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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重合体を、出口を有する押出機中で100℃よりも高い温度で水性媒体に分散させる（但
し、前記押出機内の圧力は水性媒体が沸騰しないように周囲圧力よりも高い圧力に維持す
るものとする）重合体の水性分散物の製造方法において、前記の周囲圧力よりも高い圧力
に維持するための手段が押出機出口に連結されており且つ加圧収集容器を含むものである
こと、及び前記押出機からの水性分散物を前記出口及び圧力維持手段に入れ且つ冷却帯域
の作用に供して該水性分散物の温度を100℃よりも低い温度まで下げることを特徴とする
重合体の水性分散物の製造方法。
【請求項２】
　重合体の融点よりも５～150℃高い温度で実施される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　押出機が連続式二軸スクリュー押出機である前記請求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　重合体が結晶性ポリエステル又はポリオレフィンである前記請求項のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項５】
　重合体が結晶性ポリエステルである請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　重合体が130℃よりも高い融点をもつものである前記請求項のいずれか１項に記載の方
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法。
【請求項７】
　水性媒体が有機溶媒を40重量％未満の量で含有するものである前記請求項のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項８】
　前記分散物が水性媒体を少なくとも25重量％含有するものである前記請求項のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項９】
　水性媒体がさらに前記重合体用の分散剤を含有するものである前記請求項のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記分散剤が少なくとも部分加水分解されたポリビニルアルコールである請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　重合体を、出口を有する押出機中で100℃よりも高い温度で水性媒体に分散させる（但
し、前記押出機内の圧力は水性媒体が沸騰しないように周囲圧力よりも高い圧力に維持す
るものとする）重合体の水性分散物の製造方法において、前記の周囲圧力よりも高い圧力
に維持するための手段が押出機出口に連結されており且つ加圧収集容器を含むものである
こと、及び前記押出機からの水性分散物を前記出口及び圧力維持手段に入れ且つ冷却帯域
の作用に供して該水性分散物の温度を100℃よりも低い温度まで下げることを特徴とする
重合体の水性分散物の製造方法を実施し、次いで水性媒体から分散重合体粒子を単離する
ことからなる重合体の粉末の調製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、微細重合体の水性分散物の製造方法及び該水性分散物から重合体の粉末を調
製する方法に関する。
【０００２】
粉末の形状であるか又はキャリヤー液中の分散物としての微細固体重合体は、被覆剤を含
めて多数の用途に有用である。前記重合体を被覆剤及び接着剤に使用するためには、該重
合体は、その粉末又は分散物を基材表面に塗布した場合に加熱され、溶融されて十分な流
延性をもつ薄膜になって平滑な被膜を与え得るように十分に微細化することが重要である
。
【０００３】
固体重合体を微細粉末に粉砕することは不都合であり、しかも費用がかかる。冷却した(c
old)場合に脆くて且つ乾式粉砕することができる重合体だけが効率よく粉砕し得る。特に
