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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食品若しくは飲料の容器又はこれらの一部の金属基材と、
　前記金属基材の主表面の少なくとも一部の上に塗布されたコーティングとを含む物品で
あって、前記コーティングが、
　次の式Ｉ：－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、それぞれのＡｒは、独立にアリール又はヘテロアリール基であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　前記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有し、
　少なくとも７０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を示す膜形成量のポリエーテルポリマーを
含み、そして、
　前記ポリエーテルポリマーの骨格鎖が－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメントを
含み、前記ポリエーテルポリマーの数平均分子量が少なくとも２，０００であり、
　前記コーティング組成物が、少なくともビスフェノールＡ及びビスフェノールＡのジグ
リシジルエーテルを実質的に含まない、
上記物品。
【請求項２】
　前記ポリエーテルポリマーが７０～１５０℃のＴｇを示す、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
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　前記ポリエーテルポリマーが８０～１１０℃のＴｇを示す、請求項１に記載の物品。
【請求項４】
　アリール又はヘテロアリール基が、前記ポリマーの重量に対してポリマー中に存在する
アリール及びヘテロアリール基の総重量に基づいてポリエーテルポリマーの少なくとも２
０重量パーセントを構成する、請求項１～３のいずれかに記載の物品。
【請求項５】
　前記ポリエーテルポリマーが、ポリエポキシド及び多価フェノールを含む成分の反応生
成物である、請求項１～４のいずれかに記載の物品。
【請求項６】
　前記ポリエポキシド及び前記多価フェノールのそれぞれがアリール又はヘテロアリール
基を独立に含む、請求項５に記載の物品。
【請求項７】
　Ｒが、存在する場合には、
　－Ｃ（ＣＨ３）２－以外の二価の基である、請求項１～６のいずれかに記載の物品。
【請求項８】
　ｎが１であり、Ｒが２つのＡｒ基を接続する骨格鎖セグメント中に四級炭素原子を含む
、請求項１～７のいずれかに記載の物品。
【請求項９】
　Ｒが少なくとも１つの環式基を含む、請求項８に記載の物品。
【請求項１０】
　次の式Ｉ：－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、
　それぞれのＡｒは、独立にアリール又はヘテロアリール基であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　前記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有し、
　少なくとも７０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）及び少なくとも２，０００の数平均分子量
を示し、前記ポリエーテルポリマーの骨格鎖が－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメ
ントを含む、膜形成量のポリエーテルポリマー及び
　液体キャリアを含む、コーティング組成物であって、
　前記コーティング組成物が、少なくともビスフェノールＡ及びビスフェノールＡのジグ
リシジルエーテルを実質的に含まない、
コーティング組成物。
【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、それぞれが、参照により全体として本明細書に組み込まれている、２０１０
年４月１６日に出願され、「ＣＯＡＴＩＮＧ　ＣＯＭＰＯＳＩＴＯＮＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮ
ＴＡＩＮＥＲＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＯＤＳ　ＯＦ　ＣＯＡＴＩＮＧ」と題された、米国特許
仮出願第６１／３２４，９９７号、２０１０年５月１０日に出願され、「ＣＯＡＴＩＮＧ
　ＣＯＭＰＯＳＩＴＯＮＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＡＩＮＥＲＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＯＤＳ　Ｏ
Ｆ　ＣＯＡＴＩＮＧ」と題された、米国特許仮出願第６１／３３３，１３３号の利益を主
張する。
【背景技術】
【０００２】
　コーティングを金属に塗布することによって腐食を遅延又は防止することはすでに確立
されている。このことは、金属製の食品及び飲料缶などのパッケージング容器の分野で特
に当てはまる。コーティングは、典型的には、このような容器の内部に塗布されて、内容
物が金属が容器に接触するのを防止する。金属とパッケージされた製品との接触は、金属
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容器の腐食を生じる恐れがあり、パッケージされた製品を汚染する可能性がある。このこ
とは、容器の内容物が化学的に浸蝕性である場合に特に当てはまる。保護コーティングも
、食品及び飲料容器の内部に塗布されて、食物製品の充填線と容器の蓋との間の容器のヘ
ッドスペース中の腐食を防止する。
【０００３】
　パッケージ用コーティングは、好ましくは基材に高速塗布可能であり、硬化時には必要
な性質を提供して、この要求の厳しい最終使用において機能しなければならない。例えば
、このコーティングは、好ましくは食品との接触に対して安全でなければならず、パッケ
ージされた食品又は飲料製品の味に悪影響を与えてはならず、基材に対して優れた接着性
を有し、汚れ及び「ポッピング」、「白化」及び／又は「発泡」などの他のコーティング
欠陥に対する耐性を有し、そして厳しい環境に曝される場合でも長期間にわたって劣化へ
の耐久性を示さなければならない。加えて、このコーティングは、一般に、容器加工時に
好適な膜の一体性を維持し、容器が製品のパッケージンング時に受ける処理条件に耐える
能力がなければならない。
【０００４】
　ポリ塩化ビニル系コーティング及びビスフェノールＡ（「ＢＰＡ」）を組み入れたエポ
キシ系コーティングを含む、様々なコーティングが内部保護缶コーティングとして使用さ
れてきた。しかしながら、これらのコーティングの各タイプは、潜在的な欠点を有する。
例えば、ポリ塩化ビニル又は関連するハロゲン含有ビニルポリマーを含有する材料のリサ
イクルは問題である可能性がある。一部には食品と接触するエポキシコーティングの配合
に通常使用される特定のＢＰＡ系化合物を低減又は削除したいという欲求も存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　市場で必要とされているものは、例えば、パッケージ用コーティングなどのコーティン
グで使用するための改善されたバインダーシステムである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、パッケージング物品の金属基材を含む様々な基材のコーティングにおいて有
用なコーティング組成物を提供する。好ましい実施形態では、このコーティング組成物は
、食品又は飲料容器、又はこれらの一部の１つ以上の、内部の食品との接触表面を含む外
部又は内部表面をコーティングするのに有用である。
【０００７】
　好ましい実施形態では、このコーティング組成物は、有効な量（例えば、膜形成量）の
ポリマー、好ましくは、ビスフェノールＡ（「ＢＰＡ」）又はＢＰＡのジグリシジルエー
テル（「ＢＡＤＧＥ」）から誘導される構造単位を含まないポリエーテルポリマーを含む
。特定の好ましい実施形態では、このポリマーは、（ｉ）少なくとも７０℃、及びより好
ましくは７０～１５０℃のガラス転移温度（「Ｔｇ」）を示し、そして／又は（ｉｉ）少
なくとも１つ及びより好ましくは複数の多環式基を含む。一部の実施形態では、このポリ
マーは、少なくとも７０℃のＴｇを示し、１つ以上の多環式基を含む。加えて、このポリ
マーは、好ましくは、下記の式Ｉ：
　－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－　　　　　　（Ｉ）
　（式中、それぞれのＡｒは、独立にアリール又はヘテロアリール基（典型的には二価の
アリーレン又はヘテロアリーレン基）であり、それぞれのｎは独立に０又は１であり、Ｒ
は、存在する場合には、二価の有機基であり、そして式Ｉに示されている２個の酸素原子
は好ましくはそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有する。
【０００８】
　一部の実施形態では、このコーティング組成物が、食品又は飲料容器の外側表面上での
使用を意図されているか、又は化学的に浸蝕性でない食品又は飲料製品のパッケージでの
使用を意図されている場合には、このポリエーテルポリマーは、７０℃未満のＴｇを示し



(4) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

てもよい。
【０００９】
　式Ｉ中のＲは、存在する場合には、ポリマーに対する特定の要求によって、変わること
ができる。一部の実施形態では、Ｒは、好ましくは－Ｃ（ＣＨ３）２－以外の基である。
一部の実施形態では、Ｒは、所望により環式基中に存在してもよい１つ以上の四級炭素原
子を含む。このような一実施形態では、Ｒは、環式基、より好ましくは６員の炭素環（例
えば、好ましくは二価である、置換又は非置換シクロヘキサン基）、更により好ましくは
環の炭素原子がＡｒ基対を連結する鎖中に存在する四級炭素原子である、６員の炭素環を
含む。一部の実施形態では（例えば、式Ｉのセグメントが、１，１－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ
フェニル）－シクロヘキサン、又はこれらの置換変異体から誘導される場合）、環式基の
四級炭素原子はそれぞれのＡｒ基の炭素原子に直接に結合してもよい。
【００１０】
　好ましい実施形態では、このポリマーは、好ましくはオキシランから誘導される、二級
ヒドロキシル基、より好ましくは１つ以上の－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメン
トを含む。
【００１１】
　本発明のコーティング組成物は、好ましくは少なくとも膜形成量の本明細書に記載のポ
リマーを含み、所望により、例えば、任意のキャリア及び／又は任意の架橋剤などの追加
の成分を含んでもよい。所望ならば、このポリマー及びコーティング組成物は、食品と接
触するパッケージングコーティングとしての使用に好適なように配合可能である。このコ
ーティング組成物は、食品又は飲料パッケージングコーティング業界の外側で様々なコー
ティング最終使用において有用性を有し得るとも考えられる。
【００１２】
　一実施形態では、本発明は、食品と接触する表面の少なくとも一部が本明細書に記載の
コーティング組成物によりコーティングされている、食品と接触する表面を含む容器を提
供する。
【００１３】
　一実施形態では、食品と接触する表面を有する基材を含む容器を作製する方法が提供さ
れる。この方法は、好ましくは液体キャリアを含む、本明細書に記載のコーティング組成
物を準備する工程と、基材を容器に成形する前又は後に、このコーティング組成物を基材
の食品と接触する表面の少なくとも一部に塗布する工程とを含む。典型的には、この基材
は金属基材である。
【００１４】
　一実施形態では、本明細書に記載のコーティング組成物を金属基材に塗布し（例えば、
この組成物を平面コイル又はシートの形の金属基材に塗布し）、組成物を硬化させ、そし
て基材を食品又は飲料缶又はこれらの一部に成形することを含む、食品又は飲料缶又はこ
れらの一部を成形する方法が提供される。
【００１５】
　特定の実施形態では、基材を物品に成形することは、基材を缶端又は缶胴に成形するこ
とを含む。特定の実施形態では、この物品は、ツーピース絞り加工食品缶、スリーピース
食品缶、食品缶端、食品又は飲料容器用クロージュア、絞りしごき加工食品又は飲料缶、
飲料缶端などである。好適な金属基材としては、例えばスチール又はアルミニウムが挙げ
られる。
【００１６】
　特定の実施形態では、コーティング組成物は、易動性及び／又は結合ＢＰＡ及びＢＡＤ
ＧＥを実質的に含まない。より好ましくは、コーティング組成物は、ＢＰＡ及びＢＡＤＧ
Ｅを全く含まない。
【００１７】
　本発明の上記の「課題を解決するための手段」は、本発明が開示する各実施形態又はあ
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らゆる実施例を説明することを意図したものではない。以下の説明は、実例となる実施形
態をより詳細に例示するものである。本明細書にわたっていくつかの箇所で、実施例の一
覧を通してガイダンスを提供するが、実施例は様々な組合せにおいて使用できる。それぞ
れの場合において記載される一覧はあくまで代表的な群として与えられるものであって、
排他的な羅列として解釈されるべきものではない。
【００１８】
　定義
　本明細書で使用するとき、用語「有機基」は、脂肪族基、環式基、又は脂肪族と環式基
との組み合わせ（例えば、アルカリル及びアラルキル基）として分類される、置換又は非
置換の炭化水素基（酸素、窒素、硫黄及びケイ素などの炭素及び水素以外の任意の元素を
有する）を意味する。
【００１９】
　本発明の化合物の有機基上において、置換が予想される。本明細書全体で使用される所
定の用語の説明及び引用を簡略化するために、用語「基」及び「部分」は、置換され得る
、又は置換されていてもよい化学種と、このように置換され得ない、又は置換されていな
くてもよい化学種とを区別するために使用される。したがって、化学置換基の記載に用語
「基」が使用されている場合、記載された化学物質は、非置換基と、例えば、鎖中に（ア
ルコキシ基中などに）Ｏ、Ｎ、Ｓｉ又はＳ原子を有する基、並びにカルボニル基又は他の
従来の置換とを含む。用語「部分」を化学化合物又は置換基を説明するために使用すると
き、非置換化学物質だけを包含することを意図する。例えば、語句「アルキル基」は、純
粋な開放鎖からなる飽和の炭化水素基である、例えば、メチル、エチル、プロピル、ｔ－
ブチル及び同様物などのアルキル置換基のみでなく、ヒドロキシ、アルコキシ、アルキル
スルホニル、ハロゲン原子、シアノ、ニトロ、アミノ、カルボキシル等の当技術分野にて
公知の更なる置換基を支持するアルキル置換基も含むように意図されている。したがって
、「アルキル基」は、エーテル基、ハロアルキル、ニトロアルキル、カルボキシアルキル
、ヒドロキシアルキル、スルホアルキルなどを含む。一方、語句「アルキル部分」は、メ
チル、エチル、プロピル、ｔ－ブチル及び同様物などの、純粋な解放した鎖からなる飽和
の炭化水素基アルキル置換基のみを含むように限定される。本明細書で使用するとき、用
語「基」は、特定の部分の詳述、並びに部分を含むより広い部類の置換及び非置換構造体
の詳述であるように意図される。
【００２０】
　用語「環式基」は、脂環式基又は芳香族基として分類され、これらの両方ともヘテロ原
子を含んでもよい、閉鎖有機環である、炭化水素基を意味する。
　用語「脂環式基」は、脂肪族基の性質と類似した性質を有する環状有機基を意味する。
【００２１】
　用語「多環式」は、基の文脈で使用されるとき、１つ以上の原子（及びより典型的には
２つ以上の原子）が少なくとも２つの環式基の両方の環中に存在する少なくとも２つの環
式基を含む有機基を指す。したがって、例えば、単一のメチレン基により連結された２つ
のシクロヘキサン基からなる基は、多環式基でない。
【００２２】
　用語「三環式」基は、それぞれの環式基の環が、他の環式基の環の一方又は両方と１つ
以上の原子を共有する３つの環式基を含む多環式基を指す。
　用語「Ａｒ」は、二価アリール基（すなわち、アリーレン基）を指し、これは、フェニ
レン、ナフチレン、ビフェニレン、フルオレニレン及びインデニルのような閉じた芳香環
又は環系、並びにヘテロアリーレン基（すなわち、環内の１つ以上の原子が炭素以外の元
素（例えば、窒素、酸素、硫黄など）である閉じた芳香族又は芳香族様環の炭化水素又は
環系）を指す。適切なヘテロアリール基は、フリル、チエニル、ピリジル、キノリニル、
イソキノリニル、インドリル、イソインドリル、トリアゾリル、ピロリル、テトラゾリル
、イミダゾリル、ピラゾリル、オキサゾリル、チアゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾチオ
フェニル、カルバゾリル、ベンゾオキサゾリル、ピリミジニル、ベンゾイミダゾリル、キ
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ノキサリニル、ベンゾチアゾリル、ナフチリジニル、イソオキサゾリル、イソチアゾリル
、プリニル、キナゾリニル、ピラジニル、１－オキシドピリジル、ピリダジニル、トリア
ジニル、テトラジニル、オキサジアゾリル、チアジアゾリルなどを含む。これらの基が二
価の場合、それらは一般に、「アリ－レン」又は「ヘテロアリーレン」基（例えば、フリ
レン、ピリジレンなど）と称される。
【００２３】
　同じであっても異なってもよい基は、「独立して」であると称される。
　用語「多価フェノール」は、本明細書で使用するとき、１つ以上のアリール又はヘテロ
アリール基、より典型的には１つ以上のフェニレン基の１つ以上の環にそれぞれ結合した
少なくとも２つの合計のヒドロキシル基を有する、任意の化合物を幅広く参照する。した
がって、例えば、ヒドロキノン及び４，４’－ビフェノールは両方とも多価フェノールと
考えられる。本明細書で使用するとき、他の大きさの環を有するアリール又はヘテロアリ
ール基を使用してもよいと考えられるが、多価フェノールは、典型的には、アリール環中
に６個の炭素原子を有する。
【００２４】
　用語「フェニレン」は、本明細書で使用するとき、任意の置換基（例えば、水素原子、
ハロゲン、炭化水素基、酸素原子、ヒドロキシル基などを含む）を有することができる、
６個の炭素原子アリール環（例えば、ベンゼン基中のように）を指す。したがって、例え
ば、次のアリール基はそれぞれフェニレン環である：－Ｃ６Ｈ４－、－Ｃ６Ｈ３（ＣＨ３

