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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤で結合されたセルロース繊維を含む物体集合体
を含む複合木質ボードを作製する方法であって、前記方法は、
　前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤を生成するための反応物を含有する水性結
合剤溶液を調製するステップであって、前記反応物が還元糖および求核剤Ｒ１－Ｑ－Ｒ２

を含んでおり、
　ここで、
　Ｑがアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルであり
、前記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ、
任意選択で置換され、
　Ｒ１が、アミンであり、
　Ｒ２が、アミド、イミン、イミド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホ
スホノ、ヒドロキシル、スルホノ、スルホ、スルフィニル、スルフヒドリル、アジド、シ
アネート、イソシアネート、チオール、ジスルフィド、チオシアネート、ハロゲン、ハロ
ホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、およびアルコキシドからなる群から選択さ
れる、
ステップと、
　前記結合剤溶液を、物体集合体上に配置するステップと、
　前記結合剤溶液を乾燥させて、未硬化結合剤を形成し、そして前記未硬化結合剤を熱硬
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化させて、前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤で結合された前記複合木質ボード
を形成するステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤が、ホルムアルデヒドフリーである、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　ホルムアルデヒドもフェノールも、試薬として使用されない、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記セルロース繊維が、木屑、おが屑、木材パルプ、砕木、黄麻、亜麻、麻、および藁
からなる群から選択される物体を含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記還元糖が、デキストロース、キシロース、フルクトース、ジヒドロキシアセトン、
およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１～４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　Ｒ１およびＲ２が前記還元糖と共有結合を形成して前記ポリマー結合剤を形成する、請
求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　Ｑがアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルであり
、前記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ、
置換されていない、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　Ｒ２が、アミド、イミン、ニトロ、ホスフェート、ホスホノ、ヒドロキシル、スルホ、
スルフィニル、シアネート、イソシアネート、チオール、ハロゲン、ハロホルミル、カル
ボキシル、カルボキシレート、およびアルコキシドからなる群から選択される、請求項１
～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　Ｒ２が、アミド、イミン、ホスフェート、ホスホノ、ヒドロキシル、スルホ、スルフィ
ニル、シアネート、チオール、カルボキシル、およびカルボキシレートからなる群から選
択される、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　Ｑが、Ｃ２～Ｃ２４からなる群から選択されるアルキルである、請求項１～９のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１】
　Ｑが、Ｃ２～Ｃ８からなる群から選択されるアルキルである、請求項１～９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１２】
　Ｑが、Ｃ３～Ｃ７からなる群から選択されるアルキルである、請求項１～９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１３】
　Ｑが、Ｃ６アルキルである、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　Ｑが、シクロヘキシル、シクロペンチル、シクロブチルおよびベンジルからなる群から
選択される、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　Ｒ１－Ｑ－Ｒ２が２－［（２-アミノエチル）アミノ］エタノールである、請求項１～
７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
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　前記還元糖と前記求核剤との重量比が、２：１から１０：１の範囲内にある、請求項１
～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記還元糖と前記求核剤とのモル比が１：１から３０：１の範囲内にある、請求項１～
１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記還元糖と前記求核剤とのモル比が２：１から１０：１の範囲内にある、請求項１～
１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記還元糖と前記求核剤とのモル比が３：１から６：１の範囲内にある、請求項１～１
５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記水性結合剤溶液を調製するステップが、前記結合剤溶液のｐＨを８から１２の範囲
内に調節するステップを含む、請求項１～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記水性結合剤溶液がアルカリ性ｐＨを有する、請求項１～２０のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２２】
　前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤が、水不溶性である、請求項１～２１のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記結合剤溶液を乾燥させて、未硬化結合剤を形成し、そして前記未硬化結合剤を熱硬
化させて、前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤で結合された前記複合木質ボード
を形成するステップが、３％から２５％の乾燥結合剤固形分（重量での全未硬化固形分）
を含む未硬化生成物を硬化するステップを含む、請求項１～２２のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記水性結合剤溶液が、酸を含まない、請求項１～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤で結合されたセルロース繊維を含む複合木質ボ
ードであって、前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤が、前記ポリマー結合剤を生
成するための反応物を含有する水性結合剤溶液を乾燥および硬化させた反応生成物を含み
、前記反応物が還元糖および求核剤Ｒ１－Ｑ－Ｒ２を含んでおり、
　ここで、
　Ｑがアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルであり
、前記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ、
任意選択で置換され、
　Ｒ１が、アミンであり、
　Ｒ２が、アミド、イミン、イミド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホ
スホノ、ヒドロキシル、スルホノ、スルホ、スルフィニル、スルフヒドリル、アジド、シ
アネート、イソシアネート、チオール、ジスルフィド、チオシアネート、ハロゲン、ハロ
ホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、およびアルコキシドからなる群から選択さ
れ、
　前記結合剤が、前記複合木質ボードの８重量％から１８重量％を構成する、
複合木質ボード。
【請求項２６】
　前記複合木質ボードがワックスを含む、請求項２５に記載の複合木質ボード。
【請求項２７】
　前記複合木質ボードが以下の特徴：
　少なくとも１８００Ｎ／ｍｍ２の弾性率（ＭＯＥ）
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　少なくとも１８Ｎ／ｍｍ２の曲げ強度（ＭＯＲ）
　少なくとも０．２８Ｎ／ｍｍ２の内部結合強度（ＩＢ）
　２０℃の水中で２４時間後に厚さの変化を測定した場合、１２％以下で膨潤する
　２０℃の水中で２４時間後に、４０％以下の吸水率
　８％から１８％の乾燥重量の前記結合剤
の１つ以上を有する、請求項２５または２６に記載の複合木質ボード。
【請求項２８】
　前記複合木質ボードは、木質パーティクルボード、配向性ストランドボード、および中
密度ファイバーボードから選択される、請求項２５～２７のいずれか一項に記載の複合木
質ボード。
【請求項２９】
　前記硬化させられた熱硬化性ポリマー結合剤が、ホルムアルデヒドフリーである、請求
項２５～２８のいずれか一項に記載の複合木質ボード。
【請求項３０】
　前記セルロース繊維が、木屑、おが屑、木材パルプ、砕木、黄麻、亜麻、麻、および藁
からなる群から選択される物体を含む、請求項２５～２９のいずれか一項に記載の複合木
質ボード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本願は、２０１０年５月７日に出願された米国仮特許出願第６１／３３２，４５２号の
利益を主張する。この米国仮特許出願第６１／３３２，４５２号は、参考として本明細書
に援用される。
【０００２】
　本開示は、結合剤配合物と、それを用いて作製された、炭水化物をベースにした結合剤
を含む材料と、それを調製するための方法とに関する。詳細には、炭水化物および求核剤
の反応生成物を含む結合剤と、それを用いて作製された材料とについて記述される。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　結合剤は、組み合わされていない、または緩く組み合わされた物体を強固に固めること
が可能であるので、物品を製作するのに有用である。例えば結合剤は、２つ以上の面を一
体化するのを可能にする。特に結合剤は、強固に固められた繊維を含む製品を生成するの
に使用してもよい。熱硬化性結合剤は、熱または触媒作用を介して不溶性および不溶融性
の材料へと変形させることにより、特徴付けることができる。熱硬化性結合剤の例には、
様々なフェノール－アルデヒド、尿素－アルデヒド、メラミン－アルデヒド、およびフラ
ンやポリウレタン樹脂のような他の縮合重合材料が含まれる。フェノール－アルデヒド、
レゾルシノール－アルデヒド、フェノール／アルデヒド／尿素、およびフェノール／メラ
ミン／アルデヒドなどを含有する結合剤組成物は、繊維、織物、プラスチック、ゴム、お
よび多くの他の材料の結合に使用される。
【０００４】
　ミネラルウールおよびファイバーボード産業は、繊維を結合するのにフェノールホルム
アルデヒド結合剤を歴史的に使用してきた。フェノールホルムアルデヒド型結合剤は、最
終製品に適切な性質を提供する。しかし環境への配慮から、代替結合剤の開発が促されて
きた。そのような１つの代替の結合剤は、炭水化物と多プロトン酸との反応から得られる
炭水化物をベースにした結合剤であり、例えば、特許文献１および特許文献２である。別
の代替結合剤は、ポリカルボン酸とポリオールとを反応させたエステル化生成物であり、
例えば特許文献３である。これらの結合剤はホルムアルデヒドを試薬として利用しないの
で、ホルムアルデヒドフリー結合剤とまとめて呼ばれている。
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【０００５】
　現行の開発の一領域は、建築および自動車部門における製品の全範囲にわたって（例え
ば、ガラス繊維絶縁材、パーティクルボード、オフィス用パネル、および音響遮音材）フ
ェノールホルムアルデヒド型結合剤の代替物を見出すことである。特に、既に開発された
ホルムアルデヒドフリー結合剤は、この部門における全製品について所望の性質の全てを
有していなくともよい。例えばアクリル酸およびポリ（ビニルアルコール）をベースにし
た結合剤は、将来有望な性能特性を示している。しかしこの結合剤は、フェノールホルム
アルデヒド結合剤に比べてさらに費用がかかり、石油ベースの資源から本質的に誘導され
、フェノールホルムアルデヒドをベースにした結合剤組成物と比較してより低い反応速度
を示す傾向を有する（長い硬化時間または高い硬化温度を必要とする）。炭水化物をベー
スにした結合剤組成物は、比較的安価な前駆体で作製され、再生可能な資源から主に誘導
される。しかしこれらの結合剤は、従来のフェノールホルムアルデヒド結合剤系が硬化す
る条件とは実質的に異なる、硬化するための反応条件を必要とする可能性もある。したが
って、フェノールホルムアルデヒド型結合剤と既存の代替物との簡便な置換は、容易に実
現されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／００２７２８３号明細書
【特許文献２】国際公開第２００９／０１９２３５号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５／０２０２２２４号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（要旨）
　本開示によれば、炭水化物をベースにした結合剤が記述される。結合剤組成物は、様々
な用途で有用となる性質を有し、特に結合剤は、繊維などの緩く組み合わされた物体を結
合するのに使用され得る。
【０００８】
　例示的な実施形態では、本開示は、炭水化物反応物と求核剤とのポリマー生成物を含む
結合剤に関する。一実施形態では、炭水化物反応物が多糖である。一実施形態では、炭水
化物反応物が単糖または二糖である。別の実施形態では、炭水化物は、そのアルドース形
態またはケトース形態である単糖である。別の実施形態では、炭水化物反応物は、デキス
トロース、キシロース、フルクトース、ジヒドロキシアセトン、およびこれらの混合物か
らなる群から選択される。別の実施形態では、ポリマー生成物が熱硬化性ポリマー生成物
である。
【０００９】
　例示的な実施形態では、求核剤が二官能性である。別の実施形態では、求核剤がＲ１－
Ｑ－Ｒ２であり、式中、Ｑはアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロ
ヘテロアルキルであり、上記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロ
アルキルはそれぞれ、任意選択で置換され、求核部分および安定化部分を有しており、Ｒ

