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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＮＣＯ／ＯＨ比が０．９：１～１．５：１になる割合で、ポリオール成分とポリイソシ
アネートから調製されるイソシアネート成分からなる２成分系ポリウレタン接着剤であっ
て、該ポリオール成分が、
ａ）１０００ｇ／ｍｏｌより大きい分子量を有する少なくとも１種のポリエステルジオー
ルを２～３０ｗｔ％と、
ｂ）少なくとも１種の３官能性～１４官能性ポリオールを５～３５ｗｔ％と、
ｃ）疎水性ポリオールを５～３５ｗｔ％と、
ｄ）さらなる添加剤または助剤を２～６５ｗｔ％とを
含有し［ａ）～ｄ）の合計は１００ｗｔ％である］、
　ポリオールｂ）が、３～９個のＯＨ基を有するポリオールであり、該ポリオールが、糖
アルコール、ポリエーテルポリオールまたはアミノ基を含有するポリオールから選択され
、
　疎水性ポリオールｃ）が、２～４の間の官能性を示し、該ポリオールが、ポリカーボネ
ート、ポリブタジエンまたは油化学ポリオールから選択され、
架橋された該接着剤が５０℃より高いＴｇを示す、
該２成分系ポリウレタン接着剤。
【請求項２】
　ポリエステルジオールが、低分子量の直鎖脂肪族ジオール、脂環式ジオールおよび／ま
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たは分枝鎖状ジオールと脂肪族のジカルボン酸から合成され、該ポリエステルジオールが
１５０００ｇ／ｍｏｌ以下の分子量を有する請求項１に記載の２成分系ポリウレタン接着
剤。
【請求項３】
　ポリエステルジオールが、低分子量の直鎖脂肪族ジオール、脂環式ジオールおよび／ま
たは分枝鎖状ジオールと脂肪族のジカルボン酸から合成され、該ポリエステルジオールが
１５００～８０００ｇ／ｍｏｌの分子量を有する請求項１に記載の２成分系ポリウレタン
接着剤。
【請求項４】
　樹脂が添加剤として存在する請求項１～３のいずれかに記載の２成分系ポリウレタン接
着剤。
【請求項５】
　１個または複数個のＯＨ基を含有する樹脂が添加剤として存在する請求項１～３のいず
れかに記載の２成分系ポリウレタン接着剤。
【請求項６】
　芳香族ポリイソシアネートが使用される請求項１～４のいずれかに記載の２成分系ポリ
ウレタン接着剤。
【請求項７】
　接着剤が溶媒を含有せず、可塑剤も含有しない請求項１～５のいずれかに記載の２成分
系ポリウレタン接着剤。
【請求項８】
　架橋した接着剤が、６０℃より高く１３０℃よりも低いＴｇを示す請求項１～６のいず
れかに記載の２成分系ポリウレタン接着剤。
【請求項９】
　架橋した接着剤が、該接着剤を水中に浸漬させた後のガラス転移温度Ｔｇが初期値から
２０％未満偏差するような疎水性を示す請求項８に記載の２成分系ポリウレタン接着剤。
【請求項１０】
　架橋した接着剤が、第一のＴｇよりも低い第二のＴｇを示す請求項１～９のいずれかに
記載の２成分系ポリウレタン接着剤。
【請求項１１】
　架橋後の接着剤が、－１０℃～７０℃の間の温度で１０００ＭＰａよりも大きい弾性率
を示す請求項１～１０のいずれかに記載の２成分系ポリウレタン接着剤。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の２成分系ポリウレタン接着剤の使用であって、金属
基材、プラスチック基材もしくは発泡基材、または繊維複合材料を接着するための該使用
。
【請求項１３】
　ポリエステルまたはポリエポキシのマトリックスに組み込まれたガラス繊維、炭素繊維
、織物繊維に基づく成形品を接着するための請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　不均一な表面を有する成形品を接着するための請求項１２または請求項１３に記載の使
用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い接着強度を示すポリウレタンに基づく２成分系接着剤に関する。さらに
、この接着剤は、表面に凹凸がある基材を接着すること、ならびに裂け目または隙間を強
い接着強度で充填できることも対象とする。
【背景技術】
【０００２】
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　国際特許出願公開２００４／０２９１２１号明細書は、ジオールとトリオールに基づく
ポリオールからなり、ポリイソシアネートを用いて架橋される２成分系ポリウレタン接着
剤を開示する。この接着剤には、顔料（例えば高分散シリカなど）、充填剤およびモレキ
ュラーシーブがさらに含まれる。さらに、２．８～４．５のｐＫａ値を示す有機酸が、当
該発明の必須成分として含有される。しかし、該公開公報には、多官能性ポリオールを添
加することにより、網状結合密度を増加させることは開示されていない。さらに、架橋性
イソシアネート基中の、カルボン酸基が気泡の形成率を高くするかもしれない。
【０００３】
　国際特許出願公開２００２／０６６５２７号明細書は、油化学ポリオールを９８％以下
と、ＯＨ価が４００～２０００の間である低分子量ジオールを１～７.５％と、３官能性
