ７Ｏ（ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２Ｏ）ｍＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２－（ここで、
ｍは、約１０～約３０である）、などである。
【００３３】
　「ペルフルオロヘテロアルキレン」とは、本質的には先に挙げた「ヘテロアルキレン」
と同じ意味を有するが、ただし、ヘテロアルキレンラジカルの水素原子の全部、又は本質
的に全部がフッ素原子によって置換されており、炭素原子数が３～約１００であり、例え
ば、－ＣＦ２ＯＣＦ２－、
　－ＣＦ２Ｏ（ＣＦ２Ｏ）ｎ（ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）ｍＣＦ２－、などである。
【００３４】
　「ペルフルオロ化基」とは、炭素に結合した水素原子の全て又は本質的に全てがフッ素
原子で置き換えらている有機基、例えば、ペルフルオロアルキル、ペルフルオロヘテロア
ルキル、などを意味する。
【００３５】
　「ポリアシル化合物」とは、多価有機基、例えば、ジメチルアジパート、などに結合し
た、２つ又はそれ以上のアシル基、又はその誘導体、例えば、カルボン酸、エステル、若
しくはハロゲン化アシルを含む化合物を意味する。
【００３６】
　「ポリオール」とは、１分子当たり、平均して少なくとも約２個の一級又は二級ヒドロ
キシル基を有する有機化合物又はポリマー、例えば、エチレングリコール、プロピレング
リコール、
　１，６－ヘキサンジオール、などを意味する。前記化合物又はポリマーは、フッ素化さ
れていてもよく、即ち、フッ素含有部分を主鎖に含むか又はペンダントとして結合してい
てもよく、あるいはその両方であってもよい。
【００３７】
　「多孔質」とは、液体を吸収できることを意味する。
【００３８】
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　エステル－（Ａ）
　本発明のフルオロケミカル組成物は、
　（ａ）１種以上のフッ素化ポリオール、
　（ｂ）１種以上のポリアシル化合物（カルボン酸、エステル、ハロゲン化アシルなど）
であって、例えば、好ましくは１４個以上の炭素原子を含むもの、及び
　（ｃ）ポリオール（ａ）のヒドロキシル基と又はポリアシル化合物（ｂ）のアシル基と
反応する官能基を含む、１種以上の単官能性フッ素含有化合物と、の縮合反応生成物を含
む。
【００３９】
　フッ素化ポリオール化合物は、ペルフルオロアルキル、ペルフルオロヘテロアルキル、
及びペルフルオロヘテロアルキレンからなる群から選択される、少なくとも１種のフッ素
含有基を更に含む。エステルオリゴマーは、１種以上の非フッ素化ポリオールを更に含ん
でもよい。所望により、本発明のフルオロケミカルオリゴマーの反応混合物は、得られる
撥水性、融点、などの性質を調整するために、（ａ）、（ｂ）、及び（ｃ）に加えて、（
ｄ）１種以上の単官能性フッ素非含有化合物を更に含む。
【００４０】
　オリゴマーは、少なくとも２種の繰り返し可能重合単位又は重合性繰り返し単位を含む
。各繰り返し可能単位又は繰り返し単位は、ペルフルオロアルキル、ペルフルオロアルキ
レン、ペルフルオロヘテロアルキル、及びペルフルオロヘテロアルキレンからなる群から
選択される、１種以上のペンダント基又は鎖状フッ素含有基、並びにポリオールとポリア
シル化合物との間の反応から形成されるエステル基を含む。オリゴマーは、１種以上のペ
ルフルオロアルキル基、１種以上のペルフルオロヘテロアルキル基、若しくは所望により
１種以上のフッ素非含有化合物又はこれらの混合物によって末端処理される。
【００４１】
　得られたエステル分子混合物は、好ましくは、２以上の繰り返し単位を含む、様々な数
の繰り返し単位又は繰り返し可能単位を有する分子を含むことが理解されよう。様々な数
の繰り返し単位を含む本エステル分子混合物は、フルオロケミカル組成物の調製において
、上記構成成分の単純なブレンドを可能にする。
【００４２】
　本発明のフルオロケミカル組成物は、少なくとも１種のジアシル化合物（又はその誘導
体、例えば、ジカルボン酸ハロゲン化物、ジカルボン酸無水物、又はジカルボン酸エステ
ル）、少なくとも１種のフッ素化ポリオール、及び少なくとも１種のフッ素含有モノアル
コール又はフッ素含有モノカルボン酸（又は誘導体）の反応から生じるエステル分子の混
合物を含むが、ただし、ポリオール化合物の少なくとも一部は、ペンダント又は鎖状フッ
素含有基からなる。
【００４３】
　したがって、フルオロケミカル組成物は、一定数（１以上の数）の特定の繰り返し単位
又は繰り返し可能単位を有する単一エステルオリゴマーを含むことができ、あるいはそれ
は、このような化合物の混合物及び／又は様々な数の繰り返し単位のオリゴマーを含むこ
とができる。
【００４４】
　エステル化合物及びオリゴマーは、式（Ｉ）によって表わされてもよい。
【００４５】
ＲｆＱ［ＯＲ２Ｏ］ｏ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）ＯＲ２Ｏ］ｎ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）］ｍ

Ｔ　　（Ｉ）
　（式中、
　ｏは、０又は１の数であり、
　ｎは、１及び１０を含む、１～１０の数であり、
　ｍは、０又は１の数であり、
　Ｒｆは、１～１２個、好ましくは６個以下、最も好ましくは３～５個の炭素原子、又は
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３～約５０個の炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基を有するペルフルオロア
ルキル基であって、存在する全てのペルフルオロカーボン鎖は、１～６個、好ましくは１
～４個の炭素原子を有し、
　Ｑは、二価連結基であり、
　Ｒ１は、１～２０個の炭素原子、最も好ましくは１２～１６個の炭素原子の直鎖又は分
岐鎖又は不飽和鎖アルキレン基のポリアシル化合物の残基である、同じであるか又は相違
する多価有機基であり、
　Ｒ２は、ポリオールの残基であって、少なくともその一部が、１種以上の、ペルフルオ
ロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキレン基又はこ
れらの混合物によって置換されているか、あるいは含む、同じであるか又は相違している
二価の有機基であり、ここで、好ましくは６個以下の炭素原子が、そこへ結合したフッ素
原子を有しており、そして、
　Ｔは、ポリアシル化合物又はポリオールと反応可能な、上記定義のＱＲｆ又はフッ素非
含有単官能基である。
【００４６】
　上述したＲｆ基については、Ｒｆ基が、６個以下の炭素原子を有することが好ましい。
短鎖Ｒｆ基は、米国特許第５，６８８，８８４号に記載されているように、生物濃縮する
傾向が弱まると考えられている。
【００４７】
　好適な連結基Ｑは、共有結合に加えて、以下の構造を含む。本リストにおいては、各ｋ
は、独立して０～約２０の整数であり、Ｒ１’は、水素、フェニル、又は１～４個の炭素
原子を有するアルキルであり、かつＲ２’は、１～約２０個の炭素原子を有するアルキル
である。各構造は、無指向性であって、即ち、－（ＣＨ２）ｋＣ（Ｏ）Ｏ－は、－Ｏ（Ｏ
）Ｃ（ＣＨ２）ｋ－と同等である。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　単一化合物に加えて、一般式に対応するオリゴマーの混合物が存在してもよいと理解さ
れており、かつ、ｏ、ｍ、及びｎは、非整数値によって表されてもよいと理解されている
。
【００５０】
　本発明のフルオロケミカル組成物の調製に用いるのに好適な、ポリオール分子の混合物
を含むポリオールとしては、１より大きい（好ましくは約２～約３、最も好ましくは約２
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であって、ジオールとしては約２が最も好ましい）平均ヒドロキシル官能性を有するよう
な有機ポリオールが挙げられる。ヒドロキシル基は、一級又は二級であることができるが
、それらの反応性をより高めるためには、一級ヒドロキシル基が好ましい。
【００５１】
　好適なポリオールとしては、少なくとも１つの脂肪族部分、複素脂肪族部分、脂環式部
分、複素脂環式部分、芳香族部分、複素環式芳香族部分、又は高分子部分を含むようなも
のが挙げられる。好ましいポリオールは、末端基としてのヒドロキシル基を含む、脂肪族
ポリオール又は高分子ポリオールである。
【００５２】
　ポリオールは、ペルフルオロアルキル部分、ペルフルオロヘテロアルキル部分、及びペ
ルフルオロヘテロアルキレン部分からなる群から選択される、少なくとも１つのフッ素含
有基を含んでもよい。これらのペルフルオロ部分を含む全てのペルフルオロカーボン鎖は
、好ましくは６個以下の炭素原子である。ペルフルオロアルキル部分が好ましく、６個以
下の炭素原子を有するペルフルオロアルキル部分が好ましい。ペルフルオロヘテロアルキ
ル部分は、３～５０個の炭素原子を有してもよい。ペルフルオロヘテロアルキレン基は、
３～５０個の炭素原子を有してもよい。ペルフルオロヘテロアルキル部分及びアルキレン
部分は、好ましくは、６個超の炭素原子を有するペルフルオロカーボン鎖を持たないペル
フルオロポリエーテルである。
【００５３】
　フッ素化ポリオール及び非フッ素化ポリオールの混合物は、本発明のフルオロケミカル
組成物のある種のものを調製する際に、有利に利用され得る。例えば、非フッ素化ポリオ
ールを含むことで、フルオロケミカル組成物の溶解温度を変えて、所与の適用で通常使用
されるプロセス温度において、より効果的にすることができる。より高価なフッ素化ポリ
オール（類）部分を、より安価な非フッ素化ポリオール（類）と置き換えることによって
もまた、コストパフォーマンスを増大させられる。非フッ素化ポリオール（類）の選択及
び使用量は、要求性能、例えば、溶解温度及び撥水性によって決定される。非フッ素化ポ
リオールを使用した場合、非フッ素化ポリオール（類）対フッ素化ポリオールの比の典型
的な有用範囲は、約１：１～約１：１００である。
【００５４】
　このため、フルオロケミカルエステルオリゴマーは、１種以上のフッ素化ポリオール、
所望により、１種以上の非フッ素化ポリオール、１種以上のポリアシル化合物と、１種以
上の単官能性フッ素含有化合物並びに所望により、ポリアシル化合物又はポリオールと反
応可能なフッ素非含有単官能性化合物の縮合反応生成物を含んでもよい。
【００５５】
　少なくとも１つのフッ素含有基を含む好適なフッ素化ポリオールの代表的実施例として
は、ＲｆＳＯ２Ｎ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２、例えば、
　Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）ペルフルオロブチルスルホンアミド、ＲｆＯＣ６Ｈ

４ＳＯ２Ｎ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２、ＲｆＳＯ２Ｎ（Ｒ’）ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｏ
Ｈ、例えば、Ｃ６Ｆ１３ＳＯ２Ｎ（Ｃ３Ｈ７）ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
　ＲｆＣＨ２ＣＯＮ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２、ＲｆＣＯＮ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２、
　ＣＦ３ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２）３ＯＣＦ２ＣＯＮ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ

２ＯＨ、ＲｆＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、例えば、Ｃ４Ｆ９ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）
ＣＨ２ＯＨ）、ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＳＣ３Ｈ６ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
　ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＳＣ３Ｈ６ＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）２、ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＳＣＨ２ＣＨ（
ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
　ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＳＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｓ
ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、例えば、Ｃ５Ｆ１１（ＣＨ２）３ＳＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）
ＣＨ２ＯＨ）、ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、例えば、Ｃ５

Ｆ１１（ＣＨ２）３ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、ＲｆＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＯＣ２Ｈ

４ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
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　ＲｆＣＨ２ＣＨ２（ＣＨ３）ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、Ｒｆ（ＣＨ２）４ＳＣ

３Ｈ６ＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
　Ｒｆ（ＣＨ２）４ＳＣＨ２ＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）２、Ｒｆ（ＣＨ２）４ＳＣ３Ｈ６ＯＣＨ

２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
　ＲｆＣＨ２ＣＨ（Ｃ４Ｈ９）ＳＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、ＲｆＣＨ２ＯＣＨ２Ｃ
Ｈ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、
　ＲｆＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＳＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、ＲｆＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｓ
ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、
　ＲｆＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、ＲｆＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｏ
Ｈ、
　ＲｆＲ’’ＳＣＨ（Ｒ’’’ＯＨ）ＣＨ（Ｒ’’’ＯＨ）ＳＲ’’Ｒｆ、（ＲｆＣＨ２

ＣＨ２ＳＣＨ２ＣＨ２ＳＣＨ２）２Ｃ（ＣＨ２ＯＨ）２、
　（（ＣＦ３）２ＣＦＯ（ＣＦ２）２（ＣＨ２）２ＳＣＨ２）２Ｃ（ＣＨ２ＯＨ）２、（
ＲｆＲ’’ＳＣＨ２）２Ｃ（ＣＨ２ＯＨ）２、
　１，４－ビス（１－ヒドロキシ－１，１－ジヒドロペルフルオロエトキシエトキシ）ペ
ルフルオロ－ｎ－ブタン（ＨＯＣＨ２ＣＦ２ＯＣ２Ｆ４Ｏ（ＣＦ２）４ＯＣ２Ｆ４ＯＣＦ

２ＣＨ２ＯＨ）、
　１，４－ビス（１－ヒドロキシ－１，１－ジヒドロペルフルオロプロポキシ）ペルフル
オロ－ｎ－ブタン（ＨＯＣＨ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ（ＣＦ２）４ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＨ）
、ポリ－３－フォックス（POLY-3-FOX）（商標）（オムノヴァ・ソリューションズ社（Om
nova Solutions, Inc.）（オハイオ州アクロン（Akron）））などのフッ素化オキセタン
の開環重合によって製造されるフッ素化オキセタンポリオール、フッ素化有機基置換エポ
キシドを、米国特許第４，５０８，９１６号（ニューウェル（Newell）ら）に記載されて
いる様に、少なくとも２個のヒドロキシル基を含む化合物と開環付加重合させることによ
り調製されるポリエーテルアルコール、及びフォムブリン（FOMBLIN）（商標）ＺＤＯＬ
（ＨＯＣＨ２ＣＦ２Ｏ（ＣＦ２Ｏ）８～１２（ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）８～１２ＣＦ２ＣＨ２Ｏ
Ｈ、オーシモント（Ausimont）から）などのペルフルオロポリエーテルジオール（式中、
　Ｒｆは、１～６個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、若しくは３～約５０個
の炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基（存在する全てのペルフルオロカーボ
ン鎖が、６個以下の炭素原子を有する）、又はこれらの混合物であり、
　Ｒ’は、１～４個の炭素原子を有するアルキルであり、Ｒ’’は、１～１２個の炭素原
子を有する分岐鎖又は直鎖アルキレン、２～１２個の炭素原子を有するアルキレンチオ－
アルキレン、２～１２個の炭素原子を有するアルキレン－オキシアルキレン、又はアルキ
レンイミノアルキレンであり、ここで、窒素原子が第３置換基として、水素又は１～６個
の炭素原子を有するアルキルを含み、かつ
　Ｒ’’’が、１～１２個の炭素原子を有する直鎖若しくは分岐鎖アルキレン又は式Ｃｒ

Ｈ２ｒ（ＯＣＳＨ２ｓ）ｔのアルキレン－ポリオキシアルキレンであって、式中、ｒは１
～１２であり、ｓは２～６であるとともに、ｔは１～４０であるもの）が挙げられる。少
なくとも１種のフッ素含有基からなる好ましいポリオールとしては、
　Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）ペルフルオロブチルスルホンアミド、ポリ－３－フ
ォックス（POLY-3-FOX）（商標）（オムノヴァ・ソリューションズ社（Omnova Solutions
, Inc.）（オハイオ州アクロン（Akron）））などのフッ素化オキセタンの開環重合によ
って製造されるフッ素化オキセタンポリオール、フッ素化有機基置換エポキシドを、米国
特許第４，５０８，９１６号（ニューウェル（Newell）ら）に記載されている様に、少な
くとも２個のヒドロキシル基を含む化合物と開環付加重合させることにより調製されるポ
リエーテルアルコール、フォムブリン（FOMBLIN）（商標）ＺＤＯＬ（ＨＯＣＨ２ＣＦ２

