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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）繊維、スライバー、チップおよびその組み合わせから選択される基体物質；およ
び
（ｂ）硬化したバインダー組成物：
を含む複合材料であって、
　ここで、該硬化したバインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘならびにバインダーポリマ
ー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重合される）を含む水性バイ
ンダー組成物から製造され；成分Ｘは、少なくとも１つの塩基であり；成分Ｙは、環状無
水物、マレイミドおよび置換マレイミドの少なくとも１つであり；および、成分Ｚは、ス
チレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレート、α－オレフィン、α－オレフ
ィン誘導体およびその組み合わせから選択され；および
　ここで、該複合材料は、≦４０重量％の硬化したバインダー組成物を含み；および、硬
化したバインダー組成物中の成分Ｙ由来の単位の少なくとも４０モル％が、硬化したバイ
ンダー組成物における環状無水物基、マレイミド基、置換マレイミド基、またはアミド基
の部分を形成する少なくとも１つのカルボニル基を提供し；および
　該水性バインダー組成物は、１：少なくとも０．６の成分Ｙの成分Ｘに対するモル比を
有する：
複合材料。
【請求項２】
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　（ａ）繊維、スライバー、チップおよびその組み合わせから選択される基体物質；およ
び
　（ｂ）硬化したバインダー組成物：
を含む複合材料であって；
　ここで、該硬化したバインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘならびにバインダーポリマ
ー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重合される）を含む水性バイ
ンダー組成物から製造され；成分Ｘは、アンモニア、水酸化アンモニウム、メチルアミン
、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、
テトラメチルアンモニウムヒドロキシドおよびその組み合わせから選択され；成分Ｙは、
環状無水物、マレイミドおよび置換マレイミドの少なくとも１つであり；および、成分Ｚ
は、スチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレート、α－オレフィン、α－
オレフィン誘導体およびその組み合わせから選択され；および
　ここで、複合材料が、≦４０重量％の硬化したバインダー組成物を含み；および
　該水性バインダー組成物は、１：少なくとも０．６の成分Ｙの成分Ｘに対するモル比を
有する：
複合材料。
【請求項３】
　成分Ｘが、アンモニア、水酸化アンモニウム、メチルアミン、エチルアミン、プロピル
アミン、ブチルアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、テトラメチルアンモニウム
ヒドロキシド、およびその組み合わせから選択される塩基である請求項２記載の複合材料
。
【請求項４】
　水性バインダー組成物が、ヒドロキシアミド、エチレンジアミン、リシン、アミノアル
コール、エポキシド、オキサゾリン、ポリアミン、オキサゾリジン、グリセロールカーボ
ネート、プロピレンカーボネート、ポリブタンジオールビスアミノベンゾエート、ジエチ
レントリアミンおよびその組み合わせから選択される架橋剤をさらに含む請求項１～３の
いずれか１項に記載の複合材料。
【請求項５】
　水性バインダー組成物がさらにシランカップリング剤を含む請求項１～４のいずれか１
項に記載の複合材料。
【請求項６】
　水性バインダー組成物がさらに添加剤を含み、ここにおいて、前記添加剤が、促進剤、
乳化剤、顔料、充填剤、増量剤、移動防止助剤、硬化剤、造膜助剤、界面活性剤、展着剤
、ダスト抑制剤、殺生剤、可塑剤、オルガノシラン、消泡剤、腐食抑制剤、着色剤、静電
防止剤、潤滑剤、ワックス、酸化防止剤、カップリング剤、ポリマー、防水剤、湿潤剤、
リグニン、およびその組み合わせから選択される請求項１～５のいずれか１項に記載の複
合材料。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の複合材料を含む生成物。
【請求項８】
　生成物が、チップボード、ファイバーボード、自動車内装用内張、断熱材およびファイ
バーウェブから選択される請求項７記載の生成物。
【請求項９】
　生成物が、断熱材、屋根材または床材用強化マット、ロービング、プリント回路板のた
めのマイクロガラス系基体物質、バッテリーセパレーターのためのマイクロガラス系基体
物質、フィルターストック、テープストック、セメントまたは非セメント質石造コーティ