、粉砕法それ自体が熱を発生し、この熱は重合体が溶融及び溶解して再び固形物になるこ
とを回避するために、冷却することによって除去しなければならない。また、粉砕は不規
則な形状の粒子と幅広い粒度分布とをもたらし、これらのいずれも被膜には理想的なもの
ではない。
【０００４】
粉砕に代わる方法として、例えば米国特許第5,124,073号明細書に示されているように、
常温で固体である重合体の分散物をある種のキャリヤー液体中で押出機を使用することに
よって調製し得ることが知られている。押出機はコンベヤー単軸又は多軸スクリュー混合
機である。押出機を使用すると、連続法で高粘度を持つ重合体を液体中に容易に分散させ
ることができる。一般的に、重合体はペレットの形態で押出機に供給され、該重合体が押
出機バレルを下流方向に通過するにつれて少なくとも該重合体が分散するのに十分な液体
になるまで加熱される。キャリヤー液体及び分散剤は、重合体が分散するのに十分な液体
である温度で押出機バレルに沿って入口孔を通して加えられる。重合体をそれが液状であ
るように加熱する効果と、キャリヤー液体及び分散剤の存在下で押出機に加えられる剪断
応力の効果とが組み合わさって、微細重合体分散物の形成をもたらす。この分散物を、冷
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却して該重合体を再度固化させて固体重合体を液状キャリヤーに分散させた分散物を生成
させることができる。安定な分散物が必要な場合には、通常は、安定剤を混合物に、通常
はキャリヤー液体に含有させる。これとは別に、粉末が所望される場合には、重合体を沈
降させ、遠心分離し、濾過し、次いで乾燥させ得る。かかる公知のプロセスの結果として
、適度の均一な大きさをもつ重合体の球状粒子が得られる。
【０００５】
米国特許第4,996,259号明細書には、塗膜として使用することができ且つＣ2～Ｃ4オレフ
ィンと不飽和モノもしくはジカルボン酸又はジカルボン酸無水物との部分的に又は完全に
中和された共重合体を含有する水性合成ワックス分散物が記載されている。この調製は、
前記固体物質を中和し、押出機中で水に分散させることによって行われる。
【０００６】
しかしながら、この押出法には種々の制限がある。前記混合物はキャリヤー液体の沸点以
上に加熱することはできないし、さもなければ前記液体が沸騰し、重合体を分散させるこ
とが不可能になることは明らかである。これは、キャリヤー液体の沸点は重合体が分散す
るのに十分な液体である温度よりも高い安全な余裕のある温度(safe margin)でなければ
ならないことを意味する。重合体が分散するのに十分な液体になるプロセスは一般に溶融
と呼ぶことができ、重合体が分散するのに十分な液体である温度は一般にその重合体の融
点(Tm)と呼部ことができる。被覆剤に有用な多くの重合体は、約90℃よりも高い融点を有
し、150℃よりも高い融点を有する場合もあり、例えば結晶性ポリエステル類は約120～15
0℃で溶融する。これらの重合体に関しては、公知の押出法を使用して水中分散物を製造
することはできない。
【０００７】
欧州特許出願公開第0,246,729号明細書には、100℃よりも高い押出機温度で水性分散物と
呼ばれるものを製造するための押出機の使用が記載されている。この方法で調製されるこ
の型の組成物は、重合体とわずか３～25重量％の水とを含有してなる。この組成物は見か
け上は固体であり、被覆剤組成物に適した自由流動性の水性分散物ではない。使用される
装置は、出口に冷却装置を有する加熱押出機からなる。高濃度の粘稠性樹脂と前記冷却装
置との組み合わせは押出機出口で粘稠なプラグ(plug)を作りだすように思われ、このプラ
グは押出機の加熱された部分の内部の圧力の上昇を生じて水の沸騰を妨げる。明らかに、
この方法は、この方法で製造される分散物が低い粘度をもつ場合には、プラグが形成され
ないという理由から使用できない。かかる低い粘度をもつ分散物は一般に水を高濃度で含
有する分散物である。
【０００８】
本発明の方法は、公知の押出法の変法であり、100℃に近いか又はそれよりも高い融点、
例えば90℃よりも高い融点をもつ重合体の新規な水性微細液状分散物の製造を可能にする