Ｏ（ＣＦ２Ｏ）８～１２（ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）８～１２ＣＦ２ＣＨ２ＯＨ、オーシモント（
Ausimont）から）などのペルフルオロポリエーテルジオール、
　１，４－ビス（１－ヒドロキシ－１，１－ジヒドロペルフルオロエトキシエトキシ）ペ
ルフルオロ－ｎ－ブタン（ＨＯＣＨ２ＣＦ２ＯＣ２Ｆ４Ｏ（ＣＦ２）４ＯＣ２Ｆ４ＯＣＦ
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２ＣＨ２ＯＨ）、及び
　１，４－ビス（１－ヒドロキシ－１，１－ジヒドロペルフルオロプロポキシ）ペルフル
オロ－ｎ－ブタン（ＨＯＣＨ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ（ＣＦ２）４ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＨ）
が挙げられる。
【００５６】
　少なくとも１種のフッ素含有基からなるより好ましいポリオールとしては、
　Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）ペルフルオロブチルスルホンアミド、
　１，４－ビス（１－ヒドロキシ－１，１－ジヒドロペルフルオロプロポキシ）ペルフル
オロ－ｎ－ブタン（ＨＯＣＨ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ（ＣＦ２）４ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＨ）
が挙げられる。
【００５７】
　好適な非高分子、非フッ素化ポリオールの代表例としては、アルキレングリコール、ポ
リヒドロキシアルカン、及びその他ポリヒドロキシ化合物が挙げられる。アルキレングリ
コールとしては、例えば、１，２－エタンジオール；１，２－プロパンジオール、３－ク
ロロ－１，２－プロパンジオール；
　１，３－プロパンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール；２－
メチル－１，３－プロパンジオール、
　２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール（ネオペンチルグリコール）、２－エチ
ル－１，３－プロパンジオール；
　２，２－ジエチルー１，３－プロパンジオール、１，５－ペンタンジオール、２－エチ
ル－１，３－ペンタンジオール；
　２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、３－メチル－１，５－ペンタン
ジオール、１，２－、１，５－及び１，６－ヘキサンジオール；
　２－エチル－１，６－ヘキサンジオール；ビス（ヒドロキシメチル）シクロヘキサン；
１，８－オクタンジオール、ビシクロ－オクタンジオール、１，１０－デカンジオール、
トリシクロ－デカンジオール、ノルボルナンジオール；並びに１，１８－ジヒドロキシオ
クタデカンが挙げられる。ポリヒドロキシアルカンとしては、例えば、グリセリン、トリ
メチロールエタン、トリメチロールプロパン；
　２－エチル－２（ヒドロキシメチル）－１，３－プロパンジオール；１，２，６－ヘキ
サントリオール、ペンタエリスリトール、キニトール、マンニトール、及びソルビトール
が挙げられる。その他のポリヒドロキシ化合物としては、例えば、ジ（エチレングリコー
ル）、トリ（エチレングリコール）、テトラ（エチレングリコール）、テトラメチレング
リコール、ジプロピレングリコール、ジイソプロピレングリコール、トリプロピレングリ
コール、ビス（ヒドロキシメチル）プロピオン酸、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル
）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、ビシン、
　１，１１－（３，６－ジオキサウンデカン）ジオール、１，１４－（３，６，９，１２
－テトラオキサテトラデカン）ジオール、
　１，８－（３，６－ジオキサ－２，５，８－トリメチルオクタン）ジオール、１，１４
－（５，１０－ジオキサテトラデカン）ジオール、ヒマシ油、
　２－ブチン－１，４－ジオール、Ｎ，Ｎ－ビス（ヒドロキシエチル）ベンズアミド、４
，４’－ビス（ヒドロキシメチル）ジフェニルスルホン、１，４－ベンゼンジメタノール
、１，３－ビス（２－ヒドロキシエチルオキシ（hydroxyethyoxy））ベンゼン、１，２－
ジヒドロキシベンゼン、レゾルシノール、１，４－ジヒドロキシベンゼン、３，５－、２
，６－、２，５－及び２，４－ジヒドロキシ安息香酸、１，６－、２，６－、２，５－、
及び
　２，７－ジヒドロキシナフタレン、２，２’－及び４，４’－ビフェノール、１，８－
ジヒドロキシビフェニル、
　２，４－ジヒドロキシ－６－メチル－ピリミジン、４，６－ジヒドロキシピリミジン、
３，６－ジヒドロキシピリダジン、ビスフェノールＡ、４，４’－エチリデンビスフェノ
ール、４，４’－イソプロピリデンビス（２，６－ジメチルフェノール）、
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　ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－
１－フェニルエタン（ビスフェノールＣ）、１，４－ビス（２－ヒドロキシエチル）ピペ
ラジン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）エーテル、並びに、その他の脂肪族、複素脂肪
族、飽和脂環式、芳香族、飽和複素脂環式、及び複素環式芳香族ポリオール、など、並び
にこれらの混合物などのポリオールが挙げられる。
【００５８】
　有用な高分子非フッ素化ポリオールの代表例としては、ポリオキシエチレン、ポリオキ
シプロピレン、及びエチレンオキシドで末端処理したポリプロピレングリコール並びに約
２００～約２０００の分子量（ジオールの約１００～約１０００の当量に対応し、トリオ
ールの約７０～約７００の当量に対応する）のトリオール、様々な分子量のポリテトラメ
チレングリコール、様々な分子量のポリジアルキルシロキサンジオール、ヒドロキシで末
端処理したポリエステル及びヒドロキシで末端処理したポリラクトン（ポリカプロラクト
ンポリオール）、ヒドロキシで末端処理したポリアルカジエン（例えば、ヒドロキシルで
末端処理したポリブタジエン）、などが挙げられる。所望する場合、高分子ポリオールの
混合物を使用することが可能である。
【００５９】
　有用な市販の高分子非フッ素化ポリオールとしては、約２００～約２０００の範囲の数
平均分子量（Ｍｎ）のＣＡＲＢＯＷＡＸ（商標）ポリ（エチレングリコール）材料（ユニ
オンカーバイド社（Union Carbide Corp.）から）、ＰＰＧ－４２５（リオンデル・ケミ
カルズ（Lyondell Chemicals）から）などのポリ（プロピレングリコール）材料、プルロ
ニック（Pluronic）（商標）Ｌ３１（ＢＡＳＦ社から）などの、ポリ（エチレングリコー
ル）及びポリ（プロピレングリコール）のブロックコポリマー、ビスフェノールＡエトキ
シレート、ビスフェノールＡプロピルオキシレート、及びビスフェノールＡプロポキシレ
ート／エトキシレート（シグマーアルドリッチから）、ＰＯＬＹＭＥＧ（商標）６５０及
び１０００（クォーカー・オート社（Quaker Oats Company）から）並びにＴＥＲＡＴＨ
ＡＮＥ（商標）ポリオール（デュポン（Dupont）から）などのポリテトラメチレンエーテ
ルグリコール、ポリｂｄ（Poly bd）（商標）材料（エルフ・アトケム（Elf Atochem）か
ら）などのヒドロキシルで末端処理したポリブタジエン樹脂、二級ヒドロキシル基を有す
るポリオキシアルキレンテトロールである「ＰｅＰ」シリーズ（ワイアンドット・ケミカ
ルズ社（Wyandotte Chemicals Corporation）から）、例えば、「ＰｅＰ」４５０、５５
０、及び６５０、トーン（TONE）（商標）０２０１、０２１０、０３０１、及び０３１０
（ユニオンカーバイド（Union Carbide）から）などの、約２００～約２０００の範囲の
分子量を有するポリカプロラクトンポリオール、パラプレックス（PARAPLEX）（商標）Ｕ
－１４８（ローム＆ハース（Rohm & Haas）から）、脂肪族ポリエステルジオール、マル
トロン（MULTRON）（商標）ポリ（エチレンアジパート）ポリオール（モベイ・ケミカル
ズ社（Mobay Chemical Co.）から）などのポリエステルポリオール、デュラカーブ（DURA
CARB）（商標）１２０、数平均分子量（Ｍｎ）＝９００のヘキサンジオールカーボネート
（ＰＰＧインダストリーズ社（PPG Industries Inc.）から）などのポリカーボネートジ
オール、など、並びにこれらの混合物が挙げられる。
【００６０】
　好ましい非フッ素化ポリオールとしては、１，２－エタンジオール、１，２－及び１，
３－プロパンジオール、
　１，３－及び１，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、１，５－ペンタンジ
オール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，２－、１，５－、及び１，６－ヘ
キサンジオール、ビス（ヒドロキシメチル）シクロヘキサン、１，８－オクタンジオール
、１，１０－デカンジオール、ジ（エチレングリコール）、トリ（エチレングリコール）
、テトラ（エチレングリコール）、ジ（プロピレングリコール）、ジ（イソプロピレング
リコール）、トリ（プロピレングリコール）、ポリ（エチレングリコール）ジオール（約
２００～約１５００の数平均分子量）、ポリ（ジ（エチレングリコール）フタレート）ジ
オール（例えば、約３５０又は約５７５の数平均分子量を有する）、ポリ（プロピレング
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リコール）ジオール（約２００～約５００の数平均分子量）、プルロニック（Pluronic）
（商標）Ｌ３１（ＢＡＳＦ社から）などの、ポリ（エチレングリコール）及びポリ（プロ
ピレングリコール）のブロックコポリマー、ポリカプロラクトンジオール（約２００～約
６００の数平均分子量）、レゾルシノール、ヒドロキノン、１，６－、２，５－、２，６
－、及び２，７－ジヒドロキシナフタレン、
　４，４’－ビフェノール、ビスフェノールＡ、ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン
、など、並びにこれらの混合物が挙げられる。
【００６１】
　より好ましい非フッ素化ポリオールとしては、１，２－エタンジオール、１，２－及び
１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、１，２
－及び１，６－ヘキサンジオール、ジ（エチレングリコール）、
　トリ（エチレングリコール）、ポリ（ジ（エチレングリコール）フタレート）ジオール
（例えば、約３５０又は約５７５の数平均分子量を有する）、ポリ（エチレングリコール
）ジオール（例えば、約２００、３００、４００の数平均分子量を有する）、プロピレン
グリコール（例えば、約４２５の数平均分子量を有する）、二量体ジオール、ポリカプロ
ラクトンジオール（例えば、約５３０の数平均分子量を有する）、３，５－ジヒドロキシ
ベンゼン、ビスフェノールＡ、レゾルシノール、ヒドロキノン、並びにこれらの混合物が
挙げられる。
【００６２】
　フルオロケミカル組成物の調製に用いるのに好適なポリアシル化合物及びその誘導体（
例えば、ジカルボン酸ハロゲン化物、ジカルボン酸無水物、及びジカルボン酸エステル）
は、少なくとも１種の脂肪族、複素脂肪族（即ち、窒素、酸素、又はイオウなどの鎖状ヘ
テロ原子を含む）、飽和脂環式、飽和複素脂環式、又は高分子部分を含む。好ましくは、
ポリアシル化合物は本質的に脂肪族である。
【００６３】
　アシル誘導体は、場合により様々な理由で酸よりも好ましい。例えば、ハロゲン化アシ
ルは、比較的速い反応速度及び完結する傾向にある反応の両方を提供する。得られたＨＣ
ｌは、揮発性であり、減圧下にて又はその他の除去手段、例えば水洗によって、除去する
ことができる。
【００６４】
　ポリ酸を使用する場合、ｐ－トルエンスルホン酸又はトリフルオロメタンスルホン酸な
どの触媒を使用することが可能であり、かつ、反応完結後に除去可能又は非活性化可能（
例えば、トリエチルアミン、ＣａＯ、などの塩基と反応させる）にして、使用条件下にて
、得られたフルオロケミカル組成物の分解を最小化するように、選択することができる。
【００６５】
　好適なジカルボン酸及びジカルボン酸誘導体の代表例としては、以下の酸及びそれらの
対応するエステル、ハロゲン化物、及び無水物が挙げられる。アジピン酸（即ち、Ｒ１が
４）、ドデカン二酸（即ち、Ｒ１が１０）、テトラデカン二酸（即ち、Ｒ１が１２）、オ
クタデカン二酸（即ち、Ｒ１が１６）、エイコサン二酸（即ち、Ｒ１が１８）、及びドコ
サン二酸（即ち、Ｒ１が２０）（最も好ましくは、Ｒ１は１２～１６個の炭素原子である
）。
【００６６】
　本発明のフルオロケミカル組成物を局所処理として使用する場合、脂肪族ジカルボン酸
（及びその誘導体）が好ましい。
【００６７】
　エステル分子の混合物を含む本発明のフルオロケミカル組成物の調製において有用な、
フルオロケミカル単官能化合物としては、少なくとも１つのＲｆ基を含むようなものが挙
げられる。Ｒｆ基は、直鎖、分枝鎖、又は環状フッ素化アルキレン基又はそれらのいずれ
かの組み合わせを含むことができる。Ｒｆ基は、炭素－ヘテロ原子－炭素鎖（即ち、ヘテ
ロアルキレン基）を形成するために、所望により、炭素－炭素鎖中に１つ以上のヘテロ原
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いる基が一般に好ましいものの、水素又は塩素原子が置換基として存在していてもよいが
、ただし、２個の炭素原子あたり、いずれかの原子の存在量が１個以下とする。いずれか
のＲｆ基は、少なくとも約４０質量％のフッ素、より好ましくは少なくとも約５０質量％
のフッ素を含んでいることが更に好ましい。基の末端部分は、一般に完全にフッ素化され
ており、好ましくは少なくとも３つのフッ素原子を含む、例えばＣＦ３Ｏ－、ＣＦ３ＣＦ

２－、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２－、（ＣＦ３）２Ｎ－、（ＣＦ３）２ＣＦ－、ＳＦ５ＣＦ２－
である。ペルフルオロ化脂肪族基（即ち、式ＣｎＦ２ｎ＋１であるようなもの）（式中ｎ
が１～６（１及び６を含む））が好ましい。更に、フルオロケミカル単官能化合物が、室
温より高い融点を有することが好ましい。室温で固定又は結晶性のフルオロケミカル単官
能化合物から誘導されるオリゴマーは、より低融点の化合物よりも大きな接触角性能を示
すということが見出された。
【００６８】
　有用なフッ素含有単官能化合物としては、下記式ＩＩの化合物もまた挙げられる。
【００６９】
　ＲｆＱ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＩ）
　（式中、
　Ｒｆは、１～１２個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、又は３～約５０個の
炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基であって、存在する全てのペルフルオロ
カーボン鎖が、６個以下の炭素原子をし、
　Ｑ’は、（ポリアシル化合物の）末端アシル又は（ポリオールの）ヒドロキシル基に対
して反応性の官能基を含む部分である。）
　式Ｉに即して述べると、化合物ＲｆＱ’はポリオール又はアシル化合物と反応して、末
端部分ＲｆＱ－を生じると理解されるであろう。
【００７０】
　ＲｆＱ’は、以下のものを含むフッ素含有モノアルコールを含んでもよい。
【００７１】
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【表２】

【００７２】
　など、並びに、これらの混合物（式中、Ｒｆは、１～１２個の炭素原子を有するペルフ
ルオロアルキル基、又は３～約５０個の炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基
（存在する全てのペルフルオロカーボン鎖が、６個以下の炭素原子を有する））。所望す
る場合、このようなアルコールを使用する代わりに類似のチオールを利用することができ
る。
【００７３】
　好ましいフッ素含有モノアルコールとしては、
　２－（Ｎ－メチルペルフルオロブタンスルホンアミド）エタノール、
　２－（Ｎ－エチルペルフルオロブタンスルホンアミド）エタノール、
　２－（Ｎ－メチルペルフルオロブタンスルホンアミド）プロパノール、
　Ｎ－メチル－Ｎ－（４－ヒドロキシブチル）ペルフルオロヘキサンスルホンアミド、１
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，１，２，２－テトラヒドロペルフルオロオクタノール、１，１－ジヒドロペルフルオロ
オクタノール、
　６Ｆ１３ＣＦ（ＣＦ３）ＣＯ２Ｃ２Ｈ４ＣＨ（ＣＨ３）ＯＨ、
　ｎ－Ｃ６Ｆ１３ＣＦ（ＣＦ３）ＣＯＮ（Ｈ）ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、Ｃ４Ｆ９ＯＣ２Ｆ４Ｏ
ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、
　Ｃ３Ｆ７ＣＯＮ（Ｈ）ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、１，１，２，２，３，３－ヘキサヒドロペル
フルオロデカノール、
　Ｃ３Ｆ７Ｏ（ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２Ｏ）１～３６ＣＦ（ＣＦ３）ＣＨ２ＯＨ、ＣＦ３Ｏ
（ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）１～３６ＣＦ２ＣＨ２ＯＨ、
　Ｃ４Ｆ９－ＳＯ２ＮＭｅＣ２Ｈ４ＯＨ、など、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００７４】
　他の有用なフッ素含有化合物としては、米国特許出願第２００７／０００４８９５号（
その全体が本明細書に参照として組み込まれる）のパラグラフ［０００１０］中の構成成
分（ａ）として記載されているような機能性フルオロアクリレートオリゴマー及び米国特
許第７，２１４，７３６号（その全体が本明細書に参照として組み込まれる）の式（Ｉ）
及び式（ＩＩＩ）で記載されるようなフッ素化ポリエーテル（式中、Ｔｋは、アシル基又
はヒドロキシル基と反応可能な反応性基である）が挙げられる。
【００７５】
　フルオロケミカル単官能性化合物・ＲｆＱ’は、（１）式Ｒｆ（ＣＨ２）ｎ（Ｘ）ｐ（
ＣＨ２）ｍＣ（Ｏ）ＯＨを有するようなもの（式中、Ｒｆは上記の通りであり、ｎ及びｍ
は、独立して０～１４（好ましくは０～８、より好ましくは０～４）の整数であり、Ｘは
、二価の酸素又はイオウであり、かつ、ｐは、整数０又は１である）並びに（２）式Ｒｆ