）－、及び－Ｃ６Ｈ（ＣＨ３）２Ｃｌ－。加えて、例えば、ナフタレン基のアリール環の
それぞれはフェニレン環である。
【００２５】
　特定の易動性化合物を「実質的に含まない」という用語は、列挙したポリマー及び／又
は組成物が、１００パーツパーミリオン（ｐｐｍ）未満の詳述した易動性化合物を含有す
るということを意味する。特定の易動性化合物を「本質的に含まない」という用語は、列
挙したポリマー及び／又は組成物が、５パーツパーミリオン（ｐｐｍ）未満の詳述した易
動性化合物を含有するということを意味する。特定の易動性化合物を「完全に含まない」
という用語は、列挙したポリマー及び／又は組成物が、２０パーツパービリオン（ｐｐｂ
）未満の詳述した易動性化合物を含有するということを意味する。
【００２６】
　用語「易動性」は、最終使用により依存して、一部の規定された条件組に対してコーテ
ィング（典型的には約１ｍｇ／ｃｍ２（６．５ｍｇ／ｉｎ２）厚）を試験媒体に暴露した
とき、硬化したコーティングからこの化合物が抽出可能であるということを意味する。こ
れらの試験条件の例は、硬化したコーティングをＨＰＬＣグレードのアセトニトリルに２
５℃で２４時間暴露することである。前述の語句を用語「易動性」無しで使用する場合（
例えば、「ＢＰＡを実質的に含まない」）、列挙ポリマー及び／又は組成物は、前述の量
未満の化合物を含有し、この化合物は、このコーティング中で易動性であるか、又はこの
コーティングの構成成分に結合されている。
【００２７】
　用語「架橋剤」は、ポリマーとの間又は同一のポリマーの異なる領域の間で共有結合を
形成する能力のある分子を指す。
　用語「上」は、表面又は基材上に塗布したコーティングの文脈で使用される場合には、
表面又は基材に直接又は間接に塗布したコーティングの両方を含む。したがって、例えば
、基材に重なるプライマー層に塗布されるコーティングは、基材上に塗布されるコーティ
ングを構成する。
【００２８】
　特記しない限り、用語「ポリマー」は、ホモポリマー及びコポリマーの両方（すなわち
、２つ以上の異なるモノマーのポリマー）を含む。同じように、特記しない限り、「ポリ
エーテル」などのポリマー類を表示する用語の使用は、ホモポリマー及びコポリマーの両
方（例えば、ポリエーテル－エステルポリマー）を含むように意図されている。
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【００２９】
　用語「含む」及びその変化形は、これらの用語が説明文及び「特許請求の範囲」におい
て用いられている場合には限定的な意味を有するものではない。
　用語「好ましい」及び「好ましくは」は、所定の状況下で所定の利益を提供し得る、本
発明の実施形態を指す。しかしながら、同じ、又は他の状況下において他の実施形態が好
ましい場合もある。更に、１つ以上の好ましい実施形態の引用は、他の実施形態が有用で
はないことを示唆するものではなく、他の実施形態を本発明の範囲から除外することを目
的とするものではない。
【００３０】
　本明細書で使用するところの「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「少なくとも１つの」及
び「１つ以上の」は、互換可能に使用される。したがって、例えば、ポリエーテルを含む
コーティング組成物は、コーティング組成物が「１つ以上の」ポリエーテルを含むことを
意味すると解釈可能である。
【００３１】
　また、本明細書における端点による数の範囲の記載には、その範囲に含まれるすべての
数が含まれる（例えば、１～５には、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５
、などが含まれる）。更に、範囲の開示は、より広い範囲内に含まれるすべての部分範囲
を含む（例えば、１～５は、１～４、１．５～４．５、１～２などを開示する）。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、好ましくは（ｉ）少なくとも７０℃のＴｇを示し、そして／又は（ｉｉ）１
つ以上の多環式基を有するポリマーを提供する。好ましい実施形態では、このポリマーは
ポリエーテルポリマーである。便宜上、本発明のポリマーは、以下ポリエーテルポリマー
と呼ぶことにする。
【００３３】
　このポリエーテルポリマーは、多くの異なる最終使用において有用性を有し得る。好ま
しい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、コーティング組成物用のバインダーポ
リマーとして特に有用である。したがって、別の態様では、本発明は、好ましくは少なく
とも膜形成量のポリマーを含むコーティング組成物を提供する。いかなる好適な硬化機構
を使用してもよいが、熱硬化型コーティング組成物が好ましい。好ましいコーティング組
成物は、１つ以上の液体キャリアを含み、水系及び／又は溶剤系コーティング組成物であ
る。液体キャリアを含むコーティング組成物が本発明では好ましいが、このポリエーテル
ポリマーは、例えば粉末コーティングなどの他のコーティング塗布技術において有用性を
有し得ると考えられる。
【００３４】
　好ましい実施形態では、本発明のコーティング組成物は、接着性パッケージングコーテ
ィング、より好ましくは、食品又は飲料容器の内部及び／又は外部表面上のコーティング
として好適である。したがって、特定の好ましい実施形態では、このコーティング組成物
は、内部の食品と接触するコーティングとしての使用に好適である。例えば、金属製定量
吸入器缶の内部表面上などの薬物と接触するパッケージング用途でこのコーティング組成
物を使用することも当然本発明の範囲内である。
【００３５】
　好ましい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、好ましくはこのポリマーの骨格
に結合した１つ以上の二級ヒドロキシル基、より好ましくは複数のこのような基を含む。
好ましい実施形態では、この骨格は、好ましくはオキシラン基から誘導される、１つ以上
の－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメントを含む。例えば、このようなセグメント
は、オキシラン基及びヒドロキシル基（より好ましくは、多価フェノールのヒドロキシル
基）の反応を経由して形成され得る。
【００３６】
　所望ならば、ポリエーテルポリマーの骨格は、例えば、アミド結合、カーボネート結合
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、エステル結合、ウレア結合、ウレタン結合などのエーテル結合（すなわち、エーテル結
合に加えて、又はその代わりに）以外の段階成長又は縮合結合を含んでもよい。一部の実
施形態では、この骨格は、エステル及びエーテル結合の両方を含む。
【００３７】
　パッケージされた食品又は飲料製品と長期接触した場合の好適な耐食性を含めて、食品
と接触するコーティングとしての使用のためのコーティング特性の好適なバランスを示す
ためには、このポリエーテルポリマーは、好ましくは少なくとも６０℃、より好ましくは
少なくとも７０℃、及び更により好ましくは少なくとも８０℃のガラス転移温度（「Ｔｇ
」）を示す。好ましい実施形態では、Ｔｇは、１５０℃未満、より好ましくは１３０℃未
満、更により好ましくは１１０℃未満である。いかなる理論によっても拘束されるのを意
図するものではないが、このポリマーが、コーティング組成物が高温（例えば、約１００
℃又はそれ以上の温度で及び場合によっては大気圧以上の圧力を伴って）でのレトルト処
理時、特に化学的により浸蝕性の性状の製品をレトルトする場合に食品又は飲料製品と接
触する用途で上述のようなＴｇを示すということは、特に重要であると考えられる。例え
ば、コーティング組成物が食品又は飲料容器上の外部ニスとしての使用に意図されている
ような一部の実施形態では、ポリマーのＴｇは上述のもの（例えば、約３０℃と低い）よ
りも低くともよく、コーティング組成物は最終使用において特性の好適なバランスをなお
示し得ると考えられる。
【００３８】
　好ましいポリエーテルポリマーは、例えばエポキシ及び／又はヒドロキシル基（例えば
、末端アリール又はヘテロアリール基に結合したヒドロキシル基）を含む、任意の好適な
末端基を含む骨格を含んでもよい。このポリマーは様々な分子量で作製されてもよい。好
ましいポリエーテルポリマーは、少なくとも２，０００、より好ましくは少なくとも３，
０００、更により好ましくは少なくとも４，０００の数平均分子量（「Ｍｎ」）を有する
。このポリマーの分子量は、所望の用途に必要とされるのと同じ量であってもよい。
【００３９】
　特定の実施形態によって、このポリエーテルポリマーは非晶質又は少なくとも半結晶性
であってもよい。
　このポリエーテルポリマーは、所望ならば、分岐を含むことができる。しかしながら、
好ましい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、線状又は実質的に線状ポリマーで
ある。
【００４０】
　好ましい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、複数のアリール又はヘテロアリ
ール基を含み、二価のアリール基が本発明では好ましい。フェニレン基が特に好ましい。
アリール及び／又はヘテロアリール基が、このポリマー中上記の式Ｉの１つ以上のセグメ
ント、１つ以上の他のセグメント、又はこれらの組み合わせ中に存在してもよい。一部の
実施形態では、このポリマーは、（ｉ）１つ以上のアリール又はヘテロアリール基を有す
るポリエポキシド、（ｉｉ）１つ以上のアリール又はヘテロアリール基を有する多価フェ
ノール、又は（ｉｉｉ）１つ以上のアリール又はヘテロアリール基を有するコモノマーの
１つ以上を含む成分の反応により形成されてもよい。
【００４１】
　いかなる理論によっても拘束されるように意図するのではないが、充分な数のアリール
及び／又はヘテロアリール基をポリエーテルポリマー中に包含させることは、食品と接触
するコーティングに対して特に、パッケージ対象の製品がいわゆる「保存が困難な」食品
又は飲料製品である場合には、好適なコーティング性能を達成するのに重要なファクター
であると考えられる。ザウアクラウトは保存が困難な製品の例である。好ましい実施形態
では、アリール及び／又はヘテロアリール基は、このポリマーの重量に対するこのポリマ
ー中のアリール及びヘテロアリール基の総重量に基づいて、このポリマーの少なくとも２
０重量パーセント、より好ましくは少なくとも３０重量％、及び更により好ましくは少な
くとも４５重量％を構成する。アリール／ヘテロアリール基の上の濃度は特に限定されな
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いが、好ましくはこのような基の量は、このポリマーのＴｇが前述のＴｇ範囲を超えない
ように設定される。このポリマー中のアリール及び／又はヘテロアリール基の全量は、典
型的には、このポリエーテルポリマーの約８０重量％未満、より好ましくは約７０重量％
未満、及び更により好ましくは６０重量％未満を構成する。このポリマー中のアリール及
び／又はヘテロアリール基の全量は、このポリマーの中に組み込まれたアリール又はヘテ
ロアリール含有モノマーの重量及びアリール又はヘテロアリール基を構成するこのような
モノマーの重量分率を基準として決定可能である。
【００４２】
　好ましい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、下記の式Ｉ：
　－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－　　　　　　（Ｉ）
　（式中、
　・それぞれのＡｒは、独立にアリール基（例えば、アリーレン基）又はヘテロアリール
基（例えば、ヘテロアリーレン基）であり、
　・それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　・Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、但し、特定の実施形態では、Ｒは好
ましくは－Ｃ（ＣＨ３）２－以外の基であり、そして
　・式Ｉに示される２つの酸素原子はそれぞれ好ましくはエーテル酸素である（例えばエ
ステル結合の酸素と相対して））の１つ以上のセグメント（より好ましくは、複数）を含
む。
【００４３】
　式Ｉでは、それぞれのＡｒは、好ましくは２０個未満の炭素原子、より好ましくは１１
個未満の炭素原子、更により好ましくは８個未満の炭素原子を有する。好ましくは、それ
ぞれのＡｒは、少なくとも４個の炭素原子、より好ましくは少なくとも５個の炭素原子、
及び更により好ましくは少なくとも６個の炭素原子を有する。特定の実施形態では、それ
ぞれのＡｒはフェニレン基である。特定の実施形態では、それぞれのＡｒは、式－Ｃ６（
Ｒ１）４－のフェニレン基であり、式中、それぞれのＲ１は独立に水素、ハロゲン、又は
有機基であり、２つのＲ１基は、連結して、所望により１つ以上のヘテロ原子を含有する
有機環を形成することができる。好ましくは、それぞれのＲ１は水素である。
【００４４】
　式Ｉ中のＲの分子量は、任意の好適な分子量であってもよい。特定の好ましい実施形態
では、Ｒは、５００未満、２００未満、１５０未満、又は１００未満の分子量を有する。
一部の実施形態では、Ｒは、－Ｃ（ＣＨ３）２－基の分子量よりも大きい、又は７５より
も大きい分子量を有する。
【００４５】
　一部の実施形態では、式ＩのＲは、１つ以上の環式基（例えば、１つ以上の脂環式（所
望によりヘテロ原子を含むことができる）、アリール、及び／又はヘテロアリール基など
）を含む。一部のこのような実施形態では、式ＩのＲは、エステル結合又は他の段階成長
結合（例えば、縮合結合）の一方又は両方を含まない。一部の実施形態では、Ｒは、構造
－Ｃ６（Ｒ２）ｑ－（式中、（ｉ）ｑは２～１０、より典型的には６～１０、更により典
型的には８～１０、及び更により典型的には１０であり、そして（ｉｉ）それぞれのＲ２

は独立に水素、ハロゲン、又は有機基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基などの
アルキル基）であり、２つのＲ２基は連結して、環を形成し得る）の二価の環式基を含む
。１つ以上の環式基が、式Ｉの２つのＡｒ基を接続する鎖中又はこの鎖に結合するペンダ
ント基中に存在することができる。典型的には、２つのＡｒ基を接続する鎖中の原子の全
数（鎖に結合するいかなる水素又は置換基原子も数えずに）は、１０未満、より典型的に
は６未満、更により典型的には３未満、及び一部の実施形態では１である。一部の実施形
態では、２つのＡｒ基を接続する鎖中の原子のすべては炭素原子である。
【００４６】
　一部の実施形態では、式ＩのＲは、２つのＡｒ基を接続する鎖中に少なくとも三級炭素
原子、及びより好ましくは四級炭素原子である少なくとも１個の炭素原子を含む。一部の



(10) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

このような実施形態では、式ＩのＲは、構造：－（Ｘ）ｒ－Ｃ（Ｒ３）２－（Ｘ）ｒ－（
式中、それぞれのＸは独立に所望により１つ以上のヘテロ原子（例えば、Ｏ、Ｎ、Ｓ、Ｓ
ｉ）を含むことができる、二価の有機基であり、それぞれのＲ３は独立に水素、ハロゲン
、又は有機基であり、そして（ｉ）少なくとも１つのＲ３基（及びより好ましくは両方の
Ｒ３基）は少なくとも１個の炭素原子を有する有機基であり、そして（ｉｉ）２つのＲ３