１は、アミン、アジド、シアネート、イソシアネート、チオール、ジスルフィド、チオシ
アネート、ハロゲン、ハロホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、ヒドロキシル、
およびアルコキシドからなる群から選択され、Ｒ２は、アミン、アミド、イミン、イミド
、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホスホノ、ヒドロキシル、水素、スル
ホノ、スルホ、スルフィニル、およびスルフヒドリル（チオール）からなる群から選択さ
れる。一実施形態では、求核剤はアミン官能基を含む。
【００１０】
　例示的な実施形態では、炭水化物反応物と求核剤とのモル比が約１：１から約３０：１
の範囲にある。別の実施形態では、炭水化物反応物と求核剤とのモル比が約２：１から約
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１０：１の範囲にある。別の実施形態では、ポリマー生成物の水性抽出物は、約５から約
９の範囲のｐＨを有する。別の実施形態では、ポリマー生成物の水性抽出物は、本質的に
無色である。さらに別の実施形態では、ポリマー生成物はフェノールフリーおよび／また
はホルムアルデヒドフリーである。別の実施形態では、ポリマー生成物の水性抽出物は、
ベネディクト試薬を還元することが可能である。別の実施形態では、ポリマー生成物は、
４００から５００ｎｍの間の光を吸収し、例えば一実施形態では４２０ｎｍの光を吸収す
る。
【００１１】
　例示的な実施形態では、ポリマー結合剤で結合された物体集合体を作製する方法は、ポ
リマー結合剤を生成するための反応物および溶媒を含有する溶液を調製するステップであ
って、この反応物が炭水化物反応物および求核剤を含んでいるステップと；この溶液を、
物体集合体上に配置するステップと；溶媒を揮発させて、未硬化生成物を形成するステッ
プと、炭水化物反応物および求核剤を重合させてポリマー結合剤の形成を引き起こす条件
に、この未硬化生成物を供するステップとを含む。一実施形態では、物体集合体は、鉱物
線維（スラグウールファイバー、ロックウールファイバー、またはガラス繊維）、アラミ
ド繊維、セラミック繊維、金属繊維、炭素繊維、ポリイミド繊維、ポリエステル繊維、レ
ーヨン繊維、およびセルロース繊維からなる群から選択される繊維を含む。別の実施形態
では、物体集合体は、石炭または砂などの微粒子を含む。別の実施形態では、物体集合体
がガラス繊維である。さらに別の実施形態では、ガラス繊維は、約７０重量％から約９９
重量％の範囲で存在する。別の実施形態では、物体集合体は、セルロース繊維を含む。例
えばセルロース繊維は、木屑、おが屑、木材パルプ、または砕木であってもよい。さらに
別の実施形態では、セルロース繊維は、黄麻、亜麻、麻、および藁などの他の天然繊維で
あってもよい。
【００１２】
　例示的な実施形態では、ポリマー結合剤で結合された物体集合体を作製する方法は、さ
らに、ある量の炭水化物反応物およびある量の求核剤を、そのモル比がそれぞれ約２：１
から約１０：１の範囲になるように添加することによって溶液を調製するステップを含む
。一実施形態では、溶液を調製するステップは、炭水化物反応物および求核剤を水溶液に
添加するステップを含む。別の実施形態では、溶液を調製するステップは、溶液のｐＨを
、約８から約１３の範囲内に、例えば一実施形態では約８から約１２の範囲内に調節する
ステップを含む。
【００１３】
　例示的な実施形態では、本開示は、物体集合体および結合剤を含む組成物に関し、この
結合剤は、炭水化物反応物と求核剤との間の反応のポリマー生成物を含み、このポリマー
生成物は、実質的に水不溶性である。一実施形態では、物体集合体は、鉱物線維（スラグ
ウールファイバー、ロックウールファイバー、またはガラス繊維）、アラミド繊維、セラ
ミック繊維、金属繊維、炭素繊維、ポリイミド繊維、ポリエステル繊維、レーヨン繊維、
およびセルロース繊維を含む。例えばセルロース繊維は、木屑、おが屑、木材パルプ、お
よび／または砕木を含む。一実施形態では、炭水化物反応物は、デキストロース、キシロ
ース、フルクトース、ジヒドロキシアセトン、およびこれらの混合物からなる群から選択
される。別の実施形態では、求核剤は、ジアミン、トリアミン、テトラミン、およびペン
タミンからなる群から選択される。一実施形態では、求核剤はＲ１－Ｑ－Ｒ２であり、式
中、Ｑはアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルであ
り、上記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ
、任意選択で置換されており、Ｒ１は求核部分であり、Ｒ２は安定化部分である。一実施
形態では、Ｒ１は、アミン、アジド、シアネート、イソシアネート、チオール、ジスルフ
ィド、チオシアネート、ハロゲン、ハロホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、ヒ
ドロキシル、およびアルコキシドからなる群から選択される。別の実施形態では、Ｒ２は
、アミン、アミド、イミン、イミド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホ
スホノ、ヒドロキシル、水素、スルホノ、スルホ、スルフィニル、およびスルフヒドリル
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（チオール）からなる群から選択される。
【００１４】
　別の実施形態では、組成物はさらに、ケイ素含有化合物を含む。一実施形態では、ケイ
素含有化合物は、官能化シリルエーテルまたは官能化アルキルシリルエーテル、例えばア
ミノ官能化アルキルシリルエーテルである。例えば、一実施形態では、ケイ素含有化合物
は、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシ
ラン、またはアミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラン、またはその混合物であっ
てもよい。別の実施形態では、ケイ素含有化合物は、アミノ官能性オリゴマーシロキサン
であってもよい。別の実施形態では、組成物は、制塵油、リン酸一アンモニウム、メタケ
イ酸ナトリウム五水和物、メラミン、シュウ酸スズ（ＩＩ）、およびメチル水素シリコー
ン流体エマルジョンからなる群から選択される腐食防止剤を含む。
　一実施形態において、例えば、以下の項目が提供される。
（項目１）
　炭水化物反応物と求核剤とのポリマー生成物を含む結合剤であって、
（ａ）前記求核剤がＲ１－Ｑ－Ｒ２であり、
（ｂ）Ｑがアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルで
あり、前記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞ
れ、任意選択で置換され、求核部分および安定化部分を有しており、
（ｃ）Ｒ１が、アミン、アジド、シアネート、イソシアネート、チオール、ジスルフィド
、チオシアネート、ハロゲン、ハロホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、ヒドロ
キシル、およびアルコキシドからなる群から選択され、
（ｄ）Ｒ２が、アミン、アミド、イミン、イミド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホス
フェート、ホスホノ、ヒドロキシル、水素、スルホノ、スルホ、スルフィニル、およびス
ルフヒドリルからなる群から選択される
結合剤。
（項目２）
　前記炭水化物反応物が多糖である、項目１に記載の結合剤。
（項目３）
　前記炭水化物反応物が単糖または二糖である、項目１に記載の結合剤。
（項目４）
　前記炭水化物反応物が、そのアルドース形態またはケトース形態である単糖である、項
目１に記載の結合剤。
（項目５）
　前記炭水化物反応物が、デキストロース、キシロース、フルクトース、ジヒドロキシア
セトン、およびこれらの混合物からなる群から選択される、項目１に記載の結合剤。
（項目６）
　Ｒ１およびＲ２が前記炭水化物反応物と共有結合を形成して前記ポリマー生成物を形成
する、項目１から５のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目７）
　Ｒ１が求核部分であり、Ｒ２が安定化部分である、項目１から６のいずれか一項に記載
の結合剤。
（項目８）
　Ｑが、Ｃ２～Ｃ２４からなる群から選択されるアルキルである、項目１から７のいずれ
か一項に記載の結合剤。
（項目９）
　Ｑが、Ｃ２～Ｃ８からなる群から選択されるアルキルである、項目１から７のいずれか
一項に記載の結合剤。 
（項目１０）
　Ｑが、Ｃ３～Ｃ７からなる群から選択されるアルキルである、項目１から７のいずれか
一項に記載の結合剤。
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（項目１１）
　ＱがＣ６アルキルである、項目１から７のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目１２）
　Ｑが、シクロヘキシル、シクロペンチル、またはシクロブチルからなる群から選択され
る、項目１から７のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目１３）
　Ｑがベンジルである、項目１から７のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目１４）
　Ｒ１－Ｑ－Ｒ２が２－［（２-アミノエチル）アミノ］エタノールである、項目１か
ら７のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目１５）
　Ｒ１およびＲ２がそれぞれチオールである、項目１から１３のいずれか一項に記載の結
合剤。
（項目１６）
　Ｒ１がアミンである、項目１から１３のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目１７）
　Ｒ２が、アミン、アミド、イミン、またはイミドである、項目１６に記載の結合剤。
（項目１８）
　Ｒ２がアミンである、項目１６に記載の結合剤。
（項目１９）
　前記炭水化物反応物と前記求核剤とのモル比が約１：１から約３０：１の範囲内にある
、項目１から１８のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目２０）
　前記炭水化物反応物と前記求核剤とのモル比が約２：１から約１０：１の範囲内にある
、項目１から１８のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目２１）
　前記ポリマー生成物の水性抽出物が約５から約９の範囲のｐＨを有する、項目１から２
０のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目２２）
　前記ポリマー生成物の水性抽出物が本質的に無色である、項目１から２１のいずれか一
項に記載の結合剤。
（項目２３）
　前記ポリマー生成物の水性抽出物が、ベネディクト試薬を還元することが可能である、
項目１から２２のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目２４）
　前記ポリマー生成物が、フェノールフリーおよびホルムアルデヒドフリーである、項目
１から２３のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目２５）
　前記炭水化物反応物および前記求核剤が不揮発性である、項目１から２４のいずれか一
項に記載の結合剤。
（項目２６）
　前記結合剤に接触している溶液がベネディクト試薬を還元する、項目１から２５のいず
れか一項に記載の結合剤。
（項目２７）
　前記ポリマー生成物が、４２０ｎｍの光を強力に吸収する、項目１から２６のいずれか
一項に記載の結合剤。
（項目２８）
　ポリマー結合剤を生成するための反応物および溶媒を含有する溶液を調製するステップ
であって、前記反応物が炭水化物反応物および求核剤を含んでいるステップと、
　前記溶液を、物体集合体上に配置するステップと、
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　前記溶媒を揮発させて、未硬化生成物を形成するステップと、
　前記炭水化物反応物および前記求核剤を重合させて前記ポリマー結合剤の形成を引き起
こす条件に前記未硬化生成物を供するステップと
を含む、前記ポリマー結合剤で結合された物体集合体を作製する方法。
（項目２９）
　前記物体集合体が、鉱物繊維、アラミド繊維、セラミック繊維、金属繊維、炭素繊維、
ポリイミド繊維、ポリエステル繊維、レーヨン繊維、およびセルロース繊維からなる群か
ら選択される繊維を含む、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　前記物体集合体がガラス繊維である、項目２８に記載の方法。
（項目３１）
　前記ガラス繊維が、約７０重量％から約９９重量％の範囲で存在する、項目３０に記載
の方法。
（項目３２）
　前記物体集合体がセルロース繊維を含む、項目２８に記載の方法。
（項目３３）
　前記セルロース繊維が、木屑、おが屑、木材パルプ、および砕木からなる群から選択さ
れる基材である、項目３２に記載の方法。
（項目３４）
　前記未硬化生成物を、貯蔵に適した包装材料に包装するステップをさらに含む、項目２
８に記載の方法。
（項目３５）
　前記溶液を調製するステップが、ある量の前記炭水化物反応物とある量の前記求核剤と
を、重量比が約２：１から約１０：１の範囲内にあるように添加するステップを含む、項
目２８に記載の方法。
（項目３６）
　前記溶液を調製するステップが、前記炭水化物反応物および前記求核剤を水溶液に添加
するステップを含む、項目２８に記載の方法。
（項目３７）
　前記溶液を調製するステップが、前記溶液のｐＨを約８から約１２の範囲内に調節する
ステップを含む、項目３６に記載の方法。
（項目３８）
　物体集合体および結合剤を含む組成物であって、前記結合剤は、炭水化物反応物と求核
剤との間の反応のポリマー生成物を含み、前記ポリマー生成物は実質的に水不溶性である
組成物。
（項目３９）
　前記物体集合体が、鉱物繊維、アラミド繊維、セラミック繊維、金属繊維、炭素繊維、
ポリイミド繊維、ポリエステル繊維、レーヨン繊維、およびセルロース繊維からなる群か
ら選択される繊維を含む、項目３８に記載の組成物。
（項目４０）
　前記物体集合体がガラス繊維を含む、項目３８に記載の組成物。
（項目４１）
　前記物体集合体がセルロース繊維を含む、項目３８に記載の組成物。
（項目４２）
　前記セルロース繊維が、木屑、おが屑、木材パルプ、砕木、黄麻、亜麻、麻、および藁
からなる群から選択されるセルロース基材中に存在する、項目４１に記載の組成物。
（項目４３）
　前記炭水化物反応物が、デキストロース、キシロース、フルクトース、ジヒドロキシア
セトン、およびこれらの混合物からなる群から選択される、項目３８から４２のいずれか
一項に記載の組成物。
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（項目４４）
　前記求核剤が、求核部分および安定化部分を有する化合物である、項目３８から４３の
いずれか一項に記載の組成物。
（項目４５）
　前記求核剤がＲ１－Ｑ－Ｒ２であり、式中、
（ａ）Ｑがアルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルで
あり、前記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞ
れ、任意選択で置換されており、
（ｂ）Ｒ１が前記求核部分であり、
（ｃ）Ｒ２が前記安定化部分である、
項目３８から４４のいずれか一項に記載の結合剤。
（項目４６）
　ケイ素含有化合物をさらに含む、項目３８から４５のいずれか一項に記載の組成物。
（項目４７）
　前記ケイ素含有化合物が、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシ
プロピルトリメトキシシラン、アミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラン、アミノ
官能性オリゴマーシロキサン、およびこれらの混合物からなる群から選択される、項目４
６に記載の組成物。
（項目４８）
　前記ケイ素含有化合物がγ－アミノプロピルトリエトキシシランである、項目４６に記
載の組成物。
（項目４９）
　制塵油、リン酸一アンモニウム、メタケイ酸ナトリウム五水和物、メラミン、シュウ酸
スズ（ＩＩ）、およびメチル水素シリコーン流体エマルジョンからなる群から選択される
腐食防止剤をさらに含む、項目３８から４８のいずれか一項に記載の組成物。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、結果的にメラノイジンが生成される、メイラード反応の概略図を示す。
【図２】図２は、代表的なアマドリ転位の概略図を示す。
【図３】図３は、２０４℃の温度制御プラテンを備えた成型プレスを使用する熱成型サイ
クル（Ｘ軸、分で表した成型時間））中の、異なる結合剤に関するガラス繊維マットサン
プルの中心の硬化温度プロファイル（Ｙ軸、℃））を示す。結合剤１（◆）は、フェノー
ルホルムアルデヒド結合剤（比較例２）であり、結合剤２（■）は、炭水化物－無機酸結
合剤（比較例３）であり、結合剤３（×）は、デキストロース－アンモニア－ヘキサメチ
レンジアミン（ＨＭＤＡ）結合剤（実施例５）である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（詳細な説明）