。
【０００９】
　本発明によれば、重合体を、出口を有する押出機中で100℃よりも高い温度で水性媒体
に分散させる（但し、前記押出機内の圧力は水性媒体が沸騰しないように周囲圧力よりも
高い圧力に維持するものとする）重合体の水性分散物の製造方法において、前記の周囲圧
力よりも高い圧力に維持するための手段が押出機出口に連結されており且つ加圧収集容器
を含むものであること、及び前記押出機からの水性分散物を前記出口及び圧力維持手段に
入れ且つ冷却帯域の作用に供して該水性分散物の温度を100℃よりも低い温度まで下げる
ことを特徴とする重合体の水性分散物の製造方法が提供される。
【００１０】
前記の分散物は５Pa.sよりも低い粘度をもつものであることが好ましく、さらに好ましく
は１Pa.sよりも低い粘度をもつものであることがさらに好ましい。
【００１１】
典型的な方法について説明すると、重合体を押出機の取り入れ口にペレットの形態で秤量
して供給し、重合体を押出機の最初の溶融帯域で重合体の融点よりも高い温度、好ましく
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は５～150℃高い温度、典型的には10～130℃高い温度で溶融する。前記組成物に必要なそ
の他の不揮発性成分、例えば顔料又は他の添加剤を重合体と一緒に供給することができる
。
【００１２】
前記の種々の材料が押出機バレル内を下流方向に通過するにつれて、溶融帯域の後には１
個又はそれ以上の入口孔があり、それを介して水性媒体が加圧下で、場合によっては分散
剤と一緒に注入される。前記入口孔に続く押出機の一部において、水性媒体と重合体の混
合物は分散帯域で剪断応力に曝されて分散物を形成する。水性媒体を一度に注入して重合
体を水性媒体に分散させた分散物を生成させ得る。別法として、また好ましくは、最初に
少量の水性媒体を、典型的には分散剤と一緒に注入することができ（これにより水性媒体
を重合体に分散させた分散物が形成されると思われる）、その後にそれよりも多い水性媒
体を注入して重合体を水性媒体に分散させた必要な分散物を調製することができる。
【００１３】
この段階で、重合体が溶融し、分散物は分散重合体の液滴を含有する。最後に、冷却帯域
を使用して前記分散物の温度を重合体の融点Ｔmよりも低い温度まで低下させて固体重合
体粒子を水性媒体に分散させて分散物を生成させる。
【００１４】
押出機中の圧力は、押出機出口に圧力リリーフ弁のような圧力調整装置を取り付けること
によって維持することができる。別法として、また好ましくは、前記圧力は押出機の出口
を加圧収集容器に連結することによって維持することができる。加圧収集容器の使用が好
ましい。その理由は、圧力リリーフ弁が出口開口が小さいために閉塞する傾向をもつから
である。
【００１５】
押出機内部の圧力は水性媒体が沸騰することを防止するように維持され、従って正確な圧
力は分散が行われる温度に依存するであろう。100℃よりも高い種々の温度で水が沸騰す
るのを防止するのに必要な圧力は、周知であるし又は容易に算出することができる。例え
ば、130℃で少なくとも３バールの圧力、150℃で少なくとも５バールの圧力及び180℃で
少なくとも10バールの圧力が水が沸騰するのを防止するであろう。正確な圧力は、万が一
過熱の場合に安全な余地を与えるように選択し得るが、沸騰を防止するのに必要な圧力よ
りもさらに高い圧力を使用することには実際の利点はない。押出機は連続式二軸スクリュ
ー押出機であることが好ましい。適当な押出機の例はLeistritz社製の共回転型二軸スク
リュー押出機micro-18 GL 40D(登録商標)である。
【００１６】
前記の重合体は常温で固体であるか又は高粘稠性液体であり、固体であることが好ましい
。高粘稠性重合体とは、好ましくは20℃で10 s-1 の剪断速度で測定される100 Pa.s より
も大きい粘度をもつ重合体を意味する。固体とは20℃で重合体が固体であることを意味す
る。
【００１７】
適当な重合体の例は、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリカーボネート類、ポリオレフ