基は連結して、例えば、６員環（例えば、飽和又は不飽和、より典型的には飽和の６員の
炭素環）などの環を形成することができる）のセグメントである。このような環基の好ま
しい例は、置換又は非置換シクロヘキサン基（例えば、－Ｃ６（Ｒ２）１０－（式中、そ
れぞれのＲ２は独立に前述の通りであり、そして２つのＲ２基は連結して、環を形成して
もよい））である。
【００４７】
　四級炭素原子を有するＲと共に式Ｉのセグメントを形成するための本発明で好ましい材
料としては、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリメチル－シク
ロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシフェニル）－シクロヘキサン、１，１－ジ（４
－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ－
３，５－ジメチルフェニル）－シクロヘキサン、これらの置換変異体、及び構造を下記に
示すジエポキシドが挙げられる。
【００４８】



(11) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

【化１】

【００４９】
　特定の好ましい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、式Ｉ（式中、それぞれの
ｎは１であり、Ｒは１つ以上の多環式基を含む）の上記のセグメントの１つ以上を含む。
別の実施形態では、Ｒは多環式基を含まず、１つ以上の多環式基はポリマー中に存在しな
いか、又はポリマーの異なるセグメント中に含まれる。
【００５０】
　好ましい実施形態では、このポリエーテルポリマーは、好ましくはポリマーの骨格、よ
り好ましくはポリエーテル骨格にわたって分散した、式Ｉの複数のセグメントを含む。好
ましい実施形態では、式Ｉのセグメントは、ポリマーの全体の構造単位の実質的な部分を
構成する。典型的には、式Ｉのセグメントは、重量パーセントで、このポリマーの少なく
とも１０重量％、好ましくは少なくとも３０重量％、及び更により好ましくは少なくとも
４０重量％を構成する。ポリエーテルポリマー中の式Ｉのセグメントの重量パーセントは
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、特定の場合には上述の量以下であってもよく、そして実質的にそれ以下であることがで
きる。例としては、例えば、このポリマーがアクリル含有コポリマー（例えば、本発明の
ポリエーテルポリマー上にアクリルをグラフトすることにより形成されるアクリル－ポリ
エーテルコポリマー）などのコポリマーである場合に起こり得るように、ポリエーテルポ
リマーが大きな分子量の追加の構成成分を含む場合には、式Ｉのセグメントの濃度は、上
述の範囲外であってもよい。このような実施形態では、このポリマー中に存在する式Ｉの
セグメントの重量パーセントは、ポリマー（例えば、アクリル部分などの非ポリエーテル
部分の全重量を考慮せずに）の全ポリエーテル分率に対して式Ｉのセグメントの重量パー
セント基準で上述の通りである。一般に、このポリマーの全ポリエーテル分率は、このポ
リマーの中に組み込まれたポリエポキシド及び多価フェノール反応試剤（例えば、多価モ
ノフェノール及び／又はジフェノール）の総重量に基づいて計算可能である。
【００５１】
　任意の好適な反応試剤を使用して、ポリエーテルポリマーを形成してもよい。好ましい
実施形態では、このポリエーテルポリマーは、ポリエポキシド化合物（すなわち、２つ以
上のオキシラン基を有する化合物）及び多価フェノールを含む反応試剤の反応生成物であ
る。このポリエーテルポリマーは、典型的には、１つ以上の二価フェノール化合物と反応
させた１つ以上のジエポキシド化合物の反応生成物である。
【００５２】
　ポリエーテルポリマーの形成での使用に好適な二価フェノールの例としては下記の式Ｉ
Ｉの化合物が挙げられる：
　ＨＯ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－ＯＨ　　　　　　（ＩＩ）
　式中、Ａｒ、Ｒ、及びｎは式Ｉに対して規定されている通りである。したがって、一部
の実施形態では、式ＩＩの化合物を使用して、式Ｉのセグメントを本発明のポリマーの中
に組み込んでもよい。式ＩＩの好適なジヒドロキシフェノールの例としては、ヒドロキノ
ン、カテコール、レゾルシノール、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，
５－トリメチル－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシフェニル）－シクロヘキ
サン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－シクロヘキサン、１，１－
ジ（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－シクロヘキサン、ジヒドロキシナフ
タレン、４，４’－ビフェノール、下記の式ＩＩＩのジフェノール化合物、又はこれらの
混合物が挙げられる。
【００５３】
　本発明のポリエーテルポリマーは、式ＩＩの化合物の分子量の増大を含む方法により作
製可能である。特定の実施形態では、式ＩＩの化合物をポリエポキシド（より好ましくは
、ジエポキシド）と反応させて、分子量を増大させることができる。例えば、式ＩＩの化
合物を非ＢＰＡ系ジエポキシドと反応させて、架橋剤及び添加物と共に剛直なパッケージ
ング用のコーティングに配合可能な、骨格に結合した好ましくは二級ヒドロキシル基を有
するポリエーテルポリマーを形成することができる。あるいは、式ＩＩの化合物をエピク
ロロヒドリンと反応させて、式ＩＩの化合物のジエポキシド類似体を形成し、次いで、こ
れを式ＩＩの他の化合物と反応させて、－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメントを
含むポリマーを形成することができる。例としては、１，１－ジ（４－ヒドロキシフェニ
ル）－シクロヘキサン（又はこれらの置換変異体）と１，１－ジ（４－ヒドロキシフェニ
ル）－シクロヘキサン（又はこれらの置換変異体）のジグリシジルエーテルとを反応させ
ることにより、本発明のポリエーテルポリマーを形成することができる。このような反応
のための条件は、当業者には既知であるか、又は実施例の部で例示されている標準的な方
法を用いて、一般に、実施可能である。
【００５４】
　式ＩＩの化合物のジエポキシド類似体の作製には、任意の好適な方法を使用してもよい
。例えば、必要とされる比率の式ＩＩの化合物（例えば、二価フェノール）及びエピクロ
ロヒドリンをアルカリ性媒体中で反応させることにより、ジエポキシド類似体（例えば、
この二価フェノールのジグリシジルエーテル又はエステル）を作製することができる。所
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望のアルカリ性は、典型的には、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムなどの塩基性物質
を、好ましくはエピクロロヒドリンに対して化学量論的に過剰に添加することにより、得
られる。この反応は、好ましくは５０℃～１５０℃の温度で行われる。加熱を典型的には
、数時間継続して、反応を完結させ、次いで、生成物を洗浄して、塩及び塩基を除く。こ
のような反応に対する手順は一般に周知であり、例えば、米国特許第２，６３３，４５８
号で開示されている。
【００５５】
　本発明で使用されるとき、好ましいジエポキシドは、好ましくは１つ以上のエーテル結
合を有するＢＰＡを含まないジエポキシド、及びより好ましくはＢＰＡを含まないジグリ
シジルエーテル化合物である。ＢＰＡを含まないジグリシジルエステル化合物を使用する
ことも本発明の範囲内にある。
【００５６】
　ポリエーテルポリマーの形成での使用に好適なジエポキシドの例は、上記の式ＩＩの化
合物のジエポキシド類似体を含む。このような化合物の例としては、ヒドロキノン、カテ
コール、レゾルシノール、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリ
メチル－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシフェニル）－シクロヘキサン、１
，１－ジ（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－
ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－シクロヘキサン、ジヒドロキシナフタレン、
４，４’－ビフェノール、又はこれらの混合物のジグリシジルエステル又はジグリシジル
エーテル）、１，４－シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエーテル（ＣＨＤＭＤＧ
Ｅ）、フタルジグリシジルエステル、テレフタルジグリシジルエステル、イソフタルジグ
リシジルエステル、ヘキサヒドロフタルジグリシジルエステル、ネオペンチルグリコール
ジグリシジルエーテル、２－メチル－１，３－プロパンジオールジグリシジルエーテル、
テトラメチルシクロブタンジオール（例えば、１，３－ジヒドロキシ－２，２，４，４，
テトラメチルシクロブタン）ジグリシジルエーテル、トリシクロデカンジメタノールジグ
リシジルエーテル、下記の式ＩＩＩの化合物から誘導されるジエポキシド、下記の式ＶＩ
の化合物から誘導されるジエポキシド、又はこれらの誘導体又は混合物が挙げられる。
【００５７】
　所望ならば、１つ以上のコモノマー及び／又はコオリゴマーを使用される反応試剤に包
含させて、本発明のポリマーを生成させてもよい。このような材料の非限定的な例として
は、アジピン酸、アゼライン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、及びこれらの組み合わせ
が挙げられる。コモノマー及び／又はコオリゴマーをポリエポキシド及び多価フェノール
の初期の反応混合物に包含させるか、及び／又は得られるポリエーテルオリゴマー／ポリ
マーと後で反応させてもよい。本発明で好ましい実施形態では、コモノマー及び／又はコ
オリゴマーは、本発明のポリエーテルポリマーの作製に使用されない。
【００５８】
　ポリエーテルポリマーの分子量の増大は、ジエポキシド（それが式ＩＩのジエポキシド
類似体又は別のジエポキシドであれ）と式ＩＩの化合物との反応において触媒を使用する
ことにより促進され得る。本発明のエポキシ材料の分子量の増大において使用可能な典型
的な触媒としては、アミン、水酸化物（例えば、水酸化カリウム）、ホスホニウム塩など
が挙げられる。本発明で好ましい触媒はホスホニウム触媒である。本発明で有用なホスホ
ニウム触媒は、好ましくは所望の縮合反応の促進に充分な量で存在する。
【００５９】
　あるいは、本発明のエポキシ末端ポリマーを脂肪酸と反応させて、不飽和（例えば、空
気酸化可能な）反応性基を有するポリマーを形成させるか、又はアクリル酸又はメタクリ
ル酸と反応させて、フリーラジカル硬化型ポリマーを形成させてもよい。
【００６０】
　本発明のエポキシ末端ポリマーと好適な二塩基酸（アジピン酸などの）とを反応させる
ことによってもこのポリマーの分子量の増大を促進してもよい。
　食品と接触するコーティング又は良好な耐食性が所望される他の用途（例えば、定量吸
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入器容器の内部で使用されるような特定の薬剤と接触するコーティング）での使用を意図
する場合には、式ＩＩのジエポキシド及び化合物は、得られるポリマーが本明細書に前述
の好ましい範囲の１つのうちのＴｇを呈するように、好ましくは選択される。
【００６１】
　下記の表１は、ジエポキシド及び二価フェノールの表示された組み合わせから作製され
た、ポリエーテルポリマーのＴｇの測定値を含む。このポリマーのそれぞれは、３，００
０～６，０００の数平均分子量（「Ｍｎ」）を有するものであった。このＴｇ値は、試験
方法の項で開示されている方法を用いＤＳＣにより測定された。表１にはＢＰＡ及びＢＡ
ＤＧＥから作製されるポリエーテルポリマーを比較目的のために含める。前述のように、
本発明の好ましいポリマーは、ＢＰＡ又はＢＡＤＧＥから誘導されたものでない。表１の
好ましいポリマーは、少なくとも７０℃のＴｇを示すＢＰＡ及びＢＡＤＧＥを含まないも
のを含む。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
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　表１には示さないが、表１のそれに類似の分子量を有するポリエーテルポリマーを１，
１－ジ（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－シクロヘキサン及び４，４’ブチリデ
ンビス（６－ｔ－ブチル－３－メチルフェノール）ジグリシジルエーテルから作製した。
得られるポリマーは７２℃のＴｇを示した。
【００６４】
　前述のように、一部の実施形態では、この骨格はエステル及びエーテル結合の両方を含
む。一部のこのような実施形態では、このポリエーテルポリマーは、式Ｉの１つ以上のセ
グメントを含む。式中、Ｒは－Ｒ５

ｔ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ４－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５
ｔ－セ

グメントであり、Ｒ４は二価の有機基であり、それぞれのＲ５は、存在する場合には、独
立に二価の有機基であり、そしてそれぞれのｔは独立に０又は１である。このような一実
施形態では、Ｒ４は、例えば、二価の多環式基、二価のアリール又はヘテロアリーレン基
（例えば、置換又は非置換フェニレン基）又は二価の脂環式基（例えば、置換又は非置換
の、シクロヘキサン又はシクロヘキセン基）などの少なくとも１つの二価の環式基を含む
。このようなセグメントをこのポリエーテルポリマーの中に組み込むためのエステル結合
及び材料を含有する好適なセグメントの更なる議論は、米国特許第７，９１０，１７０号
に提供されている。
【００６５】
　Ｒ４中に多環式基を有する－Ｒ５

ｔ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ４－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５
ｔ－セ

グメントを含む式Ｉのセグメントを形成するための好適な材料の例は、下記の式ＩＩＩの
化合物、又はこれらのジエポキシド類似体である。
【００６６】

【化２】

【００６７】
　一実施形態では、式ＩＩＩの化合物は、ヒドロキシル基及びヒドロキシル反応性基（例
えば、カルボキシル基）を有する２モルのフェノール含有化合物と１モルの多環式基を含
むジオール化合物とを反応させることにより形成される。このような一例は、２モルの４
－ヒドロキシフェニル酢酸（ＨＰＡＡ）と１モルのトリシクロデカンジメタノール（ＴＣ
ＤＭ）との反応生成物であり、これは式ＩＩＩの構造を有する反応生成物を生じる。
【００６８】
　一部の実施形態では、１つ以上の多環式基をこのポリエーテルポリマーの骨格中に含め
ることは有利であることもある。一部のこのような実施形態では、１つ以上の多環式基は
式ＩのＲ中にもたらされる。この多環式基は、任意の好適な有機多環式基であることがで
きる。例えば、この多環式基は、飽和又は不飽和の、二環式基、三環式基、又は４つ以上
の融合環からなる多環式基であってもよい。好ましい多環式基は二環式基及び三環式基を
含む。この多環式基の環は１つ以上のヘテロ原子（例えば、Ｎ、Ｓ、Ｏ、Ｓｉなど）を含
むことができると考えられるが、この環の原子は、典型的には、炭素原子である。一部の
実施形態では、この多環式基は、（ｉ）１つ以上の原子及び（ｉｉ）ブリッジヘッド原子
の両方が少なくとも２つの環により共有されている、ブリッジヘッド原子との間に配置さ
れた、１つ以上の原子（典型的には、１つ以上の炭素原子）を有する少なくとも１つのブ



(17) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

リッジを含む。したがって、例えば、ビシクロ［４．４．０］デカンはこのようなブリッ
ジを含まないが、ノルボルナンはこのようなブリッジを含む。
【００６９】
　好適な多環式基の一部の非限定的な例を下記に示す。
【００７０】
【化３】