～５官能性ポリオールを１～７.５％と、さらに助剤および樹脂とを含有する、誘導木材
製品用の２成分系ポリウレタン接着剤を開示し、該接着剤はポリイソシアネートを用いて
架橋される。
【０００４】
　欧州特許出願公開第０７９４９７７号明細書は、ポリオール、高分散シリカ、充填剤お
よびモレキュラーシーブからなり、ポリイソシアネートを用いて架橋される２成分系ポリ
ウレタン接着剤を開示する。ジオールとトリオールがポリオールとして使用される。
【０００５】
　上記の接着剤は、木材および金属を接着することに関して記載されているが、熱負荷に
付される場合においても高い機械的安定性を示さなければならないプラスチック基材を接
着することに関して記載がない。
【０００６】
　ガラス繊維強化プラスチック基材を接着することも、同様に既知である。このような基
材は高い機械的安定性を示すので、該機械的安定性に相当する力に耐えることが、対応す
る接着剤にも要求されている。このような接着例は、翼または航空機用のその他の付属部
品で用いられる繊維強化部品を接着すること、造船産業において繊維強化部品を接着する
こと、または風力発電システム用の羽根を生産するための繊維強化部品を接着することで
ある。接着された部品には高い機械的特性が要求されている。この場合、高い引張力に対
して耐性を示さなければならず、また、継続的に起こる振動によって負荷が高まり、材料
疲労が引き起こされる。環境の影響はさらに過酷であり、著しい温度差が生じる条件下で
安定性を確保しなければならず、種々の湿分濃度条件下においても物性を一定に保たなけ
ればならない。このような部品を、２成分系エポキシ接着剤で接着することは既知である
。これらの接着剤は充分な強度を示すが、種々の加工上の欠点を有する。例えば、充分な
強度を得るためには高い硬化温度が必要である。さらに、接着させるために、基材表面を
特別に処理しなければならない。
【０００７】
　先行技術で開示された接着剤は、接着結合が種々の気象条件下および温度条件下におい
て不十分な機械的安定性しか示さないという欠点を有する。また、これらの接着剤は、基
材を貼合せるまでの作業時間が充分に長くないので、広い面積を有する素材を接着させる
ことに適さない。さらに、該接着剤は、接着された基材の当りを摩擦的に嵌合させるため
には適さない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際特許出願公開２００４／０２９１２１号明細書
【特許文献２】国際特許出願公開２００２／０６６５２７号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第０７９４９７７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　本発明による目的は、前処理なしでプラスチック基材を相互に接着させ、長いオープン
タイムを有し、不均一な表面でも安定した接着性を確保する接着剤を提供することである
。さらに、架橋した接着剤層は水分および種々の周囲温度によって影響を受けず、その力
学的性質を安定した状態で維持する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による上記の目的は、下記の２成分系ポリウレタン接着剤によって達成された：
ＮＣＯ／ＯＨ比が０．９：１～１．５：１になる割合で、ポリオール成分とポリイソシア
ネートから調製されるイソシアネート成分からなる２成分系ポリウレタン接着剤であって
、該ポリオール成分が、
ａ）１０００ｇ／ｍｏｌより大きい分子量を有する少なくとも１種のポリエステルジオー
ルを２～３０ｗｔ％と、
ｂ）少なくとも１種の３官能性～１４官能性ポリオールを５～３５ｗｔ％と、
ｃ）疎水性ポリオールを５～３５ｗｔ％と、
ｄ）さらなる添加剤または助剤を２～６５ｗｔ％とを
含有し［ａ）～ｄ）の合計は１００ｗｔ％である］、
架橋された該接着剤が５０℃より高いＴｇを示す、
該２成分系ポリウレタン接着剤。
【００１１】
　また、本発明は、繊維強化プラスチック、特に風力発電システム用の羽根を生産するた
めの繊維強化部品を接着するために、このような２成分系ポリウレタン接着剤を使用する
ことを提供する。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　高強度の繊維複合材料から製造される既知の成形品が基材として適する。例えば、これ
らは、プラスチックマトリックス内に埋込まれたガラス繊維、炭素繊維またはアラミド繊
維で構成してもよい。これらの繊維は、マット形態、織物形態、不織布形態またはロービ
ング形態で導入されてもよい。例えば、このプラスチックマトリックスは、適当な硬化剤
および／または架橋剤によって反応することにより熱硬化性のポリマーを形成するポリエ
ステルまたはエポキシで構成されていてもよい。このような繊維強化基材は当業者に既知
である。例えば、これらは、航空機の製造、造船または高い機械的負荷に付されるその他
の部品の製造において使用されている。このように接着された基材の１つの適用分野は、
風力回転翼に用いる羽根である。このような成型部品を製造する方法も既知である。
【００１３】
　例えば、このような羽根は金型キャビティで製造され、架橋されている。なお、該金型