ングのための強化スクリム、天井タイル、セルロース系屋根瓦、ウィンドートリートメン
トおよび壁装材から選択される請求項７記載の生成物。
【請求項１０】
　（ａ）水性溶媒、成分Ｘならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙ
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および任意の成分Ｚから重合される）を含む水性バインダー組成物であって；成分Ｘが、
少なくとも１つの塩基であり；成分Ｙが、環状無水物、マレイミドおよび置換マレイミド
の少なくとも１つであり；成分Ｚが、スチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アク
リレート、α－オレフィン、α－オレフィン誘導体およびその組み合わせから選択され；
水性バインダー組成物のｐＨが≧６である、水性バインダー組成物を提供し；
　（ｂ）繊維、スライバー、チップ、およびその組み合わせから選択される基体物質を提
供し；
　（ｃ）基体物質を水性バインダー組成物で処理し；および
　（ｄ）水性バインダー組成物を硬化させること：
を含む複合材料の製造方法であって、
　前記複合材料が≦４０重量％の硬化したバインダー組成物を含み；および
　該水性バインダー組成物は、１：少なくとも０．６の成分Ｙの成分Ｘに対するモル比を
有する
複合材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合材料およびその製造方法に関する。特に、本発明は、ホルムアルデヒド
非含有のバインダー組成物を用いた複合材料および前記複合材料を製造する方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　複合材料、例えば繊維構造物（例えば、不織繊維断熱材）および成型品（例えば、ファ
イバーボードおよびチップボード）の製造は、通常、フェノール－ホルムアルデヒド（Ｐ
Ｆ）樹脂または尿素でエクステンドされたフェノール－ホルムアルデヒド樹脂（ＰＦＵ）
を用いて製造される。
【０００３】
　ＰＦまたはＰＦＵ樹脂の使用に関して考えられる問題は、樹脂の製造中、樹脂を含む複
合材料の製造中および複合材料のその後の使用中のホルムアルデヒド放出の可能性である
。
【０００４】
　ＰＦまたはＰＦＵ樹脂の一つの代替物は、米国特許出願公開番号２００４／０１１５４
２９（Ｍｉｃｈｌら）において開示されている。Ｍｉｃｈｌらは、繊維状および／または
顆粒状基体を結合させる方法であって、ａ）（ｉ）パートＡとして、無水マレイン酸およ
び少なくとも１つのα－オレフィンおよび／またはスチレンから重合される粉末状コポリ
マー；およびさらに（ｉｉ）パートＢとして、無水マレイン酸のカルボニル基と反応でき
る２以上の反応性基を有する少なくとも１つの粉末状クロスリンカー；およびさらに（ｉ
ｉｉ）任意にさらなる添加物質を含有する粉末状のホルムアルデヒド非含有のバインダー
組成物；および（ｂ）繊維状および／または顆粒状基体を混合し；ｃ）少なくとも１つの
触媒の存在下または非存在下で加熱することにより基体を結合させることを含む方法を開
示している。
【特許文献１】米国特許出願公開番号２００４／０１１５４２９明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　にもかかわらず、ホルムアルデヒド非含有のバインダー組成物を用いて、ホルムアルデ
ヒド非含有の複合材料を製造する新規方法を特定する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一の態様において、（ａ）繊維、スライバー、チップおよびその組み合わせ
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から選択される基体物質；および（ｂ）硬化したバインダー組成物；を含む複合材料が提
供され、ここで、該硬化したバインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘならびにバインダー
ポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重合される）を含む水
性バインダー組成物から製造され；ここにおいて、成分Ｘは少なくとも１つの塩基であり
；成分Ｚはスチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレート、α－オレフィン
、α－オレフィン誘導体およびその組み合わせから選択され；ここにおいて、複合材料は
、≦４０重量％の硬化したバインダー組成物を含み、および硬化したバインダー組成物中
の成分Ｙ由来の単位の少なくとも４０モル％が、硬化したバインダー組成物における環状
無水物基、マレイミド基、置換マレイミド基、またはアミド基の部分を形成する少なくと
も１つのカルボニル基を提供する。
【０００７】
　本発明のもう一つ別の態様において、（ａ）繊維、スライバー、チップおよびその組み