【００７１】
　上記の多環式基は、それぞれ「Ｙ」は多環式基（示されているイソソルビド基を例外と
して）の任意の好適な原子に結合することができる、このポリマーの別の部分を独立に表
し、１つのＹが末端基であってもよい、ポリマー（例えば、二価の骨格単位）の二価の単
位としてそれぞれ表される。
【００７２】
　例えば、これらの置換変異体又はこれらの不飽和変異体などの上記の多環式構造体のい
ずれかの変異体を使用してもよいとも考えられる。ノルボルナン基の不飽和変異体の例は
ノルボルネン基である。本発明のポリマーでの使用に好適な多環式基の追加の例は、２０
１０年４月９日に出願され、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｕｎｓａｔｕｒａｔｅｄ
　Ｃｙｃｌｏａｌｉｐｈａｔｉｃ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｃｏａｔｉｎ
ｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ｆｏｒｍｅｄ　Ｔｈｅｒｅｆｒｏｍ」と題された、ＰＣ
Ｔ出願Ｎｏ．ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／００３０５８４、及び２０１０年４月９日に出願さ
れ、「Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ」と題された、Ｐ
ＣＴ出願Ｎｏ．ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／００３０５７６に提供されている。
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【００７３】
　一部の実施形態では、このポリマーは、少なくとも二環式、より好ましくは二環式であ
り、そして下記の表現（ＩＶ）のＩＵＰＡＣ（国際純正・応用化学連合）命名法により表
される、不飽和構造を含む１つ以上の多環式基を含んでもよい。
【００７４】
　ビシクロ［ｘ．ｙ．ｚ］アルケン　　　　　　（ＩＶ）
　表現（ＩＶ）中、
　・ｘは２以上の値を有する整数であり、
　・ｙは１以上の値を有する整数であり、
　・ｚは０以上の値を有する整数であり、そして
　・用語「アルケン」は、与えられた二環式分子に対するＩＵＰＡＣ命名法表示（例えば
、ヘキセン、ヘプテン、ヘプタジエン、オクテンなど）を指し、二環式基は１つ以上の二
重結合（より典型的には、１つ以上の炭素－炭素二重結合）を含む。
【００７５】
　しかるべき好ましい実施形態では、表現（ＩＶ）中のｚは１以上である。言い換えれば
、このような二環式基は、少なくとも１つの原子（典型的には、１つ以上の炭素原子）が
１対のブリッジヘッド原子の間に介在され、少なくとも１つの原子が少なくとも２つの環
により共有されているブリッジを含む。例としては、ビシクロ［４．４．０］デカンはこ
のようなブリッジを含まない。
【００７６】
　特定の好ましい実施形態では、ｘは２又は３（より好ましくは２）の値を有し、ｙ及び
ｚはそれぞれ独立して１又は２の値を有する。
　式（ＩＶ）により表される二環式構造体は、１つ以上の炭素－炭素二重結合（例えば、
１、２、３など）を含む。式（ＩＶ）により表されるいくつかの好適な不飽和二環式基の
非限定的な例としては、ビシクロ［２．１．１］ヘキセン、ビシクロ［２．２．１］ヘプ
テン（すなわち、ノルボルネン）、ビシクロ［２．２．２］オクテン、ビシクロ［２．２
．１］ヘプタジエン及びビシクロ［２．２．２］オクタジエンが挙げられる。
【００７７】
　式（ＩＶ）により表される二環式基は、１つ以上のヘテロ原子（例えば、窒素、酸素、
硫黄など）を含有してもよく、１つ以上の追加置換基を含有するように置換してもよいと
考えられる。例えば、１つ以上の環式基（例えば、ペンダント環式基及び二環式基の環に
縮合する環式基を含む）又はアクリル基が、式（ＩＶ）により表される二環式基に結合さ
れていてもよい。したがって、例えば、一部の実施形態では、式（ＩＶ）の二環式基が、
三環式又はそれ以上の基中に存在してもよい。
【００７８】
　一部の実施形態では、式（ＩＶ）の二環式基の一部又は全部が飽和していてもよい。飽
和した二環体の非限定的な例としては、例えば、ビシクロ［２．１．１］ヘキサン、ビシ
クロ［２．２．１］ヘプタン、ビシクロ［２．２．２］オクタン、及びビシクロ［３．２
．１］オクタン、ビシクロ［４．３．２］ウンデカン、ビシクロ［５．２．０］ノナンな
どの式（ＩＶ）（すなわち、前述のｘ、ｙ、及びｚのビシクロ［ｘ．ｙ．ｚ］アルカン）
により表される構造体の飽和同族体が挙げられる。
【００７９】
　上述のように、一部の実施形態では、このポリエーテルポリマーは、少なくとも１つの
多環式基又は複数の多環式基（例えば、≧２、≧３、≧４、≧５、≧１０など）を含む。
このポリマー中の多環式基の数を評価するための１つの有用な尺度は、このポリマー全重
量に対する多環式基の重量パーセントである。特定の実施形態では、多環式基は、このポ
リエーテルポリマーの少なくとも約５重量％、少なくとも約１５重量％、又は少なくとも
約２５重量％を構成する。上端が特に限定されるのではないが、一部の実施形態では、多
環式基は、このポリエーテルポリマーの約７５重量％未満、約５０重量％未満、又は約３
５重量％未満を構成する。多環式基の重量パーセントを解釈するときには、多環式基の重



(19) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

量の直接測定が可能でないかもしれないために、注意を払わなければならない。したがっ
て、このポリマー中に存在する多環式基の全量を、このポリマー中に組み込まれる多環含
有モノマーの重量及び多環式基を構成するこのようなモノマーの重量分率に基づいて理論
計算により求めることが必要であり得る。
【００８０】
　存在する場合には、１つ以上の多環式基をこのポリマーの構造（例えば、骨格及び／又
はペンダント位置）内の任意の位置に配置することができる。
　任意の好適な反応試剤又は反応試剤の組み合わせを用いて、任意の多環式基をこのポリ
エーテルポリマーの中に組み込むことができる。例えば、多環含有ポリエポキシド及び／
又は多価フェノール化合物を用いて、この多環式基をこのポリマーの中に組み込むことが
できる。例えば、好ましくはフェノールヒドロキシル基及び／又はオキシラン基と反応し
て、共有結合を形成することができる少なくとも２つの官能基を有する多環式コモノマー
などの１つ以上の他の多環式反応試剤を使用してもよいとも考えられる。
【００８１】
　前述のように、一部の実施形態では、式Ｉ及び／又はＩＩのＲは、１つ以上の多環式基
を含む。一部のこのような実施形態では、Ｒは、構造－Ｒ６－Ｙ－Ｒ６－（式中、それぞ
れのＹは少なくとも１つの多環式基を含む二価の有機基であり、それぞれのＲ６は独立に
二価の有機基である）を有する。一部の実施形態では、一方又は両方のＲ６基は、例えば
、アミド、カーボネート、エステル、エーテル、ウレア、又はウレタン結合などの段階成
長ポリマー結合を含み、エステル結合が好ましい。一実施形態では、それぞれのＲ６基は
エステル結合を含む。
【００８２】
　例としては、式ＩＩの多環含有化合物は、（ａ）フェノールヒドロキシル基及びカルボ
ン酸又は他の活性水素基を有する好適な量（例えば、約２モル）の化合物Ａと（ｂ）１つ
以上の多環式基及び化合物Ａの活性水素基と反応することができる２つ以上の活性水素基
を有する、好適な量（例えば、約１モル）の２官能性又はそれ以上の化合物Ｂとを反応さ
せることにより形成されてもよい。好ましい化合物Ａの例としては、４－ヒドロキシフェ
ニル酢酸、４－ヒドロキシ安息香酸、及びこれらの誘導体又は混合物が挙げられる。好ま
しい化合物Ｂの例としては、トリシクロデカンジメタノール（ＴＣＤＭ）などの多環含有
ジオール、ナディック酸及び／又は酸無水物、イソソルビド、イソマンニド、又はイソイ
ジドなどの多環式無水糖、及びこれらの誘導体又は混合物が挙げられる。一部の実施形態
では、この多環式基は、化合物Ａ及びＢの反応の後形成されてもよい。例えば、ディール
ス－アルダー反応（例えば、シクロペンタジエンを反応試剤として使用して）を使用して
、ノルボルネン基などの不飽和二環式基を化合物Ｂの中に組み込むことができる。その場
合、未反応の形の化合物Ｂは、少なくとも１つの非芳香族の炭素－炭素二重結合を含んで
、ディールス－アルダー反応に加わることが必要である。このようなディールス－アルダ
ー反応に関する好適な材料及び方法の追加の議論については、例えば、２０１０年４月９
日に出願され、及び「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｕｎｓａｔｕｒａｔｅｄ　Ｃｙｃ
ｌｏａｌｉｐｈａｔｉｃ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ　Ａｎｄ　Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｃｏ
ｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ｆｏｒｍｅｄ　Ｔｈｅｒｅｆｒｏｍ」と題するＰＣＴ出願Ｎｏ．
ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／００３０５８４、及び２０１０年４月９日に出願され、「Ｐｏｌ
ｙｅｓｔｅｒ　Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ」と題するＰＣＴ出願Ｎｏ．Ｐ
ＣＴ／ＵＳ２０１０／００３０５７６を参照されたい。一部の実施形態では、このポリエ
ーテルポリマーが以下の構造（式Ｖ）を有する１つ以上の多環含有骨格セグメントを含む
ことが有利であることがある：
　－Ｙ－Ｒ７－Ｙ－　　　　　　（Ｖ）
　式中、
　・それぞれのＹは独立に多環式基であり、
　・Ｒ７は二価の有機結合基（典型的には、１つ以上のヘテロ原子を鎖中に含んでもよい
置換又は非置換のヒドロカルビル結合基）であり、そして
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　・この２つの多環式基は好ましくは近接している。
【００８３】
　いかなる理論によっても拘束されるものではないが、このような骨格セグメントをポリ
エーテルポリマー中に含むことは、このポリマーを組み込んだコーティングに対して１つ
以上の有利なコーティング特性に付与してもよい。Ｒ７は、２つのＸ基を連結する骨格鎖
中で好ましくは１０個以下の原子の鎖長（より好ましくは≦５、≦４、≦３、≦２、又は
１個の原子の鎖長）を有する。一実施形態では、Ｒ７は、構造－Ｃ（Ｒ８）２－（式中、
それぞれのＲ８は独立に水素、ハロゲン、又は有機基（例えば、メチル基又は１つ以上の
ヘテロ原子を含むことができる置換又は非置換炭化水素）であり、及び２つのＲ８基は両
方とも環基中に存在することができる）を有する。
【００８４】
　任意の好適な化合物を用いて、式Ｖの構造を有するセグメントを本発明のポリマーの中
に組み込んでもよい。例えば、次の式ＶＩの二官能性ダイマー化合物を使用してもよい：
　Ｚ－（Ｒ９）ｕ－Ｙ－Ｒ７－Ｙ－（Ｒ９）ｕ－Ｚ　　　　　　（ＶＩ）
　式中、
　・Ｙ及びＲ７は式Ｖに対して上述した通りであり、
　・それぞれのｕは独立に０又は１であり、
　・それぞれのＲ９は、存在する場合には、独立に二価の有機基（より好ましくは、１つ
以上のヘテロ原子を含むことができる置換又は非置換のＣ１～Ｃ１０炭化水素基）であり
、そして
　・それぞれのＺは、独立に反応性官能基、より好ましくは相補的な官能基と反応して、
例えば、アミド、カーボネート、エーテル、エステル、ウレア、又はウレタン結合などの
段階成長の結合を形成することができる官能基である。ヒドロキシル基及びオキシラン基
（例えば、グリシジルエーテル又はグリシジルエステル基のオキシラン基）が好ましい反
応性官能基である。
【００８５】
　式ＶＩの代表的な化合物の例を下記に示す。
【００８６】