　本発明は、様々な修正および代替形態にすることができるが、特定の実施形態について
本明細書に詳細に記述する。しかし、本発明を、記述される特定の形に限定する意図はな
く、それどころか本発明の趣旨および範囲に包含される全ての修正例、均等物、および代
替物を含むものとすることを理解すべきである。
【００１７】
　本開示は、組み合わされていない、または緩く組み合わされた物体を強固に固めるとき
の、予期せぬ有用性を有する結合剤組成物に関する。結合剤組成物は、結合剤組成物の分
野における現況技術の予期せぬ進歩を示す。具体的には結合剤は、性能に改善をもたらし
、より単純化され有利な製造方法を提供し、それと共に、炭水化物をベースにした結合剤
系の特徴である環境と調和した利点が維持される。
【００１８】
　本明細書で使用される結合剤溶液という用語は、未硬化結合剤が形成されるように実質
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的に脱水することができる化学物質の溶液である。本明細書で使用される結合剤または結
合剤組成物は、硬化させてもよく、硬化させなくてもよく、または部分的に硬化させても
よい。未硬化結合剤の組成物は、未硬化結合剤組成物と呼ばれる。未硬化結合剤は、硬化
した結合剤が形成されるように硬化させることができる化学物質の、実質的に脱水された
混合物である。実質的に脱水されたとは、結合剤溶液を作製するのに使用される溶媒（典
型的には水またはその混合物）が気化した結果、残りの材料（結合剤反応物および溶媒を
含む）の粘度が、緩く組み合わされた物体の間に凝集力を生成させるのに十分に高いこと
を意味する。したがって、残りの材料は未硬化の結合剤である。一実施形態では、溶媒は
、残りの材料の全重量の６５％未満である。別の実施形態では、実質的に脱水された結合
剤は、全結合剤の約５重量％から約６５重量％の間の含水量を有する。別の実施形態では
、溶媒は、残りの材料の全重量の５０％未満であってもよい。さらに別の実施形態では、
溶媒は、残りの材料の全重量の３５％未満であってもよい。別の実施形態では、実質的に
脱水された結合剤は、全結合剤の約１０重量％から約３５重量％の間の水を有する。別の
実施形態では、溶媒は、残りの材料の全重量の約２０％未満を構成してもよい。
【００１９】
　例示的な実施形態では、未硬化結合剤は、少なくとも部分的に水溶性の、無色、白色、
オフホワイト、黄土色、または黄色から茶色がかった粘着性物質であってもよい。本明細
書で使用される硬化結合剤という用語は、未硬化結合剤組成物を硬化するポリマー生成物
を示す。硬化結合剤は、特徴的な茶色から黒色を有していてもよい。茶色または黒色と記
述したが、別の特徴は、結合剤が、波長の広い範囲にわたって光を吸収する傾向があるこ
とである。特に、約４２０ｎｍでより高い吸光度を有していてもよい。ポリマーは広範に
わたり架橋するので、硬化結合剤は実質的に不溶性である。例えば、結合剤は、大部分は
水に不溶性である。本明細書に記述される未硬化結合剤は、繊維を強固に固めるのに十分
な結合能を提供する。しかし硬化結合剤は、堅牢で長期にわたる耐久性と、架橋ポリマー
に一般に関連した物理的性質とを与える。
【００２０】
　例示的な実施形態では、本明細書に記述される結合剤反応物は水に可溶性であり、結合
剤溶液は、水溶液中の結合剤反応物の溶液である。一実施形態では、界面活性剤は、１種
または複数種の結合剤反応物または添加剤の溶解性または分散性を増大させる目的で、水
溶液に含まれる。例えば界面活性剤は、粒状添加剤の分散性を高めるために、水性結合剤
溶液に添加されてもよい。一実施形態では、界面活性剤は、無極性添加剤または結合剤反
応物を伴うエマルジョンを生成するのに使用される。別の実施形態では、結合剤溶液は、
結合剤溶液の重量に対して約０．０１重量％から約５重量％の界面活性剤を含む。
【００２１】
　例示的な実施形態では、本明細書に記述される結合剤溶液は、鉱物線維絶縁製品の生成
中に、鉱物線維に付着させる（例えば、形成領域に進入するときにマットにスプレーする
かまたは繊維にスプレーする）ことができる。結合剤溶液が鉱物線維に接触すると、鉱物
線維の残留熱（例えばガラス繊維は溶融ガラスから作製され、したがって残留熱を含有す
ることに留意されたい）と、製品の内部および／または周りの空気の流れとによって、水
の一部が結合剤溶液から蒸発する。水の除去によって、結合剤の残りの成分が、粘着性ま
たは半粘着性の高固形分混合物のコーティングとして繊維表面に残される。粘着性または
半粘着性の高固形分混合物のこのコーティングは、結合剤として機能する。この時点で、
マットは硬化していない。言い換えれば、未硬化結合剤は、鉱物線維をマットに結合する
ように機能する。
【００２２】
　さらに、上述の未硬化結合剤は硬化することができることを理解すべきである。例えば
、硬化絶縁製品を製造するプロセスは、未硬化結合剤組成物中に化学反応を引き起こすよ
う熱を加える後続ステップを含んでいてもよい。例えば、ガラス繊維絶縁製品を作製する
場合、結合剤溶液を繊維に付着させ脱水した後に、未硬化絶縁生成物を硬化炉に移しても
よい。硬化炉内では、未硬化絶縁生成物を加熱し（例えば、約３００°Ｆから約６００°
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Ｆ［約１５０℃から約３２０℃］）、これによって、結合剤を硬化させる。硬化結合剤は
、絶縁製品のガラス繊維を一まとめに結合するホルムアルデヒドフリーの耐水性結合剤で
ある。乾燥および熱硬化は、逐次的に、同時に、同時期に、または一斉に行ってもよいこ
とに留意されたい。
【００２３】
　例示的な実施形態では、未硬化繊維生成物は、乾燥結合剤固形分を約３％から約４０％
含む（重量での全未硬化固形分）。一実施形態では、未硬化繊維生成物は、乾燥結合剤固
形分を約５％から約２５％含む。別の実施形態では、未硬化繊維生成物は、繊維を約５０
重量％から約９７重量％含む。
【００２４】
　鉱物線維表面の結合剤に関して本明細書に記述されるように、硬化結合剤は、結合剤反
応物を硬化した生成物である。硬化したという用語は、結合剤が、化学変化を開始するよ
うな条件に曝されたことを示す。これら化学変化の例には、（ｉ）共有結合、（ｉｉ）結
合剤成分の水素結合、および（ｉｉｉ）結合剤中のポリマーおよび／またはオリゴマーの
化学的架橋が含まれるが、これらに限定するものではない。これらの変化は、未硬化結合
剤と比較して結合剤の耐久性および耐溶媒性を増大させることができる。結合剤の硬化は
、熱硬化性材料の形成をもたらすことができる。さらに硬化結合剤は、未硬化結合剤と比
較して、集合体中の物体間の接着性を増大させることができる。硬化は、例えば熱、マイ
クロ波放射、および／または上述の化学変化の１つまたは複数を開始する条件によって、
開始することができる。特定の理論に限定するものではないが、硬化は、求核付加反応ま
たは求核付加脱離反応における炭水化物と求核剤との反応を含んでいてもよい。
【００２５】
　結合剤中の化学変化が水の放出をもたらす状況、例えば重合および架橋において、硬化
は、乾燥のみに由来して生じたであろう水の量を超えて放出された水の量によって決定す
ることができる。結合剤を硬化させる場合と比較して、乾燥中に放出される水の量を測定
するために使用される技法は、当技術分野で周知である。
【００２６】
　例示的な実施形態では、求核剤が窒素含有化合物である。一実施形態では、硬化結合剤
組成物が窒素含有ポリマーを含む。一実施形態では、窒素含有ポリマーは、その色が茶色
から黒色である。特定の理論に限定するものではないが、硬化結合剤組成物は、高分子量
ポリマーの混合物を含む。高分子量ポリマーは、高度に架橋されていると特徴付けること
ができる。さらに、高分子量ポリマーは、茶色で複合的なフラン環含有および窒素含有ポ
リマーであると特徴付けることができる。本明細書で使用される高分子量は、１００，０
００ダルトンを超える分子量を有するポリマーを含む。高度に架橋されたポリマー鎖から
構成されることにより、本明細書に記述される高分子量ポリマーの分子量は無限大に近付
く。したがって、高分子量ポリマーの分子量は、分析されるポリマーの質量および物理的
寸法の関数であり得る。例えば、３グラムの質量を有するメラノイジンの一体サンプルは
、広範な架橋に起因する単一ポリマー分子を含むと推測することができる。したがって、
ポリマーの分子量は１モル当たり約１．８×１０２４グラム（サンプル質量とアボガドロ
数との積）と考えられる。本明細書で使用される高分子量ポリマーは、１モル当たり約１
×１０５から約１×１０２４グラムの間の桁の分子量を有するポリマーを含む。
【００２７】
　特定の理論に限定するものではないが、高分子量ポリマーはその構造が、調製時の反応
物および条件に応じて変わることが理解される。高分子量ポリマーは、加熱の温度および
時間と共に増大する炭素と窒素との比を有することも公知である。さらに高分子量ポリマ
ーは、飽和、不飽和、および芳香族の特徴を有する。一実施形態では、高分子量ポリマー
は、加熱の温度（硬化温度）および時間（硬化時間）と共に増大する不飽和度および芳香
族性を有した。高分子量ポリマーは、ポリマー内に様々な構造で反応物として組み込まれ
た糖のＣ－１も含有した。高分子量ポリマーは、カルボニル、カルボキシル、アミン、ア
ミド、ピロール、インドール、アゾメチン、エステル、無水物、エーテル、メチル、およ
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び／またはヒドロキシル基を含有してもよい。構造の複雑さに応じて、赤外分光法がこれ
ら官能基の１つまたは複数を同定するのに有用と考えられる。本明細書ではそのように分
類されないが、当業者なら、結合剤を、ポリエステルやポリエーテル、ポリアミドなど、
存在する特定の結合の存在に応じて分類可能であってもよいことも理解されよう。
【００２８】
　結合剤を特徴付けることができる別の手法は、硬化結合剤の熱分解中に生成される気体
化合物の分析による。本開示の範囲内の硬化結合剤の気体熱分解は、下記化合物：２－シ
クロペンテン－１－オン、２，５－ジメチル－フラン、フラン、３－メチル－２，５－フ
ランジオン、フェノール、２，３－ジメチル－２－シクロペンテン－１－オン、２－メチ
ルフェノール、４－メチルフェノール、２，４－ジメチル－フェノール、ジメチルフタレ
ート、オクタデカン酸、またはエルシルアミドの１種または複数種を、約０．５から約１
５％（相対ピーク面積で）もたらすことができる。ポリアミン成分としてヘキサメチレン
ジアミンを使用して調製された結合剤サンプルの、７７０℃で実施された熱分解ガスクロ
マトグラフィー質量分析法（Ｐｙ　ＧＣ－ＭＳ）フィンガープリントは、ピリジンと、ピ
ロールまたはピリジン誘導体（メチルピリジン、メチルピロール、ジメチルピリジン、ジ
メチルピロール、エチルメチルピロール、および他のピロール関連Ｎ含有成分）である成
分の数を示す。結合剤を同定することができる別の手法は、結合剤を含有する溶液（また
は抽出溶液）がベネディクト試薬を還元することが可能かどうかである。一実施形態では
、結合剤またはその水性抽出物に接触している溶液が、ベネディクト試薬を還元する。
【００２９】
　本開示の一態様は、本明細書に記述される結合剤が環境に優しいことである。進行中の
政府の規制と一緒に、本開示はホルムアルデヒドフリーにすることができる結合剤につい
て記述する。さらに、本明細書に記述される化学的性質は、ホルムアルデヒドおよびフェ
ノールを本質的に含まない。この意味で、ホルムアルデヒドもフェノールも、本開示の範
囲内では試薬として使用されない。どちらも潜在的に有用な性質を有する結合剤を得るた
めに添加することができるが、本開示の一態様は、これら試薬の両方を含まないで作製す
ることができる結合剤である。別の態様では、本発明の結合剤組成物は、揮発性反応物を
使用せずに製造することができる。一実施形態では、求核剤および炭水化物は共に、不揮
発性反応物である。本明細書で使用されるように、揮発性反応物は、２０℃で１０ｋＰａ
よりも大きい蒸気圧を有するものである。同様に、本明細書で使用される不揮発性反応物
は、２０℃で約１０ｋＰａ未満の蒸気圧を有する。具体的に、例として、本発明の結合剤
は、アンモニアまたはアンモニア放出化合物を添加することなく製造することができる。
一実施形態では、求核剤は、６０℃で約０．５ｋＰａ未満の蒸気圧を有する。
【００３０】
　別の、環境に優しい本開示の態様は、結合剤の一次反応物が炭水化物であることである
。炭水化物は、再生可能資源と見なされる。しかし、現況技術は主に、結合剤組成物を製
造するのに石油由来の反応物を使用する。別の態様では、結合剤は、従来技術に記述され
た同等の系の場合よりも低い温度で起き得る化学反応を通して、作製される。したがって
、硬化炉および製造設備は、より低い温度で作動させることができ、貴重な資源を節約で
きる。代替の、関連ある手法では、本明細書に記述される結合剤は、類似の硬化温度に曝
された場合、現在使用されている同等の結合剤よりも迅速に硬化する。したがって、どち
らの手法によっても、本開示の一態様は、現在開示されている結合剤を使用して形成され
た生成物のカーボンフットプリントを、現況技術により作製された同等の結合剤、例えば
フェノールホルムアルデヒドをベースにした生成物と比較して著しく低下させることがで
きることである。
【００３１】
　環境上の利益に加え、本発明の結合剤組成物およびそれを用いて作製された材料は、同
等の結合剤系、例えばフェノールホルムアルデヒド結合剤に等しいかまたはそれを超える
性能特性を有するように作製され得る。一態様では、本開示による結合剤は、この結合剤
を用いて作製された、打抜き、製作、積層、およびＯＥＭ用途での据付けを可能にする十
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分な引張り強度の物品を提供する。一態様では、本開示による結合剤は、フェノールホル
ムアルデヒド結合剤の場合と同等の水ホールドアップ性（耐候性）を有する。特定の用途
に関係があり得る他の性能特性には、製品排出物質、密度、強熱減量、厚さ回復、塵埃、
引張り強度、分断強度、分断強度の耐久性、結合強度、吸水性、熱面性能、鋼の腐食性、
曲げ剛性、剛直剛性、圧縮耐性、条件付き圧縮耐性、圧縮弾性率、条件付き圧縮弾性率、
および強熱発煙が含まれる。本開示の一態様は、硬化結合剤の抽出物のｐＨが本質的に中
性であり、例えば６から８の間のｐＨである。本開示の別の態様は、本発明の結合剤によ
って、フェノールホルムアルデヒド結合剤組成物と同等の関連性能特性を有する生成物の
製造が可能になることである。
【００３２】
　例示的に、一態様では、本開示の発明による結合剤には、本質的に無色の水性抽出物を
もたらす利点がある。本開示のこの特徴は、完成した製品が水と接触する可能性のある、
天井用タイル、家具、またはオフィス用パネルなどの用途において結合剤を望ましいもの
にする。本発明の結合剤を用いて作製された硬化製造品は、湿分または水に接触した後に
、変色またはブリージングに対して優れた耐性を示す。さらに、そのような実施形態では
、結合剤に接触する水は、結合剤に接触した後に接触する可能性のある他の物品または部
品に残留色を残さない。例えば、一実施形態では、結合剤は、オフィス用パネルの用途で
ガラス繊維を結合するのに使用されてもよい。結合されたガラス繊維組成物を覆うのは、
薄く着色された布地であってもよい。一実施形態では、ガラス繊維組成物に接触した水は
、オフィス用パネルを乾燥した後に布地に着色残留物を残さないことが有利である。
【００３３】
　性能特性の他に、現在開示されている結合剤が関わる製造プロセスおよび方法には、前
述の結合剤よりも優れたいくつかの予期せぬ利点がある。一態様では、環境上の利益に関
して先に述べたように、本発明の結合剤は、高揮発性の反応物を使用することなく製造す
ることができる。したがって、製造放出規制は、減少した負担の下での規制である。さら
に反応効率は、気化による反応物の損失が減少するので、より高い。したがって、本開示
の一態様は、本明細書で使用される化合物が実質的に不揮発性であることであり、したが
って、望ましくない放出を減ずるために取らなければならないステップが減少する。
【００３４】
　別の態様によれば、反応して結合剤を形成する反応物は、１ステップ／１ポット結合剤
系を使用することができるほどに、十分ゆっくりと反応する。この態様によれば、反応物
化合物は十分ゆっくりと反応するので、単一反応物溶液に添加し、妥当な時間にわたり貯
蔵することができ、その間に１つの分布系を使用して製品に付着させることができる。こ
れを、低温で反応して結合剤溶液送達系内で不溶性反応生成物をもたらす結合剤系と、対
比させる。本明細書で使用される、実質的な（＞５％）ポリマー沈殿を伴わずに貯蔵する
のに妥当な時間は、２週間である。
【００３５】
　本開示の別の態様は、１ポット手法を容易にする室温条件では結合剤が十分に反応しな
いが、この結合剤は、高温では十分に反応性であり、非常に低い温度および／または非常
に短い硬化滞留時間で硬化する。ある観点において、低下した硬化温度は、フレームレス
燃焼が行われかつ／または線状火災（line fire）を引き起こす絶縁製品の危険性を低下
させる。本明細書で使用される非常に低い温度は、約１２０℃以下と特徴付けられる。本
明細書で使用される非常に短い硬化時間は、約４分以下である。
【００３６】
　例示的な実施形態では、結合剤組成物は、未硬化結合剤または結合剤溶液の保存寿命を
長くするために酸または酸塩を含む。この酸は反応物でも触媒でもないが、結合剤溶液ま
たは未硬化結合剤を貯蔵条件下で維持しながら、結合剤反応物が結合剤を形成するのを遅
くするかまたは阻害するために上記酸は含まれ得る。例えば、周囲条件での硬化反応を遅
くするかまたは阻害する揮発性の酸または酸塩を、結合剤溶液または未硬化結合剤に含め
てもよい。しかし、酸が揮発しかつ結合剤溶液または未硬化結合剤のｐＨが上昇するよう



