
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ａ）５～１００重量％がエチレン性不飽和酸無水物又はカルボン酸基が無水物基を形成す
ることができるエチレン性不飽和ジカルボン酸から成るラジカル重合により得られた重合
体及び
Ｂ）ヒドロキシル基少なくとも２個を有するアルカノールアミン
を含有するホルムアルデヒド不含の水性結合剤の、ポリマー結合剤を用いて固められてい
る有機繊維又は無機繊維又は鉱物性充填剤から成る５～１００ｍｍの厚さを有するプレー
ト用の被覆剤としての使用。
【請求項２】
プレートは防音プレートである、請求項１記載の使用。
【請求項３】
ホルムアルデヒド不含の結合剤を１ｍ 2当たり２～３００ｇ（Ａ）＋Ｂ）の合計として計
算して）の量でプレートの少なくとも１表面上に塗布する、請求項１又は２記載の使用。
【請求項４】
ホルムアルデヒド不含の結合剤は、燐含有反応促進剤をＡ）＋Ｂ）の合計に対して１．５
重量％未満含有する、請求項１から３のいずれか１項記載の使用。
【請求項５】
重合体Ａ）は５～１００重量％がマレイン酸又は無水マレイン酸から成っている、請求項
１から４のいずれか１項記載の使用。
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【請求項６】
アルカノールアミンは、化合物
　
　
　
［式中、Ｒ 1はＨ原子、Ｃ 1～Ｃ 1 0－アルキル基又はＣ 1～Ｃ 1 0－ヒドロキシアルキル基を
表し、Ｒ 2及びＲ 3はＣ 1～Ｃ 1 0－ヒドロキシアルキル基を表す］である、請求項１から５
のいずれか１項記載の使用。
【請求項７】
アルカノールアミンはトリエタノールアミンである、請求項１から６のいずれか１項記載
の使用。
【請求項８】
Ａ）のカルボキシル基及び酸無水物基（酸無水物基１個をカルボキシル基２個として計算
）対Ｂ）のヒドロキシル基のモル比は２０：１～１：１である、請求項１から７のいずれ
か１項記載の使用。
【請求項９】
ホルムアルデヒド不含の結合剤は、５０℃で７２時間にわたり乾燥させて厚さ０．３～１
ｍｍのフィルムにし、引き続いて空気中で１３０℃で硬化させた後に、５０重量％を超え
るゲル含有率を有する、請求項１から８のいずれか１項記載の使用。
【請求項１０】
請求項１から９のいずれか１項記載の使用により得られた、ポリマー結合剤を用いて固め
られている有機繊維又は無機繊維又は鉱物性充填剤から成る５～１００ｍｍの厚さを有す
る被覆されたプレート。
【発明の詳細な説明】
本発明は、被覆剤を成形体及びプレートの被覆のために使用することに関する。
成形体、例えば防音プレートは、往々にして結合剤、例えばデンプン若しくは水性ポリマ
ー分散液により結合されている、即ち固められている繊維又は充填剤から成る。
成形体又はプレートの表面を、該成形体又はプレートの特性を更に改良するために、被覆
剤で被覆するか又は含浸させることができる。
ヨーロッパ特許第１２３２３４号明細書中には、そのようなプレートを、耐湿性の改良の
ために、往々にしてホルムアルデヒド縮合樹脂で被覆するか又は含浸させなければならな
いことが指摘されている。このように処理されたプレートで不利なのは、縮合樹脂から徐
々にホルムアルデヒドが遊離することであり、このことは、殊に気密な室内で使用する際
に欠点である。
ヨーロッパ特許第３８６５７９号明細書中には、主に鉱物繊維、非繊維性の鉱物性充填剤
及びデンプンから成る基礎成形体を、結合剤として、
メチルメタクリレート（Ｉ）６０～９５重量％
アクリル及び／又はメタクリル酸（ＩＩ）５～４０重量％
Ｃ 1～Ｃ 8－アルカノールのアクリル酸エステル１種又は数種（ＩＩＩ）　０～３５重量％
共重合可能な多不飽和モノマー（ＶＩ）０～５重量％
その他の共重合可能なモノマー（Ｖ）０～５重量％
から重合された形で成っており、その際、モノマーＩ、ＩＩ、ＩＩＩ及びＶの重量割合が
、これらのモノマーからのみ成る重合体が６０～１２５℃のガラス転移温度を有するよう
に記載の範囲内で選択されている共重合体を含有する材料で含浸させることにより得られ
る成形体が記載されている。
このような材料で含浸されたデンプン含有プレートは、湿潤な暖かい気候で４８時間貯蔵
の後に満足なたわみを有しない。
ヨーロッパ特許第４４５５７８号明細書中には、少なくとも１種の高分子ポリカルボン酸
及び少なくとも１種の多価アミン、アルカノールアミン又は多価アルコールを含有する、
プレート用の結合剤及び被覆剤が記載されている。高分子ポリカルボン酸としては、ポリ
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アクリル酸、ポリ（メチルメタクリレート－コ－ｎ－ブチルアクリレート－コ－メタクリ
ル酸）及びポリ（メチルメタクリレート－コ－メタクリル酸）が記載されている。多価ア
ルコール又はアルカノールアミンとしては、２－ヒドロキシメチルブタンジオール－１，
４、トリメチロールプロパン、グリセリン、ポリ（メチルメタクリレート－コ－ヒドロキ
シプロピルアクリレート）、ジエタノールアミン及びトリエタノールアミンが使用される