【化４】

【００８７】
　ここで、結合基は、トリシクロデカン基の任意の好適な炭素原子に独立に結合すること
ができる２，２イソプロピリデン基である。オキシラン官能基は、例えば、ヒドロキシル
基とエピクロロヒドリンとを反応させることにより、式ＶＩの上記の化合物中に包含され
てもよい。
【００８８】
　特定の好ましい化合物では、式Ｖ及びＶＩのＹ及びＲ７のそれぞれは、－Ｙ－Ｒ７－Ｙ
－構造の単位長さが、ビスフェノールＡにより作られる骨格エポキシ単位の長さ（例えば
、ビスフェノールＡの単位長さの３０％、２０％、１０％以内など）に類似となるように
、独立に選択される。
【００８９】
　本発明のポリエーテルポリマーは、液体キャリアを含むコーティング組成物の一部分と
して基材に塗布可能である。液体キャリアは、水、有機溶剤、又は様々なこのような液体
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キャリアの混合物であってもよい。有機溶剤の例としてはグリコールエーテル、アルコー
ル、芳香族又は脂肪族炭化水素、二塩基酸エステル、ケトン、エステルなど及びこれらの
混合物が挙げられる。好ましくは、このような液体キャリアは、追加の配合物のためにポ
リエーテルポリマーの分散液又は溶液をもたらすように選択される。
【００９０】
　当業界で既知のパッケージ用コーティング組成物中に存在する任意の慣用のエポキシポ
リマー（本明細書で参照されている特許刊行物中で開示されているもののいかなるものも
含めて）の代わりに本明細書で述べられているポリエーテルポリマーを用いることにより
、パッケージ用コーティング組成物を配合することは当然本発明の範囲内である。したが
って、例えば、本発明のポリエーテルポリマーは、例えば、エポキシ／アクリルラテック
スコーティングシステムのＢＰＡ／ＢＡＤＧＥ含有ポリマー、溶剤系エポキシコーティン
グシステムのＢＰＡ／ＢＡＤＧＥ含有ポリマーなどの代わりに用いてもよい。
【００９１】
　水系システムを所望する場合には、米国特許第３，９４３，１８７号；同第４，０７６
，６７６号；同第４，２４７，４３９号；同第４，２８３，４２８号；同第４，２８５，
８４７号；同第４，４１３，０１５号；同第４，４４６，２５８号；同第４，４７６，２
６２号；同第４，９６３，６０２号；同第５，２９６，５２５号；同第５，５２７，８４
０号；同第５，８３０，９５２号；同第５，９２２，８１７号；同第６，０３４，１５７
号；同第７，０３７，５８４号；同第７，１８９，７８７号；及び米国特許出願第２０１
０００６８４３３号で述べられているものなどの技術が使用され得る。本発明の水系コー
ティングシステムは、所望により、典型的には水に混和性であるように選択される１つ以
上の有機溶剤を含んでもよい。水系コーティング組成物の液体キャリアシステムは、典型
的には、少なくとも５０重量％の水、より典型的には少なくとも７５重量％の水、そして
一部の実施形態では９０重量％以上又は９５重量％以上の水を含む。本発明のポリエーテ
ルポリマーを水に混和性とせしめるために、任意の好適な手段を使用してもよい。例えば
、このポリマーは、ポリマーを水混和性とせしめるのに好適な量のイオン性又はカチオン
性の塩グループなどの塩グループ（又はこのような塩グループを形成する能力のあるグル
ープ）を含んでもよい。中和された酸又は塩基グループが好ましい塩グループである。
【００９２】
　したがって、一実施形態では、本発明の水分散型ポリマーを、三級アミンの存在におい
て予備形成されたポリマー（例えば、好ましくは式Ｉの少なくとも１つのセグメントを有
するオキシラン官能性ポリマー及び酸官能性ポリマー）から形成してもよい。
【００９３】
　別の実施形態では、本発明の水分散型ポリマーを、好ましくは式Ｉの少なくとも１つの
セグメントを有し、エチレン型不飽和モノマーと反応させて、酸官能性ポリマーを形成し
、次いで、例えば三級アミンにより中和され得る、オキシラン官能性ポリマーから形成し
てもよい。したがって、例えば、一実施形態では、好ましくは式Ｉの少なくとも１つのセ
グメントを有する水分散型ポリマーを、米国特許第４，２８５，８４７号及び／又は同第
４，２１２，７８１号のアクリル重合の教示に従って形成してもよい。別の実施形態では
、アクリル重合を、好ましくは式Ｉの少なくとも１つのセグメントを含有するポリマー中
に存在する不飽和結合を有するエチレン型不飽和モノマーの反応により行ってもよい。こ
のような技術の例としては、例えばＢａｒｉａｔｉｎｓｋｙ，ｅｔ　ａｌによる米国特許
第４，５１７，３２２号及び／又は米国特許出願第２００５／０１９６６２９号を参照さ
れたい。
【００９４】
　所望ならば、好ましくは式Ｉの少なくとも１つのセグメントを有するオキシラン官能性
ポリマーとの反応に先立って、酸官能性ポリマーをアミン、より好ましくは三級アミンと
組み合わせて、それを少なくとも部分的に中和することができる。
【００９５】
　水系コーティング組成物に加えて、溶剤系エポキシ含有パッケージングコーティング組
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成物が当該技術分野において既知である。例えば、エポキシ含有溶剤系パッケージ用コー
ティング組成物を開示している、米国特許第３，９４３，１８７号及び同第３，９９７，
６９４号を参照されたい。一実施形態では、本発明のコーティング組成物は、最少量にと
どめた水（例えば、約２重量％未満の水）を含む、有機溶剤系システムである。
【００９６】
　別の実施形態では、好ましくは式Ｉのセグメントを含有し、オキシランから誘導される
－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメントを含むポリマーを、酸無水物と反応させる
。これは、アミン又は他の好適な塩基と組み合わせると、酸官能基を少なくとも部分的に
中和し、水分散性である酸官能基を提供する。
【００９７】
　本発明のコーティング組成物中に含まれるポリエーテルポリマーの量は、コーティング
組成物が水系又は溶剤系システムなどであろうと、例えば、塗布方法、他の膜形成性材料
の存在などの様々な考慮によって広く変わってもよい。しかしながら、液体系コーティン
グ組成物には、本発明のポリエーテルポリマーは、典型的には、コーティング組成物中の
樹脂固形物の総重量に基づいて少なくとも約１０重量％、少なくとも約３０重量％、又は
少なくとも約５０重量％のコーティング組成物を構成する。このような液体系コーティン
グ組成物には、ポリエーテルバインダーポリマーは、典型的には、コーティング組成物中
の樹脂固形物の総重量に基づいて少なくとも約９０重量％未満、少なくとも約８０重量％
未満、又は少なくとも約７０重量％未満のコーティング組成物を構成する。
【００９８】
　本発明のコーティング組成物は、コーティング組成物又はそれから得られる硬化したコ
ーティング組成物に悪影響を及ぼさない他の任意の成分も含んでもよい。このような任意
の成分は、典型的には、コーティング組成物中に含まれて、組成物の外観を増大させ、組
成物の作製、加工、取扱い、及び塗布を容易にし、そしてコーティング組成物又はそれか
ら得られる硬化したコーティング組成物の特定の機能性を更に改善する。例えば、本発明
のポリエーテルポリマーを含む組成物は、所望の膜特性の提供の必要に応じて、架橋剤、
充填剤、触媒、潤滑剤、顔料、界面活性剤、染料、トナー、融着剤、増量剤、腐食防止剤
、流動性制御剤、チクソトロピー剤、分散剤、酸化防止剤、酸素掃去材料、接着促進剤、
光安定剤、及びこれらの混合物を所望により含む。それぞれの任意の成分は、好ましくは
意図された目的を果たすのに充分な量で含まれるが、コーティング組成物又はそれから得
られる硬化したコーティング組成物に悪影響を及ぼすような量では含まれない。
【００９９】
　好ましい本発明のポリエーテルポリマー及びコーティング組成物は、易動性及び／又は
結合ＢＰＡ及びＢＡＤＧＥを実質的に含まないか、より好ましくはこれらの化合物を本質
的に含まないか、最も好ましくはこれらの化合物を全く含まない。
【０１００】
　前述のポリマーを含有する組成物を用いるコーティング組成物が、１つ以上の任意の硬
化剤（すなわち、しばしば「架橋剤」と呼ばれる架橋性樹脂）を用いて配合され得るとい
うことが判明した。特定の架橋剤の選択は、典型的には、配合される特定の製品に依存す
る。例えば、一部のコーティング組成物は高度に着色（例えば、金色に着色したコーティ
ング）している。これらのコーティングは、通常、それ自身黄色味がかった色を有する傾
向がある架橋剤を用いて、配合される。対照的に、白色コーティングは、一般に、非黄色
化架橋剤、又は僅少量の黄色化架橋剤を用いて配合される。
【０１０１】
　好ましい硬化剤は、易動性ＢＰＡ及びＢＡＤＧＥを実質的に含まず、より好ましくは結
合ＢＰＡ及びＢＡＤＧＥを全く含まない。このような硬化剤の好適な例は、フェノプラス
ト及びアミノプラストなどのヒドロキシル反応性硬化型樹脂である。
【０１０２】
　フェノプラスト樹脂は、アルデヒドとフェノールとの縮合生成物を含む。ホルムアルデ
ヒド及びアセトアルデヒドは、好ましいアルデヒドである。フェノール、クレゾール、ｐ
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－フェニルフェノール、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、ｐ－ｔｅｒｔ－アミルフェノ
ール、シクロペンチルフェノール、及び式ＩＩの化合物などの様々なフェノールを使用す
ることができる。
【０１０３】
　アミノプラスト樹脂は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、
及びベンズアルデヒドなどのアルデヒドとウレア、メラミン、及びベンゾグアナミンなど
のアミノ－又はアミド基含有物質との縮合生成物である。好適なアミノプラスト架橋樹脂
の例として、ベンゾグアナミン－ホルムアルデヒド樹脂、メラミン－ホルムアルデヒド樹
脂、エーテル化メラミン－ホルムアルデヒド、及びウレア－ホルムアルデヒド樹脂が挙げ
られるが、これらに限定されない。
【０１０４】
　他の概ね好適な硬化剤の例は、ヘキサメチレンジイソシアネート、シクロヘキシル－１
，４－ジイソシアネートなどのブロック又は非ブロックの脂肪族、脂環式又は芳香族二価
－、三価－又は多価イソシアネートである。
【０１０５】
　概ね好適なブロックイソシアネートの追加の非限定的な例としては、イソホロンジイソ
シアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、トルエンジイソシアネート、ジ
フェニルメタンジイソシアネート、フェニレンジイソシアネート、テトラメチルキシレン
ジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、及びこれらの混合物の異性体が挙げら
れる。一部の実施形態では、少なくとも約３００、より好ましくは少なくとも約６５０、
及び更により好ましくは少なくとも約１，０００のＭｎを有する、ブロックイソシアネー
トが使用される。
【０１０６】
　特定の実施形態では、ポリマー型ブロックイソシアネートを使用してもよい。好適なポ
リマー型ブロックイソシアネートの一部の例としては、ジイソシアネートのビウレット又
はイソシアヌレート、３官能性の「三量体」、又はこれらの混合物が挙げられる。好適な
ブロックポリマー型イソシアネートの例としては、ＴＲＩＸＥＮＥ　ＢＩ　７９５１、Ｔ
ＲＩＸＥＮＥ　ＢＩ　７９８４、ＴＲＩＸＥＮＥ　ＢＩ　７９６３、ＴＲＩＸＥＮＥ　Ｂ
Ｉ　７９８１（ＴＲＩＸＥＮＥ材料は、Ｂａｘｅｎｄｅｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｌｔｄ
．（Ａｃｃｒｉｎｇｔｏｎ，Ｌａｎｃａｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ）から入手可能）、
ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＢＬ　３１７５Ａ、ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＢＬ３２７２、ＤＥＳＭＯＤ
ＵＲ　ＢＬ３３７０、ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＢＬ　３４７５、ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＢＬ　４
２６５、ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＰＬ　３４０、ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＶＰ　ＬＳ　２０７８、
ＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＶＰ　ＬＳ　２１１７、及びＤＥＳＭＯＤＵＲ　ＶＰ　ＬＳ　２３５
２（ＤＥＳＭＯＤＵＲ材料はＢａｙｅｒ　Ｃｏｒｐ．（Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ，ＰＡ，Ｕ
ＳＡ）から入手可能）、又はこれらの組み合わせが挙げられる。好適な三量体の例として
は、平均で３つのジイソシアネート分子から調製される三量化生成物又は例えば、トリオ
ール（例えば、トリメチロールプロパン）などの１モルの別の化合物と反応させた平均で
３モルのジイソシアネート（例えば、ＨＭＤＩ）から調製される三量体が挙げられ得る。
【０１０７】
　必要とされる硬化剤（すなわち、架橋剤）のレベルは、硬化剤の型、ベークの時間及び
温度、ポリエーテルポリマーの分子量、及び所望の膜の性質に依存する。使用される場合
には、架橋剤は、典型的には、５０重量％まで、好ましくは３０重量％まで、より好まし
くは１５重量％までの量で存在する。使用される場合には、架橋剤は、好ましくは少なく
とも０．１重量％、より好ましくは少なくとも１重量％、最も好ましくは少なくとも１．
５重量％の量で存在する。これらの重量パーセントは、コーティング組成物中の樹脂固形
分の全重量を基準とする。
【０１０８】
　本発明のコーティング組成物は、コーティング組成物又はこれから得られる硬化したコ
ーティング組成物に悪影響を及ぼす、他の任意のポリマーも含んでもよい。このような任
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意のポリマーは、所望の性質をもたらすのに、架橋材料として包含可能であるが、通常、
コーティング組成物中に充填剤材料として通常含まれる。１つ以上の任意のポリマー（例
えば、充填剤ポリマー）は、意図した目的を果たすのに充分な量で含まれ得るが、コーテ
ィング組成物又はそれから得られる硬化したコーティング組成物に悪影響を及ぼすような
量では含まれない。
【０１０９】
　このような追加のポリマー型材料は非反応性であることができ、それゆえ、単に充填剤
として機能することができる。このような任意の非反応性充填剤ポリマーとしては、例え
ば、ポリエステル、アクリル、ポリアミド、ポリエーテル、及びノボラックが挙げられる
。あるいは、このような追加のポリマー材料又はモノマーは、組成物の他の構成成分（例
えば、酸官能性ポリマー）と反応性であることができる。所望ならば、反応性ポリマーを
本発明の組成物の中に組み入れて、架橋を含む、様々な目的のための追加の官能基をもた
らすことができる。このような反応性ポリマーの例としては、例えば、官能化ポリエステ
ル、アクリル、ポリアミド、及びポリエーテルが挙げられる。好ましい任意のポリマーは
、易動性ＢＰＡ及びＢＡＤＧＥを実質的に含まず、より好ましくはこのような化合物を全
く含まない。
【０１１０】
　１つの好ましい任意の成分は、硬化速度を増大させる触媒である。触媒の例としては、
強酸（例えば、ＣＹＣＡＴ　６００としてＣｙｔｅｃから入手可能なドデシルベンゼンス
ルホン酸（ＤＤＢＳＡ））、メタンスルホン酸（ＭＳＡ）、ｐ－トルエンスルホン酸（ｐ
ＴＳＡ）、ジノニルナフタレンジスルホン酸（ＤＮＮＤＳＡ）、及びトリフリン酸）；四
級アンモニウム化合物；リン化合物；及びスズ、チタン、及び亜鉛化合物；及びこれらの
混合物が挙げられるが、これらに限定されない。具体的な例としては、テトラアルキルア
ンモニウムハライド、テトラアルキル又はテトラアリールホスホニウムヨージド又はアセ
テート、スズオクトエート、亜鉛オクトエート、トリフェニルホスフィン、及び当業者に
は既知の類似の触媒が挙げられるが、これらに限定されない。使用される場合には、触媒
は、好ましくはコーティング組成物中の非揮発性材料の重量基準で少なくとも０．０１重
量％、より好ましくは少なくとも０．１重量％の量で存在する。使用される場合には、触
媒は、好ましくはコーティング組成物中の非揮発性材料の重量基準で３重量％以下、より
好ましくは１重量％以下の量で存在する。
【０１１１】
　別の有用な任意の成分は、コーティングされた金属基材のシートに潤滑性を付与するこ
とにより、加工金属物品（例えばクロージュア及び食品又は飲料缶端）の製造を容易化す
る、潤滑剤（例えば、ワックス）である。好適な潤滑剤の非限定的な例としては、例えば
、カルナバワックス又はラノリンワックスなどの天然ワックス、ポリテトラフルオロエタ
ン（ＰＴＦＥ）及びポリエチレン型の潤滑剤が挙げられる。使用される場合には、潤滑剤
は、コーティング組成物中の不揮発性材料の総重量に基づいて好ましくは少なくとも０．
１重量％、好ましくは２重量％以下、より好ましくは１重量％以下の量でコーティング組
成物中に存在する。
【０１１２】
　別の有用な任意の成分は二酸化チタンなどの顔料である。使用される場合には、顔料は
、コーティング組成物中の固形分の総重量に基づいて好ましくは７０重量％以下、より好
ましくは５０重量％以下、更により好ましくは４０重量％以下の量でコーティング組成物
中に存在する。
【０１１３】
　界面活性剤をコーティング組成物に所望により添加して、流れ及び基材の濡れを助ける
ことができる。界面活性剤の例としては、ノニルフェノールポリエーテル及び塩、及び当
業者には既知の類似の界面活性剤が挙げられるが、これらに限定されない。使用される場
合には、界面活性剤は、好ましくは樹脂固形分の重量基準で少なくとも０．０１重量％、
より好ましくは少なくとも０．１重量％の量で存在する。使用される場合には、界面活性
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剤は、好ましくは樹脂固形分の重量基準で１０重量％以下、より好ましくは５重量％以下
の量で存在する。
【０１１４】
　本発明のコーティング組成物は、単層コーティングシステムの層又は多層コーティング
システムの１つ以上の層として存在することができる。このコーティング組成物は、プラ
イマーコート、中間コート、トップコート、又はこれらの組み合わせとして使用可能であ
る。特定の層及びコーティングシステム全体のコーティング厚さは、使用コーティング材
料、基材、コーティング塗布方法、及びコーティングされた物品に対する最終使用に依存
する。本発明のコーティング組成物から形成される１つ以上の層を含む単層又は多層のコ
イルコーティングシステムは、任意の好適な全体のコーティング厚さを有してもよいが、
典型的には、約２～約６０マイクロメートル及びより典型的には約３～約１２マイクロメ
ートルの全体の平均乾燥コーティング厚さを有する。
【０１１５】
　本発明のコーティング組成物は、基材を、例えば食品又は飲料容器又はこれらの一部な
どの物品に成形する前又は後に、基材に塗布され得る。一実施形態では、本明細書に記載
のコーティング組成物金属基材に塗布する（例えば、組成物を平面的なコイル又はシート
の形の金属基材に塗布する）工程と、組成物を硬化させる工程と、そして基材をパッケー
ジ缶又はこれらの一部（例えば、食品又は飲料缶又はこれらの一部）に成形する工程（例
えば、スタンプ法により）とを含む、方法が提供される。例えば，本発明の硬化したコー
ティングをその表面上に有するリベット付き飲料缶端をこのような方法で成形することが
できる。
【０１１６】
　コーティング組成物を基材の上に塗布した後、例えば、慣用の方法又は対流方法のいず
れかによるオーブンベーク法、又はコーティングの硬化に好適な高温をもたらす任意の他
の方法を含む様々な方法を用いて組成物を硬化させることができる。硬化工程を分離した
工程又は組み合わせた工程のいずれかで行ってもよい。例えば、基材を外周温度で乾燥し
て、コーティング組成物を大部分非架橋の状態に残すことができる。次いで、コーティン
グした基材を加熱して、組成物を充分に硬化させることができる。特定の場合には、本発
明のコーティング組成物を一工程で乾燥及び硬化させることができる。
【０１１７】
　硬化条件は、塗布方法及び意図される最終使用によって変わる。硬化工程を、例えば約
１００℃～約３００℃、より典型的には及び約１７７℃～約２５０℃の範囲のオーブン温
度を含む任意の好適な温度で行ってもよい。金属コイルがコーティングすべき基材である
場合には、好適な時間にわたってコーティングした金属基材を好ましくは約３５０°Ｆ（
１７７℃）超のピーク金属温度（「ＰＭＴ」）まで加熱することにより、コーティングし
たコーティング組成物の硬化を行ってもよい。より好ましくは、コーティングした金属コ
イルを好適な時間（例えば、約５～９００秒間）少なくとも約４２５°Ｆ（２１８℃）の
ＰＭＴまで加熱する。
【０１１８】
　本発明のコーティング組成物は金属基材のコーティングに特に有用である。このコーテ
ィング組成物を使用して、食品又は飲料容器、又はこれらの一部などのパッケージ物品を
コーティングしてもよい。好ましい実施形態では、容器は食品又は飲料缶であり、容器の
表面は金属基材の表面である。缶端又は缶胴であれ、缶（例えば、ツーピース缶、スリー
ピース缶）又はこれらの一部に基材を成形する前又は後のいずれかでポリマーを金属基材
に塗布することができる。好ましい本発明のポリマーは、食品と接触する状態での使用に
好適であり、このような缶の内側で使用され得る。このコーティング組成物は、ツーピー
ス又はスリーピースの、缶端又は缶胴の内部上で特に有用である。
【０１１９】
　このコーティング組成物は、スプレーコーティング、コイルコーティング、ウォッシュ
コーティング、シートコーティング、及びサイドシームコーティング（例えば、食品缶サ
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イドシームコーティング）に好適であり得る。このような塗布方法の追加の記述を下記に
示す。本発明のコーティング組成物は、それと関連する最終使用を含む、後述の塗布方法
のそれぞれで好適に使用され得ると考えられる。
【０１２０】
　スプレーコーティングは、コーティングされる組成物を予備成形したパッケージング容
器の内側の中に導入することを含む。スプレーコーティングに好適な典型的な予備成形し
たパッケージング容器は、食品缶、ビール及び飲料容器などを含む。スプレーは、好まし
くは予備成形したパッケージング容器の内側を均一にコーティングすることができるスプ
レーノズルを利用する。次いで、スプレーした予備成形容器を加熱して、いかなる残存す
るキャリア（例えば、水又は溶剤）も除去し、そしてコーティングを硬化させる。
【０１２１】
　コイルコーティングは、金属（例えば、スチール又はアルミニウム）から構成される連
続コイルのコーティングとして説明される。コーティングされたならば、コーティングコ
イルは、コーティングの硬化（例えば、乾燥及び硬化）のために短い加熱、紫外線、及び
／又は電磁線の硬化サイクルに曝される。コイルコーティングは、ツーピース絞り加工食
品缶、スリーピース食品缶、食品缶端、絞りしごき加工缶、飲料缶端などの成形物品に加
工可能なコーティング済み金属（例えば、スチール及び／又はアルミニウム）基材を提供
する。
【０１２２】
　ウォッシュコーティングは、ツーピース絞りしごき加工（「Ｄ＆Ｉ」）缶の外部の保護
コーティングの薄層によるコーティングと商品的には説明される。予備成形したツーピー
スＤ＆Ｉ缶をコーティング組成物のカーテンの下に通すことにより、これらのＤ＆Ｉ缶の
外部を「ウォッシュコ－ト」する。この缶を反転する、すなわち、カーテンに通す時、缶
の開いた端を「下」の位置にする。コーティング組成物のこのカーテンは、「滝のような
」外観を呈する。これらの缶がこのコーティング組成物のカーテンの下を通ると、液体コ
ーティング材料は、それぞれの缶の外部を有効にコーティングする。過剰のコーティング
を「エアナイフ」を使用して除去する。所望量のコーティングをそれぞれの缶の外部に塗
布したならば、それぞれの缶を加熱、紫外、及び／又は電磁硬化オーブンに通して、コー
ティングを硬化（例えば、乾燥及び硬化）する。硬化オーブンの区域内のコーティングし
た缶の滞留時間は、典型的には、１分～５分である。このオーブン内の硬化温度は、典型
的には、１５０℃～２２０℃の範囲である。
【０１２３】
　シートコーティングは、正方形又は長方形の「シート」に予め切断した、様々な材料（
例えば、スチール又はアルミニウム）のばらばらな片のコーティングと記述される。これ
らのシートの典型的な寸法はほぼ１平方メートルである。コーティングしたならば、それ
ぞれのシートを硬化させる。硬化（例えば、乾燥及び硬化）したならば、コーティングし
た基材のシートを集め、以降の加工の準備をする。シートコーティングは、ツーピース絞
り加工食品缶、スリーピース食品缶、食品缶端、絞りしごき加工缶、飲料缶端（例えば、
プルタブを取り付けるためのリベットを有するリベット付きの飲料缶端を含む）などの成
形物品に問題なく加工可能な、コーティングした金属（例えば、スチール又はアルミニウ
ム）基材を提供する。
【０１２４】
　サイドシームコーティングは、成形されたスリーピース食品缶の溶接された領域にわた
る液体コーティングのスプレー塗布と記述される。スリーピース食品缶を調製する場合に
は、コーティングされた基材の長方形の片を円筒に成形する。長方形のそれぞれの側を加
熱溶接により溶接することにより、円筒の構造を長続きするものとする。溶接したならば
、それぞれの缶は、典型的には、それ以降の腐食又は含有されている食品への他の影響か
ら露出した「溶接部」を防護する、コーティングの層を必要とする。この役割において機
能するコーティングは、「サイドシームストライプ」という用語が与えられている。典型
的なサイドシームストライプは、スプレー塗布され、そしてわずかな加熱、紫外、及び／
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又は電磁オーブンに加えて溶接操作からの残存する熱により急速硬化される。
【０１２５】
　例えば、電着コーティング、押し出しコーティング、貼り合わせ、粉末コーティングな
どの他の商用のコーティング塗布及び硬化方法も想起される。
　一実施形態では、本発明のコーティング組成物は、好ましくは少なくとも２０重量％の
非揮発性構成成分（すなわち、「固形分」）、より好ましくは少なくとも２５重量％の非
揮発性構成成分を有する、有機溶剤系組成物である。一実施形態では、このコーティング
組成物は、好ましくは４０重量％以下の非揮発性構成成分（すなわち、「固形分」）、よ
り好ましくは３５重量％以下の非揮発性構成成分を有する、有機溶剤系組成物である。こ
のような実施形態では、非揮発性の膜形成性構成成分は、好ましくは少なくとも５０重量
％の本発明のポリエーテルポリマー、より好ましくは少なくとも５５重量％のこのポリマ
ー、更により好ましくは少なくとも６０重量％のこのポリマーを含む。このような実施形
態では、非揮発性の膜形成性構成成分は、好ましくは９５重量％以下の本発明のポリエー
テルポリマー、より好ましくは８５重量％以下のこのポリマーを含む。
【０１２６】
　一実施形態では、このコーティング組成物は、好ましくは少なくとも１５重量％の非揮
発性構成成分（すなわち、「固形分」）を有する、水系組成物である。一実施形態では、
このコーティング組成物は、好ましくは５０重量％以下の非揮発性構成成分（すなわち、
「固形分」）、より好ましくは４０重量％以下の非揮発性構成成分を有する、水系組成物
である。このような実施形態では、非揮発性の膜形成性構成成分は、好ましくは少なくと
も２５重量％の本発明のポリエーテルポリマー、より好ましくは少なくとも３０重量％の
このポリマー、より好ましくは少なくとも４０重量％のこのポリマーを含む。このような
実施形態では、この非揮発性の膜形成性構成成分は、好ましくは６０重量％以下の本発明
のポリエーテルポリマー、より好ましくは７０重量％以下のこのポリマーを含む。
【０１２７】
　特定の好ましい実施形態では、本発明のコーティング組成物は、「浸蝕性の食物製品」
の代わりに脱イオン水中の３重量％の酢酸を用いて実施例の項で述べる試験にかけた場合
、次のコーティング特性の１つ以上（及び一部の実施形態では全部）を呈する能力がある
：白化抵抗、耐食性、耐汚れ性、及び／又は少なくとも８、より好ましくは少なくとも９
、及び最適には１０（１０が完全である）の金属基材への接着性。
【０１２８】
　本発明の一部の追加の非限定的な実施形態を下記に示して、本発明の特定の態様を更に
例示する。
　１．コーティング組成物であって、
　多環式基（より好ましくは複数のこのような基）を含む骨格を有する膜形成量のポリエ
ーテルポリマー、
　任意の架橋剤及び
　任意のキャリア液体、を含むコーティング組成物。
【０１２９】
　２．コーティング組成物がＢＰＡ又はＢＡＤＧＥを少なくとも実質的に含まない、実施
形態１のコーティング組成物。
　３．上記ポリエーテルポリマーが、骨格炭素原子に結合した１つ以上のペンダントヒド
ロキシル基を含む、実施形態１又は２のコーティング組成物。
【０１３０】
　４．上記骨格が、－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメントを含む、実施形態１～
３のいずれかのコーティング組成物。
　５．アリール又はヘテロアリール基が、上記ポリマー中に存在するアリール及びヘテロ
アリール基の総重量に基づいて上記ポリマーの重量に対してこのポリエーテルポリマーの
少なくとも２０重量パーセントを構成する、実施形態１～４のいずれかのコーティング組
成物。