は、しばしば半割り金型として構成されている。一般に、金型に対面する部品の表面は平
滑でそのままの状態で使用できる表面として得られるが、通常、他の表面は更なる加工処
理に付される。羽根の製造を続行する場合、２つまたはそれよりも多いこれらの基材が相
互に接着される。一般に、接着される表面は、金型に対面しない表面である。該表面は、
接着される基材部品同士がほぼ嵌合するような構造を有していなければならない。接着に
付される表面は、粗面であり、それ自体平坦な面ではない。精密な鏡面形状を形成する研
磨またはフライス加工を、接着させる対応部品に対して施す必要はない。本発明による接
着剤を使用する場合、接着させる表面の前処理は必要でない。粉塵および油脂がない表面
は本発明による接着剤の塗布に対して充分であり、プライマーの使用は必要ない。
【００１４】
　部品がモールド内で生産されたならば、既知の１つの方法を用いて、架橋させる成形部
品の外側表面を、耐引裂性（tear-resistant)の保護織布で被覆する。該織布は、続いて
行われる接着工程の直前に完全に剥離させて、適当な表面をもたらしてもよい。しかしな
がら、このような基材表面は、粗く機械加工した後に、これらに対応する部品に適合させ
てもよい。次いで、本発明による接着剤を、このような方法で調整された基材の表面上に



(5) JP 5420563 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

塗布することによって、該表面を有害な粒子および粉塵から保護してもよい。
【００１５】
　本発明による２成分系ポリウレタン接着剤は流動性を示すが、特に揺変性の性質を示し
てもよい。該接着剤は、ポリオール成分とイソシアネート成分から構成される。これらは
塗布する直前に混合される。該ポリオール成分は、種々の多官能性ポリオールを含有しな
ければならない。これは、熱負荷にさらされても機械的に安定な接着結合を得るために充
分な架橋を確実におこなうためである。また、種々のポリオールを選択することにより、
接着剤の充分な疎水性が確実に得られるようにしなければならない。
【００１６】
　疎水性ポリオールは、ポリオール成分の一構成成分である。適当なポリオールは、例え
ば、１分子当り平均して２個～４個の水酸基を有する液体のポリヒドロキシ化合物である
。例えば、ポリカーボネートポリオールは疎水性ポリオールとして適当である。これらは
、炭酸誘導体（例えばホスゲンまたはジフェニルカーボネート）とジオールとを反応させ
ることによって得られる炭酸のエステルである。この場合、例えば低分子量の脂肪族ジオ
ールが適当である。ＯＨ－官能性のポリブタジエンは、例えば商標名「ｐｏｌｙ-ｂｄ」
として入手できるポリブタジエンを、本発明による組成物用の疎水性ポリオールとして使
用してもよい。
【００１７】
　これらのポリオールの分子量は、一般的に３００～５０００ｇ／ｍｏｌの間、好ましく
は５００～３０００ｇ／ｍｏｌの範囲である（この分子量は、ＧＰＣによって決定しても
よい数平均分子量ＭＮである）。
【００１８】
　しかしながら、油化学を起源とする疎水性ポリオールを使用することもできる。「油化
学ポリオール」は、例えば天然油脂に基づくポリオール、例えば、エポキシ化脂肪物質と
、１官能性、２官能性または多官能性アルコールとの反応生成物、またはヒドロキシル基
で少なくとも部分的に置換された長鎖脂肪酸のグリセロールエステルを意味する。このよ
うなポリエステルポリオールは、例えば、エステル結合を保持して行われるエポキシ化ト
リグリセリドの完全な開環により生成されてもよい。エポキシ化トリグリセリドを開環さ
せるために使用してもよいアルコールには以下のものが含まれる；メタノール、エタノー
ル、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、ヘキサノール、２-エチルヘキサノ
ール、６個～２２個のＣ原子を有する脂肪アルコール、シクロヘキサノール、ベンジルア
ルコール、１,２－エタノール、１,２－プロパンジオール、１,３－プロパンジオール、
１,４－ブタンジオール、１,６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、トリメチ
ロールプロパン、グリセロール、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、ソルビ
トール、およびエーテル基含有ヒドロキシル化合物（例えばアルキルグリコール、または
オリゴマー性グリコールおよびオリゴマー性グリセロール等）。
【００１９】
　油化学ポリオールの別の群としては、低級アルコールのエポキシ化脂肪酸エステル、す
なわち、エポキシ化脂肪酸のメチルエステル、エチルエステル、プロピルエステルまたは
ブチルエステルを、開環およびエステル交換させた生成物である。この場合、２価～４価
のアルコールを用いて開環またはエステル交換させた生成物が好ましく、特にエチレング
リコール、プロピレングリコール、オリゴマー性エチレングリコール、オリゴマー性プロ
ピレングリコール、グリセロール、トリメチロールプロパンまたはペンタエリスリトール
を用いる反応生成物が好ましい。
【００２０】
　本発明の目的に関連して、２価または多価アルコール（例えばグリセロールとエチレン