(15) JP 5992903 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

に、結合剤溶液または未硬化結合剤を加熱することによって、酸が除去されてもよい。一
実施形態では、結合剤組成物は、保存寿命を延長する酸を含む。別の実施形態では、結合
剤組成物は、保存寿命を延長する酸と求核剤を約１：２０～約１：１のモル比で含む。
【００３７】
　本開示の別の態様は、同等のフェノールおよびホルムアルデヒド型結合剤が同等の使用
の範囲内で示すことのできる硬化速度を満足させまたは超える、硬化速度、サイクル時間
、および硬化温度を有する結合剤である。これに関し、本発明の結合剤は、設備に修正を
加えることのない用途において、フェノールホルムアルデヒド樹脂の直接置換として使用
することができる。さらに本発明の結合剤は、反応温度および硬化時間が共に低減できる
ように、硬化温度および時間を修正することを可能にする。この低減には、プロセス全体
のエネルギー消費を削減する効果があり、この低減が、製品の製造による環境への影響を
低減する。さらに、より低い硬化温度には、製造プロセスの安全性を増大させるさらなる
効果がある。より低い硬化温度の別の効果は、フレームレス燃焼または発火の危険性を低
減することである。
【００３８】
　絶縁製品の製造において、発熱硬化反応により放出された熱は、製品の自己加熱をもた
らす可能性がある。自己加熱は、熱が製品から放散する限り、典型的には問題がない。し
かし熱によって、酸化プロセスが開始される点まで製品の温度が上昇した場合、自己加熱
は製品に著しい損傷を引き起こす可能性がある。例えばフレームレス燃焼または酸化は、
絶縁製品の温度が約４２５°Ｆ（２１０℃）を超えたときに起きる可能性がある。これら
の温度で、発熱燃焼または酸化プロセスはさらなる自己加熱を促進させ、結合剤が破壊さ
れる可能性がある。さらに、温度は、ガラス繊維の溶融または失透が起こり得るレベルま
で上昇する可能性がある。これは絶縁製品の構造および価値を損なうだけでなく、火炎災
害を引き起こす可能性もある。
【００３９】
　本開示の別の態様は、結合剤系が本質的に非腐食性であり、腐食防止剤が添加されてい
るかもしくは添加されていないことである。さらに結合剤系は、触媒または活性成分とし
て、任意の有機酸、無機酸、およびこれらの塩の添加を必要としない。したがって、本発
明の結合剤の一態様は、本質的に酸を含まずに作製できることである。さらに、結合剤は
、全体的にアルカリ条件下で製造されてもよい。本明細書で使用される酸という用語は、
多プロトン性無機酸および多プロトン性有機酸（例えば、硫酸およびクエン酸）など、化
合物の酸性を示す特徴に関して主に特徴付けることが可能な化合物を含む。この態様は、
製造設備の磨耗および維持要件を低減し、作業者の安全性を高める。
【００４０】
　例示的な実施形態では、結合剤は、炭水化物反応物と求核剤とのポリマー生成物を含む
。本明細書で使用される炭水化物反応物という用語は、単糖、二糖、多糖、またはそれら
の反応生成物を指す。一実施形態では、炭水化物反応物が還元糖であってもよい。本明細
書で使用される還元糖は、アルデヒド基を含有する１種もしくは複数種の糖か、または異
性化、即ち互変異性化してアルデヒド基を含有することができる１種もしくは複数種の糖
を示し、この基は、例えばＣｕ＋２で酸化されてカルボン酸を与え得るものである。任意
のそのような炭水化物反応物は、ヒドロキシ、ハロ、アルキル、およびアルコキシなどで
任意選択で置換されてもよいことも理解される。任意のそのような炭水化物反応物中には
１つまたは複数のキラル中心が存在し、各キラル中心での共に可能性のある光学異性体は
、本明細書に記述される本発明に含まれるものとすることが、さらに理解される。さらに
、ラセミ混合物、または、任意のそのような炭水化物反応物の様々な光学異性体の他のジ
アステレオマー混合物、ならびにそれらの様々な幾何異性体を含む、様々な混合物を、本
明細書に記述される１つまたは複数の実施形態で使用してもよいことが、同様に理解され
る。非還元糖、例えばスクロースは好ましくない可能性があるが、それにも関わらず上記
非還元糖は、還元糖へのｉｎ－ｓｉｔｕ変換によって本開示の範囲内で有用であり得る（
即ち、スクロースから転化糖への変換は、当技術分野で公知の方法である）。さらに、単
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糖、二糖、または多糖は、炭水化物反応生成物が形成されるように前駆体と部分的に反応
してもよいことも理解される。炭水化物反応生成物が単糖、二糖、または多糖から誘導さ
れ、かつ単糖、二糖、または多糖と求核剤との反応生成物に類似の反応生成物が形成され
るように求核剤との類似の反応性を維持する限りにおいて、炭水化物反応生成物は、炭水
化物反応物という用語の範囲内である。
【００４１】
　一態様では、任意の炭水化物反応物は、求核剤との反応に依然として利用可能なままで
あるその能力が最大限になるのに十分に不揮発性であるべきである。炭水化物反応物は、
トリオース、テトロース、ペントース、ヘキソース、またはヘプトースを含めたそのアル
ドース形態またはケトース形態である単糖；または多糖；またはこれらの組合せであって
もよい。例えば、トリオースが炭水化物反応物として働く場合、または他の還元糖および
／または多糖と組み合わせて使用される場合、それぞれグリセルアルデヒドおよびジヒド
ロキシアセトンなどのアルドトリオース糖またはケトトリオース糖を利用してもよい。テ
トロースが炭水化物反応物として働くか、または他の還元糖および／または多糖と組み合
わせて使用される場合、エリトロースおよびトレオースなどのアルドテトロース糖；およ
びエリトルロースなどのケトテトロース糖を利用してもよい。ペントースが炭水化物反応
物として働くか、または他の還元糖および／または多糖と組み合わせて使用される場合、
リボース、アラビノース、キシロース、およびリキソースなどのアルドペントース糖；お
よびリブロース、アラブロース、キシルロース、およびリキスロースなどのケトペントー
ス糖を利用してもよい。ヘキソースが炭水化物反応物として働くか、または他の還元糖お
よび／または多糖と組み合わせて使用される場合、グルコース（即ち、デキストロース）
、マンノース、ガラクトース、アロース、アルトロース、タロース、グロース、およびイ
ドースなどのアルドヘキソース糖；およびフルクトース、プシコース、ソルボース、およ
びタガトースなどのケトヘキソース糖を利用してもよい。ヘプトースが炭水化物反応物と
して働くか、または他の還元糖および／または多糖と組み合わせて使用される場合、セド
ヘプツロースなどのケトヘプトース糖を利用してもよい。天然に生ずることが公知ではな
いそのような炭水化物反応物の他の立体異性体も、本明細書に記述される結合剤組成物を
調製するのに有用であることが企図される。一実施形態では、炭水化物反応物は、高フル
クトースコーンシロップである。
【００４２】
　例示的な実施形態では、炭水化物反応物が多糖である。一実施形態では、炭水化物反応
物が、低い重合度を有する多糖である。一実施形態では、多糖が、糖蜜、デンプン、セル
ロース加水分解物、またはこれらの混合物である。一実施形態では、炭水化物反応物が、
デンプン加水分解物、マルトデキストリン、またはこれらの混合物である。より高い重合
度の炭水化物は好ましくない可能性があるが、そのような炭水化物はそれにも関わらず、
ｉｎ－ｓｉｔｕ解重合によって、本開示の範囲内で有用と考えられる（即ち、高温でのア
ンモニア処理による解重合は、当技術分野で公知の方法である）。
【００４３】
　さらに、炭水化物反応物は、非炭水化物ポリヒドロキシ反応物と組み合わせて使用して
もよい。炭水化物反応物と組み合わせて使用することができる非炭水化物ポリヒドロキシ
反応物の例には、トリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタエリスリトール、ポリ
ビニルアルコール、部分的に加水分解されたポリ酢酸ビニル、完全に加水分解されたポリ
酢酸ビニル、およびこれらの混合物が含まれるが、これらに限定するものではない。一態
様では、非炭水化物ポリヒドロキシ反応物は、モノマーまたはポリマーポリアミンとの反
応に依然として利用可能なままであるその能力を最大限にするのに十分に不揮発性である
。非炭水化物ポリヒドロキシ反応物の疎水性は、本明細書に記述されるように調製された
結合剤の物理的性質を決定する際の一因子であり得ることが理解される。
【００４４】
　本明細書で使用される求核剤は、両方の結合電子を供与することによってその反応パー
トナー（求電子試薬）との結合を形成する試薬である。本明細書で使用される求電子試薬
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は、反応パートナーから両方の結合電子を受容することによってその反応パートナー（求
核剤）との結合を形成する試薬である。例示的には、求電子試薬は、本明細書に記述され
る炭水化物である。具体的には、求電子試薬基は、炭水化物のアルドース形態またはケト
ース形態と関連付けられた炭素である。例えばグルコースのＣ－１は、アルドース官能性
により陽電性であり、本開示の求核剤と反応する。別の例では、フルクトースのＣ－２は
、ケトース官能性により陽電性であり、本開示の求核剤と反応する。炭水化物は求核剤と
のその最初の相互作用における求電子試薬として記述したが、当業者なら、炭水化物は、
起き得る反応の範囲内で求電子試薬としてのみ作用することに限定されないことを理解す
るであろう。例えば、炭水化物のヒドロキシル基は、反応性求核剤の存在に応じて求核剤
として作用することができる。さらに、求核剤と炭水化物との間の初期反応は、炭水化物
を求電子試薬として正確に分類することができるが、その反応の生成物は、さらなる反応
において求核剤および求電子試薬の両方の官能性を示すことができる。
【００４５】
　例示的な実施形態では、求核剤は、本明細書に記述されるｐＨおよび本明細書に記述さ
れる温度を有する溶液中で、そのアルドース形態またはケトース形態である炭水化物と反
応するのに十分求核性である。一実施形態では、求核剤は、陽イオン安定化部分を含む。
本明細書で使用される陽イオン安定化部分は、求核攻撃により形成される陽イオンを安定
化させる、求核剤上の化学基である。例えば、本開示の範囲内にある１つの求核剤は、ジ
アミンである。第一級アミンによるカルボニルの求核攻撃によって、シッフ塩基の陽イオ
ンが形成される。ジアミンの第１のアミンは求核剤の役で作用するが、第２のアミンは、
シッフ塩基の陽イオンを安定化させるときに陽イオン安定化部分の役で作用する。シッフ
塩基からエノールまたはケト形態への陽イオンのさらなる転位は、自発的に進行すること
が公知である。求核攻撃によって形成される陽イオンは、求核剤の構造によって同様に安
定化される（シッフ塩基がそうであるように）。別の態様では、求核剤の構造は、化合物
が求核攻撃によって形成される陽イオンの形態である間に獲得される正電荷を安定化させ
ることによって、転位を加速させる。
【００４６】
　この自発的な反応は、速度が脱水サンプルにおいて増大するので、脱水によってさらに
促進されることが発見された。安定化部分の重要性については、本開示の求核剤を使用す
る強化された効果がこれまで開示されてこなかったので、本出願の範囲内の従来技術で論
じられていないと考えられる。したがって本開示の一態様は、後続の転位中に、求核剤塩
基の陽イオンに安定性をもたらすタイプの求核剤である。別の態様では、求核剤は、実質
的に乾燥状態である間に、後続の転位中に求核剤塩基の陽イオンに安定性をもたらすタイ
プのものである。
【００４７】
　例示的な実施形態では、求核剤はＲ１－Ｑ－Ｒ２であり、式中、Ｑはアルキル、シクロ
アルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルであり、上記アルキル、シクロ
アルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ、任意選択で置換され、Ｒ

１は求核部分であり、Ｒ２は安定化部分である。一実施形態では、Ｒ１は、アミン、アジ
ド、シアネート、イソシアネート、チオール、ジスルフィド、チオシアネート、ハロゲン
、ハロホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、ヒドロキシル、およびアルコキシド
からなる群から選択される。別の実施形態では、Ｒ２は、アミン、アミド、イミン、イミ
ド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホスホノ、ヒドロキシル、水素、ス
ルホノ、スルホ、スルフィニル、およびスルフヒドリル（チオール）からなる群から選択
される。
【００４８】
　一実施形態では、求核剤が第一級アミンである。本明細書で使用される第一級アミンは
、１個または複数の第一級アミン基を有する有機化合物である。第一級アミンという用語
の範囲内には、１個または複数の第一級アミン基を有する化合物を生成するように、ｉｎ
　ｓｉｔｕで修飾され得るかまたは異性化し得る化合物がある。一実施形態では、第一級
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アミンは、Ｈ２Ｎ－Ｑ－Ｒの式を有する分子であってもよく、式中、Ｑはアルキル、シク
ロアルキル、ヘテロアルキル、またはシクロヘテロアルキルであり、上記アルキル、シク
ロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ、任意選択で置換されて
いてもよく、Ｒは、アミン、アミド、イミン、イミド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、
ホスフェート、ホスホノ、ヒドロキシル、水素、スルホノ、スルホ、スルフィニル、およ
びスルフヒドリル（チオール）からなる群から選択される陽イオン安定化部分を含む。
【００４９】
　一実施形態では、Ｑは、Ｃ２～Ｃ２４からなる群から選択されるアルキルである。別の
実施形態では、Ｑは、Ｃ２～Ｃ８からなる群から選択されるアルキルである。別の実施形
態では、Ｑは、Ｃ３～Ｃ７からなる群から選択されるアルキルである。さらに別の実施形
態では、ＱがＣ６アルキルである。一実施形態では、Ｑは、シクロヘキシル、シクロペン
チル、またはシクロブチルからなる群から選択される。別の実施形態では、Ｑがベンジル
である。一実施形態では、Ｒ１－Ｑ－Ｒ２が２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノ
ールである。Ｒ１－Ｑ－Ｒ２の別の実施形態では、Ｒ１およびＲ２のそれぞれがチオール
である。
【００５０】
　一実施形態では、Ｒ１がアミンである。上述のさらなる実施形態では、Ｒ２がアミン、
アミド、イミン、またはイミドである。上述のさらなる実施形態では、Ｒ２がアミンであ
る。
【００５１】
　本明細書で使用される「アルキル」という用語は、任意選択で分岐している炭素原子の
鎖を含む。本明細書で使用される「アルケニル」および「アルキニル」という用語は、任
意選択で分岐している炭素原子の鎖を含み、それぞれ少なくとも１つの二重結合または三
重結合を含む。アルキニルは、１つまたは複数の二重結合を含んでよいことも理解される
。アルキルは、Ｃ１～Ｃ２４、Ｃ１～Ｃ１２、Ｃ１～Ｃ８、Ｃ１～Ｃ６、およびＣ１～Ｃ

４を含めた限定された長さのものが有利であることがさらに理解される。アルケニルおよ
び／またはアルキニルは、それぞれ、有利には、Ｃ２～Ｃ２４、Ｃ２～Ｃ１２、Ｃ２～Ｃ

８、Ｃ２～Ｃ６、およびＣ２～Ｃ４を含めた限定された長さのものであってもよいことが
さらに理解される。より短いアルキル、アルケニル、および／またはアルキニル基は、化
合物の親水性をそれほど増大させない可能性があり、したがって炭水化物反応物に対する
異なる反応性と結合剤溶液への溶解性を有することになることが、本明細書では理解され
る。
【００５２】
　本明細書で使用される「シクロアルキル」という用語は、任意選択で分岐している炭素
原子の鎖であって、この鎖の少なくとも一部分が環状である鎖を含む。シクロアルキルア
ルキルは、シクロアルキルの部分集合であることが理解される。シクロアルキルは多環式
であってもよいことが理解される。例示的なシクロアルキルには、シクロプロピル、シク
ロペンチル、シクロヘキシル、２－メチルシクロプロピル、シクロペンチルエタ－２－イ
ル、およびアダマンチルなどが含まれるが、これらに限定するものではない。本明細書で
使用される「シクロアルケニル」という用語は、任意選択で分岐している炭素原子の鎖を
含み、少なくとも１つの二重結合を含み、この鎖の少なくとも一部分は環状である。１つ
または複数の二重結合は、シクロアルケニルの環状部分および／またはシクロアルケニル
の非環状部分に存在してもよいことが理解される。シクロアルケニルアルキルおよびシク
ロアルキルアルケニルは、それぞれシクロアルケニルの部分集合であることが理解される
。シクロアルキルは多環式であってもよいことが理解される。例示的なシクロアルケニル
には、シクロペンテニル、シクロヘキシルエテン－２－イル、およびシクロヘプテニルプ
ロペニルなどが含まれるが、これらに限定するものではない。シクロアルキルおよび／ま
たはシクロアルケニルを形成する鎖は、Ｃ３～Ｃ２４、Ｃ３～Ｃ１２、Ｃ３～Ｃ８、Ｃ３