(28) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

【０１３１】
　６．上記骨格が複数のエステル結合を含む、実施形態１～５のいずれかのコーティング
組成物。
　７．上記ポリエーテルポリマーが、式Ｉ：
　－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、それぞれのＡｒは独立にアリール又はヘテロアリール基（より好ましくは二価
のフェニレン基）であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　上記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上をセグメントを有する
、実施形態１～６のいずれかのコーティング組成物。
【０１３２】
　８．それぞれのｎが１であり、Ｒが上記多環式基を含む、実施形態７のコーティング組
成物。
　９．Ｒが少なくとも１つのエステル結合を含む、実施形態７又は８のコーティング組成
物。
【０１３３】
　１０．Ｒが、下記の式ＩＩＩ：
　－Ｒ５

ｔ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ４－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５
ｔ－

　（式中、
　Ｒ５は多環式基を含む二価の有機基であり、
　それぞれのＲ４は二価の有機基であり、そして
　それぞれのｔは０又は１である）の構造を有するセグメントを含む、実施形態９のコー
ティング組成物。
【０１３４】
　１１．上記ポリエーテルポリマーが、少なくとも約３０℃、より好ましくは約５０℃、
更により好ましくは少なくとも約７０℃、更により好ましくは約８０℃～１１０℃のガラ
ス転移温度（Ｔｇ）を示す、実施形態１～１０のいずれかのコーティング組成物。
【０１３５】
　１２．上記コーティング組成物が上記液体キャリアを含み、上記ポリエーテルポリマー
が少なくとも２，０００の数平均分子量を有する、実施形態１～１１のいずれかのコーテ
ィング組成物。
【０１３６】
　１３．上記ポリエーテルポリマーが、ポリエポキシド及び多価フェノール、より好まし
くはジエポキシド及び二価フェノールを含む成分の反応生成物である、実施形態１～１２
のいずれかのコーティング組成物。
【０１３７】
　１４．上記ポリエポキシド及び上記多価フェノールの一方又は両方が多環式基を含む、
実施形態１３のコーティング組成物。
　１５．上記多環式基がトリシクロデカン基を含む、実施形態１～１４のいずれかのコー
ティング組成物。
【０１３８】
　１６．上記ポリエポキシド又は多価フェノールの一方又は両方がイソソルビドから誘導
される、実施形態１３のコーティング組成物。
　１７．上記コーティング組成物が水系システムである、実施形態１～１６のいずれかの
コーティング組成物。
【０１３９】
　１８．上記コーティング組成物が溶剤系システムである、実施形態１～１７のいずれか
のコーティング組成物。
　１９．上記コーティング組成物が食品と接触するコーティングとしての使用に好適であ



(29) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

る、実施形態１～１８のいずれかのコーティング組成物。
【０１４０】
　２０．その表面の少なくとも一部に塗布された実施形態１～１９のいずれか１つのコー
ティング組成物を有する物品。
　２１．上記物品が金属食品又は飲料容器又はこれらの一部である、実施形態（claim）
２０の物品。
【０１４１】
　２２．
　金属基材を準備する工程；
　実施形態１～１９のいずれかのコーティング組成物を準備する工程；及び
　上記基材を食品又は飲料容器又はこれらの一部に成形する前又は後に、上記コーティン
グ組成物を上記基材の主表面の少なくとも一部の上に塗布する工程；を含む方法。
【０１４２】
　２３．
　次式Ｉ：
　－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、
　それぞれのＡｒは独立にアリール又はヘテロアリール基（より好ましくは二価のフェニ
レン基）であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　上記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有し、
　好ましくは、少なくとも３０℃、より好ましくは少なくとも５０℃、及び更により好ま
しくは少なくとも７０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を示す、ポリエーテルポリマー（好ま
しくは、膜形成量の）を含むコーティング組成物であって、
　上記コーティング組成物がＢＰＡ又はＢＡＤＧＥを少なくとも実質的に含まない、コー
ティング組成物。
【０１４３】
　２４．Ｒが、存在する場合には、－Ｃ（ＣＨ３）２－でない、実施形態２３のコーティ
ング組成物。
　２５．上記ポリエーテルポリマーが７０～１５０℃のＴｇを示す、実施形態２３又は２
４のコーティング組成物。
【０１４４】
　２６．上記ポリエーテルポリマーが８０～１１０℃のＴｇを示す、実施形態２３～２５
のいずれかのコーティング組成物。
　２７．上記ポリエーテルポリマーが、骨格炭素原子に結合した１つ以上のペンダントヒ
ドロキシル基を含む、実施形態２３～２６のいずれかのコーティング組成物。
【０１４５】
　２８．上記ポリエーテルポリマーの骨格が、－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメ
ントを含む、実施形態２３～２７のいずれかのコーティング組成物。
　２９．アリール又はヘテロアリール基が、上記ポリマー中に存在するアリール及びヘテ
ロアリール基の総重量に基づいて上記ポリマーの重量に対して上記ポリエーテルポリマー
の少なくとも２０重量パーセントを構成する、実施形態２３～２８のいずれかのコーティ
ング組成物。
【０１４６】
　３０．上記ポリエーテルポリマーが、ポリエポキシド及び多価フェノール、より好まし
くはジエポキシド及び二価フェノールを含む成分の反応生成物である、実施形態２３～２
９のコーティング組成物。
【０１４７】
　３１．上記ポリエポキシド及び上記多価フェノールのそれぞれが、アリール又はヘテロ
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アリール基を独立に含む、実施形態２３～３０のコーティング組成物。
　３２．上記ポリエポキシド又は多価フェノールの１つ以上が、１，１－ジ（４－ヒドロ
キシフェニル）－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）
－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－シクロ
ヘキサン、これらの混合物、これらのいずれかのジグリシジルエーテル、又はこれらの組
み合わせから選択される、実施形態２３～３１のいずれかのコーティング組成物。
【０１４８】
　３３．上記ポリエポキシド又は多価フェノールの１つ以上が、１，１－ビス（４－ヒド
ロキシフェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサン、１，１－ビス（４－ヒド
ロキシフェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサンのジグリシジルエーテル、
又はこれらの組み合わせから選択される、実施形態２３～３２のいずれかのコーティング
組成物。
【０１４９】
　３３．５．上記ポリエーテルポリマーが少なくとも２，０００の数平均分子量を有する
、実施形態２３～３３のいずれかのコーティング組成物。
　３４．ｎが１であり、Ｒが、式Ｉ中に示される２つのＡｒ基を接続するＲの骨格セグメ
ント中に四級炭素原子を含む、実施形態２３～３３．５のいずれかのコーティング組成物
。
【０１５０】
　３５．Ｒが少なくとも１つの環式基を含む、実施形態２３～３４のいずれかのコーティ
ング組成物。
　３６．上記環式基がペンダント又は骨格の脂環式基である、実施形態３５のコーティン
グ組成物。
【０１５１】
　３７．上記環式基が、６員の炭素環（例えば、－Ｃ６（Ｒ２）ｑ－環式基（式中、（ｉ
）ｑは２～１０、より典型的には６～１０、更により典型的には８～１０、及び更により
典型的には１０であり、（ｉｉ）それぞれのＲ２基は、独立に水素、ハロゲン、又は有機
基であり、そして２つのＲ２基は連結して、環を形成してもよい）を含む、実施形態３５
又は３６のコーティング組成物。
【０１５２】
　３８．上記環式基が置換又は非置換の二価のシクロヘキサン基である、実施形態３５～
３７のいずれかのコーティング組成物。
　３９．上記環式基が、式Ｉの２つのＡｒ基を接続するＲの骨格鎖中に存在する四級炭素
原子を含む、実施形態３５～３８のいずれかのコーティング組成物。
【０１５３】
　４０．式ＩのＲが、２つのＡｒ基を接続するＲの骨格鎖中のいかなるエステル結合も含
まない、実施形態３５～３９のいずれかのコーティング組成物。
　４１．上記ポリエーテルポリマーが複数のエステル結合を含む、実施形態２３～４０の
いずれかのコーティング組成物。
【０１５４】
　４２．ｎが１であり、Ｒが少なくとも１つのエステル結合を含む、実施形態２３～３９
及び４１のいずれかのコーティング組成物。
　４３．Ｒが、下記の式ＩＩＩ：
　－Ｒ５