。マレイン酸は、確かに高分子ポリカルボン酸の製造のための可能なコモノマーとして挙
げられているが、マレイン酸含有共重合体の使用は詳述されていない。有利にはα，β－
不飽和カルボン酸が使用される。架橋剤としてのトリエタノールアミンの使用は、確かに
１つの例で挙げられているが、メチルメタクリレート及びメタクリル酸からのコポリマー
の、エマルジョン重合から生じる水性分散液と組合せてのみである。欠点は、被覆された
デンプン含有プレートの低すぎるたわみ率（ Biegemodul）である。被覆されたプレートに
できるだけ高いたわみ率をもたせ、その結果、数年の使用期間の経過においても不所望な
変形が生じないことが望ましい。
ヨーロッパ特許第５８３０８６号明細書から、機械的に安定な耐熱性ガラス繊維フリース
の製造のための、ホルムアルデヒド不含の水性結合剤が公知である。該結合剤は、ポリカ
ルボン酸及びポリオールを含有する。有機及び／又は無機繊維、非繊維性の鉱物性充填剤
並びにデンプン及び／又は水性重合体分散液から成るプレートの被覆又は含浸は記載され
ていない。
ヨーロッパ特許第６５１０８８号明細書は、セルロース支持体を、ポリカルボン酸、ポリ
オール及び燐含有促進剤からの水性組成物を用いて固める方法を記載している。有機及び
／若しくは無機繊維、非繊維性の鉱物性充填剤並びにデンプン及び／又は水性重合体分散
液から成るプレートの被覆又は含浸は記載されていない。
従来公知の、有機及び／又は無機繊維、非繊維性の鉱物性充填剤からのプレート及び成形
体で不利なのは、殊にデンプンを繊維又は充填剤用の結合剤として使用した場合に、湿潤
な及び／又は暑い気候条件下でのそれらの強すぎるたわみである。
従って、本発明の課題は、有機及び／又は無機繊維又は非繊維性の鉱物性充填剤からのプ
レート用のホルムアルデヒド不含の被覆材料及び含浸材料であった。被覆された又は含浸
されたプレートは、暑くかつ湿潤な気候条件下で良好な機械的特性、殊に高いたわみ率を
有するべきである。
これに従って、
Ａ）５～１００重量％までエチレン性不飽和酸無水物又はカルボン酸基が無水物基を形成
することができるエチレン性不飽和ジカルボン酸から成る、ラジカル重合により得られた
重合体及び
Ｂ）ヒドロキシル基少なくとも２個を有するアルカノールアミン
を含有するホルムアルデヒド不含の水性結合剤を、成形体用被覆剤として使用することが
見い出された。
本発明の対象は、そのように得られた被覆された成形体でもある。
水性結合剤は、５～１００重量％まで、有利に５～５０重量％まで、特に有利に１０～４
０重量％までエチレン性不飽和酸無水物又はカルボン酸基が無水物基を形成することがで
きるエチレン性不飽和ジカルボン酸から成る重合体Ａ）を含有する（以後、モノマーａ）
とする）。
酸無水物としてジカルボン酸無水物が有利である。好適なエチレン性不飽和ジカルボン酸
は、一般的に隣接する炭素原子にカルボン酸基を有するものである。カルボン酸基は、そ
の塩の形で存在してもよい。
モノマーａ）としては、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、ノルボルネンジカル
ボン酸、１，２，３，６－テトラヒドロフタル酸、１，２，３，６－テトラヒドロフタル
酸無水物、これらのアルカリ金属塩及びアンモニウム塩又はこれらからの混合物が有利で
ある。マレイン酸及び無水マレイン酸が特に有利である。
モノマーａ）の他に、該重合体は更にモノマーｂ）を含有してよい。
モノマーｂ）としては、例えば次のものを使用できる：
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モノエチレン性不飽和Ｃ 3～Ｃ 1 0－モノカルボン酸、（モノマーｂ 1）、例えばアクリル酸
、メタクリル酸、エチルアクリル酸、アリル酢酸、クロトン酸、ビニル酢酸、マレイン酸
半エステル、例えばマレイン酸モノメチルエステル、これらの混合物又はこれらのアルカ
リ金属塩及びアンモニウム塩。
線状１－オレフィン、分枝鎖状１－オレフィン又は環状オレフィン（モノマーｂ 2）、例
えばエテン、プロペン、ブテン、イソブテン、ペンテン、シクロペンテン、ヘキセン、シ
クロヘキセン、オクテン、場合により２，４，４－トリメチル－２－ペンテンと混合した
形のの２，４，４－トリメチル－１－ペンテン、Ｃ 8～Ｃ 1 0－オレフィン、１－ドデセン
、Ｃ 1 2～Ｃ 1 4－オレフィン、オクタデセン、１－エイコセン（Ｃ 2 0）、Ｃ 2 0～Ｃ 2 4－オレ
フィン；メタロセン触媒作用により製造された、末端位に二重結合を有するオリゴオレフ
ィン、例えばオリゴプロペン、オリゴヘキセン及びオリゴオクタデセン；カチオン重合に
より製造された、高いα－オレフィン割合を有するオレフィン、例えばポリイソブテン。
アルキル基中に炭素原子１～４０個を有し、その際該アルキル基がなお更なる置換基、例
えばヒドロキシル基、アミノ基若しくはジアルキルアミノ基又は１個若しくは数個のアル
コキシラート基を有してよいビニルアルキルエーテル及びアリルアルキルエーテル（モノ