ＱＲ’Ｃ（Ｏ）ＯＨを有するようなもの（式中、Ｒｆは上記の通りであり、Ｒ’は、１～
約１２個の炭素原子（好ましくは１～約８個の炭素原子、より好ましくは１～約４個の炭
素原子）を有する、二価のアルキル（直鎖若しくは分枝鎖）又はシクロアルキルラジカル
である。
　ある態様において、二価結合基Ｑは、－ＳＯ２Ｎ（Ｒ’’）－又は
－ＣＯＮ（Ｒ’’）－であって、式中、Ｒ’’は、１～約１２個の炭素原子（好ましくは
１～約８個の炭素原子、より好ましくは１～約４個の炭素原子）を有する、一価のアルキ
ル（直鎖若しくは分枝鎖）、シクロアルキル、又はアリールラジカルである。）を包含す
る、フッ素含有モノカルボン酸の誘導体（エステル又は酸ハロゲン化物など）を含んでも
よい。
【００７６】
　有用なフッ素含有モノカルボン酸の誘導体の代表例としては、ペルフルオロブタン酸の
（Ｃ３Ｆ７Ｃ（Ｏ）ＯＨ）、ペルフルオロイソブタン酸の（（ＣＦ３）２ＣＦＣ（Ｏ）Ｏ
Ｈ）、ヒドロペルフルオロブタン酸の（Ｃ３Ｆ６ＨＣ（Ｏ）ＯＨ）、ペルフルオロペンタ
ン酸の（Ｃ４Ｆ９Ｃ（Ｏ）ＯＨ）、ヒドロペルフルオロペンタン酸の（Ｃ４Ｆ８ＨＣ（Ｏ
）ＯＨ）、ペルフルオロヘキサン酸の（Ｃ５Ｆ１１Ｃ（Ｏ）ＯＨ）、ヒドロペルフルオロ
ヘキサン酸の（Ｃ５Ｆ１０ＨＣ（Ｏ）ＯＨ）、ペルフルオロシクロヘキサニル（perfluor
cyclohexanyl）カルボン酸の（Ｃ６Ｆ１１Ｃ（Ｏ）ＯＨ）、ペルフルオロヘプタン酸の（
Ｃ６Ｆ１３Ｃ（Ｏ）ＯＨ）、ペルフルオロ（３－エトキシプロピオン酸）、
　ペルフルオロ（３－プロポキシプロピオン酸）、ペルフルオロ（３－ブトキシプロピオ
ン酸）、ペルフルオロ（３－ペントキシプロピオン酸）、Ｒｆ［ＯＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２

］１－６ＯＣＦ（ＣＦ３）Ｃ（Ｏ）ＯＨ（式中、Ｒｆは１～１２個の炭素原子を有するペ
ルフルオロアルキル（perfluroalkyl）基）、４－（４－ペルフルオロイソプロポキシペ
ルフルオロブチル）ブタン酸、
　４－（ビス（ペルフルオロイソプロピル）フルオロメトキシ）ペルフルオロブタン酸、
　１２－（２－ペルフルオロイソプロポキシペルフルオロエチル）ドデカン酸、
　６－（２－ペルフルオロシクロブトキシペルフルオロエチル）ヘキサン酸、
　４－（ビス（ペルフルオロイソプロピル）フルオロメトキシ）ペルフルオロブタン酸、
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　４－（２－ビス（ペルフルオロイソプロピル）フルオロメトキシペルフルオロエチル）
ブタン酸、
　２－（Ｎ－（エチル）ペルフルオロブタンスルホンアミド）酢酸、及び
　２－（Ｎ－（メチル）ペルフルオロブタンスルホンアミド）酢酸、など、そして、これ
らの混合物が挙げられる。
【００７７】
　好ましいフッ素含有モノカルボン酸としては、
　２－（Ｎ－（エチル）ペルフルオロブタンスルホンアミド）酢酸、２－（Ｎ－（メチル
）ペルフルオロブタンスルホンアミド）酢酸、など、そして、これらの混合物が挙げられ
る。
【００７８】
　上記リストに即して述べると、末端のヒドロキシル基又はカルボキシル基は、（ポリア
シル化合物の）末端アシル基又は（ポリオールの）ヒドロキシル基と反応するその他の官
能基Ｑ’と置き換えて、式Ｉの連結基Ｑを形成してよいと理解されるであろう。
【００７９】
　所望であれば、フッ素含有モノアルコール（類）又はモノカルボン酸（類）に加えて、
モノアルコール又はモノカルボン酸の総充填の一部として（例えば、全体の約５０モル％
以下の量で）、モノアルコール（類）又はモノカルボン酸（類）などの非フッ素化単官能
化合物を利用することができる。
　幾つかの態様では、オリゴマーは、式（ＩＩＩａ）、
ＲｆＱ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）ＯＲ２Ｏ］ｎ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）］ｍＱＲｆ（ＩＩＩ
ａ）
（式中、ｎは、１及び１０を含む、１～１０の数であり、
　ｍは、１であり、
　Ｒｆは、１～１２個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、又は３～５０個の炭
素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基であって、存在する全てのペルフルオロカ
ーボン鎖は１～６個の炭素原子を有し；
　Ｑは、二価連結基であり；
　Ｒ１は、１～２２個の炭素原子を有する直鎖アルキレンであり、
　Ｒ２は、直鎖又は分岐鎖のアルキレン、シクロアルキレン、１～１４個の炭素原子を有
するアリーレン若しくはヘテロアルキレン基、又は６～１２個の炭素原子を有するアリー
レン基であるポリオールの残基である多価有機基であって、Ｒ２基の少なくとも一部は、
１種の、ペルフルオロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキル基、ペルフルオロヘテロ
アルキレン基、又はこれらの混合物を含む。）である。
【００８０】
　最も好ましいエステルオリゴマーは、１種以上のフッ素化ポリオール、ポリオールに対
して過剰量の１種以上のジアシル化合物、及び末端アシル基と反応するのに充分な量のフ
ッ素化モノアルコールの縮合反応生成物を含む。このような最も好ましいオリゴマーは、
式（ＩＩＩｂ）に相当する。
【００８１】
　ＲｆＱ［Ｃ（Ｏ）Ｒ３Ｃ（Ｏ）ＯＲ４Ｏ］ｎ［Ｃ（Ｏ）Ｒ３Ｃ（Ｏ）］ｍＱＲｆ （Ｉ
ＩＩｂ）
　（式中、
　ｎは、１及び１０を含む、１～１０の数であり、
　ｍは１であり、
　Ｒｆは、存在する全てのペルフルオロカーボン鎖が、１～６個、好ましくは１～４個の
炭素原子を持つ、１～１２個、好ましくは６個以下の炭素原子を有するペルフルオロアル
キル基、又は３～約５０個の炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基であり、
　Ｑは先に記載したような二価結合基であり、
　Ｒ３（同一でも異なっていてもよい）は、１５～２０個の炭素原子を有する直鎖アルキ
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レンであり、
　Ｒ４は、ポリオールの残基である多価有機基であって、これは、直鎖又は分岐鎖のアル
キレン、シクロアルキレン、アリーレン又はヘテロアルキレン基であり、１～１４個の炭
素原子、好ましくは１～８個の炭素原子、より好ましくは１～４個の炭素原子、最も好ま
しくは２個の炭素原子からなり、又は、６～１２個の炭素原子を有するアリーレン基であ
って、Ｒ４基の少なくとも一部が、１個のペルフルオロアルキル基、ペルフルオロヘテロ
アルキル基、ペルフルオロヘテロアルキレン基、又はこれらの混合物によって置換されて
おり、あるいはそれらを含んでいる。
【００８２】
　フルオロケミカル組成物は、１種以上の重合性基を含む重合性化合物と少なくとも１つ
の反応性基（ヒドロキシル基又はアシル基と反応し得る）との反応生成物を更に含んでも
よい。重合性基は、上述したように、反応性官能基によってフルオロケミカルエステルオ
リゴマー中へと組み込まれてもよい。有用な重合性基の例としては、アクリレート、メタ
クリレート、ビニル、アリル、及びグリシジルが挙げられるが、これらに限定されない。
重合性基を有する代表的有用化合物としては、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキ
シエチルメタクリレート、ペンタエリスリトール（pentaerythriol）トリアクリレート、
アリルアルコール、グリシドール、Ｃ２Ｈ５（ＣＨ３）Ｃ＝ＮＯＨ、ＣＨ２＝ＣＨＯ（Ｃ
Ｈ２）４ＯＨ及びグリシジルメタクリレートが挙げられる。
【００８３】
　エステル分子の混合物を含む本発明のフルオロケミカル組成物は、ポリオール（類）、
単官能性化合物（類）、ポリアシル化合物（類）及び所望により（ｄ）１種以上の重合性
化合物を単純にブレンドすることによって製造することができる。当業者の理解するとこ
ろであるが、ブレンドの順序又は工程の順序には制限はなく、所望のフルオロケミカル組
成物を製造するために変更を加えてもよい。合成においては、例えば、ポリアシル化合物
（類）、ポリオール（類）、フッ素含有単官能性化合物（ＲｆＱ’）、及び所望により、
（ｄ）１種以上の重合性化合物並びに溶媒を乾燥反応槽中に充填し、引き続いて直ちに混
合するか、あるいは予め調製した混合物として充填する。均質混合物又は溶液が得られた
際に、典型的には触媒を添加し、反応混合物を加熱する。一般的に、温度は、溶媒の沸点
、及び副生成物の沸点によって決定する。一般に、水又はアルコールなどの副生成物は、
共沸蒸留によって除去される。
【００８４】
　フッ素含有単官能性化合物（ＲｆＱ’）が、上記式Ｉのフッ素含有エステルオリゴマー
を調製するために使用される場合、単官能性化合物及び／又はポリオール対ポリアシル化
合物のモル比は、所望により、分子量をコントロールするため、及び得られたポリエステ
ルの性質を調整するために変更することができる。
【００８５】
　反応条件（例えば、使用する、反応温度及び／又はポリアシル化合物）に応じて、ポリ
アシル化合物／ポリオール／単官能性化合物混合物からなる約０．５重量％以下の濃度の
触媒を使用してよいが、典型的には、約０．００００５～約０．５重量％が必要とされ、
約０．０２～約０．１重量％が好ましい。好適な触媒は、当技術分野において既知である
ような、酸性及び塩基性エステル化触媒を含む。有用な触媒としては、パラ－トルエンス
ルホン酸及びＣＦ３ＳＯ３Ｈが挙げられる。酸触媒を使用する場合、オリゴマーから除去
するか、又はオリゴマー化した後に中和することが好ましい。触媒の存在が、接触角性能
に悪影響を与え得ることが見出された。
【００８６】
　単一ポリオール及び／又は単一単官能性化合物に代えて、ポリオールの混合物及び／又
は単官能化合物の混合物を使用することが可能である。例えば、重合性基を持つポリオー
ル及びＲｆ基を有するポリオールを含むポリオール混合物を使用することが可能である。
同様に、重合性基を持つ単官能性化合物及びフッ素含有単官能性化合物を含む単官能性化
合物混合物を使用することが可能である。
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【００８７】
　本発明のフルオロケミカル組成物は、エステル化及びテステル交換反応における当業者
に既知の手順及び装置を使用することによって、調製することができる。例えば、フルオ
ロケミカル組成物が、（ａ）フッ素含有単官能性化合物をポリオール及びジアシル化合物
（若しくは誘導体）と同時に反応すること、（ｂ）ポリオールをポリアシル化合物（若し
くは誘導体）と最初に反応する、次に、得られた混合物をフッ素含有単官能性化合物と反
応すること、又は（ｃ）フッ素含有単官能性化合物をジアシル化合物（若しくは派生的）
と反応するか、あるいはフッ素含有単官能性化合物をポリオールと反応させるかのいずれ
かを最初に行い、次に、得られた混合物を残存反応物質と反応させることにより調製する
ことができる。
【００８８】
　反応は、溶液にて又は溶融状態にて（通常用いられる溶媒及び／若しくは装置を使用し
て）、一般的には、大気圧下かつ反応物質を溶液又は溶融状態に維持するのに十分な温度
において実施することができる。例えば、一般に、約９０～約２４０℃（好ましくは、約
１００～約２１０℃、より好ましくは約１１０～約１７０℃）の範囲の融解温度を利用す
ることができる。溶剤又は副生物ＨＣｌ（存在する場合）の除去は、例えば、約６７ｋＰ
ａ（５００トール）以下に相当する真空を使用して、減圧下で実施することができる。蒸
留によるエステル化副生成物の除去は、トルエン又はノヴェック（NOVEC）（商標）ＨＦ
Ｅ－７１００（商標）若しくはＨＦＥ－７２００（商標）（３Ｍ社から）などのフッ素化
エーテルなどの適切な溶媒を選択することによって行ってもよい。
【００８９】
　水が副生成物である場合、ヘプタン若しくはトルエンなどの水不混和性炭化水素溶媒、
フッ素化エーテル、又はペルフルオロカーボンが好ましい。副生成物が低級アルコールで
ある場合、ペルフルオロカーボンが好ましい。
【００９０】
　エステルオリゴマーの混合物を含む本発明のフルオロケミカル組成物は、バッチ法に加
えて、以下の段階的合成に従って製造することもできる。合成において、ポリアシル化合
物及びポリオールを共に、乾燥条件下にて、好ましくは溶媒中に溶解し、次に、得られた
溶液を、触媒の存在下で０．５～２時間、好ましくは１時間混合しつつ、上述したように
加熱する。
【００９１】
　次に、得られたエステルオリゴマーを更に、上記の１種以上の単官能化合物と反応させ
てよい。単官能化合物を上記反応混合物に添加し、残存するヒドロキシル基又はアシル基
の残存部分又は相当部分と反応させてもよい。上述の温度、乾燥条件、及び混合を０．５
時間～２時間、好ましくは１時間続ける。それによって、末端フッ素含有基をヒドロキシ
ル又はアシル官能性エステルオリゴマー及び化合物に結合させてよい。所望により、これ
らのオリゴマー及び化合物を更に、得られた混合物中の任意の残存ヒドロキシル基又はア
シル基を、上記の１種以上の反応性重合性基含有化合物と反応させることによって、上記
重合性基で官能化することができる。したがって、重合性化合物（類）は、先に挙げた添
加の場合と同じ条件を用いて、反応混合物に添加する。
【００９２】
　重合性基含有化合物を添加して、上記条件下、上記の任意の工程にて、ヒドロキシル基
又はアシル基と反応させることができる。例えば、前述のように、重合性基含有化合物は
、ポリオールとの混合物として添加することができる。あるいは、（ａ）ポリオールをポ
リアシル化合物と反応させた後、（ｂ）モノアルコール（類）との混合物として、及び（
ｃ）ポリオール及び単官能性化合物をポリアシル化合物と反応させた後、重合性基含有化
合物を添加できる。重合性基含有化合物がモノアルコールである場合、フッ素含有モノア
ルコールとの混合物として添加するのが好ましい。重合性基含有化合物がジオールである
場合、ポリオールとの混合物として添加するのが好ましい。
【００９３】
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　特定用途のために必要な場合、フルオロケミカル組成物の調製において、上述した反応
物質に加え、少量の１種以上の高分子又は非高分子鎖延長剤（例えば、ジアミン）を利用
することができる。
【００９４】
　カルボジイミド－（Ｂ）
　１種以上の上述したエステルに加えて、本発明の組成物は、１種以上のカルボジイミド
化合物を含む。
【００９５】
　例示的実施例としては、カルボジイミド化合物及び少なくとも１種のイソシアネート基
を有しかつ１種以上のエチレン系不飽和モノマーから誘導される少なくとも２種の繰り返
し単位を含む少なくとも１種のオリゴマーのカルボジイミド化反応から誘導されるカルボ
ジイミド化合物の混合物を含む。
【００９６】
　カルボジイミド化合物は、芳香族又は脂肪族カルボジイミド化合物であることが可能で
あり、ポリカルボジイミドを含んでもよい。使用可能なカルボジイミドは、例えば、米国
特許第４，６６８，７２６号、同第４，２１５，２０５号、同第４，０２４，１７８号、
同第３，８９６，２５１号、同第５，１３２，０２８号、同第５，８１７，２４９号、同
第４，９７７，２１９号、同第４，５８７，３０１号、同第４，４８７，９６４号、同第
３，７５５，２４２号及び同第３，４５０，５６２号、及びＰＣＴ国際公開特許ＷＯ第９
３／２２２８２号において記載されてきた。
【００９７】
　また更なる態様では、本発明は、カルボジイミド化合物又は１種以上のカルボジイミド
化合物が式（ＩＶ）で表わされることができる混合物に関する。
【００９８】
　Ｑ１Ｘ１ＣＯＮＨ（Ａ１（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｑ）ｍＡ２ＮＨＣＯＸ２Ｑ２　　　　　　（Ｉ
Ｖ）
　式中、Ｘ１及びＸ２は各々独立してＯ、Ｓ、又はＮＨを表わし、Ａ１及びＡ２は各々独
立して、そこからイソシアネート基を除去することによって得られた有機ジ－又はトリイ
ソシアネート化合物の残基を表し、ｑは１又は２であり、ｍは１～２０の値を有し、かつ
Ｑ１及びＱ２は、１種以上のカテナリー又は非カテナリーヘテロ原子を含むことができる
炭化水素基、１種以上のカテナリー又は非カテナリーヘテロ原子を含むことができる部分
的に又は完全にフッ素化された炭化水素基（hydrocarbon group group）及び任意の次式
に相当する官能基から選択され、
　Ｇ３ＭｈＬ２－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｉ）
　Ｑ３Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ３ＭｈＧ４－　　（
ｉｉ）
　Ｑ３Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ４－　　　　（ｉｉ
ｉ）
　Ｇ４ＭｈＬ２Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ４－　　（
ｉｖ）
　Ｇ４ＭｈＬ２Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ３ＭｈＧ４