ｔ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ４－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５
ｔ－

　（式中、
　Ｒ４は二価の有機基であり、
　それぞれのＲ５は二価の有機基であり、そして
　それぞれのｔは０又は１である）の構造を有するセグメントを含む、実施形態４２のコ
ーティング組成物。
【０１５５】
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　４４．Ｒ４が、少なくとも１つの二価のアリール又はヘテロアリール基を含む、実施形
態４３のコーティング組成物。
　４５．上記ポリエーテルポリマーがエステル結合を含まない、実施形態２３～４０のい
ずれかのコーティング組成物。
【０１５６】
　４６．上記コーティング組成物が水系システムである、実施形態２３～４５のいずれか
のコーティング組成物。
　４７．上記コーティング組成物が溶剤系システムである、実施形態２３～４５のいずれ
かのコーティング組成物。
【０１５７】
　４８．上記コーティング組成物が食品と接触するコーティングとしての使用に好適であ
る、実施形態２３～４７のいずれかのコーティング組成物。
　４９．食品又は飲料容器又はこれらの一部の金属基材と、上記金属基材の主表面の少な
くとも一部の上に塗布された実施形態２３～４８のいずれかのコーティング組成物とを含
む物品。
【０１５８】
　５０．
　金属基材を準備する工程と；
　実施形態２３～４８のいずれかのコーティング組成物を準備する工程と；
　上記基材を食品又は飲料容器又はこれらの一部に成形する前又は後に、上記コーティン
グ組成物を上記基材の主表面の少なくとも一部の上に塗布する工程と；を含む方法。
【０１５９】
　５１．
　その上に塗布された上記コーティング組成物を有する金属基材を食品若しくは飲料の容
器又はこれらの一部に成形することを更に含む、実施形態５０の方法。
【０１６０】
　５２．上記金属基材が、予備成形された食品若しくは飲料の容器の一部と成る、実施形
態５０の方法。
　５３．上記主要表面が食品と接触する表面を含む、実施形態５０～５２のいずれかの方
法。
【０１６１】
　５４．上記ポリエーテルポリマーが少なくとも１重量％、５重量％、１０重量％、２０
重量％、３０重量％、又は５０重量％の式Ｉのセグメントを含む、実施形態１～５３のい
ずれかのコーティング組成物、方法、又は物品。
【０１６２】
　試験方法
　特記しない限り、以下の実施例では次の試験方法を使用した。
　示差走査熱量測定
　最初にこの液体樹脂組成物をアルミニウムシートパネル上に塗布することにより、示差
走査熱量測定法（「ＤＳＣ」）試験用の試料を作製した。次いで、このパネルをＦｉｓｈ
ｅｒ　Ｉｓｏｔｅｍｐ電気オーブン中で１４９℃（３００°Ｆ）で２０分間ベークして、
揮発性材料を除去した。室温まで冷却した後、試料をパネルから掻き落とし、標準試料パ
ンの中に秤り込み、標準ＤＳＣ加熱－冷却－加熱法を用いて、分析した。試料を－６０℃
で平衡化し、次いで１分当たり２０℃で約２００℃まで加熱し、－６０℃まで冷却し、次
いで１分当たり２０℃で約２００℃まで加熱した。ガラス転移を最終の加熱サイクルの温
度記録図から計算した。ガラス転移をこの転移の変曲点で測定した。
【０１６３】
　接着性
　このコーティングが、コーティングされた基材に接着しているかどうかを評価するため
に、接着試験を行う。ＳＣＯＴＣＨ　６１０テープ（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓａｉｎｔ
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　Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能）を用い、ＡＳＴＭ　Ｄ３３５９－試験
方法Ｂに従って接着試験を行った。接着性は、一般に、０～１０の尺度で評点を付けられ
、評点「１０」は接着不良を起こさないことを示し、評点「９」はコーティングの９０％
が接着状態を保ち、評点「８」はコーティングの８０％が接着状態を保つなどである。商
品として生き残るコーティングには１０の接着評点が通常望まれる。
【０１６４】
　白化抵抗
　白化抵抗は、コーティングが様々な溶液による攻撃に耐える能力の尺度である。典型的
には、白化は、コーティングされた膜の中に吸収される水の量により測定される。膜が水
を吸収する場合、膜は、一般に、曇化するか又は白色に見える。白化は、一般に、尺度０
～１０を用いて目視的に測定され、評点「１０」は白化しないことを示し、及び評点「０
」は膜の完全な白色化を示す。商品的に生き残るコーティングには典型的には少なくとも
７の、最適には９以上の白化評点が望まれる。
【０１６５】
　耐食性
　耐食性は、腐食性／酸性環境に耐えるコーティングの能力の尺度である。耐食性は、一
般に、尺度０～１０で測定される。「０」は、コーティングが完全に浸蝕され、それがす
べての領域における膜の気泡又は水泡形成により観察されるということを示す。「１０」
は、コーティングが浸蝕性環境に曝される前と変わらないということを示す。
【０１６６】
　耐汚れ性
　耐汚れ性は、媒体による汚れに耐えるコーティングの能力の尺度である。耐汚れ性は、
一般に、尺度０～１０で測定される。「０」は、コーティングが、すべての領域で観察さ
れる膜の完全な色の変化を伴って完全に汚れるということを示す。「１０」は、コーティ
ングが汚染性の環境に曝される前と変わらないということを示す。
【０１６７】
　耐溶剤性試験
　コーティングの「硬化」又は架橋の程度は、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）又はイソプ
ロピルアルコール（ＩＰＡ）などの溶剤に対する抵抗性として測定される。この試験は、
ＡＳＴＭ　Ｄ５４０２－９３に記載されているように行われる。ダブルラビング（すなわ
ち、１往復の運動）の回数が報告される。好ましくは、ＭＥＫ耐溶剤性は少なくとも３０
回のダブルラビングである。
【実施例】
【０１６８】
　次の実施例は、本発明の理解を助けるために示されるものであり、本発明の範囲の限定
として理解されるべきでない。特に断らない限り、部及びパーセントはすべて重量基準で
ある。
【０１６９】
　原材料及び成分のリスト
　次表に次の実施例で使用される原材料及び成分の一部を列挙する。代替の材料又は供給
元を当業者に評価されるものとして用いてもよい。
【０１７０】
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【表２】

【０１７１】
　実施例１：ポリエーテルポリマー
　ラン１：
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに１３８．４部のＥＲＩＳＹＳ　ＧＥ－２２、１４
０．３部の１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロ
ヘキサン、０．２６部の触媒１２０１及び１３．４部のメチルイソブチルケトンを添加し
た。撹拌及び加熱を開始し、バッチが１３０℃に達するまで継続し、その時点で加熱を停
止し、バッチを１５８℃まで発熱させた。バッチを１５５℃で１８０分間加熱した。その
時点でエポキシ値は０．０３８等量／１００グラムであった。この時点で８４．２部のエ
チレングリコールブチルエーテルをゆっくりと添加し、続いて４２．１部のブタノールを
添加しながら、加熱を停止した。最終の樹脂は、６６．９％の非揮発性の内容物を有し、
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０．０３６のエポキシ値、７５，０００センチポアーズの８０°Ｆ（約２７℃）における
ブルックフィールド粘度、及び６０℃のＴｇを示した。理論計算に基づくと、最終の樹脂
は、ポリマーの重量に対するポリマー中のアリール基の総重量に基づいて２０．６重量％
のアリール基を含んでいた。
【０１７２】
　ラン２：
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに１６９．８部のＥＲＩＳＹＳ　ＧＥ－２２、１３
０．２部の１，１－ジ（４－ヒドロキシフェニル）－シクロヘキサン、０．３０部の触媒
１２０１及び１５．９部のメチルイソブチルケトンを添加した。撹拌及び加熱を開始し、
バッチが１２５℃に達するまで継続し、その時点で加熱を停止し、バッチを１６６℃まで
発熱させた。バッチを１５５℃で１２０分間加熱した。その時点でエポキシ値は０．０３
５等量／１００グラムであった。この時点で１２２部のエチレングリコールブチルエーテ
ルをゆっくりと添加し、続いて６０．６部のブタノールを添加しながら、加熱を停止した
。最終の樹脂は、６０．２％の非揮発性の内容物を有し、０．０３５のエポキシ値、及び
３８℃のＴｇを示した。理論計算に基づくと、最終の樹脂は、ポリマーの重量に対するポ
リマー中のアリール基の総重量に基づいて２４．６重量％のアリール基を含んでいた。
【０１７３】
　ラン３：
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに２３３．４部のＲＤＧＥ、２６６．６部の１，１
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサン、０．５
部の触媒１２０１及び２６．３部のメチルイソブチルケトンを添加した。撹拌及び加熱を
開始し、バッチが１３０℃に達するまで継続し、その時点で加熱を停止し、バッチを１６
２℃まで発熱させた。バッチを１５５℃で６０分間加熱した。その時点でエポキシ値は０
．０３４等量／１００グラムであった。この時点で２０５．６部のエチレングリコールブ
チルエーテルをゆっくりと添加し、続いて１０１．２部のブタノールを添加しながら、加
熱を停止した。最終の樹脂は、５９．６％の非揮発性の内容物を有し、０．０３１のエポ
キシ値、及び９８℃のＴｇを示した。理論計算に基づくと、最終の樹脂は、ポリマーの重
量に対するポリマー中のアリール基の総重量に基づいて４２重量％のアリール基を含んで
いた。
【０１７４】
　ラン４：
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに２５０．７部のＲＤＧＥ、２４９．３部の１，１
－ジ（４－ヒドロキシフェニル）－シクロヘキサン、０．５０部の触媒１２０１及び３３
．５部のメチルイソブチルケトンを添加した。撹拌及び加熱を開始し、バッチが１２５℃
に達するまで継続し、その時点で加熱を停止し、バッチを１７１℃まで発熱させた。バッ
チを１５５℃で４５分間加熱した。その時点でエポキシ値は０．０３７等量／１００グラ
ムであった。この時点で２０５部のエチレングリコールブチルエーテルをゆっくりと添加
し、続いて１０１部のブタノールを添加しながら、加熱を停止した。最終の樹脂は、６０
．２％の非揮発性の内容物を有し、０．０３２のエポキシ値、及び８０℃のＴｇを示した
。理論計算に基づくと、最終の樹脂は、ポリマーの重量に対するポリマー中のアリール基
の総重量に基づいて４５．４重量％のアリール基を含んでいた。
【０１７５】
　比較ラン５：
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに２５９．８部のＥＰＯＮ　８２８、１４０．３部
のビスフェノールＡ、０．４部の触媒１２０１及び３０．２部のメチルイソブチルケトン
を添加した。撹拌及び加熱を開始し、バッチが１３０℃に達するまで継続し、その時点で
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。その時点でエポキシ値は０．０３９等量／１００グラムであった。この時点で３６９．
４部のエチレングリコールブチルエーテルをゆっくりと添加しながら、加熱を停止した。
最終の樹脂は、５１．４％の非揮発性の内容物を有し、０．０３８のエポキシ値、３９，
０００センチポアーズの８０°Ｆ（約２７℃）におけるブルックフィールド粘度、及び７
８℃のＴｇを示した。理論計算に基づくと、最終の樹脂は、ポリマーの重量に対するポリ
マー中のアリール基の総重量に基づいて５２重量％のアリール基を含んでいた。
【０１７６】
　実施例２～６：コーティング組成物
　実施例２～６のコーティング組成物を作製するために、実施例１、ラン１～５のポリエ
ーテルポリマーのそれぞれをシクロヘキサン：芳香族１５０溶剤の１：１比により３５％
の非揮発性内容物までカットした。次いで、２０％（固形物対固形物（solids on solids
））のＰＨＥＮＯＤＵＲ　ＰＲ　６１２を添加し、続いて０．１％　Ｈ３ＰＯ４（固形物
対固形物）をブタノール中の１０％溶液として添加した。このようにして、ラン１～５の
それぞれに対して酸触媒による８０／２０ポリエーテル／フェノール配合物をもたらした
。以下の表２は、実施例２～６のそれぞれの中に存在する実施例１のラン１～５の特定の
ポリエーテルポリマーを示す。
【０１７７】
　コーティングの性質
　実施例２～６のコーティング組成物をそれぞれ適切なサイズのワイヤバーによりドロー
ダウンして、４．５～５．０ミリグラム／平方インチ（メートル等量は１平方メートル当
たり７～７．８グラムである）の乾燥膜厚を得た。このコーティング組成物を０．２５ｍ
ｍの７５＃スズメッキスチール（「ＥＴＰ」）及び７５＃スズメッキ無しのスチール（「
ＴＦＳ」）の両方に塗布し、ベークして、コーティングを硬化した。ベークは、ガス燃焼
の強制通風ボックスオーブン中４０３°Ｆ（約２０６℃）で１２分間であった。２０２清
浄食品缶端を、コーティングされたプレートから成形した。それぞれの缶端に缶端のコー
ティングされていない面の中心において１４インチ－ポンド（１．５８Ｎｍ）裏面衝撃（
適切な高さから落下させた２ポンド（０．９１ｋｇ）の錘を用いて）を加えた。缶端を、
１８０°Ｆ（８２℃）の初期温度を有する２つの異なる浸蝕性の食物製品（すなわち、表
２中の浸蝕性の食物製品１及び２）中に浸漬し、１２０°Ｆ（約４９℃）で２週間貯蔵し
た。２週後、缶端を食物製品から取り出し、水ですすぎ、そして接着、腐食、汚れ、及び
白化の評価をした。結果を以下の表２に示す。
【０１７８】
　表２に示すように、実施例４及び５のＲＤＧＥ含有配合物は、比較例６のＢＰＡ含有配
合物に類似の性能を示す。実施例２及び３の低ＴｇのＣＨＤＭＤＧＥ含有配合物は、この
試験では実施例４及び５の高ＴｇのＲＤＧＥ含有配合物よりも劣っていた。
【０１７９】