マーｂ 3）、例えばメチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、プロピルビニルエー
テル、イソブチルビニルエーテル、２－エチルヘキシルビニルエーテル、ビニルシクロヘ
キシルエーテル、ビニル－４－ヒドロキシブチルエーテル、デシルビニルエーテル、ドデ
シルビニルエーテル、オクタデシルビニルエーテル、２－（ジエチルアミノ）エチルビニ
ルエーテル、２－（ジ－ｎ－ブチル－アミノ）エチルビニルエーテル、メチルジグリコー
ルビニルエーテル及び相当するアリルエーテル又はこれらの混合物。
アクリルアミド及びアルキル置換アクリルアミド（モノマーｂ 4）、例えばアクリルアミ
ド、メタクリルアミド、Ｎ－ｔ－ブチルアクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）アクリルア
ミド。
スルホ基含有モノマー（モノマーｂ 5）、例えばアリルスルホン酸、メタリルスルホン酸
、スチレンスルホナート、ビニルスルホン酸、アリルオキシベンゼンスルホン酸、２－ア
クリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、これらの相当するアルカリ塩若しくはア
ンモニウム塩又はこれらの混合物。
アクリル酸、メタクリル酸若しくはマレイン酸のＣ 1～Ｃ 8－アルキルエステル又はＣ 1～
Ｃ 4－ヒドロキシアルキルエステル、又はエチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチ
レンオキシド若しくはこれらの混合物２～５０モルでアルコキシル化されたＣ 1～Ｃ 1 8－
アルコールの、アクリル酸、メタクリル酸若しくはマレイン酸とエステル（モノマーｂ 6

）、例えばメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ
）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、ヘ
キシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエ
チル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ブタンジオール
－１，４－モノアクリレート、マレイン酸ジブチルエステル、エチルジグリコールアクリ
レート、メチルポリグリコールアクリレート（１１　ＥＯ）、エチレンオキシド３、５、
７、１０若しくは３０モルと反応させたＣ 1 3／Ｃ 1 5－オキソアルコールの（メタ）アクリ
ル酸エステル又はこれらの混合物。
アルキルアミノアルキル（メタ）アクリレート若しくはアルキルアミノアルキル（メタ）
アクリルアミド又はこれらの第４級化生成物（モノマーｂ 7）、例えば２－（Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアミノ）エチル（メタ）アクリレート、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロピル
（メタ）アクリレート、２－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウム）エチル（メタ）ア
クリレート－クロリド、２－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリルアミド、３－ジメチ
ルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、３－トリメチルアンモニウムプロピル（メタ
）アクリルアミド－クロリド。
Ｃ 1～Ｃ 3 0－モノカルボン酸のビニルエステル及びアリルエステル（モノマーｂ 8）、例え
ばビニルホルマート、ビニルアセタート、ビニルプロピオナート、ビニルブチラート、ビ
ニルバレラート、ビニル－２－エチルヘキサノアート、ビニルノノアート、ビニルデカノ
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アート、ビニルピバラート、ビニルパルミタート、ビニルステアラート、ビニルラウラー
ト。
更なるモノマーｂ 9として：
Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルホルムアミド、スチレン、α－メチル
スチレン、３－メチルスチレン、ブタジエン、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルイミダ
ゾール、１－ビニル－２－メチルイミダゾール、１－ビニル－２－メチル－イミダゾリン
、Ｎ－ビニルカプロラクタム、アクリルニトリル、メタクリルニトリル、アリルアルコー
ル、２－ビニルピリジン、４－ビニルピリジン、ジアリルジメチルアンモニウムクロリド
、ビニリデンクロリド、ビニルクロリド、アクロレイン、メタクロレン及びビニルカルバ
ゾール又はこれらの混合物が挙げられる。
重合体は、モノマーａ）の他に更にモノマーｂを０～９５重量％含有してよい。有利には
、重合体はモノマーａ）の他に更にモノマーｂを５０～９５、特に有利に６０～９０重量