～Ｃ６、およびＣ５～Ｃ６を含めた限られた長さのものが有利であることが、さらに理解
される。シクロアルキルおよび／またはシクロアルケニルを形成する、より短いアルキル
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および／またはアルケニル鎖はそれぞれ、化合物の親油性をそれほど増大させない可能性
があり、したがって異なる挙動を有することになることが本明細書では理解される。
【００５３】
　本明細書で使用される「ヘテロアルキル」という用語は、炭素および少なくとも１個の
ヘテロ原子の両方を含む、任意選択で分岐している原子の鎖を含む。例示的なヘテロ原子
には、窒素、酸素、および硫黄が含まれる。ある変形例では、例示的なヘテロ原子は、リ
ンおよびセレンも含む。ヘテロシクリルおよび複素環を含む、本明細書で使用される「シ
クロヘテロアルキル」という用語は、炭素および少なくとも１個のヘテロ原子の両方を含
む原子の鎖（例えば、ヘテロアルキルなど）を含み、かつこれは任意選択で分岐しており
、この鎖の少なくとも一部分は環状である。例示的なヘテロ原子には、窒素、酸素、およ
び硫黄が含まれる。ある変形例では、例示的なヘテロ原子がリンおよびセレンも含む。例
示的なシクロヘテロアルキルには、テトラヒドロフリル、ピロリジニル、テトラヒドロピ
ラニル、ピペリジニル、モルホリニル、ピペラジニル、ホモピペラジニル、およびキヌク
リジニルなどが含まれるが、これらに限定するものではない。
【００５４】
　本明細書で使用される「任意選択で置換された」という用語は、水素原子が、任意選択
で置換されるラジカル上の他の官能基で置き換えられることを含む。そのような他の官能
基には、例示として、アミノ、ヒドロキシル、ハロ、チオール、アルキル、ハロアルキル
、ヘテロアルキル、アリール、アリールアルキル、アリールヘテロアルキル、ニトロ、ス
ルホン酸およびこれらの誘導体、カルボン酸およびこれらの誘導体などが含まれるが、こ
れらに限定するものではない。例示として、アミノ、ヒドロキシル、チオール、アルキル
、ハロアルキル、ヘテロアルキル、アリール、アリールアルキル、アリールヘテロアルキ
ル、および／またはスルホン酸のいずれかが、任意選択で置換される。
【００５５】
　例示的な実施形態では、第一級ポリアミンが、ジアミン、トリアミン、テトラアミン、
またはペンタミンである。一実施形態では、求核剤が、ジエチレントリアミン、１－ピペ
ラジンエタンアミン、またはビス（ヘキサメチレン）トリアミンから選択されたトリアミ
ンである。別の実施形態では、ポリアミンがテトラミンであり、例えばトリエチレンテト
ラミンである。別の実施形態では、ポリアミンがペンタミンであり、例えばテトラエチレ
ンペンタミンである。
【００５６】
　求核剤の一態様は、低い立体障害を有していてもよいものである。例えばＱは、求核剤
が低い立体障害を有するように選択される。例えばＱが本質的に直鎖状であり、少なくと
も３個の原子の長さを有する場合、求核部分および安定化部分は、求核剤が求電子試薬と
反応できるように十分な間隔を有している。
【００５７】
　特定の理論に限定するものではないが、安定化部分は、本明細書に記述される反応中間
体を安定化させることができるので、そのように呼ばれている。しかし、本開示の別の態
様では、安定化部分は、本開示の範囲内の反応物として働いてもよい。したがって、求核
部分と炭水化物との間の反応後に存在する転位生成物は、安定化部分を、別の炭水化物と
反応するかもしくは反応することが可能な基に変換するかまたは戻すことができる。した
がって、安定化部分は、求核部分の形に変換されるかまたは戻すことができ、それに応じ
て炭水化物と反応することができる。
【００５８】
　例示的な実施形態では、本明細書に記述されるＱ基は、Ｒ１およびＲ２が他の位置で生
じる化学的性質の影響を本質的に受けないように、２個の基を分離するよう働くことがで
きる。したがって、Ｑ基は、安定化部分の能力の中で働いていても働いていなくてもよい
。この理論によれば、二官能性求核剤の利用を通して得られた利点は、単一の二官能性化
合物が２種の炭水化物化合物の間に架橋を形成することができるという事実に主に起因す
る。２個の官能基は、Ｒ１およびＲ２の両方の反応によってＱ基を通して結合されるので
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、結果として、Ｒ１およびＲ２がＱ基を通して結合されなかった場合よりも高い分子量の
生成物が得られる。したがって、Ｒ１およびＲ２は、アミン、アジド、シアネート、イソ
シアネート、チオール、ジスルフィド、チオシアネート、ハロゲン、ハロホルミル、カル
ボキシル、カルボキシレート、ヒドロキシル、アルコキシド、アミド、イミン、イミド、
ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホスホノ、ヒドロキシル、水素、スルホ
ノ、スルホ、スルフィニル、およびスルフヒドリル（チオール）からなる群から選択する
ことができる。
【００５９】
　例示的な実施形態では、Ｑ基は、Ｒ１とＲ２との間に化学的連絡（chemical communica
tion）をとることを可能にするタイプのものである。例えばＱは、Ｒ１からＲ２への共鳴
および極性シフトを可能にすることによって、化学的連絡をとることを可能にすることが
できる。他の実施形態では、Ｑは、Ｒ１およびＲ２のいずれかでの反応がもう一方の基（
Ｒ１またはＲ２）での電子分布に変化を生じさせる長さのものであってもよい。一実施形
態では、求核剤は安定化部分および求核部分を含む。一実施形態では、求核部分は、アミ
ン、アジド、シアネート、イソシネート、チオール、ジスルフィド、チオシアネート、ハ
ロゲン、ハロホルミル、カルボキシル、カルボキシレート、ヒドロキシル、およびアルコ
キシドからなる群から選択される。別の実施形態では、陽イオン安定化部分は、アミン、
アミド、イミン、イミド、ニトロ、ニトレート、ピリジン、ホスフェート、ホスホノ、ヒ
ドロキシル、水素、スルホノ、スルホ、スルフィニル、およびスルフヒドリル（チオール
）からなる群から選択される。
【００６０】
　一実施形態では、求核剤はポリマーポリアミンを含んでいてもよい。例えば、本開示の
範囲内にあるポリマーポリアミンには、キトサン、ポリリシン、ポリエチレンイミン、ポ
リ（Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアミン）、ポリアミノスチレン、およびポリビニルアミンが
含まれる。一実施形態では、ポリアミンはポリビニルアミンを含む。本明細書で使用され
るポリビニルアミンは、ホモポリマーまたはコポリマーであり得る。
【００６１】
　特定の理論に限定するものではないが、本開示の一態様は、第一級アミンおよび炭水化
物反応物が、メラノイジン生成物を形成するように反応するメイラード反応物である。図
１は、最終的にメラノイジンを生成するメイラード反応の概略図を示す。その初期の段階
で、メイラード反応は、炭水化物反応物、例えば還元糖を必要とする（炭水化物反応物は
、メイラード反応条件下で還元糖を生成することが可能な物質に由来することに留意され
たい）。反応には、炭水化物反応物（例えば、還元糖）とアミン反応物、即ちアミノ基を
有する化合物との縮合も含まれる。言い換えれば、炭水化物反応物およびアミン反応物は
、メイラード反応のためのメラノイジン反応物である。これら２種の構成成分の縮合は、
Ｎ－置換グリコシルアミンを生成する。メイラード反応のより詳細な記述については、そ
の開示が参考として本明細書に援用されるHodge,J.E. Chemistry of Browning Reactions
 in Model Systems J.Agric.Food Chem. １９５３年、１巻、９２８～９４３頁を参照さ
れたい。メイラード反応に関する文献は、アミノ酸から生成されたメラノイジンに焦点を
当てている。本開示は、本開示の範囲内の求核剤は安定化部分もまた含むという点で、こ
れら参考文献とは区別することができる。本開示の範囲内と見なされる一般的なアミノ酸
には、アスパラギン、グルタミン、ヒスチジン、リシン、およびアルギニンが含まれる。
【００６２】
　理論に拘泥するものではないが、求核剤と炭水化物反応物との間の共有結合反応につい
て、さらに具体的に記述する。本明細書に記述されるように、本発明の反応の経路は、以
下の理由により、従来技術で教示されたものとは明らかに異なる：（１）本発明の反応は
、完全に塩基性ｐＨで起き得、（２）求核剤は、求核部分および安定化部分を有する二官
能性であり、（３）求核剤は、その二官能性または別の認識されていない現象を通じて、
反応の範囲内でより低い活性化エネルギーを示し、反応速度の予期せぬ増大および／また
は反応が進行する温度の低下をもたらす。