－（ｖ）
　（式中、Ｇ３及びＧ４は各々独立して、末端基を表し、Ｍｎは、１種以上のエチレン系
不飽和モノマーから誘導される、２つ又はそれ以上の繰り返し単位を表し、Ｌ２は、有機
の二価結合基を表し、Ｑ３は、１種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子又
は１種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子を含むことができる部分的に若
しくは完全にフッ素化された炭化水素基を含むことができる炭化水素基を表し、Ａ３及び
Ａ４は各々独立して、そこからイソシアネート基を除去することによって得られた有機ジ
－又はトリイソシアネート化合物の残基を表し、Ｘ３及びＸ４は各々独立して、Ｏ、Ｓ、
又はＮＨを表し、ｓは１～２０の値を有し、ｔは１又は２であり、Ｌ３は、有機の三価結
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合基を表し、かつＬ４は、１種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子又は１
種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子を含むことができる、部分的に若し
くは完全にフッ素化された炭化水素基を所望により含んでもよい炭化水素基を表し、そし
てここで、少なくとも１つのＱ１及びＱ２が、式（ｉ）、（ｉｉ）、（ｉｖ）又は（ｖ）
の基に相当する。）
　また更なる態様では、本発明は、フッ素化化合物及びカルボジイミド化合物又は少なく
とも１つのイソシアネート基を有し、そして１種以上のエチレン系不飽和モノマーから誘
導された少なくとも２つの繰り返し単位を含む少なくとも１種のオリゴマーのカルボジイ
ミド化反応から誘導されたカルボジイミド化合物の混合物を含む組成物に関する。
【００９９】
　更なる別の態様では、本発明は、上記組成物による、基材に撥水性及び／又は撥油性を
提供するための、基材、特に、繊維性基材の処置方法に関する。特に、前記組成物は、基
材をロールを通して導く用途に用いるのに好適であることが分かっている。
【０１００】
　本発明のカルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の混合物が、基材処理におけ
る優れた配合剤として機能し、これによって典型的には、より高価なフッ素化物をより効
率的に使用することができるということが見出された。カルボジイミド化合物又はカルボ
ジイミド化合物の混合物及びフッ素化化合物を含む組成物は通常、基材上へ、効果的な静
的及び／又は動的撥水性を提供する。
【０１０１】
　特定の実施形態によれば、本発明のカルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の
混合物は、３段階反応にて調製可能であるが、そこにおいては通常、各工程後に反応生成
物を分離する必要がなく、即ち、反応の３工程は単一反応容器内で実施してよい。第１段
階では、少なくとも２つの繰り返し単位を有する官能化オリゴマーが調製され、第２段階
で、それらを反応させて少なくとも１つのイソシアネート基を有するオリゴマーを形成す
る。第３段階で、前記オリゴマーを更に反応させて、カルボジイミドを形成する。「官能
化オリゴマー」という用語は、イソシアネートと反応可能な官能基を含むオリゴマーが調
製されることを意味する。
【０１０２】
　第１段階では、少なくとも２つの繰り返し単位を有する官能化オリゴマーは、１種以上
のエチレン系不飽和モノマー、典型的には非フッ素化エチレン系不飽和モノマーのフリー
ラジカルオリゴマー化により調製することができる。エチレン系不飽和モノマーの実施例
としては、一般式（Ｖ）で表されるようなものが挙げられる。
【０１０３】
　ＲｈＣ（Ｒ）＝ＣＲ２　　　　　　　　　　　　　（Ｖ）
　（式中、ＲｈはＨ、Ｃｌ、又は１種以上のカテナリー（即ち、鎖状であって、炭素にの
み結合している）若しくは非カテナリーヘテロ原子を含むことができる炭化水素基を表し
、そして式中、各Ｒは同じであるか又は相違しており、Ｈ、１～４個の炭素原子を有する
低級アルキル、Ｃｌ、若しくはＢｒを表す。）
　「炭化水素基」という用語は、本発明との関係では、水素又は炭素を、及び所望により
１種以上の置換基を含む、任意の実質的にフッ素非含有有機部分を意味する。
【０１０４】
　好適なエチレン系不飽和モノマーが知られており、一般に市販されている。このような
化合物の例としては、例えば、アリルアセテート及びアリルヘプタノエートなどのアリル
エステル、セチルビニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、２－クロロエチルビニルエ
ーテル、エチルビニルエーテルなどのアルキルビニルエーテル又はアルキルアリルエーテ
ル、不飽和酸、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、α－クロロアクリル酸、クロトン酸
、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸及びこれらの無水物並びにエステル、例えば、ビニ
ル、アリル、メチル、ブチル、イソブチル、ヘキシル、ヘプチル、
　２－エチル－ヘキシル、シクロヘキシル、ラウリル、ステアリル、イソボルニル、オク
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タデシル、ヘキサデシル又はアルコキシエチルアクリレート及びメタクリレート、アクリ
ロニトリル、メタクリロニトリル、２－クロロアクリロニトリル、２－シアノエチルアク
リレート、アルキルシアノアクリレートなどの、α－β不飽和ニトリル、α，β－不飽和
カルボン酸誘導体、例えばアリルアルコール、アリルグリコレート、アクリルアミド、メ
タクリルアミド、ｎ－ジイソプロピルアクリルアミド、ジアセトアクリルアミド（diacet
oacrylarnide）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ－ｔ－ブチルアミノ
エチルメタクリレート、スチレン及びその誘導体例えば、ビニルトルエン、α－メチルス
チレン、α－シアノメチルスチレン、ハロゲン含有低級オレフィン系炭化水素、例えばエ
チレン、プロピレン、イソブテン、
　３－クロロ－１－イソブテン、イソプレン、及びビニル及び塩化ビニリデンなどのアリ
ル又はビニルハロゲン化物、などのフリーラジカル重合が可能なエチレン系化合物の一般
的な部類が挙げられる。その他の有用なモノマーとしては、２－ヒドロキシ－エチル（メ
タ）アクリレートとオクタデシルイソシアネートなどの単官能性イソシアネートとの反応
生成物などのウレタン基を含むモノマーが挙げられる。特に好適なモノマーとしては、オ
クタデシル（メタ）アクリレート、ヘキサデシル（メタ）アクリレート、メチルメタクリ
レート、ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート及びイソボルニ
ル（メタ）アクリレート、エチルヘキシルメタクリレート、上述のようなウレタン含有（
メタ）アクリレート、並びにこれらの混合物からなる群から選択されるようなものが挙げ
られる。
【０１０５】
　フリーラジカルオリゴマー化は、それぞれ単官能化又は二官能化オリゴマーを調製する
ために、典型的には、単官能性又は二官能性の、ヒドロキシ－又はアミノ官能化連鎖移動
剤の存在下にて実施される。単官能性連鎖移動剤の例としては、２－メルカプトエタノー
ル、３－メルカプト－２－ブタノール、３－メルカプト－２－プロパノール、３－メルカ
プト－１－プロパノール及び２－メルカプト－エチルアミンから選択されるようなものが
挙げられる。特に好適な単官能性連鎖移動剤は、２－メルカプトエタノールである。
【０１０６】
　二官能性連鎖移動剤の例としては、２つのヒドロキシル基若しくは２つのアミノ基又は
１つのヒドロキシ基及び１つのアミノ基を有するようなものが挙げられる。二官能性連鎖
移動剤の特に好適な例は、３－メルカプト－１，２－プロパンジオールである。
【０１０７】
　官能化オリゴマーは一般的に、当該部分をオリゴマー性にするために、十分な数の繰り
返し単位を含まなければならない。オリゴマーは、１種以上のエチレン系不飽和モノマー
から誘導される、２～４０個、特に２～２０個の繰り返し単位を含むことが好ましい。特
定の実施形態によれば、オリゴマーは、３～１５個の繰り返し単位を有する。別の実施形
態によれば、オリゴマーは、４～１５個の繰り返し単位を有する。
【０１０８】
　官能化オリゴマーを調製するために、フリーラジカル反応開始剤を使用して、オリゴマ
ー化を開始させてもよい。フリーフリーラジカル反応開始剤としては、当該技術分野にお
いて既知のものが挙げられ、そして特に２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＢＩ
Ｎ）及び２，２’－アゾビス（２－シアノペンタン）などのアゾ化合物、クメン、ｔ－ブ
チル、及びｔ－アミルヒドロペルオキシドなどのヒドロペルオキシド、ｔ－ブチルペルベ
ンゾエート及びジ－ｔ－ブチルペルオキシフタレートなどのペルオキシエステル、過酸化
ベンゾイル及びラウロイルペルオキシドなどのジアシルペルオキシド、が挙げられる。
【０１０９】
　オリゴマー化反応は、有機フリーラジカル反応に適した任意の溶媒中で進行させること
ができる。特に好適な溶媒は、第２及び第３段階にて、カルボジイミドを形成するための
イソシアネート反応（isocyanate reactions）を阻害することがない溶媒である。反応物
質は、適切な濃度ならばいかなる濃度でも溶媒中に存在することができ、例えば反応混合
物の全重量の約５パーセントから約９０重量パーセントとなり得る。好適な溶剤の例とし
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ては、脂肪族及び脂環式炭化水素（例えば、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン）、エ
ーテル（例えば、ジエチルエーテル、グリム、ジグリム、ジイソプロピルエーテル）、エ
ステル（例えば、エチルアセテート、ブチルアセテート）、ケトン（例えば、アセトン、
メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン）並びにこれらの混合物が挙げられる。
【０１１０】
　オリゴマー化反応は、フリーラジカルオリゴマー化反応を行うのに好適な任意の温度で
実施することができる。使用する特定の温度及び溶媒は、当業者ならば、試薬の溶解性、
特定の開始剤を使用するために必要な温度、所望の分子量などを考慮して容易に選択する
ことができる。全ての反応開始剤及び全ての溶媒に好適な特定の温度を列挙することは現
実的ではないが、一般に好適な温度は約３０℃～約１５０℃である。
【０１１１】
　第２段階において、少なくとも１つのイソシアネート基を有するオリゴマーは、官能化
オリゴマーのポリイソシアネート（即ち、ジ－又はトリイソシアネート）との縮合反応に
よって調製する。一般に、第２反応段階はまた、１種以上の更なるイソシアネート反応性
化合物の存在下にて行う。このような更なるイソシアネート反応性化合物は通常、１種又
は２種のイソシアネート反応性基を含む化合物であって、単官能性又は二官能性アルコー
ル、チオール及びアミンが挙げられる。更なるイソシアネート反応性化合物は通常、フッ
素化されていないが、部分的に又は完全にフッ素化されていることもできる。単一化合物
又は異なった化合物の混合物を使用してもよい。実施例としては、アルカノール、例えば
、メタノール、エタノール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブ
チルアルコール、イソブチルアルコール、ｔ－ブチルアルコール、ｎ－アミルアルコール
、ｔ－アミルアルコール、２－エチルヘキサノール、グリシドール、（イソ）ステアリル
アルコール、ベヘニルアルコール、分枝状長鎖アルカノール、例えば、ゲルベ（Guerbet
）アルコール（Ｃ１４～Ｃ２４アルキル鎖を有する２－アルキルアルカノール、ヘンケル
（Henkel）から入手可能）、ポリ（オキシアルキレン（oyalkylene））基を含むアルコー
ル、例えば、ポリエチレングリコールのメチル又はエチルエーテル、ヒドロキシ基末端処
理した、エチレンオキシド及び／又はプロピレンオキシドとアルコールを含むポリシロキ
サン基とのランダム又はブロックコポリマーのメチル又はエチルエーテルが挙げられる。
更なる実施例としては、ジオール、例えば、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサン
ジオール、
　１，１０－デカンジオール、４，４’－イソプロピリデンジフェノール（ビスフェノー
ルＡ）、ポリエステルジオール、例えば、ポリカプロラクトンジオール、脂肪酸２量体ジ
オール及びポリ（オキシ）アルキレンジオール（２～４個の炭素原子を有するオキシアル
キレン基を持つ）、例えば、－ＯＣＨ２ＣＨ２－、－Ｏ（ＣＨ２）４－、－ＯＣＨ２ＣＨ

２ＣＨ２－、
　－ＯＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２－、及び－ＯＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ（ＣＨ３）－（好ましくは
、前記ポリ（オキシアルキレン）中の該オキシアルキレン単位が、ポリプロピレングリコ
ール中に存在する場合又は混合物として存在する場合と同一である）、エステルジオール
、例えば、グリセロールモノステアレート及びジオール含有ポリシロキサン基が挙げられ
る。
【０１１２】
　更に好適なイソシアネート反応性化合物としては、アミノ基含有化合物、例えば、アミ
ノ基で末端処理したポリエチレンオキシド若しくはプロピレンオキシド又はこれらのコポ
リマー、アミノ基で末端処理した、ポリエチレンオキシド若しくはポリプロピレンオキシ
ド又はこれらのコポリマーのメチル又はエチルエーテル並びにアミノ基で末端処理したポ
リシロキサンが挙げられる。使用してもよいフッ素化イソシアネート反応性化合物として
は、例えば、１種又は２種のイソシアネート反応性基（例えば、ヒドロキシル基、アミノ
基及びチオール基）を有する、部分的フッ素化又はペルフルオロ化ポリエーテルが挙げら
れる。また更に、使用可能なフッ素化イソシアネート反応性化合物は、１種又は２種のイ
ソシアネート反応性基（例えば、ヒドロキシル基、アミノ基及びチオール基）を有する、
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部分的に又は完全にフッ素化された脂肪族化合物である。後者の例としては、３個，４個
又は１４個以下の炭素原子を有する、ペルフルオロ化脂肪族モノ－アルコールが挙げられ
る。更に一層好適なイソシアネート反応性化合物としては、チオール基含有化合物、例え
ば、１，４－ブタンジチオール、１，６－ヘキサンジチオールが挙げられる。
【０１１３】
　特に好適な更なるイソシアネート反応性化合物としては、単官能性アルコール、例えば
、（イソ）ステアリルアルコール及びＣ１８の２－アルキルアルカノール、エステルジオ
ール、例えば、モノステアリン酸グリセロール、アミノ－又はヒドロキシ基含有ポリシロ
キサン及びこれらの混合物が挙げられる。
【０１１４】
　イソシアネート反応性化合物は、単独で又は組み合わせて使用してもよい。イソシアネ
ート反応性化合物は、イソシアネート官能基の全量を基準にして、約５０モル％以下で存
在することができる。
【０１１５】
　本発明で使用するポリイソシアネートとしては、脂肪族及び芳香族のジ－及びトリイソ
シアネートが挙げられる。ジイソシアネートの例としては、
　４，４’－メチレンジフェニレンジイソシアネート（ＭＤＩ）、２，４－トルエンジイ
ソシアネート、
　２，６－トルエンジイソシアネート、ｏ，ｍ，及びｐ－キシリレンジイソシアネート、
４，４’－ジイソシアネートジフェニルエーテル、
　３，３’－ジクロロ－４，４’－ジイソシアネートジフェニルメタン、４，４’－ジフ
ェニルジイソシアネート、
　４，４’－ジイソシアネートジベンジル、３，３’－ジメトキシ－４，４’－ジイソシ
アネートジフェニル、
　３，３’－ジメチル－４，４’－ジイソシアネートジフェニル、
　２，２’－ジクロロ－５，５’－ジメトキシ－４，４’－ジイソシアナトジフェニル、
１，３－ジイソシアナトベンゼン、
　１，２－ナフチレンジイソシアネート、４－クロロ－１，２－ナフチレンジイソシアネ
ート、１，３－ナフチレンジイソシアネート、及び１，８－ジニトロ－２，７－ナフチレ
ンジイソシアネート、脂環式ジイソシアネート、例えば、
　３－イソシアネートメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシルイソシアネート、
　３－イソシアネートメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシルイソシアネート、
脂肪族ジイソシアネート、例えば、
　１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート、２，２，４－トリメチル－１，６－ヘキサ
メチレンジイソシアネート、及び
　１，２－エチレンジイソシアネート、環状ジイソシアネート、例えば、イソホロンジイ
ソシアネート（ＩＰＤＩ）及びジシクロヘキシルメタン－４，４’－ジイソシアネートが
挙げられる。トリイソシアネートの例としては、脂肪族トリイソシアネート、例えば、１
，３，６－ヘキサメチレントリイソシアネート並びに芳香族トリイソシアネート、例えば
、ポリメチレンポリフェニルイソシアヌレート（polymethylenpolyphenylisocyanate）（
ＰＡＰＩ、ヴォラネート（商標）、デスモデュール（DESMODUR）（商標）（トリー（４－
イソシアナトフェニル）ーメタン、バイエル（Bayer）から入手可能）及びデスモデュー
ル（DESMODUR）（商標）Ｌ（バイエル（Bayer）から入手可能）が挙げられる。バイエル
（Bayer）からデスモデュール（DESMODUR）（商標）Ｎ－１００として入手可能なものな
どのビウレット含有トリイソシアネート並びにハルズ（Huls）ＡＧ（ドイツ）からＩＰＤ
Ｉー１８９０として入手可能なもの、及びバイエル（Bayer）からデスモデュール（DESMO
DUR）Ｎ－３３００として入手可能なものなどのイソシアヌレート含有トリイソシアネー
トなどの内部イソシアネート由来部分を含むイソシアネートもまた有用である。
【０１１６】
　特に好適なポリイソシアネートとしては、芳香族ポリイソシアネート例えば、ＭＤＩ及
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び２，４－トルエンジイソシアネート並びに脂肪族ポリイソシアネート、例えば、ヘキサ
メチレン－ジイソシアネート、デスモデュール（DESMODUR）（商標）Ｎ、デスモデュール
（DESMODUR）（商標）Ｗ及びデスモデュール（DESMODUR）（商標）Ｎ－３３００が挙げら
れる。
【０１１７】
　少なくとも１つのイソシアネート基を有するオリゴマーは、当業者によく知られた公知
の条件下にて実施される縮合反応により調製することができる。縮合反応は、好ましくは
、酢酸エチル、アセトン、メチルイソブチルケトン等々のような極性溶剤中で、乾燥条件
で実施される。好適な反応温度は、使用する特定の試薬、溶媒及び触媒に基づいて、当業
者によって容易に決定されるであろう。全ての状況に好適な特定の温度を列挙することは
現実的ではないが、一般に、好適な温度は、ほぼ室温から約１２０℃の間である。
【０１１８】
　本発明の特定の実施形態では、少なくとも１つのイソシアネート基を有するオリゴマー
は、式（ＩＶ）によって表されてよい。
【０１１９】
　Ｇ１ＭｈＧ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＶＩ）
　（式中、Ｍｎは、１種以上のエチレン系不飽和モノマーから誘導される、２つ又はそれ
以上の繰り返し単位を表し、Ｇ１及びＧ２は各々独立して、末端基を表し、かつ、末端基
の少なくとも１つがイソシアネート基を含む。）本発明の一実施形態では、末端基の１つ
は、イソシアネート基を有せず、他の基は１つ又は２つのイソシアネート基を含む。特定
の実施形態では、末端基の１つは、イソシアネート基を有せず、下記式の基を含む。
【０１２０】
　－Ｌ１ＣＯＮＨＺＮＣＯ
　（式中、Ｌ１はＯ，又はＮＨを表し、Ｚは脂肪族基又は芳香族基を表す。）
　第３段階で、カルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の混合物は、例えば、Ａ
ｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．（Angew. Chem. Int. Ed. Engl.）（Ｋ
．ワグナー（K.Wagner）ら、第２０巻、８１９～８３０ページ、１９８１年）、「有機官
能基合成（Org. Functional Group Prep.）」（Ｓ．Ｒ．サンドラー（S. R. Sandler）ら
、第２巻、２０５～２２２ページ、１９７１年）及び「ケミカル・レビュー（Chem. Rev.
）」（Ａ．ウィリアウムズ（A Williams）ら、第８１巻、５８９～６３６ページ、１９８
１年）に記載されているような好適な触媒の存在下で、オリゴマーの縮合反応によって形
成することができる。ウレタン含有又はウレタン末端処理ポリカルボジイミドの製造につ
いては、例えば、米国特許第２，９４１，９８３号及び「有機化学ジャーナル（J. Org. 
Chem.）」（Ｔ．Ｗ．キャンベル（Campbell）ら、第２８巻、２０６９ページ、１９６３
年）に記載されている。好適な触媒の代表例は、例えば、米国特許第２，９４１，９８８
号、同第３，８６２，９８９号、及び同第３，８９６，２５１号に記載されている。実施
例としては、１－エチル－３－ホスホリン、１－エチル－３－メチル－３－ホスホリン－
１－オキシド、１－エチル－３－メチル－３－ホスホリン－１－スルフィド、１－エチル
－３－メチル－ホスホリジン、１－エチル－３－メチル－ホスホリジン－１－オキシド、
３－メチル－１－フェニル－３－ホスホリン－１－オキシド及び二環式テルペンアルキル
若しくはヒドロカルビルアリールホスフィンオキシド又はカンフェンフェニルホスフィン
オキシドが挙げられる。
【０１２１】
　使用する触媒の特定量は、触媒それ自体の反応性及び使用される有機ポリイソシアネー
トに大きく依存する。一般的に、少なくとも１つのイソシアネート基を有するオリゴマー
の１００部当たり０．０５～５部の範囲の濃度の触媒が好適である。カルボジイミド化反
応は、更に、イソシアネート含有オリゴマー以外のイソシアネート化合物を伴ってよい。
このような更なるイソシアネート化合物としては、前述したもののようなポリイソシアネ
ートに加えてモノ－イソシアネートが挙げられる。
【０１２２】
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　本発明の特定の実施形態では、カルボジイミド化合物は、以下の式（ＩＶ）で表わすこ
とができる。
【０１２３】
　Ｑ１Ｘ１ＣＯＮＨ（Ａ１（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｑ）ｍＡ２ＮＨＣＯＸ２Ｑ２ （ＩＶ）
　（式中、Ｘ１及びＸ２は各々独立してＯ、Ｓ、又はＮＨを表し、Ａ１及びＡ２は各々独
立して、そこからイソシアネート基を除去することによって得られた有機ジ－又はトリイ
ソシアネート化合物の残基を表し、ｑは１又は２であり、ｍは１～２０の値を有し、そし
てＱ１及びＱ２は、１種以上のカテナリー又は非カテナリーヘテロ原子を含むことができ
る炭化水素基、１種以上のカテナリー又は非カテナリーヘテロ原子を含むことができる部
分的に又は完全にフッ素化された炭化水素基及び任意の次式に相当する官能基から選択さ
れる。）
　Ｇ３ＭｈＬ２－ （ｉ）
　Ｑ３Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ３ＭｈＧ４－ （ｉ
ｉ）
　Ｑ３Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ４－ （ｉｉｉ）
　Ｇ４ＭｈＬ２Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ４－ （ｉ
ｖ）
　Ｇ４ＭｈＬ２Ｘ３ＯＣＮＨＡ４（（Ｎ＝Ｃ＝Ｎ）ｔＡ３）ｓＮＨＣＯＸ４Ｌ３ＭｈＧ４