％の量で含有する。
有利なモノマーは、アクリル酸、メタクリル酸、エテン、プロペン、ブテン、イソブテン
、シクロペンテン、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、アクリルアミド、２
－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、ビニルアセタート、スチレン、ブタ
ジエン、アクリルニトリル又はこれらの混合物である。
アクリル酸、メタクリル酸、エテン、アクリルアミド、スチレン及びアクリルニトリル又
はこれらの混合物が特に有利である。
アクリル酸、メタクリル酸及びアクリルアミド又はこれらの混合物がさらに有利である。
重合体は、慣用の重合法、例えば塊状重合、乳化重合、懸濁重合、分散重合、沈澱重合及
び溶液重合により製造することができる。
記載の重合法では、酸素の排除下で、有利に窒素流中で作業するのが有利である。全ての
重合法に、慣用の装置、例えば撹拌槽型反応器、撹拌槽型反応器カスケード、オートクレ
ーブ、管形反応器及び混練機を使用する。溶液重合、乳化重合、沈澱重合又は懸濁重合の
方法により作業するのが有利である。溶液重合及び乳化重合の方法が特に有利である。重
合は、溶剤又は希釈剤、例えばトルエン、ｏ－キシレン、ｐ－キシレン、クメン、クロロ
ベンゼン、エチルベンゼン、アルキル芳香族化合物の工業用混合物、シクロヘキサン、工
業用脂肪族化合物混合物、アセトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、ジオキサ
ン、グリコール及びグリコール誘導体、ポリアルキレングリコール及びその誘導体、ジエ
チルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸メチルエステル、イソプロパノール、エ
タノール、水又は混合物、例えばイソプロパノール／水混合物中で実施することができる
。溶剤又は希釈剤として、場合により６０重量％までの割合のアルコール又はグリコール
を有する水を使用するのが有利である。水を使用するのが特に有利である。
重合は、２０～３００、有利に６０～２００℃の温度で実施することができる。重合条件
の選択に応じて、例えば８００～５００００００、殊に１０００～１００００００の重量
平均分子量を調節することができる。重量平均分子量Ｍ Wは、２０００～４０００００の
範囲にあるのが有利である。Ｍ Wは、ゲル浸透クロマトグラフィーにより測定する（例中
で詳述）。
重合を、ラジカル形成化合物の存在で実施するのが有利である。この化合物は、重合の際
に使用するモノマーに対して３０重量％まで、有利に０．０５～１５重量％、特に有利に
０．２～８重量％必要とされる。複数構成された開始剤系（例えばレドックス開始剤系）
では、前記の重量表示は成分の合計に関する。
好適な重合開始剤は、例えばペルオキシド、ヒドロペルオキシド、ペルオキシジスルファ
ート、ペルカルボナート、ペルオキシエステル、過酸化水素及びアゾ化合物である。水溶
性か又は水に不溶性であってよい開始剤の例は、過酸化水素、ジベンゾイルペルオキシド
、ジシクロヘキシルペルオキシジカルボナート、ジラウロイルペルオキシド、メチルエチ
ルケトンペルオキシド、ジ－ｔ－ブチルペルオキシド、アセチルアセトンペルオキシド、
ｔ－ブチルヒドロペルオキシド、クメンヒドロペルオキシド、ｔ－ブチルペルネオデカノ
アート、ｔ－アミルペルピバラート、ｔ－ブチルペルピバラート、ｔ－ブチルペルネオヘ
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キサノアート、ｔ－ブチルペル－２－エチルヘキサノアート、ｔ－ブチル－ペルベンゾア
ート、リチウム－、ナトリウム－、カリウム－及びアンモニウムペルオキシジスルファー
ト、アゾジイソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（２－アミジノプロパン）ジヒドロ
クロリド、２－（カルバモイル－アゾ）イソブチロニトリル及び４，４－アゾビス（４－
シアノ吉草酸）である。
開始剤は単独か又は相互の混合物、例えば過酸化水素とナトリウムペルオキシジスルファ
ートとからの混合物で使用することができる。水性媒質中での重合には、水溶性開始剤を
使用するのが有利である。
公知のレドックス開始剤系を重合開始剤として使用することもできる。そのようなレドッ
クス開始剤系は、少なくとも１種のペルオキシド含有化合物をレドックス共開始剤（ Coin
itiator）、例えば還元作用を有する硫黄化合物、例えばアルカリ金属及びアンモニウム
化合物の亜硫酸水素塩、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、亜ジチオン酸塩並びにテトラチオン酸塩
と組み合わせて含有する。このように、ペルオキソジスルファートとアルカリ金属－又は
アンモニウムヒドロゲンスルフィットとの組合せ、例えばアンモニウムペルオキシジスル
ファートと二亜硫酸アンモニウムを使用することができる。ペルオキシド含有化合物対レ