オキシドまたはプロピレンオキシドの付加生成物等）と、トリグリセリド（例えば、ヤシ
油、ピーナッツ油、菜種油、綿実油、大豆油、ひまわり油およびアマニ油など）とをエス
テル交換反応させることで得られる油化学ポリオールを使用できる。
【００２１】



(6) JP 5420563 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

　特に好ましくは、疎水性油化学ポリオールとしてのヒマシ油およびダイマー性ジオール
と共にポリエステルポリオールを使用することである。この種のポリエステルポリオール
は、少なくとも一部にオレフィン性不飽和結合を有する脂肪酸を含む脂肪混合物のエポキ
シ化トリグリセリドを、１～１２個の炭素原子を有する一種または複数種のアルコールで
完全に開環させ、次いでトリグリセリド誘導体を部分的にエステル交換してアルキル基中
に１～１２個の炭素原子を有するアルキルエステルポリオールを生成することによって調
製される。これらの油化学ポリオールの水酸基価は５０～４００、好ましくは１００～３
００であり、概略的な分子量は５００ｇ／ｍｏｌより大きく、１５００ｇ／ｍｏｌよりも
小さい。
【００２２】
　疎水性ポリオールの官能価は、平均して２.２～４、特に２.４より高い値である。各成
分が異なる数のＯＨ基を含有できるように、混合物を使用してもよい。このような疎水性
ポリオールは市販されている。
【００２３】
　疎水性ポリオールの分量は、５～５０ｗｔ％の間であり、特に３５ｗｔ％までの量であ
る。なお、該ポリオールの分量は、該ポリオールの疎水性の強さによって左右される。全
てのポリオールの混合物に関しては、疎水性の混合物が得られるようにする。
【００２４】
　別の必須成分は、３～１４個のＯＨ基、特に４～９個のＯＨ基を有する比較的高い官能
性ポリオールである。これらのポリオールは、ポリマーの架橋密度を増加させ、改良され
た凝集力をもたらす。これらは、ポリオールの混合物を含んでいてもよい。
【００２５】
　これらのポリオールの例は、適当な数のＯＨ基を含有する糖アルコールであり、特に、
テトリトール、ペンチトールもしくはヘキシトール、または二糖類に基づく糖アルコール
である。対応する糖も使用できるが、特に水素化された糖アルコールが使用される。この
種の例としては以下のものが含まれる：ソルビトール、イノシトール、マンニトール、ト
レイトール、エリスリトール、アドニトール、アラビトール、リビトール、キシリトール
、ズルシトール、リボース、キシロース、リキソース、グルコース、ガラクトース、マン
ノース、アロース、アルトロース、グロース、イドース、タロース、フルクトース、ソル
ボース、プシコース、テガトース、デオキシリボース、グルコサミン、ガラクトサミン、
ラムノース、ジギトキソース、スクロース、ラクトース、トレハロース、マルトース、セ
ロビオース、メリビオース、ゲンチオビオース、ルチノース。１５個以下のアルキレンオ
キシド単位を有する、対応するエトキシル化およびプロポキシル化生成物も使用できる。
【００２６】
　少なくとも１個の三級アミノ基を含有し、４個、５個または６個のＯＨ基を有するポリ
オールも同様に適する。これらの例は、Ｃ３～Ｃ６のジアミンまたはトリアミンのプロポ
キシル化またはエトキシル化反応生成物である。エチレンジアミンのエトキシル化および
プロポキシル化生成物が特に適当である。
【００２７】
　このような比較的高い官能性ポリオールの分子量は、１２０～３０００ｇ／ｍｏｌ、特
に２５０～２０００ｇ／ｍｏｌの量であってもよい。
【００２８】
　また、ポリエーテルポリオールも使用してもよい。これらの例は、エチレンオキシドま
たはプロピレンオキシドを用いる反応により生成されてもよい、３～６官能性アルコール
の反応生成物である（例えばポリプロピレングリコール）。適当なポリエーテルポリオー
ルの別の群は、例えばテトラヒドロフランの酸性重合によって生成されてもよいポリテト
ラメチレングリコールである。これらのポリエーテルポリオールの分子量は、一般に２０
０～６０００ｇ／ｍｏｌの間であり、好ましくは４００～３０００ｇ／ｍｏｌの範囲であ
る。
【００２９】
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　種々の３～１４官能性ポリオールの混合物を使用してよく、この場合、特に、ポリエー
テルポリオールおよび糖ポリオールを単独または混合物として使用することが適当である
。
【００３０】
　一般に、比較的高い官能性を示すポリオールはＯＨ基を有している。しかしながら、別
の実施態様においては、-ＳＨ基または-ＮＨＲ基も反応性官能基の少なくとも一部として
存在できる。
【００３１】
　反応性のＯＨ基数またはＮＨ基数に起因して、比較的高い官能性ポリオールは比較的に
高い極性を示す。これらは部分的に水混和性である。比較的高い官能性の疎水性ポリオー
ルの量は、混合物が依然として疎水性を示すように調整すべきである。このような条件が
満たされない場合には、気泡を含まない接着剤を得るための加工処理が困難となり、さら
には、高い大気湿度での接着結合の機械的安定性が維持できなくなる。
【００３２】
　疎水性を比較するための簡単な試験には、ポリオール混合物と１％の水とを混合して、