（ｖ）
　（式中、Ｇ３及びＧ４は各々独立して、末端基を表し、Ｍｎは、１種以上のエチレン系
不飽和モノマーから誘導される、２つ又はそれ以上の繰り返し単位を表し、Ｌ２は、有機
の二価結合基を表し、Ｑ３は、１種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子又
は１種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子を含むことができる部分的に（
partically）若しくは完全にフッ素化された炭化水素基を含むことができる炭化水素基を
表し、Ａ３及びＡ４は各々独立して、そこからイソシアネート基を除去することによって
得られた有機ジ－又はトリイソシアネート化合物の残基を表し、Ｘ３及びＸ４は各々独立
して、Ｏ、Ｓ、又はＮＨを表し、ｓは１～２０の値を有しかつｔは１又は２であり、Ｌ３

は、有機の三価結合基を表し、かつＬ４は、１種以上のカテナリー若しくは非カテナリー
ヘテロ原子又は１種以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原子を含むことができ
る部分的に若しくは完全にフッ素化された炭化水素基を所望により含んでもよい炭化水素
基を表し、そしてここで、Ｑ１及びＱ２のうち少なくとも１つは、式（ｉ）、（ｉｉ）、
（ｉｖ）又は（ｖ）の基に相当する。）
  基Ａ１、Ａ２、Ａ３、及びＡ４（以下、全体を「Ａ－基」と称する）は、各々独立して
、そこからイソシアネート基を除去することによって得られた有機ジ－又はトリイソシア
ネート化合物の残基を表す。Ａ－基は、同一でも異なっていてもよい。Ａが三価であって
、トリイソシアネートから誘導される場合、分枝鎖又は架橋型ポリカルボジイミドが生じ
得る。異なったＡ－基を共に使用して、わずかな分岐を生じさせて、性質を変更してもよ
い。置換基は、それらがイソシアネート反応性水素原子を含まない限り、Ａ内に存在して
よい。特に好適なＡ基は、例えば、などの非置換有機連結基である。
【０１２４】
　末端基Ｇ３及びＧ４は典型的には、水素又は官能化オリゴマーを調製するために使用さ
れる反応開始剤の残基を表す。
【０１２５】
　連結基Ｌ２及びＬ３は各々、有機二価又は三価連結基を表す。その例としては、直鎖、
分岐鎖、又は環状の脂肪族基又は芳香族基を含む二価又は三価の脂肪族が挙げられる。連
結基Ｌ２及びＬ３は一般に、１～３０個の炭素原子、例えば、２～１２個の炭素原子を含
む。
【０１２６】
　末端基Ｑ３は、所望により部分的に又は完全にフッ素化され、１つ以上のカテナリー又
は非カテナリーヘテロ原子を含むことができる炭化水素基を表す。Ｑ３は一般的に、１～
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５０個の炭素原子を有する。末端基Ｑ３は例えば、単官能性イソシアネート反応性化合物
の残基、例えば、イソシアネート反応性基の除去によって得られる、上記イソシアネート
反応性化合物の残基を表し得る。Ｑ３の例としては、直鎖、分岐鎖、又は環状脂の肪族基
又は芳香族基、部分的に若しくは完全にフッ素化された脂肪族基又は部分的に若しくは完
全にフッ素化されたポリエーテル基を包含する一価の脂肪族が挙げられる。末端基Ｑ３の
ための特定の有用例としては、少なくとも８個の炭素原子を有する直鎖又は分枝状の脂肪
族末端部分が挙げられる。
【０１２７】
　連結基Ｌ４は、１種以上のカテナリー又は非カテナリーヘテロ原子を所望により含んで
もよい、芳香族及び脂肪族炭化水素基を表す。連結基Ｌ４は、例えば、二官能性イソシア
ネート反応性化合物の残基、例えば、上記のようにイソシアネート反応性基をそこから除
去した後に得られたようなものを表す。その例としては、部分的に又は完全にフッ素化さ
れた脂肪族基に加えて、直鎖、分岐鎖、又は環状の脂肪族基又は芳香族基を包含する二価
の脂肪族基が挙げられる。脂肪族基は、酸素及び窒素などの１種以上のカテナリー又は非
カテナリーヘテロ原子を含んでよい。Ｌ４の特に好適な例としては、
　ＣＨ３（ＣＨ２）１６Ｃ（Ｏ）ＯＣＨ２ＣＨＣＨ２－及び－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２［Ｓｉ
（Ｍｅ２）Ｏ］ｎＳｉ（Ｍｅ）２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－が挙げられる。
【０１２８】
　更に、当業者によって、カルボジイミドの製造は、化合物の混合物を生じ、したがって
、一般式（ＩＶ）は、化合物の混合物を表していると理解すべきであり、式（ＩＶ）中の
インデックスｑ、ｍ、ｔ、及びｓは、このような混合物中の対応する単位のモル量を表し
ていると理解されている。
【０１２９】
　カルボジイミド化反応の完了後、最終反応混合物は、界面活性剤又は界面活性剤の混合
物を、分散体を安定させるのに十分な量で使用して、水中に分散させてもよい。典型的分
散体は、カルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の混合物の１００重量部を基準
にして約７０から２００００重量部の量で、水を含む。界面活性剤又は界面活性剤の混合
物は、カルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の混合物の１００重量部を基準に
して、好ましくは約１～２５重量部、好ましくは約５～１５重量部の量で存在する。公知
のカチオン性、非イオン性、アニオン性及び双性イオン性界面活性剤並びに非イオン性及
び帯電界面活性剤の混合物が、好適である。
【０１３０】
　使用可能な市販の界面活性剤としては、アクゾ－ノーベル（Akzo-Nobel）からの、アー
クァッド（ARQUAD）（商標）Ｔ－５０、アークァッド（ARQUAD）（商標）ＭＣＢ－５０、
エトクァッド（ETHOQUAD）（商標）Ｃ－１２及びエトクァッド（ETHOQUAD）（商標）１８
－２５、並びにダウケミカル社（Dow Chemical Company）から入手可能な、テルギトール
（TERGITOL）（商標）ＴＭＮ－６及びテルギトール（TERGITOL）（商標）１５－Ｓ－３０
が挙げられる。
【０１３１】
　本発明の組成物中で使用するのに好適なフッ素化物としては、基材へ撥水性及び撥油性
を付与するための、当該技術分野において既知の高分子及びオリゴマー化合物を含む任意
のフルオロケミカル基含有有機化合物が挙げられる。これらの高分子及びオリゴマーフッ
素化物は通常、３～約２０個の炭素原子、典型的には約４～約１４個の炭素原子を有する
ペルフルオロ化炭素鎖を含む１種以上のフルオロケミカル基を含む。これらのフルオロケ
ミカル基は、直鎖、分岐鎖若しくは環状のフッ素化アルキレン基又はこれらの任意の組み
合わせを含むことができる。フルオロケミカル基は、好ましくは重合性オレフィン系不飽
和を含まないが、酸素、二価又は六価のイオウ又は窒素などのカテナリーヘテロ原子を、
所望により含むことができる。完全フッ素化基が好ましいが、水素又は塩素原子が置換基
として存在してもよいが、２個の炭素原子あたり、いずれかの原子が１個だけ存在するも
のとする。任意のフルオロケミカル基が、約４０重量％～約８０重量％のフッ素、より好
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ましくは約５０重量％～約７８重量％のフッ素を含むことが、更に好ましい。基の末端部
分は通常、完全にフッ素化されており、好ましくは少なくとも７個のフッ素原子を含む。
ペルフルオロ化脂肪族基（即ち、式ＣｎＦ２ｎ＋１－であるようなもの）が、最も好まし
いフルオロケミカル基である。
【０１３２】
　好適なフッ素化物の代表例としては、フルオロケミカルウレタン、尿素、エステル、エ
ーテル、アルコール、エポキシド、アロファネート、アミド、アミン（及びその塩）、酸
（及びその塩）、カルボジイミド、グアニジン、オキサゾリジノン、イソシアヌレート、
ビウレット、アクリレート及びメタクリレートホモポリマー及びコポリマー、並びにこれ
らの混合物が挙げられる。
【０１３３】
　１つの特定の実施形態では、フッ素化物は、式（ＶＩＩ）に相当するフッ素化モノマー
から誘導される１つ以上の繰り返し単位を含むフッ素化ポリマーを含む。
【０１３４】
　Ｒｆ－Ｌ５－Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ２

　（ＶＩＩ）
　（式中、Ｒｆはフッ素化脂肪族基又はペルフルオロ化ポリエーテル基を表し、Ｌ５は、
有機の二価結合基を表し、かつ各Ｒは独立して、水素又は１～３個の炭素原子を有する低
級アルキル基を表す。）
　フッ素化モノマー中のフッ素化脂肪族基Ｒｆは典型的には、ペルフルオロ化脂肪族基で
ある。それは、直鎖、分枝鎖、若しくは環状又はこれらの組合わせであり得る。Ｒｆラジ
カルは、少なくとも３個のかつ１８個以下の炭素原子、好ましくは３～１４個の、特に４
～１０個の炭素原子を有し、かつ、好ましくは約４０～８０重量％のフッ素、より好まし
くは約５０～７９重量％のフッ素を含む。Ｒｆラジカルの末端部分は、ペルフルオロ化部
分であり、例えばＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２－、（ＣＦ３）２ＣＦ－、Ｆ５ＳＣＦ２－などのよ
うに少なくとも７個のフッ素原子を有していることが好ましい。好ましいＲｆラジカルは
、式ＣｎＦ２ｎ＋１－（式中、ｎは３～１８、特には４～１０である）のペルフルオロ化
脂肪族ラジカルのようなものである。Ｒｆ基がＣ４Ｆ９－である化合物は、Ｒｆ基がより
多い炭素原子を有するペルフルオロ化基からなる化合物よりも、一般的に環境的に許容可
能である。
【０１３５】
　Ｒｆ基は、ペルフルオロ化ポリエーテル基でもあり得る。ペルフルオロ化ポリエーテル
基Ｒｆは、直鎖構造、分枝構造及び／又は環状構造を含むことができ、飽和又は不飽和で
、１個以上の酸素原子で置換されていてもよい。好ましくは、これはペルフルオロ化基（
即ち、全てのＣ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合によって置き換えられている）である。より好まし
くは、それは、－（ＣｎＦ２ｎ）－、－（ＣｎＦ２ｎＯ）－、－（ＣＦ（Ｚ））－、
　－（ＣＦ（Ｚ）Ｏ）－、－（ＣＦ（Ｚ）ＣｎＦ２ｎＯ）－、－（ＣｎＦ２ｎＣＦ（Ｚ）
Ｏ）－、－（ＣＦ２ＣＦ（Ｚ）Ｏ）－及びこれらの組合わせからなる群から選択されるペ
ルフルオロ化繰り返し単位を含む。これらの繰り返し単位において、Ｚは、ペルフルオロ
アルキル基、酸素置換ペルフルオロアルキル基、ペルフルオロアルコキシ基、又は酸素置
換ペルフルオロアルコキシ基（これら全ては、線状、分枝状、又は環状であることができ
、好ましくは約１～約９個の炭素原子及び０～約４個の酸素原子を有する）である。末端
基は、（ＣｎＦ２ｎ＋１）－又は（ＣｎＦ２ｎ＋１Ｏ）－であることができる。これらの
繰り返し単位又は末端基中で、ｎは１以上、好ましくは約１～約４である。ペルフルオロ
ポリエーテル基の特に好ましい近似平均構造としては、Ｃ３Ｆ７Ｏ（ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ
２Ｏ）ｐＣＦ（ＣＦ３）－やＣＦ３Ｏ（Ｃ２Ｆ４Ｏ）ｐＣＦ２－（式中、ｐの平均値は１
～約５０）が挙げられる。合成された際、これらの化合物は通常、ポリマー混合物を含む
。近似的平均構造とは、ポリマー混合物の近似的平均である。
【０１３６】
　上記式（ＶＩＩ）中の有機二価連結基Ｌ５は、ペルフルオロ化脂肪族基又はペルフルオ
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ロ化ポリエーテル基Ｒｆを、フリーラジカル重合性基に連結し、かつ一般的に非フッ素化
有機連結基である。連結基は、化学結合であることができ、好ましくは１～約２０個の炭
素原子を含み、酸素含有基、窒素含有基若しくは硫黄含有基又はこれらの組み合わせを所
望により含んでもよい。連結基は、好ましくは、フリーラジカルオリゴマー化を実質的に
妨げる官能基（例えば、重合性オレフィン系二重結合、チオール及び当業者に知られてい
る他のこうした官能基）を有しない。好適な有機二価連結基の例としては、
　＊－ＣＯＱ’Ｒ１Ｑ’’ＣＯ－、＊－ＣＯＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）Ｒ１Ｑ’ＣＯ－、＊－
Ｌ’Ｑ’ＣＯＮＨＬ’’－、＊－Ｒ１Ｑ’ＣＯ－＊－ＣＯＱ’Ｒ１－、－Ｒ１－、＊－Ｃ
ＯＱ’Ｒ１Ｑ’－、＊－ＳＯ２ＮＲａＲ１Ｑ’－、＊－ＳＯ２ＮＲａＲ１－、及び＊－Ｓ
Ｏ２ＮＲａ－Ｒ１Ｑ’ＣＯ－
　（式中、Ｑ’及びＱ’’は独立して、Ｏ又はＮＲａを表し、Ｒａは、水素又は１～４個
の炭素原子を持つアルキル基であり、Ｒ１は、Ｏ又はＮなどのヘテロ原子１つ以上によっ
て分断され得る、線状、環状又は分枝状アルキレン基を表し、Ｌ’及びＬ’’は、各々独
立して、例えば、アルキレン基、カルボニル基、カルボンアミド（carbonamido）アルキ
レン基及び／又はカルボキシアルキレン基を包含する非フッ素化有機二価連結基を表し、
そして、＊は、連結基が式（ＶＩＩ）中の基Ｒｆに結合している位置を示す。）が挙げら
れる。
【０１３７】
　上述したようなフッ素化モノマーＲｆ－Ｌ５Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ２及びそれらの調製方法は
知られており、例えば、米国特許第２，８０３，６１５号にて開示されている。このよう
な化合物の例としては、フルオロケミカルアクリレート、メタクリレート、ビニルエーテ
ルの一般的クラス、並びにフッ素化スルホンアミド基含有アリル化合物、フルオロケミカ
ルテロマーアルコールから誘導されるアクリレート又はメタクリレート、フルオロケミカ
ルカルボン酸から誘導されるアクリレート又はメタクリレート、及び欧州特許出願第５２
６９７６号に開示されているようなペルフルオロアルキルアクリレート又はメタクリレー
トが挙げられる。
【０１３８】
　ペルフルオロポリエーテルアクリレート又はメタクリレートは、米国特許第４，０８５
，１３７号に記載されている。
【０１３９】
　フッ素化モノマーの特に好適な例としては、
　ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＯＣ（Ｒ’）＝ＣＨ２

　ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＯＣＯＣ（Ｒ’）＝ＣＨ２

　ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＯＣ（Ｒ’）＝ＣＨ２

　ＣＦ３Ｏ（ＣＦ２ＣＦ２）ｕＣＨ２ＯＣＯＣ（Ｒ’）＝ＣＨ２

　Ｃ３Ｆ７Ｏ（ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２Ｏ）ｕＣＦ（ＣＦ３）ＣＨ２ＯＣＯＣ（Ｒ’）＝Ｃ
Ｈ２

　Ｃ３Ｆ７Ｏ（ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２Ｏ）ｕＣＦ（ＣＦ３）ＣＯＮＨＣＨ２ＣＨ２ＯＣＯ
Ｃ（Ｒ’）＝ＣＨ２

　ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ［ＣＦ（ＣＦ３）ＣＦ２Ｏ］ｖＣＦ（ＣＦ３）ＣＨ２ＯＣ
ＯＣ（Ｒ’）＝ＣＨ２（ｖは、平均１．５）
　（式中、Ｒ’は水素又はメチルを表し、Ｒ’’はメチル、エチル又はｎ－ブチルであり
、そしてｕは約１～２５である）が挙げられる。
【０１４０】
　式（ＶＩＩ）のフッ素化モノマー又はその混合物は、通常、ポリマー中の、その対応単
位量が、１０～９７モル％、好ましくは２５～９７モル％、より好ましくは２５モル％～
８５モル％、最も好ましくは２５モル％～７５モル％となるような量で使用される。
【０１４１】
　式（ＶＩＩ）のフッ素化モノマーは一般的に、１種以上の非フッ素化モノマーと共重合
する。一実施形態では、非フッ素化モノマーの少なくとも一部は、塩化ビニル及び塩化ビ
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ニリデンなどの塩素含有モノマーから選択される。このような塩素含有モノマーの繰り返
し単位（存在する場合）は、３～７５モル％の量で、フッ素化ポリマー中に含まれるのが
好ましい。
【０１４２】
　上記塩素含有モノマー以外の更なる非フッ素化コモノマーとしては、式（ＶＩＩＩ）で
表すことができるモノマーなどの炭化水素基含有モノマーが挙げられる。
【０１４３】
　ＲｈＬ６Ｅ（ＶＩＩＩ）
（Ｒｈは、４～３０個の炭素原子を有する脂肪族基を表し、Ｌ６は、有機の二価結合基を
表し、かつＥは、エチレン系不飽和基を表す。）炭化水素基は、好ましくは、直鎖、分枝
又は環式のアルキル基、アラルキル基、アルキルアリール基及びアリール基からなる群か
ら選択される。更なる非フッ素化モノマーとしては、式（ＶＩＩＩ）の炭化水素基が、オ
キシアルキレン基又はヒドロキシ基及び／若しくは硬化部位などの置換基を含むようなも
のが挙げられる。
【０１４４】
　非フッ素化コモノマーの例としては、α，β－エチレン性不飽和カルボン酸の炭化水素
エステルが挙げられる。実施例としては、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル
（メタ）アクリレート、オクタデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレ
ート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、シクロデシル（メタ）アクリレート、イソ
ボルニル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アク
リレート、アダマンチル（メタ）アクリレート、トリル（メタ）アクリレート、３，３－
ジメチルブチル（メタ）アクリレート、（２，２－ジメチル－１－メチル）プロピル（メ
タ）アクリレート、シクロペンチル（メタ）アクリレート、
　２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、セチル
（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、ベヘニル（メタ）アクリレー
ト、イソオクチル（メタ）アクリレート、ｎ－オクチル（メタ）アクリレート、４－エチ
ル－シクロヘキシル（メタ）アクリレート、２－エトキシエチルメタクリレート及びテト
ラヒドロピラニルアクリレートが挙げられる。更なる非フッ素化コモノマーとしては、ア
リルアセテート及びアリルヘプタノエートなどのアリルエステル、セチルビニルエーテル
、ドデシルビニルエーテル、エチルビニルエーテルなどのアルキルビニルエーテル又はア
ルキルアリルエーテル、不飽和酸、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、α－クロロアク
リル酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸及びこれらの無水物、並びにこ
れらのエステル、例えば、ビニル、アリル、メチル、ブチル、イソブチル、ヘキシル、ヘ
プチル、２－エチルヘキシル、シクロヘキシル、ラウリル、ステアリル、イソボルニル又
はアルコキシエチルアクリレート及びメタクリレート、アクリロニトリル、メタクリロニ
トリル、２－クロロアクリロニトリル、２－シアノエチルアクリレート、アルキルシアノ
アクリレートなどの、α－β不飽和ニトリル、α，β－不飽和カルボン酸誘導体、例えば
アリルアルコール、アリルグリコレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、ｎ－ジイ
ソプロピルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、アミノアルキル（メタ）アクリ
レート、例えばＮ，Ｎ－ジエチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ－ｔ－ブチルアミノエ
チルメタクリレート、式Ｘ－Ｒ３Ｎ＋－Ｒａ－ＯＣ（Ｏ）－ＣＲ１＝ＣＨ２（式中、Ｘ－
は例えば塩化物アニオンなどのアニオンを表し、Ｒは水素又はアルキル基を表し、そして
各Ｒは同じであっても又は相違していてもよく、Ｒａはアルキレンを表し、かつＲ１は水
素又はメチルを表す）の（メタ）アクリレートなどの、アンモニウム基を有するアルキル
（メタ）アクリレート、スチレン及びその誘導体例えば、ビニルトルエン、α－メチルス
チレン、α－シアノメチルスチレン、ハロゲンを含むことができる低級オレフィン系炭化
水素、例えば、エチレン、プロピレン、イソブテン、３－クロロ－１－イソブテン、ブタ
ジエン、イソプレン、クロロ及びジクロロブタジエン並びに２，５－ジメチル－１，５－
ヘキサジエン、ポリエチレングリコールの（メタ）アクリレート、エチレンオキシド及び
プロピレンオキシドのブロックコポリマーの（メタ）アクリレート、アミノ－又はジアミ
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ノ末端処理ポリエーテルの（メタ）アクリレート並びにメトキシポリエチレングリコール
の（メタ）アクリレートを包含する（ポリ）オキシアルキレン基を含む炭化水素モノマー
、並びにヒドロキシエチル（メタ）アクリレート及びヒドロキシプロピル（メタ）アクリ
レートなどのヒドロキシル基含有（メタ）アクリレートを包含するヒドロキシル基を含む
炭化水素モノマーが挙げられる。
【０１４５】
　本発明の特定の実施形態では、式（ＶＩＩ）のモノマーから誘導される単位を含むフッ
素化ポリマーとしては、１つ以上の硬化部位を有する単位を更に包含する。これらの単位
は、典型的には、１つ以上の硬化部位を含む対応するコモノマーから誘導される。用語「
硬化部位」とは、処理される基材との反応に使用できる官能基を意味する。硬化部位の例
としては、カルボン酸基などの酸基、ヒドロキシ基、アミノ基及びイソシアネート基又は
ブロック化されたイソシアネート基が挙げられる。そこから硬化部位を誘導してもよいコ
モノマーの例としては、（メタ）アクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、アリルメタ
クリレート、ヒドロキシブチルビニルエーテル、Ｎ－ヒドロキシメチル（メタ）アクリレ
ート、Ｎ－メトキシメチルアクリレート、Ｎ－ブトキシメチルアクリルアミド、Ｎ－イソ
ブトキシメチルアクリルアミド、グリシジルメタクリレート及びα，αジメチルｍ－イソ
プロペニルベンジルイソシアネートが挙げられる。他の例としては、重合性モノイソシア
ネートをイソシアネートブロック剤と反応させることにより、又はジ－又はポリイソシア
ネートとヒドロキシ又はアミノ官能化アクリレート又はメタクリレート及びイソシアネー
トブロック剤と反応させることにより得ることができる重合性ウレタンが挙げられる。イ
ソシアネートのブロック剤は、それをイソシアネート基と反応させたときに生成する基が
、室温では通常ならイソシアネートと反応するような化合物と室温では反応しないが、高
温にするとイソシアネート反応性化合物と反応するような、化合物である。一般に、高温
では、ブロック基がブロック化（ポリ）イソシアネート化合物から放出され、それによっ
て、イソシアネート基が再び発生し、それがイソシアネート反応性基と再び反応可能とな
る。ブロック剤及びそれらの作用機構に関しては、ダグラス・ウィックス（Douglas Wick
s）及びゼノ・Ｗ・ウィックス・Ｊｒ（ZenoW.Wicks Jr.）「ブロックト・イソシアネーツ
・ＩＩＩ：パート・Ａ（Blocked Isocyanates III:PartA）、メカニスムス・アンド・ケ
ミストリー（Mechanisms andchemistry）」、プログレス・イン・オーガニック・コーテ
ィングズ（Progress in OrganicCoatings）第３６巻（１９９９）、ｐ．１４～１７２に
記載がある。
【０１４６】
　ブロックイソシアネートは、芳香族、脂肪族、環状又は非環状であってよく、一般にブ
ロック化ジ－若しくはトリイソシアネート又はそれらの混合物で、イソシアネートと、イ
ソシアネート基と反応可能な少なくとも１つの官能基を有するブロック剤とを反応させる
ことによって得ることができる。好ましいブロック化イソシアネートは、１５０℃未満の
温度で、好ましくは高温におけるブロック剤の脱離により、イソシアネートと反応性の基
と反応することが可能な、ブロック化ポリイソシアネートである。好ましいブロック剤と
しては、フェノールなどのアリールアルコール、ε－カプロラクタム、δ－バレロラクタ
ム、γ－ブチロラクタムなどのラクタム、ホルムアルドキシム、アセトアルドキシム、メ
チルエチルケトンオキシム、シクロヘキサノンオキシム、アセトフェノンオキシム、ベン
ゾフェノンオキシム、２－ブタノンオキシム又はジエチルグリオキシムなどのオキシムが
挙げられる。硬化部位としてのブロック化イソシアネート基を有するコモノマーの特定例
としては、ジ－イソシアネート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、及び２－
ブタノンオキシムの反応生成物、又はジ－イソシアネート、ポリエチレングリコールのモ
ノ（メタ）アクリレート及び２－ブタノンオキシムの反応生成物、並びにトリイソシアネ
ート、１当量の２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート及び２当量の２－ブタノンオ
キシムの反応生成物、並びにα、α－ジメチルｍ．イソプロペニルベンジルイソシアネー
トと２－ブタノンオキシムとの反応生成物、が挙げられる。
【０１４７】