(21) JP 5992903 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

【００６３】
　例示的な実施形態では、求核剤および炭水化物反応物からの高分子量ポリマーの形成に
おける第１のステップは、炭水化物反応物と求核剤との縮合である。証拠は、本明細書に
記述される条件が、この反応を終了まで推進させるのに特に適していることを示す。まず
、結合剤溶液のアルカリ度が縮合を推進させると考えられる。例えば、糖およびアミンな
どの求核剤は、用いられるアミンの塩基強度または溶液のｐＨに比例して水溶液中で褐色
に変化することが示されている。この例において、Ｎ－置換グリコシルアミンは、かなり
の程度まで水溶液中で解離していないままであると考えられる。したがって、解離してい
ない分子が受ける不可逆的変形を、考慮しなければならない。縮合反応は可逆的であるこ
とが公知であるが、本発明者らは、並行して行われる結合剤溶液の脱水により、ルシャト
リエの原理に従って、この反応が終了までさらに推進され得ることを発見した。したがっ
て、最初に、未硬化結合剤組成物の第一級構成要素は、求核剤および炭水化物の縮合生成
物であることが立証された。
【００６４】
　結合剤反応物から高分子量ポリマー生成物への変換における第２のステップは、転位で
あり得る。例示的な転位を、図２のアマドリ転位の概略図として示す。図２を参照すると
、代表的なアミンのＮ－グリコシル誘導体は、シッフ塩基の陽イオンと平衡状態にある。
この平衡はＮ－グリコシルアミンを好むが、シッフ塩基の陽イオンからエノールまたはケ
ト形態へのさらなる転位が自発的に進行することが公知である。この自発的な反応は、脱
水サンプルにおいて速度が増大したので、脱水によってさらに促進されることが発見され
た。本開示の一態様は、化合物がシッフ塩基の陽イオンの形態である間に獲得される正電
荷を安定させることによって、求核剤の構造がこの転位を特に加速させることである。こ
の安定化効果は、本開示の範囲内でそのように求核剤を使用することの強化された効果は
、以前に開示されていないので、従来技術または文献で論じられていないと考えられる。
したがって本開示の一態様は、求核剤が、転位中に陽イオン性塩基に安定性をもたらすタ
イプのものであるということである。別の態様では、求核剤は、実質的に乾燥状態にある
間、転位中に陽イオン性塩基に安定性をもたらすタイプのものである。
【００６５】
　本開示の別の態様は、炭水化物の構造が転位の動態に影響を及ぼすとも考えられること
である。具体的には、結晶質Ｎ－置換グリコシルアミンのＣ－２ヒドロキシルが置換され
ていない場合、化合物は、貯蔵中に転位生成物へとゆっくり変形したことが公知である。
しかし、Ｃ－２ヒドロキシルが置換された場合、転位は実質的に阻害された。したがって
、本開示の一態様は、本開示の炭水化物が、ケトンまたはアルデヒドに隣接するヒドロキ
シルで置換されていないことである。
【００６６】
　例示的な実施形態では、炭水化物反応物と求核剤とのモル比が、約１：１から約３０：
１の範囲にある。別の実施形態では、炭水化物反応物と求核剤とのモル比が約２：１から
約１０：１の範囲にある。さらに別の実施形態では、炭水化物反応物と求核剤とのモル比
が約３：１から約６：１の範囲にある。一態様によれば、硬化速度は、炭水化物反応物と
第一級ポリアミンとのモル比の関数である。この関数によれば、比が低下するにつれて硬
化速度は増大したことが立証され、したがって硬化時間は短くなった。したがって、本開
示の一態様は、他のパラメーターが等しく維持されるならば、硬化時間が炭水化物反応物
とポリアミンとのモル比に直接関係するということである。別の態様では、結合剤硬化時
間は、炭水化物反応物と求核剤とのモル比が約６：１に等しい場合、同等のフェノールホ
ルムアルデヒド結合剤組成物の硬化時間まで短縮される。したがって、一実施形態では、
本開示による結合剤は、炭水化物反応物と求核剤とのモル比が約２：１から約６：１の範
囲にある場合、同等のフェノールホルムアルデヒド結合剤系を超える硬化速度を有する。
【００６７】
　本明細書に記述される反応の別の態様は、最初に、水性反応物溶液（この溶液は、脱水
され、結合剤として使用されてもよい）がアルカリ性ｐＨを有する。本開示の一態様は、
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アルカリ性結合剤溶液が、酸性溶液よりも金属に対する腐食性が低いことである。したが
って、産業に対する実質的な障壁を克服する本開示の１つの特徴は、本明細書に記述され
る結合剤が、アルカリ性結合剤組成物に起因して、本発明の結合剤を含む材料を生成する
のに使用されてもよい製造設備に対して低い腐食性を有することである。他の最近記述さ
れた炭水化物結合剤系（例えば、米国出願公開第２００７／００２７２８３号）よりも優
れた本開示の１つの際立った特徴は、反応が、酸性経路を通じて必ずしも進行するとは限
らないということである。むしろ、本開示の一態様は、未硬化結合剤が、硬化結合剤の形
成をもたらす化学反応の過程全体を通して、アルカリ性ｐＨを有することができることで
ある。したがって未硬化結合剤は、その使用および貯蔵の間中、腐食の危険性をもたらさ
ない。例示的な実施形態では、硬化結合剤の水性抽出物は、約５から約９の範囲のｐＨを
有する。さらに、ポリマー生成物の水性抽出物は、本質的に無色である。
【００６８】
　例示的な実施形態では、ポリマー結合剤で結合された物体集合体を作製する方法は、ポ
リマー結合剤を生成するための反応物および溶媒を含有する溶液を調製するステップであ
って、この反応物が炭水化物反応物および求核剤を含んでいるステップと；この溶液を、
物体集合体上に配置するステップと；溶媒を揮発させて、未硬化生成物を形成するステッ
プと、この未硬化生成物を、炭水化物反応物および求核剤を重合させてポリマー結合剤を
形成させる条件に供するステップとを含む。
【００６９】
　例示的な実施形態では、物体集合体は、絶縁繊維を含む。一実施形態では、絶縁繊維お
よび結合剤を含む繊維絶縁製品について記述される。本明細書で使用される「絶縁繊維」
という用語は、高温に耐えるのに適した耐熱性繊維を示す。そのような繊維の例には、鉱
物線維（ガラス繊維、スラグウールファイバー、およびロックウールファイバー）、アラ
ミド繊維、セラミック繊維、金属繊維、炭素繊維、ポリイミド繊維、あるポリエステル繊
維、およびレーヨン繊維が含まれるが、これらに限定するものではない。例示的に、その
ような繊維は、約１２０℃よりも高い温度に曝されることによる影響を実質的に受けない
。一実施形態では、絶縁繊維がガラス繊維である。さらに別の実施形態では、鉱物線維は
、約７０重量％から約９９重量％の範囲で存在する。
【００７０】
　例示的な実施形態では、物体集合体はセルロース繊維を含む。例えばセルロース繊維は
、木屑、おが屑、木材パルプ、または砕木であってもよい。さらに別の実施形態では、セ
ルロース繊維は、黄麻、亜麻、麻、および藁などの他の天然繊維であってもよい。本明細
書に開示される結合剤は、参考としてその全体が本明細書に援用される公開ＰＣＴ出願Ｗ
Ｏ２００８／０８９８４７に記載された結合剤の代わりに使用してもよい。一実施形態で
は、木質パーティクルおよび結合剤を含む複合木質ボードが開示される。別の実施形態で
は、複合木質ボードがホルムアルデヒドフリーである。一実施形態では、複合木質ボード
は、６ｍｍ超１３ｍｍまでの呼び厚さ範囲を有し、少なくとも約１０５０Ｎ／ｍｍ２の弾
性率（ＭＯＥ）、少なくとも約７Ｎ／ｍｍ２の曲げ強度（ＭＯＲ）、および少なくとも０
．２０Ｎ／ｍｍ２の内部結合強度（ＩＢ）を有する。別の実施形態では、複合木質ボード
は６ｍｍ超１３ｍｍまでの呼び厚さ範囲を有し、少なくとも約１２．５Ｎ／ｍｍ２の曲げ
強度（ＭＯＲ）および少なくとも０．２８Ｎ／ｍｍ２の内部結合強度（ＩＢ）を有する。
別の実施形態では、複合木質ボードは６ｍｍ超１３ｍｍまでの呼び厚さ範囲を有し、少な
くとも約１８００Ｎ／ｍｍ２の弾性率（ＭＯＥ）、少なくとも約１３Ｎ／ｍｍ２の曲げ強
度（ＭＯＲ）、および少なくとも０．４０Ｎ／ｍｍ２の内部結合強度（ＩＢ）を有する。
別の実施形態では、複合木質ボードは、少なくとも約１８００Ｎ／ｍｍ２の弾性率（ＭＯ
Ｅ）を有する。別の実施形態では、複合木質ボードは少なくとも約２５００Ｎ／ｍｍ２の
弾性率（ＭＯＥ）を有する。別の実施形態では、複合木質ボードは少なくとも約１４Ｎ／
ｍｍ２の曲げ強度（ＭＯＲ）を有する。さらに別の実施形態では、複合木質ボードは少な
くとも約１８Ｎ／ｍｍ２の曲げ強度（ＭＯＲ）を有する。一実施形態では、複合木質ボー
ドは少なくとも０．２８Ｎ／ｍｍ２の内部結合強度（ＩＢ）を有する。さらに別の実施形
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態では、複合木質ボードは少なくとも０．４Ｎ／ｍｍ２の内部結合強度（ＩＢ）を有する
。さらに別の実施形態では、複合木質ボードは、２０℃の水中で２４時間後に厚さの変化
を測定した場合、約１２％以下で膨潤する。別の実施形態では、複合木質ボードは、２０
℃の水中で２４時間後に、約４０％以下の吸水率を有する。
【００７１】
　例示的な実施形態では、複合木質ボードは木質パーティクルボード、配向性ストランド
ボード、または中密度ファイバーボードである。一実施形態では、結合剤は、複合木質ボ
ードの約８重量％から約１８重量％（乾燥木質パーティクルの重量に対する乾燥樹脂の重
量）を構成する。別の実施形態では、複合木質ボードはワックスをさらに含む。さらに別
の実施形態では、複合木質ボードは、この複合木質ボードの約０．１重量％から約２重量
％のワックスを含む。例示的な実施形態では、ポリマー結合剤で結合された物体集合体を
作製する方法は、ある量の炭水化物反応物とある量の求核剤とを、モル比が約２：１から
約１０：１の範囲になるように添加することによって溶液を調製するステップを、さらに
含んでもよい。一実施形態では、溶液を調製するステップは、炭水化物反応物およびポリ
アミンを水溶液に添加するステップを含む。別の実施形態では、溶液を調製するステップ
は、溶液のｐＨを約８から約１２の範囲内に調節するステップを含む。さらに別の実施形
態では、ポリマー結合剤で結合された物体集合体を作製する方法は、未硬化生成物を、貯
蔵に適した包装材料に包装するステップをさらに含んでもよい。
【００７２】
　例示的な実施形態では、本開示は、物体集合体および結合剤を含む組成物に関し、この
結合剤は、炭水化物反応物と求核剤との間の反応のポリマー生成物を含んでおり、ポリマ
ー生成物は、実質的に水不溶性である。一実施形態では、物体集合体は、鉱物線維、アラ
ミド繊維、セラミック繊維、金属繊維、炭素繊維、ポリイミド繊維、ポリエステル繊維、
レーヨン繊維、またはセルロース繊維を含む。例えば、セルロース繊維は、木屑、おが屑
、木材パルプ、および／または砕木を含んでいてもよい。一実施形態では、物体集合体は
、砂または他の無機粒状物質を含む。一実施形態では、物体集合体は、石炭微粒子である
。一実施形態では、炭水化物反応物は、デキストロース、キシロース、フルクトース、ジ
ヒドロキシアセトン、およびこれらの混合物からなる群から選択される。一実施形態では
、求核剤は、Ｒ１－Ｑ－Ｒ２であり、式中、Ｑはアルキル、シクロアルキル、ヘテロアル
キル、またはシクロヘテロアルキルであり、上記アルキル、シクロアルキル、ヘテロアル
キル、シクロヘテロアルキルはそれぞれ、任意選択で置換され、Ｒ１は求核部分であり、
Ｒ２は安定化部分である。
【００７３】
　別の実施形態では、組成物はさらに、ケイ素含有化合物を含む。一実施形態では、ケイ
素含有化合物は、官能化シリルエーテルまたは官能化アルキルシリルエーテルであり、例
えばアミノ官能化アルキルシリルエーテルなどである。例えば一実施形態では、ケイ素含
有化合物は、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメ
トキシシラン、またはアミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラン、またはこれらの
混合物であってもよい。別の実施形態では、ケイ素含有化合物は、アミノ官能性オリゴマ
ーシロキサンであってもよい。別の実施形態では、組成物は、制塵油、リン酸一アンモニ
ウム、メタケイ酸ナトリウム五水和物、メラミン、シュウ酸スズ（ＩＩ）、およびメチル
水素シリコーン流体エマルジョンからなる群から選択される腐食防止剤を含む。
【００７４】
　別の例示的な実施形態では、結合剤は、繊維集合体上に配置され、実質的に脱水され、
包装され、次いで貯蔵されるかまたは別の関係者に販売されてもよい。さらなる製造プロ
セスでの使用のために別の関係者に販売された未硬化生成物を、「出荷用未硬化（物）」
と呼んでもよい。さらなる製造プロセスでの使用のために貯蔵された未硬化生成物は、「
プラント用未硬化（物）」と呼んでもよい。このタイプの生成物を販売するかまたは貯蔵
する際、適切な容器またはバッグに包装される。
【００７５】
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　例示的な実施形態では、包装された未硬化繊維生成物は、未硬化結合剤組成物と繊維集
合体とを含み、（ｉ）未硬化結合剤組成物は、繊維集合体に接触し、この繊維集合体を強
固に固め、（ｉｉ）繊維集合体に接触している未硬化結合剤組成物は、適切な包装材料に
包装されている。一実施形態では、未硬化結合剤組成物中の湿分の量は、生成物の全重量
に対して約１重量％から約１５重量％の範囲にあってもよい。さらに別の実施形態では、
適切な包装材料は、未硬化結合剤組成物中の湿分の量を、周囲温度および周囲圧力で１週
間にわたり当初の湿分レベルの約２０％以内に維持することが可能であってもよい。一実
施形態では、包装された未硬化繊維生成物は、適切な包装材料の重量を考慮することなく
、包装された未硬化繊維生成物の重量に対して約３重量％から約３０重量％の未硬化結合
剤組成物を含む。一実施形態では、包装された未硬化繊維生成物は、適切な包装材料の重
量を考慮せずに、包装された未硬化繊維絶縁生成物の重量に対して約６０から約９７重量
％の繊維を含む。
【００７６】
　本開示の一態様は、本明細書に記述される結合剤が、出荷用未硬化物への利用およびプ
ラント用未硬化物への利用において予想外に有用であることである。具体的には、出荷用
未硬化生成物およびプラント用未硬化生成物は、後に別の場所で硬化が起き得るように、
未硬化結合剤と提供される。出荷用未硬化物の場合、硬化温度および時間は、顧客にとっ
て非常に重要な生成物の性質である。具体的には、硬化温度は、顧客の既存設備を使用し
て生成物を硬化させることができるように、十分低くなくてはならない。さらに、硬化時
間は、生成物を硬化させるためのサイクル時間が短い状態のままであるように、十分に短
くなければならない。この産業では、製造設備および許容されるサイクル時間は、フェノ
ールホルムアルデヒド型樹脂を含む未硬化生成物に合わせて確立されてきた。したがって
、十分低い硬化温度は、同等のフェノールホルムアルデヒド型生成物を硬化させるのに適
した硬化温度である。同様に、十分短いサイクル時間は、同等のフェノールホルムアルデ
ヒド型生成物を硬化するためのいつもの手順であるサイクル時間である。当業者なら、特
定の用途は劇的に異なるパラメーターを有する可能性があるので、硬化時間も硬化温度も
明確な量として記述できないことが理解されよう。しかし、モデルシステムの硬化時間お
よび硬化温度は、様々な用途における結合剤性能の信頼性ある予測を行うことができるよ
うに、根底にある化学硬化反応の動態に関して十分代表的な情報を提供することが、十分
に理解される。
【００７７】
　例示的な実施形態では、結合剤の硬化時間および硬化温度は、同等のフェノールホルム
アルデヒド結合剤組成物以下である。一実施形態では、結合剤の硬化時間は、同等のフェ
ノールホルムアルデヒド結合剤組成物の硬化時間未満である。別の実施形態では、結合剤
の硬化温度は、同等のフェノールホルムアルデヒド結合剤組成物の硬化温度未満である。
本明細書で使用される、同等のフェノールホルムアルデヒド結合剤組成物は、参考として
その全体が本明細書に援用される米国特許第６，６３８，８８２号に記載されているもの
と同様である。
【００７８】
　以下に論じるように、様々な添加剤を、結合剤組成物に組み入れることができる。これ
らの添加剤は、本発明の結合剤に、追加の所望の特徴を与える。例えば、結合剤はケイ素
含有カップリング剤を含んでいてもよい。多くのケイ素含有カップリング剤は、Ｄｏｗ－
Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｅｖｏｎｉｋ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、およ
びＭｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓから市販されてい
る。例示的には、ケイ素含有カップリング剤には、シリルエーテルおよびアルキルシリル
エーテルなどの化合物であって、そのそれぞれがハロゲン、アルコキシ、およびアミノな
どで任意選択で置換されていてもよい化合物が含まれる。一変形例では、ケイ素含有化合
物は、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン（ＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１；Ｍｏ
ｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　
Ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ：２２　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｗｏｏｄｓ　Ｂｏｕｌｅｖａｒ
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ｄ、Ａｌｂａｎｙ、ＮＹ　１２２１１　ＵＳＡ）などのアミノ置換シランである。別の変
形例では、ケイ素含有化合物は、アミノ置換シラン、例えばアミノエチルアミノプロピル
トリメトキシシラン（Ｄｏｗ　Ｚ－６０２０；Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ、Ｍｉｄｌａｎ
ｄ、ＭＩ；ＵＳＡ）である。別の変形例では、ケイ素含有化合物は、γ－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン（ＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１８７；Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ）であ
る。さらに別の変形例では、ケイ素含有化合物は、アミノ官能性オリゴマーシロキサン（
ＨＹＤＲＯＳＩＬ　２６２７、Ｅｖｏｎｉｋ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、３７９　Ｉｎｔｅ
ｒｐａｃｅ　Ｐｋｗｙ、Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ、ＮＪ　０７０５４）である。
【００７９】
　ケイ素含有カップリング剤は、溶解した結合剤固形分に対して約０．１重量パーセント
から約１重量パーセント（即ち、水溶液に添加された固形分の重量に対して約０．０５％
から約３％）の範囲で結合剤中に、典型的には存在する。一適用例では、これらケイ素含
有化合物の１種または複数種を、水性結合剤溶液に添加することができる。次いで結合剤
を、結合させる材料に付着させる。その後、結合剤を、所望される場合、硬化させてもよ
い。これらのシリコーン含有化合物は、結合剤が配置される物体（ガラス繊維など）にこ
の結合剤が接着する能力を高める。結合剤が物体に接着する能力を高めることにより、例
えば、組み合わされていないまたは緩く組み合わされた（１種または複数種の）物質にお
いて凝集を生成するかまたは促進させる能力が改善される。
【００８０】
　別の例示的な実施形態では、本発明の結合剤は、１種または複数種の腐食防止剤を含ん
でいてもよい。これらの腐食防止剤は、酸によってもたらされる化学分解により引き起こ
された、金属などの物質の侵食または磨耗を防止または阻害する。腐食防止剤が本発明の
結合剤に含まれる場合、結合剤の腐食性は、この防止剤が存在しない結合剤の腐食性と比
較して低下する。一実施形態では、これらの腐食防止剤は、本明細書に記述されるガラス
繊維含有組成物の腐食性を低下させるのに利用することができる。例示的に、腐食防止剤
には、下記の物質、即ち制塵油、またはリン酸一アンモニウム、メタケイ酸ナトリウム五
水和物、メラミン、シュウ酸スズ（ＩＩ）、および／またはメチル水素シリコーン流体エ
マルジョンの、１種または複数種が含まれる。本発明の結合剤に含まれる場合、腐食防止
剤は、典型的には、溶解した結合剤固形分に対して約０．５重量パーセントから約２重量
パーセントの範囲で結合剤中に存在する。本開示の一態様は、腐食防止添加剤の必要性が
、結合剤溶液のアルカリ性および実質的に脱水された未硬化結合剤によって大幅に低減さ
れることである。一実施形態では、結合剤は腐食防止剤を含まず、結合剤溶液の腐食性は
許容される範囲内にある。
【００８１】
　例示的な実施形態では、結合剤はさらに、非水性加湿剤を含んでいてもよい。非水性加
湿剤は、１種または複数種のポリエーテルを含んでいてもよい。例えば、非水性加湿剤は
、直鎖および／または分岐鎖アルキル基およびアルカリール基を有するエチレンオキシド
またはプロピレンオキシド縮合物を含んでいてもよい。一実施形態では、非水性加湿剤に
は、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールエーテル、チオエーテル、ポリ
オキシアルキレングリコール（例えば、Ｊｅｆｆｏｘ　ＴＰ４００（登録商標））、ジプ
ロピレングリコール、および／またはポリプロピレングリコール（例えば、Ｐｌｕｒｉｏ
ｌ　Ｐ４２５（登録商標）またはＰｌｕｒｉｏｌ　２０００（登録商標））が含まれる。
一実施形態では、非水性加湿剤は、ポリオキシアルキレングリコールまたはポリプロピレ
ングリコールを含む。別の実施形態では、非水性加湿剤は、ポリヒドロキシ化合物をベー
スにした化合物（例えば、部分的にまたは完全にエステル化されたポリヒドロキシ化合物
）を含む。別の実施形態では、非水性加湿剤は、グリセリン、プロピレングリコール、エ
チレングリコール、グリセリンアセテート、ソルビトール、キシリトール、またはマルチ
トールをベースにしたポリヒドロキシを含む。
【００８２】
　別の実施形態では、非水性加湿剤は、テトラヒドロフラン、カプロラクトン、および／
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または、約７から約１８個の炭素原子を含有するアルキル基を有しかつ約４から約２４０
個のエチレンオキシ単位を有するアルキルフェノキシポリ（エチレンオキシ）エタノール
をベースにした、多数のヒドロキシル基を有する他の化合物を含む。例えば、非水性加湿
剤は、ヘプチルフェノキシポリ（エチレンオキシ）エタノールおよび／またはノニルフェ
ノキシポリ（エチレンオキシ）エタノールを含んでいてもよい。別の実施形態では、非水
性加湿剤は、ソルビタン、ソルビド、マンニタン、および／またはマンニドなどのヘキシ
トールのポリオキシアルキレン誘導体を含む。さらに別の実施形態では、非水性加湿剤は
、モノラウリン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソルビタ
ン、トリステアリン酸ソルビタン、モノオレイン酸ソルビタン、および／またはトリオレ
イン酸ソルビタンのポリオキシアルキレン誘導体などの、部分長鎖脂肪酸エステルを含ん
でいてもよい。
【００８３】
　例示的な実施形態では、非水性加湿剤は、エチレンオキシドと疎水性塩基との縮合物を
含み、この塩基は、プロピレンオキシドとプロピレングリコールとを縮合させることによ
って形成されるものである。一実施形態では、非水性加湿剤は、エチレンオキシドと高級
アルキルメルカプタン（例えば、ノニル、ドデシル、テトラデシルメルカプタン、または
、約６から約１５個の炭素原子をアルキル基内に有するアルキルチオフェノール）とを縮
合させることによって調製された硫黄含有縮合物などの硫黄含有縮合物を含む。別の実施
形態では、非水性加湿剤は、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、またはオレイン
酸などの、長鎖カルボン酸のエチレンオキシド誘導体を含む。さらに別の実施形態では、
非水性加湿剤は、オクチル、デシル、ラウリル、またはセチルアルコールなどの長鎖アル
コールのエチレンオキシド誘導体を含む。別の実施形態では、非水性加湿剤は、エチレン
オキシド／テトラヒドロフランコポリマーまたはエチレンオキシド／プロピレンオキシド
コポリマーを含む。
【００８４】
　下記の実施例は、特定の実施形態についてさらに詳細に示す。これらの実施例は、例示
的な目的でのみ提供され、本発明または本発明の概念を、任意の特定の物理構成にいかな
る方法によっても限定するもではないと解釈すべきである。
【実施例】
【００８５】
　（実施例１）
　デキストロース５０ｇ（０．２７８ｍｏｌ）、ヘキサメチレンジアミン５０ｇ（０．４
３１ｍｏｌ）を脱イオン水５６６．６ｇに溶解させた溶液（１５％固形分溶液、ｐＨ１１
．９）を、溶液の沸点まで加熱した。茶色がかった水不溶性ポリマーが、反応容器内の沈
殿物として観察された。
【００８６】
　（実施例２）
　デキストロース５０ｇ（０．２７８ｍｏｌ）、ヘキサメチレンジアミン５０ｇ（０．４
３１ｍｏｌ）を脱イオン水５６６．６ｇに溶解させた上記溶液（１５％固形分溶液、ｐＨ
１１．９）から、結合剤溶液２ｇを、モイスチャーバランス内に配置したフィルターパッ
ドに付着させ、１２０℃で１５分間加熱した。茶色がかった水不溶性ポリマーが、フィル
ターパッド上に形成された。脱イオン水１００ｇを使用した、硬化したフィルターパッド
の抽出物は、本質的に無色であり、ｐＨ６．８を有する。
【００８７】
　（実施例３）
　デキストロース８５ｇ（０．４７２ｍｏｌ）、ヘキサメチレンジアミン１５ｇ（０．１
２９ｍｏｌ）を脱イオン水５６６．６ｇに溶解させた溶液（１５％固形分溶液、ｐＨ１０
．８）を調製した。結合剤溶液２ｇを、モイスチャーバランス（Moisture Balance）内に
配置したフィルターパッドに付着させ、１４０℃で１５分間加熱した。茶色がかった水不
溶性ポリマーが、フィルターパッド上に形成された。脱イオン水１００ｇを使用した、硬