２５℃で均質になるまで混合させることが含まれる。得られる混合物に粗製ＭＤＩを１：
１の割合で添加して混合する。充分な疎水性を示す混合物は架橋して、実質的に気泡を含
まないポリマーを生成するが、疎水性作用が不十分な場合には、発泡体が得られる。約２
０％の体積増加はもはや適当でなく、この場合、気泡は全く生じないか、またはわずかな
分離気泡が生じるようにすべきである。
【００３３】
　本発明による２成分系ポリウレタン接着剤の別の必須成分は、カルボン酸とジオールに
基づくポリエステルジオールである。適当なポリエステルジオールは、約１０００～約１
５０００ｇ／ｍｏｌの分子量を有する。例えば、低分子量アルコールとラクトンを反応さ
せて得られるポリエステルポリオールが使用されてもよい。アルコールの例としては、以
下のものが含まれる：エチレングリコール、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコ
ール、ヘキサンジオール、ブタンジオール、プロピレングリコール、グリセロール、トリ
メチロールプロパン、１,４-ヒドロキシメチルシクロヘキサン、２-メチル-１,３-プロパ
ンジオール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、ジブチレングリコール、並びに繰り返し単位が１０以下のポリブチレングリコール
、ポリエチレングリコールおよびポリプロピレングリコール。
【００３４】
　別の適当なポリエステルポリオールは重縮合により調製してもよい。２価および／また
は少量の３価アルコールと、不十分な量のジカルボン酸および／またはトリカルボン酸ま
たはこれらの反応性誘導体を縮合させてポリエステルポリオールを調製してもよい。芳香
族カルボン酸または脂肪族カルボン酸を使用してもよい。例えば、適当なジカルボン酸は
、アジピン酸またはコハク酸、および炭素原子数が１６個までのこれらのより高位の同族
体、並びに、不飽和ジカルボン酸（例えば、マレイン酸またはフマル酸）、芳香族ジカル
ボン酸（特に、フタル酸、イソフタル酸またはテレフタル酸）である。例えば、クエン酸
またはトリメリット酸はトリカルボン酸として適当である。これらの酸は、単独で使用し
てもよく、２種以上を混合して使用してもよい。脂肪族カルボン酸と、脂肪族で直鎖状も
しくは分枝鎖状のジオールまたは脂環式ジオールから調製されたポリエステルポリオール
（例えば、上述のジオールから調製されるもの）が特に適当である。特に適当なアルコー
ルは、ヘキサンジオール、エチレングリコール、ジエチレングリコールまたはネオペンチ
ルグリコール、あるいはこれらの混合物である。特に適する酸は、４個～１２個の炭素原
子を有する、例えばコハク酸、アゼライン酸、スベリン酸、セバシン酸またはアジピン酸
、あるいはこれらの混合物である。
【００３５】
　ポリエステルジオールは、低い融点を示すか室温で液体である。好ましくは、分子量は
１５００～８０００ｇ／ｍｏｌの間である。ポリオールは約１.８～２.２の官能価を有し
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てもよく、一般に、ポリオールはジオール形態である。該ポリエステルジオールは、疎水
性の極性ポリオールの混和性を促進するので有利である。
【００３６】
　ポリオール成分は、少なくとも１種のポリエステルポリオールを２～３０ｗｔ％、疎水
性ポリオールを５～５０ｗｔ％、３～１４個のＯＨ基を有する多官能性ポリオールを５～
３５ｗｔ％および添加剤または助剤を２～６５ｗｔ％含有する。好ましい実施態様におい
て、ポリオール成分は、ポリエステルポリオールを５～２０ｗｔ％、疎水性ポリオールを
１０～３０ｗｔ％、多官能性ポリオールを１０～３０ｗｔ％および添加剤を含有する。な
お、ポリオール成分の全量は合計１００ｗｔ％である。
【００３７】
　種々のポリオール成分は、架橋した接着剤に必要とされる性能に影響を及ぼす。３～１
４個のＯＨ基を有するポリオールの量が過度に少ない場合、接着剤の充分な凝集力が得ら
れない。また、これらのポリオール成分の量は、接着剤の架橋密度に影響を及ぼし、さら
に、ガラス転移温度にも影響を及ぼす。疎水性ポリオールの量が充分ではない場合、機械
的欠陥（例えば気泡など）が接着剤において生じ、また、加工処理に必要なオープンタイ
ムに悪影響がもたらされる。
【００３８】
　多官能性イソシアネートは、イソシアネート成分中のポリイソシアネートとして適当で
ある。好ましくは、適当なイソシアネートは平均して２～５個、好ましくは４個までのＮ
ＣＯ基を有する。適当なイソシアネートとしては、以下のものが含まれる：１,５-ナフチ
レンジイソシアネート、２,４-または４,４'-ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤ
Ｉ）、水素化ＭＤＩ（Ｈ１２ＭＤＩ）、キシレンジイソシアネート（ＸＤＩ）、ｍ-およ
びｐ-テトラメチルキシリレンジイソシアネート（ＴＭＸＤＩ）、４，４’-ジフェニルジ
メチルメタンジイソシアネート、ジ－およびテトラアルキルジフェニルメタンジイソシア
ネート、４，４’－ジベンジルジイソシアネート、１，３-フェニレンジイソシアネート