(33) JP 6133829 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

　本発明との関係における更なる実施形態では、組成物中で使用されるフルオロケミカル
化合物は、米国特許第６，５２５，１２７号にて開示されているようなアルキル化フルオ
ロケミカルオリゴマーである。本米国特許に開示されているアルキル化フルオロケミカル
オリゴマーは、
　（ｉ）そこに結合した複数のフルオロ脂肪族基を備えた脂肪族骨格鎖を含むフルオロケ
ミカルオリゴマー部分（各フルオロ脂肪族基が完全フッ素化末端基を有し、かつ各々独立
して、有機連結基を介して脂肪族骨格鎖の炭素原子に連結されている）、
　（ｉｉ）少なくとも１２個の炭素原子を有する脂肪族部分、及び
　（ｉｉｉ）フルオロケミカルオリゴマー部分を脂肪族部分へ連結する連結基を含む。
【０１４８】
　フッ素化化合物及びカルボジイミド又はカルボジイミドの混合物を含む組成物は、カル
ボジイミド又はカルボジイミドの混合物の水分散液を、フッ素化物とブレンドすることに
より調製することができる。基材への本発明の組成物の定着を向上させるために、分散体
内に、ある種の添加剤、ポリマー、熱凝縮性生成物及び基材との相互作用を促進すること
ができる触媒を含ませることが場合により好都合である。これらには、尿素若しくはメラ
ミンとホルムアルデヒド及びグリオキサール樹脂との縮合物又は前縮合物（場合により、
本明細書において樹脂として参照される）がある。特に好適な添加剤及びその量は、当業
者が選択することができる。
【０１４９】
　基材に適用される処理組成物の量は、一般に、十分に大きい又は望ましい撥水性及び撥
油性が基材表面に付与されるように選択されるが、当該量は通常、基材重量を基準にして
、０．０１重量％～５重量％、好ましくは０．０５重量％～２重量％の撥水剤組成物（フ
ッ素化物及びカルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の混合物）が、処理済基材
上に存在するようにされる。所望の撥液性を付与するのに充分な量は、実験的に決定する
ことが可能であり、必要又は希望に応じて増加させることが可能である。
【０１５０】
　カルボジイミド化合物又はカルボジイミド化合物の混合物は、一般に、フッ素化物のフ
ッ素効率（fluorine efficiency）を向上するのに十分な量で、処理組成物中に存在する
。本発明で使用する場合、「フッ素効率の向上」とは、フッ素化物の一部、好ましくはフ
ッ素化物の１０～５０重量％がカルボジイミドで置き換えられた場合に、向上した又は同
等の撥液性が得られることを指す。一般に、カルボジイミド化合物又はカルボジイミド化
合物の混合物は、フッ素化物の１００重量部を基準にして、約５～約５００、好ましくは
約１０～約２００、最も好ましくは約２５～約１００重量部の量で存在する。
【０１５１】
　本発明の組成物は、従来の適用方法を使用して適用することが可能であり、特に水性分
散液として使用することが可能である。一般に、分散体は、水、それで処理された基材に
撥液性を付与するのに効果的な量の組成物、及び当該分散体を安定させるのに効果的な量
の界面活性剤を含む。水は、好ましくは本発明の組成物の１００重量部を基準にして、約
７０～約２００００重量部の量で存在する。前記界面活性剤は、好ましくは本発明の組成
物の１００重量部を基準にして、約１～約２５重量部、好ましくは約５～約１０重量部の
量で存在する。従来のカチオン性、非イオン性、アニオン性、双性イオン性界面活性剤又
はこれらの混合物が、好適である。
【０１５２】
　任意の添加剤－（Ｃ）
　追加の添加剤もまた、本発明で有用である。フッ素非含有化合物のうち、処置増量剤（
treatment extenders）として有用なものは、シロキサン、アクリレート及び置換アクリ
レートポリマー及びコポリマー、Ｎ－メチロールアクリルアミド含有アクリレートポリマ
ー、ウレタン、ブロック化イソシアネート含有ポリマー及びオリゴマー、尿素又はメラミ
ンとホルムアルデヒドとの縮合物又は前縮合物、グリオキサール樹脂、脂肪酸とメラミン
又は尿素誘導体との縮合物、脂肪酸とポリアミド及びそれらのエピクロロヒドリン付加物
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との縮合物、ワックス、ポリエチレン、塩素化ポリエチレン、アルキルケテン二量体、エ
ステル、及びアミドである。これらのフッ素非含有増量剤化合物のブレンドもまた、有用
であると考えられる。処理における増量剤化合物の相対量は、本発明において重要ではな
い。しかし、フルオロケミカル処理の全組成物は、全ての系に存在する固形分量に対して
、少なくとも３重量％、好ましくは約５重量％の炭素結合フッ素を含むべきである。
【０１５３】
　応用例
　上述したように、本発明の組成物は、（Ａ）１種以上のエステルオリゴマー及び（Ｂ）
１種以上のポリカルボジイミドのブレンドを含む。多くの実施形態では、（Ａ）対（Ｂ）
の重量比は、約９５：５～約５：９５、好ましくは約７５：２５～約２５：７５、最も好
ましくは約６０：４０～約４０：６０である。加えて、それらは、有効量の１種以上のそ
の他の添加剤、即ち、（Ｃ）例えば、メラミン、架橋剤などを更に含んでもよい。
【０１５４】
　本発明の被膜組成物は、水性懸濁液、エマルション、又は溶液、又は有機溶媒（若しく
は有機溶媒／水）溶液、懸濁液、又は本発明のフルオロケミカル組成物を含むエマルショ
ンを含む。被膜材として適用する際、フルオロケミカル被膜組成物は、あらゆる多種多様
な基材へ、撥油性及び撥水性、並びに／又は汚染放出性及び防汚性を付与する。
【０１５５】
　本発明のフルオロケミカル組成物は、様々な溶媒中に溶解、懸濁、又は分散して、基材
の上に本発明の化学組成物をコーティングして使用するのに適した被膜組成物を形成させ
ることができる。水性懸濁液、エマルション、又は溶液が、一般的には好ましく、かつ一
般に、約０．１重量％～約５０重量％の不揮発性固形分含有量を（構成成分の総重量を基
準にして）含むことができる。この組成物を塗布する相手の基材によっては、水が好まし
い溶媒となるが、その理由は、水は環境問題を起こすことがなく、安全で無毒とみなされ
ているからである。
【０１５６】
　本発明の別の実施形態は、１種以上の表面を有する基材からなる物品であり、この基材
の１種以上の表面上には、本発明の被膜組成物から誘導される硬化した皮膜がある。被膜
組成物を適用及び硬化した後、物品は、水及びヘキサデカンに対する高い動的後退接触角
、撥油性及び撥水性、並びに／又は汚染放出性及び防汚性を示す。
【０１５７】
　本発明の被膜組成物は、繊維基材、革基材、及び硬質基材を含む多種多様な基材に適用
することができるが、これらに限定するものではない。繊維基材の例示的実施例としては
、織物、編物、及び不織布（例えば、天然、合成、及び天然／合成ブレンドであって、綿
、亜麻布、羊毛、シルク、ポリエステル、ナイロン、及びこのような繊維のブレンドなど
を包含する）積層物（例えば、発泡ポリテトラフルオロエチレン（「ＰＴＦＥ」）に結合
したナイロン又はポリエステル布地であって、ゴア（GORE）（商標）膜に使用されている
ようなもの）繊維材料、カーペット、革、並びに紙が挙げられる。硬質基材の例示的実施
例としては、ガラス、セラミックス、石工、コンクリート、天然石、人工石、金属、木材
、プラスチック、及び塗装表面が挙げられるが、これらに限定されない。基材は、平面又
は曲面を有することができ、かつ同様に、本質的に微粒子及び繊維状であってもよい。好
ましい基材は、繊維性であり、あるいは液体を吸収することができ、したがって、多孔質
である。このような基材は、特に染み及び汚れを受けるが、被膜組成物は繊維性又は多孔
質の基材表面内へ浸透し、基材の内表面に広がることができるために、本発明のフルオロ
ケミカル組成物から多大な恩恵をも受ける。
【０１５８】
　被膜組成物でコーティングすることができる基材の代表例としては、眼鏡用レンズ、サ
ングラス、光学機器、照明器、時計のガラス、など、プラスチック窓の取り付け工事、サ
イン、壁紙及びビニル床材などの装飾面、フォルミカ（FORMICA）（商標）ブランドのシ
ート形成又は張り合わせフローリング（例えば、ペルゴ（PERGO）（商標）ブランドのフ
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ローリング）などの複合又は積層基材、セラミックタイル及び備品（流し台、シャワー、
トイレ）、天然及び人工石、装飾用石材及び敷石、セメント及び石の側壁及び車道、グラ
ウトを含む粒子又は適用されたグラウトの仕上げ面、木製家具表面（デスクトップ、テー
ブルトップ）、キャビネット表面、木製のフローリング、デッキ、及び囲い、革、紙、繊
維状ガラス繊維及びその他繊維含有布地、繊維材料、カーペット、ドレープ材料、室内装
飾材料、衣類、などが挙げられる。
【０１５９】
　被膜組成物から調製される被膜材は、汚れに対する耐性を金属表面へ与えることができ
るため、装飾用金属片及び鏡の上などの金属表面の光学特性が、より長期間維持されるこ
とができる。被膜組成物は、光沢のある外観を維持する手助けをしつつ、木肌を食品及び
飲料汚れに対してより高耐性にすることができる。加えて、被膜組成物は、飛行機の翼、
艇殻、釣り糸、医療用表面及び側面（medical surfaces, and siding）の保護皮膜として
適用することができ、かつ、食品剥離（food release）、金型剥離、接着剤剥離の用途な
どにて使用可能である。装飾用石材としては、例えば、大理石、花崗岩、石灰岩、スレー
トなどが挙げられる。
【０１６０】
　本発明の被膜組成物にてコーティング可能な好ましい基材は、不織布、編物、及び織物
類、積層物、カーペット、ドラペリー材料、室内装飾材料、衣類並びに実質的に任意の繊
維などの繊維性基材である。１種以上の表面を有する基材へ、撥液性及び／又は防汚性を
付与するために、（ａ）本発明の被膜組成物が、１種以上の基材表面上にと適用され、そ
して（ｂ）被膜組成物を周囲温度において、あるいは好ましくは高温において硬化（即ち
、乾燥）させる。高温の使用は、本発明のフルオロケミカル組成物でコーティングした繊
維性基材を硬化させるのに、特に有利であるが、これにより、最高の撥液性が得られる。
約５０℃～約１７５℃の高温が好ましいが、通常、約１００℃～約１７０℃がより好まし
い。
【０１６１】
　被膜組成物は、例えば、噴霧、パディング、浸漬、ロールコーティング、ブラッシング
、又は染着（所望により、続いて処理された基材を乾燥して、任意の残存する水又は溶剤
を除去する）などの標準的な方法によって、処理可能基材へ適用することができる。処理
可能基材は、成型された又は吹き付けられた物品、シート類、繊維（そのまま又は凝集し
た形態にて、例えば、紡績糸、トウ（toe）、又は粗糸にて、あるいはカーペットなどの
加工繊維材料の形態にて）織物及び不織布類、フィルム類などの形態であることができる
。適切なサイズの平坦基材をコーティングする場合、ナイフコーティング又はバーコーテ
ィングを使用して、基材の均一コーティングを確保してよい。所望であれば、フルオロケ
ミカル組成物は、従来の繊維処理剤、例えば、スピン仕上げ剤又は繊維潤滑剤と共に適用
することができる。このような局所処理工程では、ニートなフルオロケミカル組成物（添
加溶媒無し）を使用でき、したがって、フルオロケミカル組成物の有機溶剤溶液の使用よ
りも、環境の観点から好ましい。
【０１６２】
　被膜組成物は、特定用途のための所望の撥液性を得るのに十分な量で適用することがで
きる。この量は、実験的に決定することができ、処理可能基材の性質を損なうことなく撥
液性を得るために、必要又は希望に応じて調整可能である。
【０１６３】
　被膜組成物は、任意の所望の厚さで、基材に適用することができる。２～３マイクロメ
ートル程度の薄さの被膜材は、優れた低表面エネルギー、防汚性、及び汚染放出性を提供
することができる。しかし、より厚い皮膜（例えば、約２０マイクロメートル以下あるい
はそれ以上）も使用できる。より厚い皮膜は、比較的高濃度の本発明の化学的組成物を含
む被膜組成物の単一の厚い層を基材に適用することによって得ることができる。より厚い
皮膜は、比較的低濃度の本発明のフルオロケミカル組成物を含む被膜組成物の基材へ、連
続層を適用することによっても得ることができる。後者は、被膜組成物の層を基材へ適用
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し、次に後続層の適用に先だって乾燥することによって行うことができる。次に、皮膜の
後続層を乾燥層へ適用することができる。この手順は、所望の皮膜厚が得られるまで繰り
返すことができる。
【０１６４】
　撥液性を付与する、フルオロケミカルポリマー組成物は、被膜材への添加剤としての実
用性も見出すことができる。このような皮膜は、撥水性、撥油性、及び耐傷性（並びに防
汚性）であることができ、写真工業にて使用することができ、あるいは光学又は磁気記録
媒体のための保護被膜材として使用することができる。
【０１６５】
　所望であれば、本発明の撥水性及び撥油性組成物は、当該技術分野において一般的に使
用されるようなもの、例えば、染料、色素、酸化防止剤、紫外線安定剤、難燃剤、界面活
性剤、可塑剤、粘着付与剤、充填剤、及びこれらの混合物を包含する１種以上の添加剤を
更に含むことができる。特に、性能向上剤（例えば、ポリブチレンなどのポリマー）を利
用して、例えば、溶融添加剤ポリオレフィン用途における撥液性を向上させることができ
る。
【０１６６】
　基材処理をするために、分散体を基材上へ噴霧することができ、あるいは、基材を分散
体中に浸漬して、飽和するまで攪拌することができる。次に、飽和基材は、過剰な分散体
を除去するためにパッダー／ローラーを通過させることができる。本発明の組成物は、組
成物を収容する浴の中で基材を組成物と接触させることによって組成物を基材に適用し、
かつ基材を１種以上のロール上で誘導するという適用方法での使用に特に適している。通
常は、基材から余剰な処理組成物を圧搾するように、このようなロールは構成されている
。
【０１６７】
　組成物を基材へ適用した後、一般的に基材を乾燥させる。一定時間、周囲条件にて、基
材を空気に晒すことによって基材を乾燥させてもよい。周囲条件（一般に、２０～３０℃
）にて乾燥させる場合であっても、本発明の組成物によって、良好かつ効果的な撥液性を
得てもよい。あるいは、所望の場合又は必要に応じて、基材の乾燥を促進させ、かつ／又
は適用した組成物の硬化を生じさせるために、組成物適用後、基材を熱に晒してもよい。
加熱温度に晒す場合、基材をオーブンを通して誘導してよく、加熱温度は、１００～２０
０℃、典型的には１２０～１８０℃であってもよい。
【０１６８】
　本発明の基材に適用される処理組成物の量は、十分に大きい又は望ましい撥水性及び撥
油性が基材表面に付与されるように選択されるが、当該量は通常、基材重量を基準にして
、０．０１重量％～５重量％、好ましくは０．０５重量％～２重量％の撥水剤組成物（フ
ッ素化物及びカルボジイミド）が、処理済基材上に存在するようにされる。所望の撥液性
を付与するのに充分な量は、実験的に決定することが可能であり、必要又は希望に応じて
増加させることが可能である。
【０１６９】
　本発明の撥水性及び撥油性付与組成物により処理された基材としては、特に制限されず
、例えば織布、繊維、不織布、皮革、紙、カーペット、プラスチック、木材、金属、ガラ
ス、コンクリート及び石材が挙げられる。織布、繊維及び不織布が好ましい。
【実施例】
【０１７０】
　本発明の目的及び利点は、下記の例示的実施例によって更に例示されるが、これらの実
施例において列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に本発明を
過度に制限するものと解釈すべきではない。実施例において、重量％又は重量部が示され
ているが、特に指示がない限り、これらは全ての組成物の重量を基準にしている。
【０１７１】
　配合及び処理手順：
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　指定された量のフルオロケミカル処理組成物が入っている処理浴を用意した。実施例で
示された濃度（布地重量に基づきＳＯＦ（布地上の固形物）として示されたもの）を提供
するためにパッディングにより処理剤を試験基材に被着させた。サンプルを室温で２４～
４８時間にわたり空気乾燥させ、その後、約２１℃及び相対湿度約５０％で２時間にわた
りコンディショニングした（空気硬化）。あるいは、サンプルは、例えば、約１５０～約
１７０℃にて、約１～５分間乾燥させ、硬化させた。
【０１７２】
　乾燥及び熱硬化後、基材の撥液性の検査をした。
【０１７３】
　試験方法
　噴霧評点（スプレー）：処理された基材の噴霧評点は、処理された基材上に衝突する水
に対する、処理された基材の動的撥液性を示す値である。撥液性は、繊維化学染色協会（
American Association of Textile Chemists and Colorists）（ＡＡＴＣＣ）の２００１
年版技術マニュアルで公表された試験方法２２（１９９６年）によって測定し、試験した
基材の「噴霧評点」という言葉で表現した。噴霧評点は、１５ｃｍの高さから基材上に２
５０ｍＬの水を噴霧することにより得た。０が完全濡れを意味し、１００が全く濡れなし
を意味する、０～１００の尺度を用いて濡れ模様を目視で採点した。
【０１７４】
　撥油性（ＯＲ）：基材の撥油性は、繊維化学染色協会（American Association of Text
ile Chemists and Colorists）（ＡＡＴＣＣ）標準試験方法Ｎｏ．１１８－１９８３によ
って測定した。その試験は、異なる表面張力の油による浸透への処理済み基材の抵抗に基
づいていた。ヌジョール（NUJOL）（登録商標）鉱油（最も浸透性のない試験油）にのみ
抵抗する処理済み基材に評点１を与えたのに対して、ヘプタン（最も浸透性の試験油）に
抵抗する処理済み基材に評点８を与えた。その他中間の評点の数値は、下表に示すように
、他の純オイル又はオイル混合物を使用して求めたものである。
【０１７５】
【表３】

【０１７６】
　ブンデスマン試験：動的撥水性能を評価するために、処理済基材上での雨の含浸効果を
、ブンデスマン試験方法（ＤＩＮ　５３８８８）を使用して判定した。本試験において、
処理済基材は模擬降雨に晒されるが、基材裏面は拭き取られた状態である。上部露出表面
の外観を、１、５及び１０分後に目視検査し、１（表面が完全に濡れている）～５（表面
上に水が残っていない）の間で点をつけた。一般に、サンプルの初期噴霧評点が９５以上
の場合に限って、ブンデスマン試験が実施される。
【０１７７】
　洗濯手順：以下の実施例で定める処理済み基材サンプルを調製するために、以下に記載
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する手順を用いた（即ち、１Ｌとは１回の完全な洗浄及びリンスサイクルを示し、５Ｌと
は５回の完全な洗浄及びリンスサイクルを示す。以下同様。）。
【０１７８】
　処理済み基材の一般に正方形で４００ｃｍ２～９００ｃｍ２のシートである２３０ｇの
サンプルをバラストサンプル（一般に正方形で縁曲げした８１００ｃｍ２のシートの形態
である１．９ｋｇの８ｏｚ（２２７ｇ）布地）とともに洗濯機に入れた。業務用洗剤（サ
プトン（SAPTON）ブランドの洗剤（ヘンケル（ドイツ）より）、４６ｇ）を加え、高水位
になるまで温水（４０℃＋／－３℃）を洗濯機に満たした。基材及びバラストロードは、
１２分の通常洗浄サイクルを使用し、引き続いてすすぎ洗いをし、並びに各洗浄及びリン
スサイクルにおいて遠心分離することによって洗浄した。サンプルは、繰り返しサイクル
の間では乾燥しなかったが、最終サイクル後には乾燥した。
【０１７９】
　試験材料
　（Ａ）エステルオリゴマー
　表１－０４に示す実施例において、Ｃ１８－二塩基酸／ＦＢＳＥＥ／ＭＥＦＢＳＥ（モ
ル比、１／０．７５／０．５）からのポリエステル：ディーンスターク（Dean-Stark）ト
ラップを装着した丸底フラスコへ、Ｃ１８－二塩基酸３０ｇ（０．０９５モル）、ＦＢＳ
ＥＥ　２７．５ｇ（０．０７１モル）、ＭｅＦＢＳＥ　１７．０１ｇ（０．０４８モル）
、トルエン１００ｇ、及びメタンスルホン酸１ｇを添加した。本混合物を１５時間、１１
５℃にて還流させた。所望量（３ｇ）の水を収集後、温度を８０℃まで下げ、これへ、炭
酸カリウムを添加した。３０分間混合後、本混合物を熱ろ過し、溶媒を回転蒸発させた。
【０１８０】
　上記ポリマー固形物２０ｇへ、ＭＩＢＫ５０ｇを添加し、６５℃まで加熱した。別個の
ビーカーへ、水（１００ｇ）、エトクァッド（ETHOQUAD）（商標）Ｃ／１２（０．５３ｇ
）、テルギトール（TERGITOL）（商標）１５－Ｓ－３０（０．６ｇ）、及びＴＭＮ－６（
１．２ｇ）を添加した。本溶液を６５℃まで加熱し、本撹拌溶液へＭＩＢＫ中のポリマー
をゆっくりと添加した。本混合物を４分間超音波で分解させ、溶媒をロータリーエバポレ
ーター（rotovap）で除去した。
【０１８１】
　表１～４の全てのポリエステルは、上記手順に従って調製したが、ただし、モル比に示
すように（as indicated in the molar ratios indicated）、Ｃ１４－二塩基酸又はＣ１
２－二塩基酸は、Ｃ１８－二塩基酸と置き換えた。一実施例では、ＭｅＦＢＳＥは、表に
示すように、Ｃ６テロマーアルコールで置き換えた。
【０１８２】
　エステルＡ：攪拌棒、ヒーター及びディーンスターク（Dean-Stark）トラップを装着し
た丸底反応フラスコへ、ＯＤＤＡ（３０ｇ、０．０９５モル）、ＦＢＳＥＥ（２７．５ｇ
、０．０７１モル）、ＭｅＦＢＳＥ（１７．０１ｇ、０．０４８モル）、ヘプタン（１０
０ｇ）及びメタンスルホン酸（１ｇ）を添加した。得られた混合物は、５時間１００℃で
還流させた。所望量（３ｇ）の水を収集後、温度を８０℃まで下げた。次に、トリエチル
アミン（１．１０ｇ）を添加し、混合物を更に３０分間攪拌した。次に、蒸留によってヘ
プタンを除去した。残存するポリエステル固形物のサンプル（４０グラム）を、５００ｍ
Ｌの三つ口丸底フラスコ内のメチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）８０ｇ中に溶解させた
。混合物を６５℃まで加熱した。別個に、脱イオン水２００ｇへ、ＶＧＨ－７０（固形分
７０％）１．７１ｇ、テルギトール（TERGITOL）（商標）ＴＭＮ－６（固形分９０％）２
．１ｇ、及びジプロピレングリコールモノメチルエーテル１５グラムを添加した。水混合
物を６５℃まで加熱し、次に素早く撹拌しながら、ポリエステル混合物へとゆっくり添加
した。１５分間混合後、フラスコの内容物を１７．２ＭＰａ（２５００ｐｓｉｇ）の圧力
にて、ホモジナイザーを２回通過させた。得られたエマルションから、３５℃での真空蒸
留にて、ＭＩＢＫを除去した。得られたエマルションは、固形分１８．５％だった。
【０１８３】
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　エステルＢ：ポリエステルＢは、上記ポリエステル（Polyseter）Ａとして調製したが
、ただし、ヘプタンを蒸留によって除去する前に、濾過によりヘプタンからトリエチルア
ミン／酸性塩を除去した。サンプルは、ポリエステルＡとして乳化したが、ただし、ジプ
ロピレングリコールモノメチルエーテルを水相へ添加しなかった。得られたエマルション
は、固形分２１．３％だった。
【０１８４】
　エステルＣ：ポリエステルＣは、表１～４で報告された実施例にて使用されたＣ１４ポ
リエステルであった。
【０１８５】
　（Ｂ）ポリカルボジイミド
　ＰＣＤ－２：４ＭＤＩ／イソステアリルアルコール／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２ＣＨ２