(36) JP 5752784 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

【表３】

【０１８０】
　下記の実施例７～１３は、任意の多環式基を有するポリエーテルポリマーを含む本発明
の実施形態に関する。
　実施例７：２モルの４－ヒドロキシフェニル酢酸（ＨＰＡＡ）と１モルのトリシクロデ
カンジメタノール（ＴＣＤＭ）との付加物
　メカニカルスターラー、ディーン－スタルクトラップの頂部上の水冷コンデンサー、及
び加熱制御素子に接続した熱電対及び加熱マントルを備えた四口丸底フラスコに７０５．
６部のＴＣＤＭ（ＯＸＥＡから）、１０９４．４部のＨＰＡＡ（Ａｃｅｔｏから）、１．
８部の触媒４２０１重合触媒（Ａｔｏｆｉｎａからのジブチルスズオキシド）を添加した
。撹拌及び加熱を開始し、バッチが２３０℃に達するまで４時間継続した。バッチを２３
０℃で更に４時間加熱した。その時点で酸値は２．０ｍｇ　ＫＯＨ／グラムであった。こ
の時点で、バッチが１２０℃に達するまで加熱を停止し、その時点でバッチを排出した。
この材料は室温で粘着性の半固体であった。
【０１８１】
　実施例８：２モルの４－ヒドロキシフェニル酢酸（ＨＰＡＡ）と１モルのイソソルビド
との付加物
　メカニカルスターラー、ディーン－スタルクトラップの頂部上の水冷コンデンサー、及
び加熱制御素子に接続した熱電対及び加熱マントルを備えた四口丸底フラスコに１６２．
２部のイソソルビド（ＡＤＭからのポリマーグレード）、３３７．８部のＨＰＡＡ、０．
５部の触媒４２０１重合触媒を添加した。撹拌及び加熱を開始し、バッチが２４０℃に達
するまで５時間継続した。その時点で酸値は２．０ｍｇ　ＫＯＨ／グラムであった。バッ
チが１５０℃に達するまで加熱を停止し、その時点でバッチを排出した。この材料は室温
で粘着性の固体であった。
【０１８２】
　実施例９：実施例７の付加物を組み込んだポリエーテルポリマー
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに８０．５部の１，１－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサンのジグリシジルエーテル（Ｓａｃｈｅ
ｍ（Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ））、７３．４部の実施例７のＨＰＡＡ－ＴＣＤＭ
付加物、０．１５部の触媒１２０１重合触媒（Ｓｈｅｌｌから）及び８部のメチルイソブ
チルケトンを添加した。撹拌及び加熱を開始し、バッチが１２５℃に達するまで継続し、
その時点でバッチを１４７℃まで発熱させた。バッチを１２０℃まで戻し、２時間保持し
た。この時点で及びエポキシ値は０．０４０等量／１００グラムであった。この時点で、
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１４０部のキシレン：シクロヘキサノン：プロピレングリコールメチルエーテルアセテー
トの２：１：１混合物を添加しながら、加熱を停止した。最終の樹脂組成物は、５２．２
％の非揮発性内容物を有し、０．０３３のエポキシ値、３８００センチポアーズの粘度、
及び８８℃のＴｇを示した。
【０１８３】
　実施例１０：実施例７の付加物を組み込んだポリエーテルポリマー
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに５５．４部のヒドロキノンのジグリシジルエーテ
ル、９４．７部の実施例７のＨＰＡＡ－ＴＣＤＭ付加物、０．１５部の触媒１２０１重合
触媒（Ｓｈｅｌｌから）及び１６．７部のメチルイソブチルケトンを添加した。撹拌及び
加熱を開始し、バッチが１２０℃に達するまで継続した。この時点でバッチを１２５～１
３０℃で３時間保持した。この時点でエポキシ値は０．０４１等量／１００グラムであっ
た。この時点で、１３６部のシクロヘキサノンをゆっくりと添加しながら、加熱を停止し
た。最終の樹脂組成物は、５０．７％の非揮発性内容物を有し、０．０３４のエポキシ値
、及び４８℃のＴｇを示した。
【０１８４】
　実施例１１：実施例８の付加物を組み込んだポリエーテルポリマー
　メカニカルスターラー、水冷コンデンサー、及び加熱制御素子に接続した熱電対及び加
熱マントルを備えた四口丸底フラスコに６８．１部の１，４－シクロヘキサンジメタノー
ルジグリシジルエーテル（Ｅｍｅｒａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）
からのＣＨＤＭＤＧＥ）、８９．２部の実施例８のＨＰＡＡ－イソソルビド付加物、０．
１５部の触媒１２０１重合触媒及び８部のメチルイソブチルケトンを添加した。撹拌及び
加熱を開始し、バッチが１３０℃に達するまで継続し、その時点でバッチを１２５～１３
０℃で４時間保持した。その時点でエポキシ値は０．０３３等量／１００グラムであった
。この時点で２３部シクロヘキサノンをゆっくりと添加し、続いて２３部のプロピレング
リコールメチルエーテルアセテート及び４６部のキシレンを添加しながら、加熱を停止し
た。最終樹脂組成物は、６１．９％の非揮発性内容物を有し、０．０３４のエポキシ値、
及び３６℃のＴｇを示した。
【０１８５】
　実施例１２：コーティング組成物
　シクロヘキサン：芳香族１５０の１：１混合物を用いて、実施例９のポリエーテルポリ
マー組成物を３５％の非揮発性内容物にカットした。次いで、２０％（固形物対固形物）
のＰＨＥＮＯＤＵＲ　ＰＲ　６１２フェノール系架橋剤（Ｃｙｔｅｃ（Ｓｍｙｒｎａ，Ｇ
ｅｏｒｇｉａ））を添加し、続いて、０．１％　Ｈ３ＰＯ４（固形物対固形物）をブタノ
ール中の１０％溶液として添加した。このように、酸触媒の８０：２０ポリエーテル：フ
ェノール系コーティング組成物を得た。
【０１８６】
　業界標準のＢＰＡ系ポリエーテルコーティング組成物と共に、実施例１２のコーティン
グ組成物をＥＴＰ及びＴＦＳの両方にそれぞれ塗布した。コーティングを適切なサイズの
ワイヤバーによりドローダウンして、４．５～５．０ミリグラム／平方インチ（「ｍｓｉ
」）（０．６９～０．７８ｍｇ／ｃｍ２）の乾燥膜厚を得た。次いで、コーティングされ
た金属試料をガス燃焼オーブン中４０３°Ｆ（約２０６℃）で１２分間でベークした。２
０２清浄食品缶端を、得られたコーティング済みプレートから成形した。それぞれの缶端
に缶端のコーティングされていない面の中心において１４インチ－ポンド（１．５８Ｎｍ
）裏面衝撃を加えた。次いで、缶端を、１８０°Ｆ（８２℃）の初期温度を有する２つの
異なる浸蝕性の食物製品（すなわち、表２中の浸蝕性の食物製品１及び２）中に浸漬し、
１２０°Ｆ（約４９℃）で２週間貯蔵した。２週後、缶端を食物製品から取り出し、水で
すすぎ、そして接着、腐食、汚れ、及び白化の評価をした。結果を以下の表３に示す。
【０１８７】
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【表４】

【０１８８】
　表３のデータにおいて示すように、実施例１２のコーティング組成物は、ＢＰＡ系市販
品対照に類似の性能を示した。
　実施例１３：コーティング組成物
　実施例１１のＣＨＤＭＤＧＥ／ＨＰＡＡ－イソソルビドポリエーテルポリマー組成物を
シクロヘキサノンにより４０％固形分まで希釈した。９０部の希釈したポリマー混合物、
８．６部のＣＹＭＥＬ　１０５４架橋剤（Ｃｙｔｅｃから）、０．４５部のＬａｎｃｏ　
ＴＦ１７８０ワックス（Ｌｕｂｒｉｚｏｌから）、及び０．９９部のＬａｎｏｃｅｒｉｎ
製品（Ｌｕｂｒｉｚｏｌから）を混合することにより、金属パッケージング用の外部コー
ティング配合物を作製した。この配合物は、４１．９重量％の固形分内容物及び８７．５
：１２．５のポリエーテル：架橋剤比（固形分基準）を有していた。このコーティングを
ワイヤバーにより平面金属基材上にドローダウンして、ＴＦＳ金属シート上に３．５～４
．０ｍｓｉ（０．５４～０．６２ｍｇ／ｃｍ２）の乾燥膜厚のコーティングを得、４００
°Ｆ（約２０４℃）のオーブン中で２回の１０分間のベークを用いて二重ベークし、様々
な膜特性を試験した。市販のＢＰＡ系エポキシパッケージングコーティング製品を対照と
して使用し、同じ方法で塗布及び硬化した。次いで、硬化したコーティング済み基材を様
々な試験にかけて、様々なコーティング特性を評価した。これらの試験に対するデータを
下記の表４に示す。表４のデータ中に示すように、この実験的なコーティング組成物は、
ＭＥＫ耐溶剤性（５５～６０ＭＥＫラビングは許容し得るものであるが）を例外として市
販品対照と同等の性能を示した。
【０１８９】
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【表５】

【０１９０】
　表４のコーティングデータは、実施例１３のコーティング組成物が、特定のパッケージ
ングコーティング物品上の外部コーティングの形成における使用に好適であり得るという
ことを示唆する。
【０１９１】
　本明細書に引用するすべての特許、特許出願及び公開公報、並びに電子的に入手可能な
資料の開示内容の全体を援用する。上記の詳細な説明及び実施例はあくまで理解を助ける
ために示したものである。これらによって不要な限定をするものと理解されるべきではな
い。本発明は、示され記載された厳密な詳細事項に限定されるべきではないが、それは当
業者に対して明らかな変形が特許請求の範囲において規定された本発明の範囲に包含され
るからである。
　以下、本願の出願時の特許請求の範囲の内容を記載する。
［請求項１］
　食品若しくは飲料の容器又はこれらの一部の金属基材と、
　前記金属基材の主表面の少なくとも一部の上に塗布されたコーティングとを含む物品で
あって、前記コーティングが、
　次の式Ｉ：－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、それぞれのＡｒは、独立にアリール又はヘテロアリール基であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　前記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有し、
　少なくとも７０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を示す膜形成量のポリエーテルポリマーを
含み、そして、
　前記コーティング組成物が、少なくともビスフェノールＡ及びビスフェノールＡのジグ
リシジルエーテルを実質的に含まない、上記物品。
［請求項２］
　前記ポリエーテルポリマーが７０～１５０℃のＴｇを示す、請求項１に記載の物品。
［請求項３］
　前記ポリエーテルポリマーが８０～１１０℃のＴｇを示す、請求項１に記載の物品。
［請求項４］
　前記ポリエーテルポリマーが骨格鎖炭素原子に結合した１つ以上のペンダントヒドロキ
シル基を含む、請求項１に記載の物品。
［請求項５］
　前記骨格鎖が－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ２－セグメントを含む、請求項４に記載の
物品。
［請求項６］
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　アリール又はヘテロアリール基が、前記ポリマーの重量に対してポリマー中に存在する
アリール及びヘテロアリール基の総重量に基づいてポリエーテルポリマーの少なくとも２
０重量パーセントを構成する、請求項１に記載の物品。
［請求項７］
　前記ポリエーテルポリマーが、ポリエポキシド及び多価フェノールを含む成分の反応生
成物である、請求項１に記載の物品。
［請求項８］
　前記ポリエポキシド及び前記多価フェノールのそれぞれがアリール又はヘテロアリール
基を独立に含む、請求項７に記載の物品。
［請求項９］
　前記ポリエポキシド又は多価フェノールの１つ以上が、１，１－ジ（４－ヒドロキシフ
ェニル）－シクロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－シク
ロヘキサン、１，１－ジ（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－シクロヘキサ
ン、又はこれらのいずれかのジグリシジルエーテルから選択される、請求項７に記載の物
品。
［請求項１０］
　前記ポリエポキシド又は多価フェノールの１つ以上が、１，１－ビス（４－ヒドロキシ
フェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサン又は１，１－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）－３，３，５－トリメチル－シクロヘキサンのジグリシジルエーテルから選
択される、請求項７に記載の物品。
［請求項１１］
　前記ポリエーテルポリマーが少なくとも２，０００の数平均分子量を有する、請求項１
に記載の物品。
［請求項１２］
　Ｒが、存在する場合には、
　－Ｃ（ＣＨ３）２－以外の二価の基である、請求項１に記載の物品。
［請求項１３］
　ｎが１であり、Ｒが２つのＡｒ基を接続する骨格鎖セグメント中に四級炭素原子を含む
、請求項１に記載の物品。
［請求項１４］
　Ｒが少なくとも１つの環式基を含む、請求項１３に記載の物品。
［請求項１５］
　（ｉ）Ｒがエステル結合を含まず、そして（ｉｉ）少なくとも１つの環式基が二価の脂
環式基である、請求項１４に記載の物品。
［請求項１６］
　ｎが１であり、Ｒが少なくとも１つのエステル結合を含む、請求項１に記載の物品。
［請求項１７］
　Ｒが、下式：
　－Ｒ５

ｔ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ４－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５
ｔ－

　（式中、
　Ｒ４は二価の有機基であり、
　それぞれのＲ５は二価の有機基であり、そして
　それぞれのｔは０又は１である）のセグメントを含む、請求項１６に記載の物品。
［請求項１８］
　前記ポリエーテルポリマーがエステル結合を含まない、請求項１に記載の物品。
［請求項１９］
　前記コーティング組成物が液体キャリアを含み、水系システムからなる、請求項１に記
載の物品。
［請求項２０］
　前記コーティング組成物が液体キャリアを含み、有機溶剤系システムからなる、請求項
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［請求項２１］
　前記コーティング組成物が食品と接触するコーティングである、請求項１に記載の物品
。
［請求項２２］
　金属基材を準備する工程と；
　次の式Ｉ：－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、
　それぞれのＡｒは、独立にアリール又はヘテロアリール基であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　前記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有し、
　少なくとも７０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を示すポリエーテルポリマーを含むコーテ
ィング組成物を準備する工程と、ここで、前記コーティング組成物が、少なくともビスフ
ェノールＡ及びビスフェノールＡのジグリシジルエーテルを実質的に含まない；及び
　前記基材を食品若しくは飲料の容器又はこれらの一部に成形する前又は後に、前記コー
ティング組成物を前記基材の主表面の少なくとも一部の上に塗布する工程と；
を含む方法。
［請求項２３］
　その上に塗布された前記コーティング組成物を有する金属基材を食品若しくは飲料の容
器又はこれらの一部に成形することを更に含む、請求項２２に記載の方法。
［請求項２４］
　前記金属基材が、予備成形された食品若しくは飲料の容器の一部と成る、請求項２２に
記載の方法。
［請求項２５］
　次の式Ｉ：－Ｏ－Ａｒ－（Ｒｎ－Ａｒ）ｎ－Ｏ－
　（式中、
　それぞれのＡｒは、独立にアリール又はヘテロアリール基であり、
　それぞれのｎは独立に０又は１であり、
　Ｒは、存在する場合には、二価の有機基であり、そして
　前記２つの酸素原子はそれぞれエーテル酸素である）の１つ以上のセグメントを有し、
　少なくとも７０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を示す、膜形成量のポリエーテルポリマー
及び
　液体キャリアを含む、コーティング組成物であって、
　前記コーティング組成物が、少なくともビスフェノールＡ及びビスフェノールＡのジグ
リシジルエーテルを実質的に含まない、コーティング組成物。
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