、１，４－フェニレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）の異性体
、１－メチル－２，４－ジイソシアナトシクロヘキサン、１,１２-ジイソシアナトドデカ
ン、１，６－ジイソシアナト－２，２，４－トリメチルヘキサン、１，６－ジイソシアナ
ト－２，４，４－トリメチルヘキサン、１－イソシアナトメチル－３－イソシアナト－１
，５，５－トリメチルシクロヘキサン（ＩＰＤＩ）、テトラメトキシブタン１，４－ジイ
ソシアネート、ブタン１，４－ジイソシアネート、ヘキサン１，６－ジイソシアネート（
ＨＤＩ）、ダイマー脂肪酸ジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート
、シクロヘキサン１，４－ジイソシアネート、エチレンジイソシアネートまたはフタル酸
ビス－イソシアナトエチルエステル。
【００３９】
　低分子量プレポリマー（すなわち複数のイソシアネート基を有するオリゴマー）を使用
することも可能であり、すなわち、ＭＤＩまたはＴＤＩと、低分子量ジオール、例えば、
エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリ
コールまたはトリエチレングリコールとの反応生成物も使用できる。これらのオリゴマー
は、ジオールの存在下で過剰のモノマー性ポリイソシアネートを反応させる場合に得られ
る。なお、ジオールの分子量は、一般に１５００ｇ／ｍｏｌ未満である。必要に応じて、
モノマーは、蒸溜によって反応生成物から取り除かれてもよい。カルボジイミド-液化ジ
フェニルメタンジイソシアネートまたは粗製ＭＤＩと同様に、イソシアネート、例えばＨ
ＤＩまたはＩＰＤＩのイソシアヌレートおよびビウレットも適当である。
【００４０】
　脂肪族のポリイソシアネートおよび脂環式のポリイソシアネートを使用してもよく、こ
れらの反応性は、温度の上昇または触媒の存在によって増加する。芳香族ポリイソシアネ
ートが好ましく、また、上記の芳香族イソシアネートと低分子量ジオールから調製される
低重合化ＮＣＯ-末端付加物も好ましい。好ましくは、ポリイソシアネートは室温で流動
性を示すべきである。
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【００４１】
　また、本発明による２成分系ポリウレタン接着剤は、好ましくは全体的にまたは部分的
にポリオール成分と混合される助剤を含有してもよい。一般に、これらの助剤は、所望の
使用目的に応じた接着剤の性質、例えば粘度、ぬれ挙動、安定性、反応速度、気泡の形成
、貯蔵寿命または接着性などを改良するため、および目的とする用途に応じた使用特性を
調整するために、少量で添加される物質である。助剤の例としては、フィラー、レベリン
グ剤、消泡剤、チキソトロープ剤、触媒、酸化防止剤、染料、乾燥剤、樹脂、可塑剤およ
び湿潤剤である。
【００４２】
　例えば、脂肪族イソシアネートを使用する場合、触媒を使用してもよい。使用される触
媒は、ポリウレタン化学において既知である常套の有機金属化合物であり、例えば、鉄化
合物または、特に錫化合物である。これらの例としては、鉄の１,３-ジカルボニル化合物
（例えば鉄（III）アセチルアセトネート）、および特に、２価または４価の錫の有機錫
化合物、特にSn（II)カルボキシレートまたはジアルキル-Sn（IV)ジカルボキシレート、
または対応するジアルコキシレート、例えばジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジアセ
テート、ジオクチル錫ジアセテート、ジブチル錫マレエート、錫(II)オクトエートである
。特に、三級アミンまたはアミジンが触媒として使用され、これらの触媒は、必要に応じ
て上記の錫化合物と組合せて使用してもよい。ここで考慮され得るアミンは、非環式の化
合物、および特に環式の化合物である。これらの例としては、テトラメチルブタンジアミ
ン、ビス（ジメチルアミノエタノール）エーテル、１,４-ジアザビシクロオクタン（DABC
O)、１,８-ジアザビシクロ-（５.４.０）-ウンデセン、２,２'-ジモルホリノジエチルエ
ーテル、ジメチルピペラジン、または上記アミンの混合物である。本発明による２成分系
ポリウレタン接着剤の別の実施態様において、触媒を使用せずに反応が進行する。
【００４３】
　さらに、本発明による接着剤は、必要に応じて追加の安定剤を含有してもよい。「安定
剤」という用語は、本発明の目的に関連して、酸化防止剤、ＵＶ安定剤または加水分解安
定剤という意味で理解される。これらの例としては、常套で市販のヒンダードフェノール
および／またはチオエーテルおよび／または置換されたベンゾトリアゾールおよび／また
はＨＡＬＳ（ヒンダードアミン光安定剤）型のアミンである。
【００４４】
　さらに、必要に応じて樹脂が存在してもよい。これらの樹脂には、天然樹脂または合成
樹脂が含まれる。これらの例としては以下のものが含まれる：セラック、ロジン、トール
油樹脂、ゴム樹脂または木材樹脂、炭化水素、テルペン、クマロン／インデン、フラン、
アルキド、グリセロールエステル、ウレア、メラミン、ポリアミド樹脂、特にアルデヒド
樹脂、ケトン樹脂またはフェノール樹脂である。該樹脂は、一般に低い融点を有し、特に