ドックス共開始剤の量は、３０：１～０．０５：１である。
開始剤又はレドックス開始剤系と組合せて付加的に遷移金属触媒、例えば鉄、コバルト、
ニッケル、銅、バナジウム及びマンガンの塩を使用することができる。好適な塩は、例え
ば硫酸鉄（ＩＩ）、塩化コバルト（ＩＩ）、硫酸ニッケル（ＩＩ）、塩化銅（Ｉ）である
。モノマーに対して、還元作用を有する遷移金属塩を０．１ｐｐｍ～１０００ｐｐｍの濃
度で使用する。このように、過酸化水素と鉄（ＩＩ）塩との組合せ、例えば過酸化水素０
．５～３０％及びモール塩０．１～５００ｐｐｍを使用することができる。
有機溶剤中での重合の際にも、上記の開始剤と組み合わせてレドックス共開始剤及び／又
は遷移金属触媒、例えばベンゾイン、ジメチルアニリン、アスコルビン酸並びに重金属、
例えば銅、コバルト、鉄、マンガン、ニッケル及びクロムの有機可溶性錯体を共使用する
ことができる。この場合、レドックス共開始剤又は遷移金属触媒の通常使用される量は、
モノマーの使用量に対して一般的に約０．１～１０００ｐｐｍである。
反応混合物を、重合のために考えられる温度範囲の下限で重合開始させ、引き続いて、よ
り高い温度で重合終了させる場合には、異なる温度で分解し、その結果、各温度範囲で十
分な濃度のラジカルが使用できるような少なくとも２種の異なる開始剤を使用するのが有
利である。
低い平均分子量を有する重合体を製造するためには、共重合を調節剤の存在で実施するの
が往々にして有利である。これに関しては、慣用の調節剤、例えば有機ＳＨ基含有化合物
、例えば２－メルカプトエタノール、２－メルカプトプロパノール、メルカプト酢酸、ｔ
－ブチルメルカプタン、ｎ－オクチルメルカプタン、ｎ－ドデシルメルカプタン及びｔ－
ドデシルメルカプタン、Ｃ 1～Ｃ 4－アルデヒド、例えばホルムアルデヒド、アセトアルデ
ヒド、プロピオンアルデヒド、ヒドロキシルアンモニウム塩、例えばヒドロキシルアンモ
ニウムスルファート、ギ酸、亜硫酸水素ナトリウム又はイソプロパノールを使用すること
ができる。重合調節剤は、一般的にモノマーに対して０．１～１０重量％の量で使用する
。好適な溶剤の選択により、平均分子量に影響を及ぼすこともできる。このように、ベン
ジル性Ｈ原子を有する希釈剤の存在での重合は、連鎖移動による平均分子量の減少をもた
らす。
比較的高い分子量の共重合体を製造するためには、重合の際に架橋剤の存在で作業するの
が往々にして有利である。このような架橋剤は、２個又は数個のエチレン性不飽和基を有
する化合物、例えば少なくとも２価の飽和アルコールのジアクリレート又はジメタクリレ
ート、例えばエチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート
、１，２－プロピレングリコールジアクリレート、１，２－プロピレングリコールジメタ
クリレート、ブタンジオール－１，４－ジアクリレート、ブタンジオール－１，４－ジメ
タクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、
ネオペンチルグリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、３
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－メチルペンタンジオールジアクリレート及び３－メチルペンタンジオールジメタクリレ
ートである。２個より多いＯＨ基を有するアルコールのアクリル酸エステル及びメタクリ
ル酸エステル、例えばトリメチロールプロパントリアクリレート又はトリメチロールプロ
パントリメタクリレートを架橋剤として使用することもできる。架橋剤のもう一つの類は
、それぞれ２００～９０００の分子量を有するポリエチレングリコール又はポリプロピレ
ングリコールのジアクリレート又はジメタクリレートである。ジアクリレート又はジメタ
クリレートの製造のために使用されるポリエチレングリコール又はポリプロピレングリコ
ールは、それぞれ４００～２０００の分子量を有するのが有利である。エチレンオキシド
又はプロピレンオキシドの単独重合体の他に、エチレンオキシドとプロピレンオキシドと
からのブロック共重合体又は、エチレンオキシド単位及びプロピレンオキシド単位を統計
的に分布させて含有する、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとからの共重合体を使
用することもできる。エチレンオキシド又はプロピレンオキシドのオリゴマーも架橋剤の
製造に好適であり、例えばジエチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコール
ジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジ
メタクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート及び／又はテトラエチレング
リコールジメタクリレートである。
架橋剤として、更にビニルアクリレート、ビニルメタクリレート、ビニルイタコナート、