合わせから選択される基体物質；および（ｂ）硬化したバインダー組成物を含む複合材料
が提供され、ここで該硬化したバインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘならびにバインダ
ーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重合される）を含む
水性バインダー組成物から製造され；ここにおいて、成分Ｘはアンモニア、水酸化アンモ
ニウム、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウム、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドおよびその組み合わせから
選択され；成分Ｙは、環状無水物、マレイミドおよび置換マレイミドの少なくとも１つで
あり；成分Ｚは、スチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレート、α－オレ
フィン、α－オレフィン誘導体およびその組み合わせから選択され；ここにおいて、複合
材料は≦４０重量％の硬化したバインダー組成物を含む。
【０００８】
　本発明のもう一つ別の態様において、本発明の複合材料を含む生成物が提供される。
【０００９】
　本発明のもう一つ別の態様において、（ａ）水性溶媒、成分Ｘならびにバインダーポリ
マー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重合される）を含む水性バ
インダー組成物であって；成分Ｘが少なくとも１つの塩基であり；成分Ｙが環状無水物、
マレイミドおよび置換マレイミドの少なくとも１つであり；成分Ｚがスチレン、スチレン
誘導体、アルキル（メタ）アクリレート、α－オレフィン、α－オレフィン誘導体および
その組み合わせから選択され；水性バインダー組成物のｐＨが≧６である、水性バインダ
ー組成物を提供し；（ｂ）繊維、スライバー、チップ、およびその組み合わせから選択さ
れる基体物質を提供し；（ｃ）基体物質を水性バインダー組成物で処理し；（ｄ）水性バ
インダー組成物を硬化させることを含む複合材料の製造方法が提供され、ここにおいて、
前記複合材料は≦４０重量％の硬化したバインダー組成物を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場合、「コポリマー」なる用
語は、少なくとも２つの異なるモノマーから重合されるポリマーである。
【００１１】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場合、「ターポリマー」なる
用語は、少なくとも３つの異なるモノマーから重合されるポリマーである。
【００１２】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場合、「硬化」なる用語は、
例えば、共有化学反応（例えば、架橋）、イオン性相互作用またはクラスター化、基体物
質への改善された接着性、相変換および転相、水素結合、およびその組み合わせを介して
、バインダー組成物の性質を変えるために十分な化学的または形態学的変化を意味する。
【００１３】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場合、「水性」なる用語は、
水、ならびに実質的に水と水混和性溶媒からなる混合物を意味する。
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【００１４】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場合、「ホルムアルデヒド非
含有」なる用語は、実質的にホルムアルデヒドを含まず、かつ乾燥および／または硬化の
間に実質的な量のホルムアルデヒドを放出しない組成物を意味する。典型的には、組成物
の重量基準で、１ｐｐｍ未満のホルムアルデヒドがホルムアルデヒド非含有の組成物中に
存在する。
【００１５】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる「（メタ）アクリル」なる用
語は、メタクリルおよびアクリルの両方を包含する。
【００１６】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる「（メタ）アクリレート」な
る用語は、メタクリレートおよびアクリレートの両方を包含する。
【００１７】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料は、０．５～４０重量％、あるいは１～
４０重量％、あるいは１～３０重量％、あるいは＜２５重量％、あるいは１～２０重量％
、あるいは５～１５重量％の硬化したバインダー組成物を含む。
【００１８】
　本発明のいくつかの具体例において、硬化したバインダー組成物は、０～＜５重量％；
あるいは０～≦４重量％；あるいは０～≦３重量％；あるいは０～≦２．５重量％；ある