ィン類、ポリウレタン類、ポリウレア類、ポリイミド類、フェノキシ樹脂類及びこれらの
混合物であり、場合によっては硬化剤及び架橋剤と反応することができる別の重合体であ
る。好ましい重合体はポリエステル類及びポリオレフィン類である。特に、重合体分散物
を被覆剤に使用する場合には、結晶性ポリエステル類及びポリオレフィン類が好ましい。
重合体は結晶性ポリエステルであることが好ましい。結晶性重合体は通常は押出法により
水性分散物を調製する場合には、その融点が高いために格別な問題を呈する。
【００１８】
重合体がポリエステルである場合には、該重合体は典型的にはグリコールと二酸と場合に
よっては分岐剤とから調製される。有用なグリコールの例は、エチレングリコール、プロ
ピレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ジエチレングリコール
、シクロヘキサンジメチロールである。有用な二酸の例は、テレフタル酸、イソフタル酸



(5) JP 4227746 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

、ナフタレンジカルボン酸、マレイン酸、アジピン酸、セバシン酸及びシクロヘキサンジ
カルボン酸である。有用な分岐剤例は、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール
及び無水トリメリット酸である。有用なポリエステルの例は、ポリエチレンテレフタレー
ト(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、エチレングリコールとテレフタル酸とイソ
フタル酸の混合物との共重合体(PET/I)、PET又はPBTと脂肪族二酸及びイソフタル酸との
共重合体、並びにポリエチレンナフテネート(PEN)である。
【００１９】
有用なポリアミド類の例は、ナイロン(登録商標)６、ナイロン6,6、ナイロン6,10、ナイ
ロン6,12、ナイロン4.6、ナイロン11及び芳香族ナイロンであって1,3-ジ(アミノメチル)
ベンゼンのような芳香族ジアミン類の縮合物からなるポリイミドである芳香族ナイロンで
ある。
【００２０】
有用なポリカーボネート類の例は、イタリー国のEnichem Spa社から登録商標 Sinvet と
して商業的に入手し得る 2,2-ビス(4-ヒドロキシフェノール)プロパン(ビスフェノールＡ
)ポリカーボネートである。
【００２１】
有用なポリオレフィン類の例は、エチレン及び／又はプロピレンの単独重合体又は共重合
体である。単独重合体の有用な例は線状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン及びポ
リプロピレンである。共重合体の有用な例は、エチレンと、最大で40重量％までの別のα
-オレフィン又はオレフィン性不飽和カルボン酸又はエステル、例えばは酢酸ビニル又は
アクリル酸もしくはメタクリル酸低級(例えば、Ｃ1～Ｃ4)アルキルとの共重合体である。
共重合体の別の有用な例は、エチレンとビニルアルコールとの共重合体である。有用なポ
リプロピレン共重合体としては、エチレンを最大で15重量％含有する共重合体が挙げられ
る。ポリオレフィン類は、別のポリオレフィンそれぞれと混合されるか又は最大で30重量
％のエチレン／プロピレンゴムと混合されることが有効であり得る。
【００２２】
前記の重合体は90℃よりも高い融点をもつことができ、それにもかかわらず微細な水性分
散物に調製し得る。重合体の融点は、130℃よりも高いことが好ましく、140℃よりも高い
ことがさらに好ましく、150℃よりも高いことが最も好ましい。また、90℃よりも低い融
点をもつ重合体も使用することができるが、これらの重合体については常圧よりも高い圧
力を使用することにはほとんど利点はないものであり得る。
【００２３】
水性媒体は大量の水を含有するものである。水中に存在する水混和性の有機溶媒の量は最
大で40重量％であり得る。前記溶媒が水の沸点よりも低い沸点をもつ場合には、押出機の
圧力を上げて溶媒が沸騰することを防止することが必要であり得る。水性媒体中に有機溶