、成分の相溶性を向上させるために有用である。ある特定の実施態様においては、ＯＨ基
、特に複数のＯＨ基を含有する樹脂が使用される。次いで、これらはイソシアネートと反
応してもよい。好ましい実施態様において、該樹脂の量は５～３０ｗｔ％の間である。
【００４５】
　また、本発明による組成物は、更なる既知の助剤および添加剤、例えば可塑剤、チキソ
トロープ剤、着色ペーストまたは顔料などを含有してもよい。適当なフィラーは、イソシ
アネートに対して反応性を示さない無機化合物である。適当なフィラーおよび顔料の例は
、天然の粉砕チョーク、沈降チョーク、バライト粉、タルク、マイカ、カーボンブラック
、二酸化チタン、酸化鉄、アルミナ、酸化亜鉛、硫酸亜鉛または二酸化ケイ素である。吸
水性の粉末、例えばゼオライトは、フィラーとして存在してもよい。該フィラーは微粉化
した状態、例えば１～２００μｍ、特に５０μｍ以下の大きさで存在させるべきであるが
、該フィラーはナノスケールの顔料であってもよい。フィラーおよび顔料の量は、０～６
０ｗｔ％、特に５～４０ｗｔ％である。該フィラーの量は、架橋した接着剤の硬度に影響
を与える。また、フィラーの量および種類も粘度に影響を与える。
【００４６】
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　添加剤は、少なくとも架橋反応中においては、イソシアネートと如何なる反応または二
次反応を引き起さないように選択される。特に、例えばカルボン酸などのように、接着剤
内において気泡の形成を促進する添加剤は添加すべきでない。さらに好ましくは、本発明
による接着剤は、例えば１２０℃までの温度で揮発する有機溶媒を含有すべきでない。ま
た、特に可塑剤も存在させるべきではない。
【００４７】
　ポリオール成分中に存在するＯＨ基に対する、イソシアネート成分中に存在するイソシ
アネート基の割合は一般的には当量の範囲であるが、表面上に存在する水分を考慮して、
該イソシアネート基をわずかに過剰な量で添加することが好都合である。ＮＣＯ／ＯＨの
割合は、０.９１：１～１.５：１の間の量であり、特に１.０：１～１.３：１である。
【００４８】
　本発明による２成分系ポリウレタン接着剤は、まずポリオール成分を調製することによ
り調製される。この目的のためには、液体のポリオールを混合し、次いで混合物中に任意
の固体成分を溶解させる。このとき、加熱することによって溶解を促進させてもよい。続
いて、助剤を混合し分散させる。この際、含水率は低く抑えられるべきであり、例えばモ
レキュラーシーブを使用して水分量を減少させてもよい。一部の不活性助剤をイソシアネ
ート成分の中に混合してもよい。２つの成分は、使用されるまでそれぞれ別に貯蔵される
。これら２成分を使用するために、該２成分を既知の方法で相互に混合し、得られた混合
物を接着させる基材に塗布する。
【００４９】
　本発明による接着剤は、塗布温度（すなわち、１０℃～４０℃）で液状～ペースト状の
状態を呈するべきである。したがって、該接着剤はフィルムまたはビード（bead）として
塗布されるべきであり、塗布に際しては、該接着剤は基材上で流動すべきで。本発明によ
る接着剤混合物は、特に揺変性を示す。
【００５０】
　多くの場合、広い領域を接着させなければならず、また、被接着部品を精密に配列させ
なければならないので、長いオープンタイムが必要である。本発明によると、オープンタ
イムは３０分より長く、特に６０分より長いオープンタイムが実現される。オープンタイ
ムとは、２成分系接着剤が完全に混合されてから、接着剤の反応開始に起因して、該接着
剤が塗布性および基材上での流動性と良好な接着性をもはや示さなくなる程度まで接着剤
の稠度が変化する前に、該接着剤が固有の加工性を維持できる時間を意味する。この場合
、接着性組成物内の変化が所望の架橋反応に起因することもあり、また、二次反応がポッ
トライフ（pot life）に対して悪影響を及ぼすこともある。
【００５１】
　長いオープンタイムは、疎水性アルコールの量に影響され得る。疎水性ポリオールの量
が過度に少ない場合、充分なオープンタイムが得られない。即ち、接着剤の架橋が急速に
行われ、気泡の形成が観察される。また、触媒は反応速度とオープンタイムに影響を及ぼ
す。ポリオール成分の含水量は、２ｗｔ％未満、特に１ｗｔ％未満、好ましくは０.５ｗ
ｔ％未満にすべきである。
【００５２】
　接着剤成分を選択することで、接着剤が５０℃～１３０℃、好ましくは６０℃～１１０
℃のガラス転移温度(Tg)（ＤＩＮ １１３５７に基づき、ＤＳＣで測定した温度）を示す
ことを実現する。所望の機械的安定性を得るためには、高いＴｇが必要である。本発明に
従って疎水性ポリオールと多官能性ポリオールを選択する結果、架橋した接着剤の高い機
械的安定性が得られる。本発明による適当な接着剤は、架橋後に疎水性の網状構造を形成
する。この点に関連して、疎水性アルコールの量が不十分な場合、湿気にさらされるとＴ

ｇが変化することが見出されている。本発明によると、試験片を水中に浸漬させた後（１
０００時間、蒸留水を使用、２５℃）、ガラス転移温度の初期値からの偏差は２０％以下
にすべきである。
【００５３】
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　別の実施態様において、接着剤は少なくとも２つのガラス転移温度を有することができ