(27) JP 5992903 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

化したフィルターパッドの抽出物は、本質的に無色であり、ｐＨ６．８を有する。
【００８８】
　（実施例４）
　デキストロース９５ｇ（０．５２８ｍｏｌ）、ヘキサメチレンジアミン５ｇ（０．０４
３ｍｏｌ）を脱イオン水５６６．６ｇに溶解させた溶液（１５％固形分溶液）を調製した
。結合剤溶液２ｇを、モイスチャーバランス内に配置したフィルターパッドに付着させ、
１８０℃で１５分間加熱した。茶色がかった水不溶性ポリマーが、フィルターパッド上に
形成された。脱イオン水１００ｇを使用した、硬化したフィルターパッドの抽出物は、本
質的に無色であり、ｐＨ６．８を有する。
【００８９】
　（比較例１）
　デキストロース１８０ｇ（１ｍｏｌ）を脱イオン水１０２０ｇに溶解させた溶液（１５
％固形分溶液）を調製した。結合剤溶液２ｇを、モイスチャーバランス内に配置したフィ
ルターパッドに付着させ、１８０℃で１５分間加熱した。水不溶性ポリマーは、フィルタ
ーパッド上に形成されなかった。得られた熱処理済み結合剤は、本質的に完全に水溶性で
あった。
【００９０】
　硬化速度および硬化時間：重量が４４ｇである正方形のガラス繊維マット（１３”×１
３”）（３４．５ｇ／ｆｔ２に相当する）に、１５％固形分を含有する結合剤を含浸させ
た。過剰な結合剤を真空吸引によって除去し、湿ったマットを炉（再循環）内で、９０°
Ｆで少なくとも１２時間乾燥する。
【００９１】
　乾燥したマットを、同じ寸法の４つの正方形に切断する。正方形を、互いの上に積み重
ね、レコーダーに接続された少なくとも１つの熱電対（即ち、オーブンモル(oven mole)
）を、第２および第３の層の間の積層体の中央に配置する。
【００９２】
　温度制御プラテンを備えた成型プレスを、４００°Ｆ（２０４℃）に加熱する。準備さ
れた熱電対を備えたサンプルをプラテンの中央に配置し、５／８”の厚さに所定時間（即
ち、３．５分、４．０分、５．０分、６．０分、１５分）プレスする。
【００９３】
　各成型サンプルについて、表面の均一性、水ホールドアップ性、および抽出物の試験を
することにより、硬化度に関して評価を行った。サンプルは、「こぶ」が全くない状態で
表面が滑らかになり、サンプルを水に浸漬したときにサンプルが著しく弱まることがなく
、サンプルを水に浸漬したときに抽出物の著しい着色が形成されない場合に、サンプルが
硬化したと見なした。サンプルの中心の温度プロファイルを、成型サイクル中に測定し、
図３に示す。
【００９４】
　（比較例２）
　フェノールホルムアルデヒド結合剤。
乾燥固形分をベースにした組成：
　－　硫酸アンモニウム　２．４１部
　－　アンモニア　１．０８部
　－　シランＡ１１０１　０．２１部
　－　９６．３％フェノールホルムアルデヒド樹脂：Ｕｒｅａ　Ｐｒｅｍｉｘ（７０：３
０）
比較例２を、図３では結合剤１と呼ぶ。
【００９５】
　（比較例３）
　炭水化物－無機酸結合剤。
乾燥固形分をベースにした組成：
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　－　デキストロース　８１．５９部
　－　硫酸アンモニウム　１７．０９部
　－　アンモニア　１部
　－　シランＡ１１０１　０．３部
比較例３を、図３では結合剤２と呼ぶ。
【００９６】
　（実施例５）
乾燥固形分をベースにした組成：
　－　デキストロースおよびアンモニア溶液（２ｍｏｌ／リットルのデキストロースおよ
び２ｍｏｌ／リットルのアンモニアを含有する水溶液）８０．９４部
　－　ヘキサメチレンジアミン　１９．０６部
実施例５を、図３では結合剤４と呼ぶ。
【００９７】
　本開示の範囲内にある結合剤の完全な硬化を実現するのに必要な時間は、多様な化学的
性質を有する３つの比較例の結合剤系の場合よりも短いことが決定された。このモデル系
は、他の変数が一定に保たれることを前提に、硬化時間が結合剤系の化学的性質に依存す
ることを示す。本開示の範囲内にある例示的な結合剤組成物の化学的性質は、これらの他
の例示的な系に比べて改善された硬化時間を実現する。結果を以下に示す。
【００９８】
【表１】

　次に図３を参照すると、結合剤１、２、および４のそれぞれに特徴的な温度プロファイ
ルが示されている。温度プロファイルは各結合剤ごとに特徴的であることがわかった。硬
化速度および硬化時間が硬化温度プロファイルの特徴でないことは、立証されなかった。
しかし硬化温度プロファイルは、硬化速度および硬化時間を理解し予測するのを助ける。
具体的には、比較例３は最長の硬化時間を必要とし、同様に硬化温度プロファイルは、漸
近的に最大限にするのに最も長い時間を必要とした。同様に、実施例５は、漸近的に最大
限にするのに最も短い時間を必要とし、最短の硬化時間を実証した。
【００９９】
　炭水化物反応物：ポリアミンの比が硬化サイクル時間に及ぼす影響。ウェットレイドマ
ット（ＷＬＭ）を、デキストロース一水和物（ＤＭＨ）とヘキサメチレンジアミン（ＨＭ
ＤＡ）を様々な比で用いて作製した。試験をした重量比には、それぞれ７５／２５、８５
／１５、および９２／８が含まれる。
【０１００】
　１５％デキストロース－ＨＭＤＡ結合剤を、５つのＷＬＭに付着させた。下記の結合剤
組成物を調製した。
【０１０１】
【表２】



(29) JP 5992903 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

　マットを、厚さ３／８”の１３”×１３”の小片に調製する。マットの成型に使用した
プレスを４００°Ｆに設定する。サンプルが成型されると、その厚さは約５／８”である
。温度プロファイルを、１５分間隔で最初に決定した。次のサンプルを４分間プレスした
。これは、同等のフェノールホルムアルデヒド結合剤組成物を硬化するのに要する時間で
ある（結果は図示せず）。各組成物を硬化するのに必要な最短時間が決定されるまで、実
験を、様々な硬化時間で繰り返した。各結合剤が硬化するまでの範囲を、重量に基づいて
決定した。下記の結果が決定された。
【０１０２】
【表３】

　上述のように、同等のフェノールホルムアルデヒドをベースにした生成物（例えば、比
較例２）は、４分のサイクル時間で硬化する。さらに、同等の炭水化物をベースにした結
合剤（例えば、比較例３）は、５分のサイクル時間で硬化する。これらの結果は、炭水化
物反応物と第一級ポリアミンとが８５／１５以下である本開示の範囲内にある結合剤が、
フェノールホルムアルデヒドをベースにした生成物と同等のまたはそれよりも速い速度で
硬化することを示す。さらなる実験は、より低い温度で等しい硬化時間を実現するために
、より短い硬化時間を有する生成物において硬化温度を下げることができることを示した
。得られた結果は、アレニウスの式に基づいた本発明者らの予測に基本的には一致した。
【０１０３】
　詳述されるそれら実施例に加え、下記の実施例を、炭水化物反応物およびポリアミンが
広範な代替例を含んでもよいことを確実にするために行った。
【０１０４】
【表４】

　他のデキストロース－求核剤の実施例：
　（実施例１６）
　脱イオン水５６．０８ｇ、デキストロース一水和物７．１５ｇ、および１，１２－ジア
ミノドデカン３．５ｇの懸濁液を、１１Ｎ　ＨＣｌでｐＨ１．０に酸性化し、撹拌しなが
ら７０℃に加熱した結果、無色透明の溶液が得られた。溶液は、熱硬化性の水不溶性ポリ
マーを１６０℃で形成する（試験条件：結合剤溶液２ｇを、モイスチャーバランス内に配
置したフィルターパッドに付着させる。フィルターパッドを１６０℃で１５分間加熱する
）。脱イオン水１００ｇによる硬化したフィルターパッドの抽出物は、本質的に無色であ
る。
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　（実施例１７）
　デキストロース一水和物８．２５ｇおよび１，５－ジアミノ－２－メチルペンタン（Ｄ
ｙｔｅｋ　Ａ、Ｉｎｖｉｓｔａ）２．５０ｇを脱イオン水５６．０８ｇに溶解させた溶液
は、熱硬化性の水不溶性ポリマーを１６０℃で形成する（試験条件：結合剤溶液２ｇを、
モイスチャーバランス内に配置したフィルターパッドに付着させる。フィルターパッドを
１６０℃で１５分間加熱する）。脱イオン水１００ｇによる硬化したフィルターパッドの
抽出物は、本質的に無色である。
【０１０６】
　（実施例１８）
　デキストロース一水和物８．０３ｇおよびＮ－（３－アミノプロピル）－１，３－プロ
パンジアミン２．７０ｇを脱イオン水５６．０８ｇに溶解させた溶液は、熱硬化性の水不
溶性ポリマーを２００℃で形成する（試験条件：結合剤溶液２ｇを、モイスチャーバラン
ス内に配置したフィルターパッドに付着させる。フィルターパッドを２００℃で１５分間
加熱する）。脱イオン水１００ｇによる硬化したフィルターパッドの抽出物は、微かに黄
色がかった色を有する。
【０１０７】
　（実施例１９）
　デキストロース３ｇ（０．０１６ｍｏｌ）およびヘキサメチレンジアミン０．５ｇ（０
．００４ｍｏｌ）を脱イオン水９ｍＬに溶かした溶液を、調製した。この反応混合物を１
００℃で１時間加熱し、その後、ジチオトレイトール０．７ｇ（０．００４ｍｏｌ）を混
合物に添加して、これをフィルターパッドに滴下し、このフィルターパッドを１２５℃で
加熱した。茶色がかった水不溶性ポリマーをフィルターパッド上に形成した。
【０１０８】
　（実施例２０）
　デキストロース３ｇ（０．０１６ｍｏｌ）、ヘキサメチレンジアミン０．５ｇ（０．０
０４ｍｏｌ）を脱イオン水９ｍＬに溶かした溶液を調製した。この反応混合物を１００℃
で１時間加熱し、その後、ブタンジチオール０．５２ｇ（０．００４ｍｏｌ）を混合物に
添加して、これをフィルターパッドに滴下し、このフィルターパッドを１２５℃で加熱し
た。茶色がかった水不溶性ポリマーをフィルターパッド上に形成した。
【０１０９】
　ガス熱分解で結合剤サンプルを分析するための手順。表面に結合剤を有する硬化生成物
約１０ｇを試験管に入れ、次いで試験管を１０００°Ｆに２．５分間加熱し、そのときに
ヘッドスペースをサンプリングし、ガスクロマトグラフィー／質量分析法（ＧＣ／ＭＳ）
により下記の条件下で分析する：炉、５０℃で１分間－１０℃／分で３００℃にし１０分
間；入口、２８０℃スプリットレス；カラム、ＨＰ－５　３０ｍｍ×０．３２ｍｍ×０．
２５μｍ；カラム流、１．１１ｍＬ／分　ヘリウム；検出器、ＭＳＤ　２８０℃；注入体
積、１ｍＬ；検出器モード、スキャン３４～７００ａｍｕ；閾値、５０；およびサンプリ
ング速度、２２スキャン／秒。サンプルにおけるクロマトグラフィーピークの質量スペク
トルのコンピューターサーチを、質量スペクトルのＷｉｌｅｙライブラリーに対して行う
。最良の一致が報告される。０から９９に及ぶ品質指数（ライブラリースペクトルに対す
る一致の近さ）が生成される。９０以上の品質指数を有するピークの同一物だけが報告さ
れる。
【０１１０】
　下記の表は、メラノイジンをベースにした結合剤組成物の熱分解中に生成された気体化
合物のＧＣ／ＭＳ分析から予測される、代表的な熱分解データを示す。
【０１１１】
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【表５】