媒がほとんど又は全く存在しないこと、例えば、30重量％未満、さらに好ましくは10重量
％未満、最も好ましくは５重量％未満存在することが好ましい。
【００２４】
前記の分散物は、水性相を好ましくは25重量％よりも多く、さらに好ましくは30重量％よ
りも多く、最も好ましくは35重量％よりも多く含有することが好ましい。
【００２５】
分散剤は溶融した重合体を乳化させることを促進し得る物質であり、分散した重合体粒子
を安定化させて凝集又は沈降を防止することができる物質である。典型的な分散剤はポリ
ビニルアルコールであり、該ポリビニルアルコールは部分的に加水分解されているもので
あることが好ましい。また、メタクリル酸ラウリル／アクリル酸・共重合体のような水分
散性の酸官能アクリル重合体分散剤を使用することができる。
【００２６】
分散重合体の粒径は、溶融重合体の粘度に依存し、従って重合体の特性と分散帯域の温度
に依存する。また、分散重合体の粒径は、適用された剪断応力に依存し、従って押出機の
速度とスクリューの形状(configuration)に依存する。本発明の方法は、粉砕法を使用し
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て達成することが極めて困難な10μmよりも小さい平均粒径をもつ重合体分散物を製造す
るのに使用することができる。前記重合体分散物は前記の方法によって製造されることか
ら、得られる粒子は球状である。小さい寸法の粒子及びその球状形状は、被覆剤及び接着
剤用に特に有用なものである。該粒子は、薄い被膜を必要とする被覆剤用途、例えば食品
及び飲料缶の被覆剤におけるように10μmよりも薄い厚みの被膜が所望される被覆剤用途
に特に有用である。液状被覆剤組成物に好ましい粒径は0.1～20μmであり、粉末被覆剤用
途については好ましい粒径の範囲は１～50μmである。
【００２７】
また、その他の慣用の被覆剤成分、例えば顔料、充填剤、熱安定剤、光安定剤、殺生物剤
、増粘剤、硬化剤、架橋剤、界面活性剤も添加し得る。これらは押出機に入るのにつれて
重合体に含有させ得、水性媒体と一緒に注入し得、又は最終分散物に添加し得る。
【００２８】
分散物はさらに処理して過剰の分散剤を、例えば遠心分離し、得られた上澄みを傾瀉し、
場合によってはきれいな水に再分散させることにより除去し、分散剤によって導入される
最終被膜における水感受性を低下させることができる。
【００２９】
本発明の方法は、90℃よりも高い融点をもつ重合体の低粘度水性分散物の製造を初めて可
能にする。本発明によれば、10 Pa.s以下のブルックフィールド粘度を有する水性分散物
であってポリエステル類、ポリアミド類、ポリカーボネート類、ポリオレフィン類、ポリ
ウレタン類、ポリウレア類、ポリイミド類及びフェノキシ樹脂類からなる群から選択され
る90℃以上の融点を有する重合体の本質的に球形の粒子の水性分散物が提供される。特に
、本発明の方法は、結晶性ポリエステルであって溶融させるために150℃よりも高い温度
に加熱することを必要とする結晶性ポリエステル類の本質的に球形の粒子を、水との反応
による重合体の実質的な分解なしに、調製することを初めて可能にする。これは、重合体
分散物が重合体溶融温度よりも高い温度により長い時間保持される回分法に比べて、重合
体分散物が重合体溶融温度よりも高い温度に加熱されたままであるという比較的短い時間
によるものである。また、重合体は溶融状態で分散され、粉砕されないことから、分散し
た重合体は不規則な形状であるというよりもむしろ球状である。球状粒子は、粉砕によっ
て得られる不規則な形状の粒子に比べて、最終被膜においてよい流展を生じる傾向をもつ
ことから球状粒子であることが好ましい、。また、重合体分散物は有機溶媒なしで調製す
ることもできる。
【００３０】
得られる粒子は、分散した状態で又は重合体粒子が水性媒体から単離されている粉末の状
態で被覆剤用途に使用することができる。重合体粒子は、濾過、噴霧乾燥、凍結乾燥、遠
心分離又はデカンテーション及びオーブン乾燥のような慣用の方法で単離することができ
る。単離された粒子は所望ならば別の液状担体に再分散させることができる。
【００３１】