る。本発明において、第二のガラス転移温度は、第一のガラス転移温度よりも低くすべき
である。この第二のＴｇは、例えば－５０℃～＋７０℃、特に、－１０℃～＋４０℃の範
囲であってもよい。接着結合の構造的安定性は、例えば、弾性率によって測定してもよい
。－１０℃～＋７０℃の測定温度で、該弾性率は１０００ＭＰａよりも大きい（ＤＩＮ　
ＥＮ　ＩＳＯ５２７と同様に測定した値）。
【００５４】
　本発明による２成分系ポリウレタン接着剤は、特に、繊維複合材料の接着に使用できる
。この場合、基材は成形品として生産される。この場合、接着される成形品の表面には汚
染物が存在しないようにすべきである。成形品は、生産過程から得られたものを直接使用
してもよい。また、該表面を、後続の加工処理に付される前に取り除かれる保護織布によ
って仮保護することも常套手段である。本発明による接着剤は、この表面上に層状、ビー
ド状または点状で塗布される。層の厚さは、２ｃｍ以下であってもよい。次いで、別の基
材が貼り付けられ、位置が調整され、必要に応じて押圧し固定される。この作業により、
依然として流動性を有する接着剤は、基材の表面上で均一に分配される。接着層が高い層
厚を示すことで、接着される不均一な表面が該接着剤で平滑化され、基材同士が広範囲で
接触する状態が確実にもたらされる。
【００５５】
　その後、接着結合を硬化させる。該硬化は周囲温度でおこなってもよく、また、必要に
応じて、温度を９０℃以下に上昇させることにより、架橋を加速させてもよい。架橋の後
、本発明による接着剤は高い機械的強度を示す。接着結合は、ＤＩＮＥＮ１４６５で測定
した場合に１５ＭＰａより大きい剪断強度を示す。
【００５６】
　接着結合を向上させるためには、接着剤が架橋した後、接着した基材を熱処理工程に付
すことが有効であり得る。この場合、接着結合は、該基材を４０℃～１００℃の間の温度
で、３０分間～２４時間の熱処理に付すように調整すべきである。特定の理論に束縛され
るものではないが、該熱処理によって架橋部位および結晶領域の内部秩序が高められる結
果、安定な使用特性がもたらされると考えられる。本発明による２成分系ポリウレタン接
着剤を使用することによって、架橋時間の削減または必要とされる温度の低減化がもたら
される。また、製造工程の間に複合材料が受ける負荷が、結果的に低減される。熱処理は
、上記のように限定してもよく、あるいは行わなくてもよい。
【００５７】
　本発明による接着剤は、硬化すると、高温条件下においても機械的に安定する。このよ
うにして、２ｍｍまでの大きさのギャップ、裂け目または空洞を本発明による接着剤で充
填させて、強固な接着結合を形成させてもよい。接着結合は、羽根が回転翼として使用さ
れる場合に生じるような変動負荷にさらされても安定である。様々な環境の影響によって
もたらされる振動、温度変化または高い水分暴露によって、該接着結合は弱くならない。
【実施例】
【００５８】
　以下の実施例は、本発明を例示的に説明する。
【００５９】
　ポリエステルポリオールＡ：分子量＝２０００；アジピン酸とブタンジオールおよびヘ
キサンジオールを反応させて調製した；ｆ＝２
疎水性ポリオール：ヒマシ油
ポリオールＢ１：分子量＝７００；ポリエーテルポリオール；ｆ＝３
ポリオールＢ２：Ｎ,Ｎ,Ｎ',Ｎ''-テトラ（２-ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン；
ｆ＝４
【００６０】
　ポリオール成分（重量単位）の構成要素を室温で混合する。接着剤はポリオール成分と
イソシアネートとを混合させて調製し、該調製から３０分以内に適当な試験片を作製し、
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その後硬化させる。
【００６１】
　硬化：４０℃で４８時間
【００６２】
【表１】

【００６３】
【表２】

【００６４】
　ポリオール成分の層と１％の水とを混合し、次いで同量のＭＤＩを添加して室温で硬化
させ、厚さ約１ｃｍ、直径５ｃｍの試験体を調製した。ごく少量の気泡を含有する固体状
試験体が得られる。
【００６５】
　実験例３（比較例）
　ヒマシ油（疎水性ポリオール）を対応する量のポリエチレングリコール（分子量は約１
０００、３官能性）に置き換えた条件で、実施例１に従って組成物を調製した。ゼオライ
トの量を１まで減らした。
【００６６】
　硬化の際、厚い接着剤のビードは泡を呈し、その結果、機械的に安定しないことが見出
された。１％の水を含むポリオール成分と同量のイソシアネートの混合物は、勢いよく泡
を形成しながら同様に硬化した。
【００６７】
　実験例４（比較例）
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実施例２に従って混合物を調製する。ただし、ポリオールＢをポリエーテルジオール（分
子量８００）に置き換える。
【００６８】
　接着剤を硬化させる。しかしながら、ガラス転移温度は４０℃より低い値を示す。接着
剤の機械的性質（例えば弾性率）は不十分であった。
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