ＯＨ）、更に、ＰＣＤ－２としても表記され、米国公開特許第２００６／００９４８５１
号に記載されているようにして調製された。
【０１８６】
　ＰＣＤ－３：４ＭＤＩ／０．５イソステアリルアルコール／０．５ステアリルアルコー
ル／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）、米国公開特許第２００６／００９４８５１
号に記載されているようにして調製された。
【０１８７】
　（Ｃ）その他の添加剤
　本発明の実施例で使用したメラミンホルムアルデヒド縮合物は、エアロテック（AEROTE
X）（登録商標）樹脂（一連の架橋剤）であって、エメラルド・パフォーマンス・マテリ
アルズ（Emerald Performance Materials）（エメラルド・カルフォルニア・ケミカル社
（Emerald Carolina Chemical, LLC）、（ノースカロライナ州シャーロット））から入手
可能である。グリオキサール樹脂及びメラミン樹脂を硬化させるための有用な触媒として
は、アミンと同様に金属塩が挙げられる。エアロテック（AEROTEX）（登録商標）－Ｍ３
樹脂と共に使用される触媒としては、フリーキャット（FREECAT）（登録商標）ＵＴＸ－
２促進剤と同様に、フリーキャット（FREECAT）（登録商標）ＭＸ促進剤が挙げられた。
フリーキャット（FREECAT）（登録商標）ＵＴＸ－２促進剤が好ましい。両触媒は、エメ
ラルド・カロリーナ・ケミカル社（Emerald Carolina Chemical, LLC）（ノースカロライ
ナ州シャーロット）からも入手した。
【０１８８】
　フルオロアルキルアクリレートＦＣ１：以下のモノマー組成物・Ｃ４Ｆ９ＳＯ２Ｎ（Ｃ
Ｈ３）ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＯＣ（ＣＨ３）＝ＣＨ２／ＶＣＬ２／ＯＤＭＡ（重量比：６０／
２０／２０）並びにエトクァッド（ETHOQUAD）（商標）Ｃ－１２、２％／テルギトール（
TERGITOL）（商標）ＴＭＮ－６、５．４％及びテルギトール（TERGITOL）（商標）１５Ｓ
３０、３％（フルオロケミカルアクリレート固形分を基準にして）からなる乳化剤系を有
するフルオロケミカルアクリレートを含む、固形分４５％の水性分散液。
【０１８９】
　ポリカルボジイミド増量剤（ＦＣ１／ＰＣＤ－２、重量比６０：４０）とブレンドされ
たフルオロアルキルアクリレートのコポリマーは、Ｃ１４及びＣ１８フルオロケミカルポ
リエステル（表１及び２に示したような組成物とブレンド比を有する）とブレンドした。
【０１９０】
　フルオロアルキルアクリレートＦＣ２：表８～１１のブレンドシリーズのフルオロケミ
カルアクリレートは、オーバーヘッド攪拌機、冷却管、熱電対及び窒素パージを装備した
３Ｌフラスコへ、メルカプトエタノール（４０．８ｇ、０．５２モル）、ＭｅＦＢＳＥＡ
（８５９．２ｇ、２．０９モル）及びエチルアセテート６００ｇを充填することによって
調製した。混合物を７５℃まで加熱した。充填量３．６０ｇのＶＡＺＯ　６７を添加し、
混合物を８時間反応させた。追加のＶＡＺＯ６７、３．６ｇを添加し、混合物を更に８時
間反応させた。溶液をボトルに移した。１０ｇの追加のエチルアセテートを添加すること
及び６０℃まで加熱することによって、溶液（ＥｔＯＡｃ中、固形分７４％）の一部２５
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ｇを乳化させた。別個に、脱イオン水５０ｇを、エトクァッド（ETHOQUAD）（商標）１８
／２５（固形分２９．３％）３．１６ｇと共に混合した。水／界面活性剤の混合物をエチ
ルアセテート溶液に添加し、十分に混合した。ホモジナイザーで２回処理した後、エチル
アセテートをロータリーエバポレーターで除去し、固形分２２．５％の水性乳濁液とした
。
【０１９１】
　基材
　表８及び９を除いて、全ての実施例において、未処理のナイロン又はポリエステル製マ
イクロファイバー布地を使用した。ナイロンラミネート：モノリシックウレタンコーティ
ングにて部分的に含浸させた、３５ｇ／ｍ２の発泡ＰＴＦＥ（８０％の気孔率）膜へ結合
させた、８６ｇ／ｃｍ２の織物ナイロン布地の２層積層体（Ｗ．Ｌ．ゴア・アンド・アソ
シエーツ社（W. L. Gore and Associates, Inc.）（メリーランド州エルクトン（Elkton
））から入手した）。
【０１９２】
　ポリエステルラミネート：モノリシックウレタンコーティングにて部分的に含浸させた
、３５ｇ／ｍ２の発泡ＰＴＦＥ（８０％の気孔率）膜へ結合させた、７８ｇ／ｃｍ２の織
物ポリエステル布地の２層積層体（Ｗ．Ｌ．ゴア・アンド・アソシエーツ社（W. L. Gore
 and Associates, Inc.）（メリーランド州エルクトン（Elkton））から入手した）。
【０１９３】
　ポリエステル布地上：
【０１９４】
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【表４】

【０１９５】
　各ポリエステルのモル比は、１／０．７５／０．５であった。
【０１９６】
　ナイロン布地上：
【０１９７】
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【表５】

【０１９８】
　各ポリエステルの比は、１／０．７５／０．５であった。
【０１９９】
　ｂ）ポリカルボジイミド及びブロック化イソシアネート増量剤
　カルボジイミド増量剤ＰＣＤ－３：４ＭＤＩ／０．５イソステアリルアルコール／０．
５ステアリルアルコール／（８ｉＢＭＡ－ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）、米国公開特許第２０
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０６／００９４８５１号に記載されているようにして調製された。
【０２００】
　ポリカルボジイミド増量剤（ＰＣＤ－２及びＰＣＤ－３）並びにブロック化イソシアネ
ート増量剤を、Ｃ１２、Ｃ１４、及びＣ１８フルオロケミカルポリエステル（表３及び４
に示すような組成物及びブレンド比を有する）とブレンドした。
【０２０１】
【表６】
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【０２０２】
【表７】

【０２０３】
　本発明のブレンドの別の有用な例は、ポリエステルＯＤＤＡ／ＦＢＳＥＥ／ＭｅＦＢＳ
Ｅ（１／０．７５／０．５）とＰＣＤ－３との重量比２：１のブレンドである。処理済み
のナイロン及びポリエステル布地の性能データは、下記表５～７にまとめられている。
【０２０４】
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【表８】

【０２０５】
【表９】

【０２０６】
【表１０】

【０２０７】
　積層体基材上の本発明の実施形態は、表８及び９に示されている。Ｃ１４は、表１～４
で使用するＣ１４ポリエステルを示し、Ｃ１８は、上記ポリエステルＡであり、％ＳＩＢ
とは、示した処理組成物の浴中の固形分％を意味する。
【０２０８】
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【表１１】

【０２０９】
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【表１２】

【０２１０】
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【表１３】

【０２１１】
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【表１４】

【０２１２】
　本明細書にて参照された全ての特許、特許出願、及び公開特許公報は、本明細書にてそ
の全体が参考として組み込まれる。
　（態様１）
　（Ａ）１種以上のオリゴマーであって、
　各オリゴマーが、（ｉ）少なくとも１種のフッ素含有繰り返し可能単位と、（ｉｉ）少
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なくとも１種のフッ素含有末端基とを含み、そして、
　前記オリゴマーは、
　（ａ）１種以上のフッ素化ポリオールと、
　（ｂ）２個以上の炭素原子を含む１種以上のポリアシル化合物と、
　（ｃ）前記ポリオール（ａ）のヒドロキシル基と又はポリアシル化合物（ｂ）のアシル
基と反応する官能基を含む１種以上の単官能性フッ素含有化合物と、
の縮合反応生成物を含む、オリゴマーと、
　（Ｂ）１種以上のポリカルボジイミドと、
のブレンドを含んでなる、組成物。
（態様２）
　前記オリゴマーが、式（Ｉ）、
　ＲｆＱ［ＯＲ２Ｏ］ｏ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）ＯＲ２Ｏ］ｎ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）］

ｍＴ （Ｉ）
　（式中、
　ｏは、０又は１の数であり
　ｎは、１及び１０を含む、１～１０の数であり、
　ｍは、０又は１の数であり、
　Ｒｆは、１～１２個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、又は３～約５０個の
炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基であって、存在する全てのペルフルオロ
カーボン鎖は１～６個の炭素原子を有し、
　Ｑは、二価連結基であり、
　Ｒ１は、直鎖又は分岐鎖又は不飽和鎖アルキレン基であるポリアシル化合物の残基であ
る、同じであるか又は相違する多価有機基であり、
　Ｒ２は、ポリオールの残基であって、少なくともその一部が、１種以上の、ペルフルオ
ロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキレン基、又は
これらの混合物で置換されているかあるいは含む、同じであるか又は相違する二価有機基
であり、そして
　Ｔは、ＲｆＱ又はポリアシル化合物若しくはポリオールと反応可能な非フッ素含有単官
能基である。）
で表わされる、態様１に記載の組成物。
（態様３）
　Ｑが以下の構造
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【表１】

　（式中、各ｋは、独立して０～２０の整数であり、Ｒ１’は、水素、フェニル、又は１
～４個の炭素原子を有するアルキルであり、そしてＲ２’は、１～２０個の炭素原子を有
するアルキルであって、Ｒ’’は、１～約１２個の炭素原子を有する、一価の、アルキル
、シクロアルキル、又はアリール基で）から選択される、態様２に記載の組成物。
（態様４）
　前記オリゴマーが、式（ＩＩＩ）、
ＲｆＱ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）ＯＲ２Ｏ］ｎ［Ｃ（Ｏ）Ｒ１Ｃ（Ｏ）］ｍＱＲｆ（ＩＩＩ
）
　（式中、ｎは、１及び１０を含む、１～１０の数であり、
　ｍは、１であり、
　Ｒｆは、１～１２個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、又は３～５０個の炭
素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基であって、存在する全てのペルフルオロカ
ーボン鎖は１～６個の炭素原子を有し；
　Ｑは、二価連結基であり；
　Ｒ１は、２～２２個の炭素原子を有する直鎖アルキレンであり、
　Ｒ２は、直鎖又は分岐鎖のアルキレン、シクロアルキレン、１～１４個の炭素原子を有
するアリーレン若しくはヘテロアルキレン基、又は６～１２個の炭素原子を有するアリー
レン基であるポリオールの残基である多価有機基であって、Ｒ２基の少なくとも一部は、
１種の、ペルフルオロアルキル基、ペルフルオロヘテロアルキル基、ペルフルオロヘテロ
アルキレン基、又はこれらの混合物を含む。）
の態様１に記載の組成物。
　（態様５）
　前記オリゴマーが、１種以上のフッ素化ポリオール、１種以上の非フッ素化ポリオール
、１種以上のポリアシル化合物、及び１種以上の単官能性フッ素含有化合物の縮合反応生
成物を含む、態様１に記載の組成物。
　（態様６）
　前記オリゴマーが、１種以上のフッ素化ポリオール、ポリオールに対して過剰量の１種
以上の直鎖アルキレンジアシル化合物、及び末端アシル基と反応するのに充分な量のフッ
素化モノアルコールの縮合反応生成物を含む、態様１に記載の組成物。
　（態様７）
　前記ポリオールのフッ素含有基が、６個以下の炭素原子を有するペルフルオロアルキル
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基である、態様１に記載の組成物。
　（態様８）
　前記ポリオールのフッ素含有基が、３～５個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル
基である、態様１に記載の組成物。
　（態様９）
　前記ポリオールのフッ素含有基が、ペルフルオロブチル基である、態様１に記載の組成
物。
　（態様１０）
　前記単官能性フッ素含有化合物が、式（ＩＩ）
　ＲｆＱ’
　（ＩＩ）
　（式中、Ｒｆは１～１２個の炭素原子を有するペルフルオロアルキル基、及び３～５０
個の炭素原子を有するペルフルオロヘテロアルキル基からなる群から選択され、存在する
全てのペルフルオロカーボン鎖が６個以下の炭素原子を有し、
Ｑ’が、ポリアシル基の末端アシル基又はポリオールの末端ヒドロキシ基と反応する官能
基である、）
で表わされる化合物である、態様１に記載の組成物。
　（態様１１）
　Ｑ’がヒドロキシル、二級アミノ、オキサゾリニル、オキサゾロニル、アセチル、アセ
トニル、カルボキシル、イソシアナト、エポキシ、アジリジニル、チオ、エステル及びハ
ロゲン化アシル基から選択される、態様１０に記載の組成物。
　（態様１２）
　前記フルオロケミカルオリゴマーが、１種以上の非フッ素化ポリオールの反応生成物を
更に含む、態様１に記載の組成物。
　（態様１３）
　前記ポリジカルボジイミドが、少なくとも１つのイソシアネート基を有し、そして１種
以上のエチレン系不飽和モノマーから誘導された少なくとも２つの繰り返し単位を含む、
少なくとも１種のオリゴマーのカルボジイミド化反応から誘導される、態様１に記載の組
成物。
　（態様１４）
　前記カルボジイミド化反応が、少なくとも１つのイソシアネート基を有する前記オリゴ
マー以外の１種以上のイソシアネート化合物を更に含む、態様１３に記載の組成物。
　（態様１５）
　前記エチレン系不飽和モノマーが、一般式
　Ｒｈ－Ｃ（Ｒ）＝ＣＲ２

　（式中、Ｒｈは、Ｈ、Ｃｌ、又は１つ以上のカテナリー若しくは非カテナリーヘテロ原
子を含むことができる炭化水素基を表し、そして、各Ｒが、同じであるか又は相違してお
り、Ｈ、１～４個の炭素原子を有する低級アルキル、Ｃｌ、若しくはＢｒを表す。）に相
当する、態様１３に記載の組成物。
　（態様１６）
　（Ｃ）シロキサン；アクリレート及び置換アクリレートのポリマー及びコポリマー、フ
ッ素化アクリレート、Ｎ－メチロールアクリルアミド含有アクリレートポリマー、ウレタ
ン、ブロック化イソシアネート含有ポリマー及びオリゴマー、尿素又はメラミンとホルム
アルデヒドとの縮合物又は前縮合物、グリオキサール樹脂、脂肪酸とメラミン又は尿素誘
導体との縮合物、脂肪酸とポリアミド及びそれらのエピクロロヒドリン付加物との縮合物
、ワックス；ポリエチレン；塩素化ポリエチレン、アルキルケテン二量体、エステル、及
びアミド；並びにこれらの混合物からなる群から選択される１種以上の添加物を更に含む
、態様１に記載の組成物。
　（態様１７）
　（Ｃ）溶剤を更に含む、態様１に記載の組成物。
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　（態様１８）
　（Ｃ）メラミンホルムアルデヒド縮合物を更に含む、態様１に記載の組成物。
　（態様１９）
　前記組成物が、水溶液、分散体、又は懸濁液である、態様１に記載の組成物。
　（態様２０）
　前記基材の１つ以上の表面上に、態様１に記載の組成物の被膜を有する基材を含む、物
品。
　（態様２１）
　前記基材が、硬質基材及び繊維基材からなる群から選択される、態様２０に記載の物品
。
　（態様２２）
　前記基材が積層体である、態様２０に記載の物品。
　（態様２３）
　前記基材の１つ以上の表面上に、態様１に記載の組成物を適用する工程を含む、基材へ
撥液性を付与する方法。
　（態様２４）
　周囲温度において又は高温において、前記組成物を硬化させることを更に含む、態様２
３に記載の方法。
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