本発明により、主要被膜形成成分として、重合体粒子を分散状態で又は粉末として含有し
てなる被覆剤組成物が提供される。また、被覆剤組成物はその他の慣用の被覆剤成分、例
えば顔料、架橋剤、流れ添加剤(flow additives)及びUV安定剤を含有し得る。これらの追
加成分は、分散処理後に組成物に混合し得るが、重合体を分散させる前の押出機内の溶融
重合体に配合されるように、押出機に入る前の重合体に添加することが好ましい。
【００３２】
また、本発明は、重合体粒子を分散状態で又は粉末として基材に塗布し、次いで加熱して
連続被膜を形成させることからなる被覆方法に関する。液状被覆剤又は接着剤組成物は慣
用の方法で、例えば刷毛塗り、吹き付け、浸漬又はローラー塗りにより基剤に塗布するこ
とができる。粉末被覆剤は吹き付け法又は流動層被覆法で塗布し得る。適当な基材として
は、スチール、アルミニウム及びスズなどの金属並びに石・レンガ(masonry)、木材、プ
ラスチック及びガラスなどの非金属が挙げられる。得られた被覆層は、重合体が溶融し、
流動して連続被膜を形成する温度に、例えば100℃～250℃に20秒～30分間加熱することに
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よって乾燥し得る。また、本発明はこの方法によって塗布された基材に関する。
【００３３】
本発明を以下の実施例により例証する。
【００３５】
実施例１
　水性分散物を下記のようにして調製した。Enichem社製の高密度ポリエチレンEraclene 
MS80（メルトフローインデクス35 ｇ／10分、190℃、2.16 ｋｇ）のペレットを３kg/時間
の割合で、スクリューが１分当たり500回転で回転しているLeistritz社製の共回転型二軸
スクリュー押出機micro-18 GL 40Dの入口に添加した。押出機の８個の加熱帯域は入り口
から出口まで下記の温度分布（単位℃）：
　190－250－190－160－160－160－160－160
を維持するように設定した。
　第３の帯域には、注入口を介して水性分散剤（Gohsenol GL05、水中30重量％分散物）
を１kg/時間の量で注入した。第５の帯域には、注入口を介して水を加圧下に160℃で４ k
g/時間の流量で注入した。
　得られた分散物を窒素雰囲気下に７バールに維持した水冷式加圧容器に採取し、該容器
から一旦100℃よりも低い温度に冷却し、分散物を断続的に取り出し得る。
得られた重合体分散物は、11.00μｍの平均粒径と44 mPa.s（ブルックフィールド粘度計
スピンドル２、回転速度12 rpm）の粘度を有していた。
【００３６】
実施例２
　水性分散物を下記のようにして調製した。Bostik社製の結晶性ポリエステル重合体88EG
（登録商標）のペレット（７部）を、Bostik社製の結晶性ポリエステル重合体88EG（登録
商標）（60％）、顔料TiO2（Tioxide社製のRTC30、33％）及びエポキシ化亜麻仁油（Henk
el 社製のEdenol B316、７％）を含有する顔料ペーストマスターバッチ（１部）と混合し
た。これを２kg/時間の割合でLeistritz社製の共回転型二軸スクリュー押出機micro-18 G
L 40Dの入口に添加した。押出機の８個の加熱帯域は入り口から出口まで下記の温度分布
（単位℃）：
　180－280－250－160－160－160－160－160
を維持するように設定した。
　第３の帯域には、注入口を介して水性分散剤（Gohsenol GL05、水中30重量％分散物）
を１kg/時間の量で注入した。第５の帯域には、注入口を介して水を加圧下に160℃で３kg
/時間の流量で注入した。
　得られた分散物を窒素下に７バールに維持した水冷式加圧容器に採取し、該容器から一
旦100℃よりも低い温度に冷却し、分散物を断続的に取り出し得る。
【００３７】
得られた重合体分散物は、5.74μmの平均粒径と59 mPa.s（ブルックフィールド粘度計ス
ピンドル２、回転速度12 rpm）の粘度を有していた。
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