アジピン酸ジビニルエステル、ブタンジオールジビニルエーテル、トリメチロールプロパ
ントリビニルエーテル、アリルアクリレート、アリルメタクリレート、ペンタエリトリッ
トトリアリルエーテル、トリアリルサッカロース、ペンタアリルサッカロース、ペンタア
リルスクロース、メチレンビス（メタ）アクリルアミド、ジビニルエチレン尿素、ジビニ
ルプロピレン尿素、ジビニルベンゼン、ジビニルジオキサン、トリアリルシアヌラート、
テトラアリルシラン、テトラビニルシラン及びビス－又はポリアクリルシロキサン（例え
ば Th. Goldschmidt株式会社のテゴマー（ Tegomere▲ Ｒ ▼ ））が好適である。架橋剤を、
重合させるべきモノマーに対して１０ｐｐｍ～５重量％の量で使用するのが有利である。
乳化重合、沈澱重合、懸濁重合又は分散重合の方法により作業する場合に、ポリマー滴又
はポリマー粒子を界面活性助剤により安定化させることが有利であり得る。一般にはこれ
に関して乳化剤又は保護コロイドを使用する。アニオン性、非イオン性、カチオン性及び
両性乳化剤が該当する。アニオン性乳化剤は、例えばアルキルベンゼンスルホン酸、スル
ホン化脂肪酸、スルホスクシナート、脂肪アルコールスルファート、アルキルフェノール
スルファート及び脂肪アルコールエーテルスルファートである。非イオン性乳化剤として
、例えばアルキルフェノールエトキシラート、第１アルコールエトキシラート、脂肪酸エ
トキシラート、アルカノールアミドエトキシラート、脂肪アミンエトキシラート、ＥＯ／
ＰＯブロックコポリマー及びアルキルポリグリコシドを使用することができる。カチオン
性又は両性乳化剤として、例えば：第４級化アミンアルコキシラート、アルキルベタイン
、アルキルアミドベタイン及びスルホベタインを使用する。
一般的な保護コロイドは、例えばセルロース誘導体、ポリエチレングリコール、ポリプロ
ピレングリコール、エチレングリコールとプロピレングリコールとからの共重合体、ポリ
ビニルアセタート、ポリビニルアルコール、ポリビニルエーテル、デンプン及びデンプン
誘導体、デキストラン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン、ポリエチレンイミ
ン、ポリビニルイミダゾール、ポリビニルスクシンイミド、ポリビニル－２－メチルスク
シンイミド、ポリビニル－１，３－オキサゾリドン－２、ポリビニル－２－メチルイミダ
ゾリン及び、例えばドイツ特許第２５０１１２３号明細書中に記載されているようなマレ
イン酸又は無水マレイン酸含有共重合体である。
乳化剤又は保護コロイドは通常、モノマーに対して０．０５～２０重量％の濃度で使用す
る。
水性の溶剤又は希釈剤中で重合させる場合に、モノマーを重合の前又は間に、完全に又は
部分的に塩基により中和することができる。塩基として、例えばアルカリ金属化合物又は
アルカリ土類金属化合物、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム
、酸化マグネシウム、炭酸ナトリウム；アンモニア；第１級、第２級及び第３級アミン、
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例えばエチルアミン、プロピルアミン、モノイソプロピルアミン、モノブチルアミン、ヘ
キシルアミン、エタノールアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ－ｎ－プロピル
アミン、トリブチルアミン、トリエタノールアミン、ジメトキシエチルアミン、２－エト
キシエチルアミン、３－エトキシプロピルアミン、ジメチルエタノールアミン、ジイソプ
ロパノールアミン又はモルホリンが該当する。
更に、多塩基アミン、例えばエチレンジアミン、２－ジエチルアミンエチルアミン、２，
３－ジアミノプロパン、１，２－プロピレンジアミン、ジメチルアミノプロピルアミン、
ネオペンタンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、４，９－ジオキサドデカン－１，１２
－ジアミン、ポリエチレンイミン又はポリビニルアミンを中和に使用することもできる。
重合の前又は間にエチレン性不飽和カルボン酸を部分的に又は完全に中和するためには、
アンモニア、トリエタノールアミン及びジエタノールアミンを使用するのが有利である。
重合の前又は間にエチレン性不飽和カルボン酸を中和しないのが特に有利である。重合後
に、アルカノールアミンＢ）を除いては中和剤を添加しないのも有利である。重合の実施
を、多数の変法により連続的又は非連続的に実施することができる。通常、場合により好
適な希釈剤又は溶剤中の一部のモノマーを、場合により乳化剤、保護コロイド又は更なる
助剤の存在で予め装入し、不活性化し、温度を所望の重合温度に達するまで高める。但し
、単に好適な希釈剤を予め装入していてもよい。所定の時間内に、それぞれ場合により希
釈剤中のラジカル開始剤、更なるモノマー及びその他の助剤、例えば調節剤又は架橋剤を
配量添加する。供給時間を異なる長さで選択することができる。例えば、開始剤供給に、