　下記は、ポリアミン構成成分としてヘキサメチレンジアミンを使用して調製された結合
剤サンプルの熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法（ＰｙＧＣ－ＭＳ）で観察された
、化学種を挙げたものである。熱分解は、２００℃、３００℃、および７７０℃で実施し
た。フィンガープリントは、２００℃および３００℃の両方で、質量クロマトグラムにお
いて酢酸に相当する非常に有意なピークを示し、これは、デキストロースおよび硫酸アン
モニウムを使用して作製されたサンプル（比較例３参照）では見られないものであり、有
意な揮発物質は特に３００℃でのＳＯ２であった。７７０℃で、観察されたピークを、保
持時間が増加する順に、下記の通り割り当てた：Ａ：共溶出されるＣ５Ｈ１０、Ｃ５Ｈ１

２、アセトン、おそらくは低分子量の酢酸エステル；Ｂ：Ｃ５Ｈ８ジエン；Ｃ：Ｃ５Ｈ８

ジエン；Ｄ：おそらくはペンタノール；Ｅ：Ｃ６Ｈ１２－メチルペンテン；Ｆ：ヘキサン
；Ｇ：メチルシクロペンタン；Ｈ：シクロヘキサジエン；Ｉ：Ｃ６Ｈ１０－おそらくはメ
チルシクロペンタン；Ｊ：ベンゼン；Ｋ：酢酸；Ｌ：シクロヘキセン；Ｍ：おそらくはノ
ナノール；Ｎ：２－メチル－３－ペンタノン；Ｏ：２，５－ジメチルフラン；Ｐ：Ｃ７Ｈ

１０＋未割当共溶出物；Ｑ：ピリジン＋未割当共溶出物；Ｒ：トルエン；Ｓ：おそらくは
デセナール＋未割当共溶出物；Ｔ：２－エチル－５－メチルフラン；Ｕ：メチルピリジン
；Ｖ：メチルピロール；Ｗ：キシレン；Ｘ：未割当（これはアルコール官能性を有する）
；Ｙ：未割当；Ｚ：キシレン＋未割当共溶出物；ＡＡ：未割当；ＡＢ：ジメチルピロール
；ＡＣ：ジメチルピリジン；ＡＤ：ジメチルピリジン；ＡＥ：未割当；ＡＦ：未割当；Ａ
Ｇ：エチルメチルピロール＋未割当共溶出物；ＡＩ：未割当であるが明瞭な質量スペクト
ル（Ｎ含有）、ピロール関連；ＡＪ：未割当であるが明瞭な質量スペクトル（Ｎ含有）、
おそらくはアセトアミド；ＡＫ：未割当であるが明瞭な質量スペクトル（Ｎ含有）、ピロ
ール関連；ＡＬ：未割当であるが明瞭な質量スペクトル（Ｎ含有）ピロール関連；ＡＭ：
未割当であるが明瞭な質量スペクトル（Ｎ含有）、ピロール関連。ピークＡＩからＡＭに
見られる明瞭な質量スペクトルは、ポリアミン構成成分を持たない従来の結合剤のデータ
では見られない。
【０１１２】
　乾燥および耐候引張り強度を評価するための手順。それらの乾燥および「耐候」引張り
強度について評価した場合、所与の結合剤を用いて調製されたガラスビーズ含有シェルボ
ーン組成物は、その特定の結合剤で調製されたガラス繊維生成物と同様の引張り強度およ
び同様の耐久性の指標をそれぞれ提供する。予測された耐久性は、シェルボーンの耐候引
張り強度：乾燥引張り強度の比に基づく。シェルボーンは、例えばヘキサメチレンジアミ
ン－デキストロース結合剤混合物に対して、下記の通り調製され、天候に曝され、試験さ
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れる。
【０１１３】
　シェルボーン金型（Ｄｉｅｔｅｒｔ　Ｆｏｕｎｄｒｙ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍ
ｅｎｔ；Ｈｅａｔｅｄ　Ｓｈｅｌｌ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ、Ｍｏｄｅｌ　
３６６、およびＳｈｅｌｌ　Ｍｏｌｄ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ）を所望の温度、一般には４
２５°Ｆに設定し、少なくとも１時間にわたり加熱上昇させる。シェルボーン金型を加熱
する間、水性結合剤（一般に、結合剤固形分１５％）約１００ｇを調製する（例えば、実
施例７で記述されるように）。大きなガラスビーカーを使用して、ガラスビーズ（Ｑｕａ
ｌｉｔｙ　Ｂａｌｌｏｔｉｎｉ　Ｉｍｐａｃｔ　Ｂｅａｄｓ、Ｓｐｅｃ．ＡＤ、ＵＳ　Ｓ
ｉｅｖｅ　７０－１４０、１０６－２１２ミクロン－＃７、Ｐｏｔｔｅｒｓ　Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．製）７２７．５ｇを差引計量する。ガラスビーズを、清浄かつ乾燥
した混合ボウルに注ぎ、このボウルを電気ミキサースタンドに載置した。水性結合剤約７
５ｇを、混合ボウル内のガラスビーズにゆっくり注ぐ。次いで電気ミキサーに電源を入れ
、ガラスビーズ／結合剤混合物を１分間撹拌する。大きなスパチュラを使用して、ウィス
ク（ミキサー）の側面を擦り取ることにより、結合剤の塊を全て除去し、それと共に、ガ
ラスビーズがボウルの底面に存在しているエッジ部も擦り取る。次いでミキサーに、さら
に１分間元のように電源を入れ、次いでウィスク（ミキサー）をユニットから取り外し、
その後、ガラスビーズ／結合剤の混合物が入っている混合ボウルを取り外す。大きなスパ
チュラを使用して、ウィスク（ミキサー）に付着したできる限り多くの結合剤およびガラ
スビーズを除去し、次いで混合ボウル内のガラスビーズ／結合剤の混合物に混ぜる。次い
でボウルの側面を擦り取って、側面に蓄積されていた可能性のある任意の過剰な結合剤に
混合する。この時点で、ガラスビーズ／ヘキサメチレンジアミン－デキストロース結合剤
混合物は、シェルボーン金型の中で成型する用意ができている。
【０１１４】
　シェルボーン金型のスライドは、底部金型プラテン内で位置合わせされることが確認さ
れる。次いで大きなスパチュラを使用して、ガラスビーズ／ヘキサメチレンジアミン－デ
キストロース結合剤混合物を、シェルボーン金型内の３つの金型キャビティーに素早く加
える。各キャビティー内の混合物の表面を平らに均し、一方、過剰な混合物は擦り落とし
て、均一な表面領域をシェルボーンに与える。キャビティーのいずれかに存在するどの不
整合およびギャップも、追加のガラスビーズ／ヘキサメチレンジアミン－デキストロース
結合剤混合物で満たし、次いで平らに均す。ガラスビーズ／ヘキサメチレンジアミン－デ
キストロース結合剤混合物をシェルボーンキャビティー内に置いたら、混合物を熱に曝し
、硬化を開始する。操作時間は試験結果に影響を及ぼす可能性があり、例えば２つの異な
る状態で硬化した層を有するシェルボーンが生成される可能性があるので、シェルボーン
は一貫して迅速に調製される。シェルボーン金型が充填されたら、上部プラテンを素早く
底部プラテン上に配置する。同時に、またはその後すぐに、硬化時間の測定をストップウ
ォッチを用いて開始し、その間の底部プラテンの硬化温度は約４００°Ｆから約４３０°
Ｆに及び、一方、上部プラテンの温度は約４４０°Ｆから約４７０°Ｆに及ぶ。経過時間
７分で、上部プラテンを取り外し、スライドを引き出して、３つのシェルボーン全てを取
り外すことができるようにする。次いで新しく作製されたシェルボーンを、シェルボーン
金型プラテンに隣接したワイヤーラック上に配置し、室温まで冷却させる。その後、各シ
ェルボーンに標識を付け、適切に標識が付されたプラスチック貯蔵バッグ内に各シェルボ
ーンを個別に置く。シェルボーンを、調製したその日に試験できない場合は、シェルボー
ン含有プラスチックバッグをデシケーターユニット内に置いた。
【０１１５】
　シェルボーン用状態調節（耐候）手順：ブルーＭ湿度チャンバーの電源を入れ、次いで
９０°Ｆおよび相対湿度９０％（即ち、９０°Ｆ／９０％ｒＨ）の耐候条件が提供される
ように設定する。湿度チャンバーの側面にある水タンクをチェックし、定期的に、通常は
電源を入れるごとに充填する。湿度チャンバーを、少なくとも４時間かけて、典型的には
丸１日の平衡期間で、指定された耐候条件に到達させる。耐候条件に曝されるシェルボー
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ンを、開いた状態の湿度チャンバーのドアを通して湿度チャンバーの上方のスロット付き
の棚に、１つずつ素早く投入する（ドアが開いている間は湿度および温度が共に低下する
ので）。シェルボーンが湿度チャンバー内に置かれる時間を書き留め、耐候試験を２４時
間実施する。その後、湿度チャンバーのドアを開き、一組のシェルボーンを一度に素早く
取り出し、それぞれのプラスチック貯蔵バッグに個別に入れ、完全に密封する。一般に、
１から４組のシェルボーンを同時に、上述のように耐候試験にかける。耐候試験がなされ
たシェルボーンをすぐにＩｎｓｔｒｏｎ部屋に持って行き、試験をする。
【０１１６】
　シェルボーンを破壊するための試験手順：Ｉｎｓｔｒｏｎ部屋において、確実に適正な
ロードセル（即ち、Ｓｔａｔｉｃ　Ｌｏａｄ　Ｃｅｌｌ　５ｋＮ）が据え付けられるよう
にしながらシェルボーン試験法を５５００Ｒ　Ｉｎｓｔｒｏｎマシンに導入し、このマシ
ンを１５分間ウォームアップする。この期間中に、シェルボーン試験グリップがマシンに
設置されたことを確認する。ロードセルをゼロにし、バランスを保ち、次いで一組のシェ
ルボーンを下記の通り同時に試験する：シェルボーンをそのプラスチック貯蔵バッグから
取り外し、次いで計量する。次いで重量（単位：グラム）を、Ｉｎｓｔｒｏｎマシンに接
続されたコンピューターに入力する。次いで測定されたシェルボーンの厚さ（単位：イン
チ）を、試験片の厚さとして３回、Ｉｎｓｔｒｏｎマシンに接続されたコンピューターに
入力する。次いでシェルボーン試験片をＩｎｓｔｒｏｎマシンのグリップに配置し、Ｉｎ
ｓｔｒｏｎマシンのキーパッドを介して試験を開始する。シェルボーン試験片を取り出し
た後、測定された破壊点を、Ｉｎｓｔｒｏｎマシンに接続されたコンピューターに入力し
、一組の全てのシェルボーンの試験がなされるまで試験を継続する。
【０１１７】
　炭水化物反応物：ポリアミンの比がシェルボーンの性質に及ぼす影響。シェルボーンを
、シラン添加剤（ＩＳＩＯ２００）と共に、デキストロース一水和物（ＤＭＨ）およびヘ
キサメチレンジアミン（ＨＭＤＡ）を様々な比で用いて作製し、２５ｍｍ／分の試験速度
で上述のように試験をした。試験をした重量比には、９０／１０、８５／１５、８０／２
０、および７５／２５がそれぞれ含まれる。
【０１１８】

【表６】

　（実施例）
　ガラスウール（ガラス繊維）試験
　２種のグルコース－ヘキサメチレンジアミン結合剤と標準結合剤との品質の比較を、ガ
ラスウール製品（Ａｃ＋０３２　１００ｍｍ　１２００ｍｍ幅；３２ｋｇ／ｍ３－１５ｍ
／分）での硬化および剛性に関して、分断強度および密度を測定することにより実施した
。
結合剤１：８５％グルコース－１５％ヘキサメチレンジアミン。
結合剤２：９０％グルコース－１０％ヘキサメチレンジアミン。
【０１１９】
　通常の分断強度（オートクレーブ前）および耐候分断強度（オートクレーブ後）は、国
際特許出願公開番号ＷＯ２００８／０８９８５１またはＷＯ２００９／０１９２３５に記
載されるように測定することができる。
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【０１２０】
　標準結合剤に関する分断強度
【０１２１】
【表７】

　結合剤１に関する分断強度：
【０１２２】

【表８】

　結合剤２に関する分断強度
【０１２３】
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【表９】

試験中の観察所見：製品は、２種のグルコース－ヘキサメチレンジアミン結合剤では線上
でより茶色がかっていた。
【０１２４】
　結論：２種のグルコース－ヘキサメチレンジアミン結合剤の場合、分断強度（長手方向
の引張り強度である）の結果は著しい改善を示し、著しい改善は、３つの他の剛性試験（
「６０°」試験－シュートに対して６０°に傾けたときに測定されたたるみ；「テーブル
」試験－水平面に対して測定されたたるみ；およびＡｃｅｒｍｉ試験－テーブルの縁から
３５ｃｍで測定されたたるみ）で観察された。
【０１２５】
　（実施例）
　パーティクルボード試験
　尿素－ホルムアルデヒド結合剤（ＵＦ　Ｅ０）を使用して、および炭水化物ポリアミン
（ヘキサメチレンジアミン）結合剤を使用して作製されたパーティクルボードの品質の比
較を、下記の条件下で実施した。
ボードサイズ：３５０×３３３ｍｍ、および主に厚さ１０ｍｍ（２×２０ｍｍ）。
プラテン温度：主に１９５℃であるが、１７５および約２１５℃でもある。
圧力：設定３．５Ｍｐａ（３５ｂａｒ）－実測３５Ｋｇ／ｃｍ２、実現には５６ｂａｒ。
密度目標：６５０ｋｇ／ｍ３

プレス前に調製されたプリフォーム。
【０１２６】
　結果
【０１２７】
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【表１０】

　調製された全てのボードは高品質であるように見え、裂け目または脱気は観察されなか
った。この炭水化物ポリアミン配合物で作製されたボードは、１５０秒間硬化させた場合
に尿素ホルムアルデヒドボードに匹敵する。

【図１】

【図２】

【図３】
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