モノマー供給よりも長い供給時間を選択することができる。
水中での溶液重合法により重合体を得る場合には、通常、溶剤の除去は必要ではない。そ
れにもかかわらず、重合体を単離することが所望である場合には、例えば噴霧乾燥を実施
することができる。
溶液重合、沈澱重合又は懸濁重合の方法により水蒸気揮発性の溶剤又は溶剤混合物中で重
合体を製造する場合には、水溶液又は水性分散液にするために、溶剤を水蒸気の導入によ
り除去することができる。重合体を有機希釈剤から乾燥工程により分離することもできる
。
重合体Ａ）は、有利に１０～８０重量％、殊に４０～６５重量％の固体含有率を有する水
性の分散液又は溶液の形で存在するのが有利である。
重合体Ａ）は、マレイン酸若しくはは無水マレイン酸又はマレイン酸若しくは無水マレイ
ン酸含有モノマー混合物をグラフトベース上にグラフトすることにより得ることもできる
。好適なグラフトベースは、例えば単糖類、オリゴ糖類、変性多糖類及びアルキルポリグ
リコールエーテルである。そのようなグラフト重合体は、例えばドイツ特許第４００３１
７２号及びヨーロッパ特許第１１６９３０号明細書中に記載されている。
成分Ｂ）として、ＯＨ基少なくとも２個を有するアルカノールアミン使用する。式：
　
　
　
［式中、Ｒ 1はＨ原子、Ｃ 1～Ｃ 1 0－アルキル基又はＣ 1～Ｃ 1 0－ヒドロキシアルキル基を
表し、Ｒ 2及びＲ 3はＣ 1～Ｃ 1 0－ヒドロキシアルキル基を表す］のアルカノールアミンが
有利である。
Ｒ 2及びＲ 3が相互に無関係にＣ 2～Ｃ 5－ヒドロキシアルキル基を表し、かつＲ 1がＨ原子
、Ｃ 1～Ｃ 5－アルキル基又はＣ 2～Ｃ 5－ヒドロキシアルキル基を表すのが特に有利である
。
式Ｉの化合物として、例えばジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパ
ノールアミン、トリイソプロパノールアミン、メチルジエタノールアミン、ブチルジエタ
ノールアミン及びメチルジイソプロパノールアミンが挙げられる。トリエタノールアミン
が特に有利である。
ホルムアルデヒド不含の結合剤の製造のためには、重合体Ａ）及びアルカノールアミンＢ
）を、成分Ａ）のカルボキシル基と成分Ｂ）のヒドロキシル基とのモル比が２０：１～１
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：１、有利に８：１～５：１及び特に有利に５：１～１．７：１であるような比で相互に
使用するのが有利である（この場合、無水物基をカルボキシル基２個として計算する）。
ホルムアルデヒド不含の水性結合剤の製造は、例えば単にアルカノールアミンを重合体Ａ
）の水性の分散液又は溶液に添加することにより行われる。
本発明による結合剤は、燐含有反応促進剤をＡ）＋Ｂ）からの合計対して有利に１．５重
量％未満、殊に１．０重量％未満、特に有利に０．５重量％未満及び非常に特に有利に０
．３重量％未満、殊に０．１重量％未満含有する。燐含有反応促進剤は、米国特許第６５
１０８８号及び同第５８３０８６号明細書中に記載されている。それは、殊にアルカリ金
属次亜燐酸塩、－亜燐酸塩、－ポリ燐酸塩、－二水素燐酸塩、ポリ燐酸、次燐酸、燐酸、
アルキルホスフィン酸又はこれらの塩及び酸のオリゴマー若しくはポリマーである。
結合剤は、燐含有反応促進剤又は反応促進の作用を及ぼす量の燐含有化合物を含有しない
のが有利である。本発明による結合剤は、エステル化触媒、例えば硫酸又はｐ－トルエン
スルホン酸を含有してよい。本発明による結合剤は、含浸剤又は被覆剤として使用するこ
とができる。本発明による結合剤は、含浸剤又は被覆剤の唯一の成分であり得る。しかし
ながら、含浸剤又は被覆剤はなお更なる、その都度意図された使用に好適な添加剤を含有
してもよい。例えば、着色剤、顔料、充填剤、耐火剤、疎水性化剤、有害生物駆除剤、可
塑剤、増粘剤、接着改良剤、還元剤及びエステル交換触媒が該当する。
本発明による結合剤は、乾燥（５０℃で７２時間）させて厚さ０．３～１ｍｍのフィルム
にして、引き続いて空気中で１３０℃で１５分間硬化させた後に、有利に５０重量％を超
える、特に有利に６０重量％を超える、非常に特に有利には７０重量％を超えるゲル含有
率を有する。
硬化の終了の後に、硬化させたフィルムを水中で２３℃で４８時間貯蔵する。その際、可
溶性分は水中に残留する。次いで、フィルムを重量一定まで５０℃で乾燥させ、重量を計
る。重量は、揮発性分の除去前の重量に対する重量％でのゲル含有率に相当する。３時間
にわたる重量減少が０．５未満、殊に０．１重量％未満である場合には、重量一定に達し
ている。
ホルムアルデヒド不含の水性結合剤を、成形体用の被覆剤又は含浸剤（まとめて被覆剤と
して称する）として使用する。
成形体は、殊に、有利に５～１００ｍｍ、特に有利に５～３０ｍｍ、非常に特に有利に１
０～２５ｍｍの厚さを有するプレートである。プレートの縁の長さ (Kantenlaenge)は通常
２００から２０００ｍｍの間である。
殊に、それは防音プレートである。
成形体又はプレートは、有機若しくは無機繊維又は鉱物性充填剤から成るのが有利であり
、その際、繊維及び／又は充填剤はポリマー結合剤を用いて固められている。
繊維として、殊に無機繊維、例えば鉱物繊維、ガラス繊維及びロックウール並びに有機繊
維、例えば古紙から製造されたセルロース繊維又は木質繊維が挙げられる。
充填剤として、殊にパーライト、粘土が挙げられる。
ポリマー結合剤として、例えばフェノール－ホルムアルデヒド樹脂、ポリマー分散液及び
デンプンが挙げられる。
記載の内容物質の他に、プレートは更になお慣用の防火剤、例えばケイ酸アルミニウム、
水酸化アルミニウム、ほう酸塩及び／又は燐酸塩を含有してよい。
最後に、プレートの製造の際には往々にしてなお慣用の疎水性化剤、例えばシリコーン（
ポリシロキサン）及び／又はワックスを添加する。
そのようなプレートの製法は自体公知である。それは、例えば成分の水性懸濁液の製造、
長網機（ Langsieb）を介する脱水及び引き続く乾燥により行われる。
ホルムアルデヒド不含の結合剤は、成形体用の被覆剤として使用の際に付加的に被覆技術
及び含浸技術で慣用の助剤を含有してよい。この例は、微粒子状の不活性充填剤、例えば
ケイ酸アルミニウム、石英、沈降若しくは熱分解ケイ酸、石膏及び重晶石、タルク、ドロ
マイト、又は炭酸カルシウム、着色顔料、例えばチタン白、亜鉛白、酸化鉄黒等、消泡剤
、例えば変性ジメチルポリシロキサン、定着剤並びに保存料である。これらの添加物質の
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使用されるべき量は、通常の当業者に自体公知であり、個々の場合に特別な材料の所望の
特性に応じて選択する。
被覆剤の総重量に対して、ホルムアルデヒド不含の結合剤の割合（成分Ａ）＋Ｂ）として
計算）は１～６５重量％、不活性充填剤の割合は０～８５重量％、水の割合は少なくとも
１０重量％である。
被覆剤の製造は、有利な方法では、場合により併用されるべき添加物質を結合剤の５～６
５％水溶液又は水性分散液中に撹拌導入することにより行われる。
被覆材料の塗布は、噴霧、ローラー又はキャスティングにより行うことができる。塗布量
は、ホルムアルデヒド不含の結合剤（Ａ）＋Ｂ）の合計として計算）に関して一般的に２
～３００、有利に２～１００ｇ／ｍ 2である。成形体又はプレートに全面、多面又は１面
に被覆することができる。プレート、殊に防音プレートの場合には、被覆は両面に行うの
が有利である。
被覆された成形体は、１００～３００、有利に１５０～２５０℃の温度で乾燥させ、被覆
を硬化させる。
被覆された成形体は、非常に良好な機械的特性、殊に乾燥及び湿潤条件下での良好な曲げ
強さを有する。被覆材料は、機械的特性、殊に湿潤及び高温条件下での剛性を改良する。
改良は、未被覆で劣った機械的特性を有する成形体に特に明確に生じる。
実施例
略語：　ＡＳ：アクリル酸
ＭＳ：マレイン酸
被覆剤Ａ：
８０ＡＳ／２０ＭＳからの共重合体の水溶液（固体含有率：４４．５％、ｐＨ０．８；Ｍ

W１６００００）２００ｇをトリエタノールアミン１８ｇと混合する。
ｐＨ値：３．７
粘度：７９００ｍＰａｓ（ＤＩＮ測定システム１０８、コントラーブスレオマート（ Cont
raves Rheomat）中で２５０秒 - 1で）。
活性内容物質：４９．０重量％（活性物質は、水以外の全ての内容物質である。）
ゲル割合：
混合物から、相当するフィルムの厚さが約０．３と０．７ｍｍの間であるように計算され
た量をシリコーン型（１５×７×０．５ｃｍ）に注ぎ、５０℃で（７２時間）乾燥させる
。
このように製造されたフィルム約１ｇを、１３０℃で空気中で１５分間硬化させる。硬化
させたフィルムを蒸留水中２３℃で４８時間貯蔵する。
フィルムの元の重量に対する、水中貯蔵した、重量一定まで再乾燥後のフィルムの重量か
らゲル割合を計算する。それは、前記の例で８３％である。
被覆剤Ｂ：
５５ＡＳ／４５ＭＳからの共重合体の水溶液（固体含有率５０．０％、ｐＨ１．０；Ｍ W

３０００、水中でのＫ値＝２０）２００ｇをトリエタノールアミン３０ｇと混ぜる。
ｐＨ値：３．４
粘度：５８０ｍＰａｓ
活性内容物質：５８．８重量％
ゲル割合：５５％
被覆剤Ｃ：
水２００ｇ、ポリアクリル酸（２５℃での水中でのナトリウム塩のＫ値＝１１０）３６ｇ
、グリセリン６．２ｇ及びトリメチルプロパン７．４ｇからの混合物製造する。
ｐＨ値：２．３
粘度：２６ｍＰａｓ
活性内容物質：２０重量％
鉱物繊維プレートの被覆及び試験：
結合剤としてデンプンを含有する市販の１６ｍｍ厚の防音プレート上に、刷毛を用いて装
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飾面で、表に記載の被覆材料を塗布した。塗布量は、それぞれ活性成分１００ｇ／ｍ 2で
あった。プレートを２００℃で１５分間乾燥させた。
被覆されていない及び被覆されたプレートの弾性率Ｅ bを、ＤＩＮ５３３６２により２３
℃及び６０℃で試験した。試験体の寸法は２５×５×１．６ｃｍであった。
試験結果：
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