いは０～≦２重量％；あるいは０～≦１重量％；あるいは０～≦０．５重量％；あるいは
０～≦０．１重量％（固形分基準）の架橋剤由来の単位を含有し、ここにおいて、架橋剤
は、成分Ｙおよび任意の成分Ｚ（該成分Ｚは成分Ｙの少なくとも１つの環状無水物のカル
ボニル基と反応できる少なくとも２個の反応性基を含有する）以外の物質である。
【００１９】
　本発明のいくつかの具体例において、基体物質は、繊維、スライバー、チップおよびそ
の組み合わせから選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、基体物質は「
耐熱性」である。本明細書および添付の特許請求の範囲において基体物質についての言及
において用いられる「耐熱性」なる用語は、基体物質が、≧１００℃、あるいは≧１２０
℃、あるいは１００℃～３５０℃の温度に、少なくとも３秒間；あるいは少なくとも３０
分間さらされることにより実質的に影響を受けないことを意味する。
【００２０】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料は繊維である。これらの具体例のいくつ
かの態様において、繊維は、天然繊維（例えば、サイザル麻、黄麻、大麻、亜麻、綿、コ
コナツ繊維、バナナ繊維）；動物繊維（例えば、羊毛、毛）；プラスチック繊維（例えば
、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維、ポリ塩化ビニル繊維、ポリエステル繊維、ポ
リアミド繊維、ポリアクリロニトリル繊維）；ガラス繊維；ガラスウール；鉱物繊維；鉱
物ウール；合成無機繊維（例えば、アラミド繊維、炭素繊維）：およびその組み合わせか
ら選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、繊維は、セルロース繊維、酢
酸セルロース繊維ならびにセルロースのエステルおよびエーテルの繊維を包含しうる。こ
れらの具体例のいくつかの態様において、繊維は、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、ガラス
繊維、ガラスウール、鉱物ウールおよびその組み合わせから選択される。これらの具体例
のいくつかの態様において、繊維は、ガラス繊維、ガラスウール、鉱物ウールおよびその
組み合わせから選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、繊維はガラス繊
維である。これらの具体例のいくつかの態様において、繊維は耐熱性である。
【００２１】
　本発明のいくつかの具体例において、基体物質は、繊維、スライバー、チップおよびそ
の組み合わせから選択され、ここにおいて、繊維、スライバーおよびチップは、木材、金
属、金属酸化物、プラスチック、鉱物、ガラスおよびその組み合わせからなる。これらの
具体例のいくつかの態様において、繊維、スライバー、チップおよびその組み合わせは耐
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熱性である。
【００２２】
　本発明のいくつかの具体例において、成分Ｙは環状無水物、マレイミドおよび置換マレ
イミドの少なくとも１つである。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｙは、
無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水シトラコン酸、マレイミドおよび置換マレイミド
の少なくとも１つである。これらの具体例のいくつかの態様において、Ｙは無水マレイン
酸である。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｙは無水イタコン酸である。
これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｙは無水シトラコン酸である。これらの
具体例のいくつかの態様において、成分Ｙはマレイミドである。
【００２３】
　本発明のいくつかの具体例において、成分Ｚは、スチレン、スチレン誘導体、アルキル
（メタ）アクリレート、α－オレフィン、α－オレフィン誘導体およびその組み合わせか
ら選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、Ｃ２－Ｃ３２α－
オレフィン、スチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレートおよびその組み
合わせから選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、Ｃ２－Ｃ

１６α－オレフィン、スチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレートおよび
その組み合わせから選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、
Ｃ２－Ｃ８α－オレフィン、スチレン、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレート
およびその組み合わせから選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、成分
Ｚは、イソブテン、ジイソブテン、スチレンおよびその組み合わせから選択される。
【００２４】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダーポリマーはスチレン／無水マレイン酸
コポリマーである。
【００２５】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダーポリマーはイソブチレン／無水マレイ
ン酸コポリマーである。
【００２６】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダーポリマーはイソブチレン／無水マレイ
ン酸／マレイミドターポリマーである。
【００２７】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダーポリマーはポリマレイン酸無水物ポリ
マーである。
【００２８】
　本発明のいくつかの具体例において、成分Ｘは、水性バインダー組成物のｐＨを上昇さ
せるのに役立つ。これらの具体例のいくつかの態様において、６以上；あるいは６～１２
；あるいは７～１２；あるいは８～１０のｐＨを有する水性バインダー組成物を提供する
ために十分な量の成分Ｘが添加される。
【００２９】
　本発明のいくつかの具体例において、成分Ｘは、バインダーポリマーの水性溶液中の溶
解度または分散性を促進するのに役立つ。
【００３０】
　本発明のいくつかの具体例において、成分Ｘは、成分Ｙおよび任意の成分Ｚの重合後に
水性バインダー組成物に添加されて、バインダーポリマーが形成される。
【００３１】
　本発明のいくつかの具体例において、成分Ｘは少なくとも１つの塩基である。これらの
具体例のいくつかの態様において、成分Ｘは、アンモニア；水酸化アンモニウム；メチル
アミン；エチルアミン；プロピルアミン；ジプロパノールアミン；ブチルアミン；２－ア
ミノ－２－メチルアミン；２－アミノ－１－ブタノール；２－アミノ－２－エチル－１，
３－プロパンジオール；２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール；エタノー
ルアミン；ジエタノールアミン；トリエタノールアミン；トリス（ヒドロキシメチル）－
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アミノメタン；アミノシラン；水酸化ナトリウム；水酸化カリウムおよびテトラメチルア
ンモニウムヒドロキシドから選択される少なくとも１つの塩基である。これらの具体例の
いくつかの態様において、成分Ｘは、アンモニア、水酸化アンモニウム、メチルアミン、
エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムおよ
びテトラメチルアンモニウムヒドロキシドから選択される少なくとも１つの塩基である。
【００３２】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、０～９５重量％、ある
いは１０～８０重量％、あるいは２０～６０重量％、あるいは４０～６０重量％（固形分
基準）の成分Ｘを含む。
【００３３】
　本発明のいくつかの具体例において，水性バインダー組成物は、さらに架橋剤を含むこ
とができる。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、０～
９５重量％；あるいは１０～８０重量％；あるいは２０～６０重量％；あるいは４０～６
０重量％；あるいは０～＜５重量％；あるいは０～≦４重量％；あるいは０～≦３重量％
；あるいは０～≦２．５重量％；あるいは０～≦２重量％；あるいは０～≦１重量％；あ
るいは０～≦０．５重量％；あるいは０～≦０．１重量％（固形分基準）の架橋剤を含む
。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、ヒドロキシアミ
ド、エチレンジアミン、リシン、エポキシド、アミノアルコール、オキサゾリン、ポリア
ミン、オキサゾリジン、グリセロールカーボネート、プロピレンカーボネート、ポリブタ
ンジオールビス（アミノベンゾエート）、ジエチレントリアミンおよびその組み合わせか
ら選択される架橋剤をさらに含むことができる。
【００３４】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダー組成物はさらにシランカップリング剤
を含むことができる。本発明に関する使用に好適なシランカップリング剤は、段階反応コ
ポリマーおよび基体物質と適合性である任意の慣用のシランカップリング剤を包含する。
これらの具体例のいくつかの態様において、バインダー組成物は、０．０５～２重量％；
あるいは０．１～２重量％；あるいは０．１～０．５重量％（バインダー固形分基準）の
シランカップリング剤を含むことができる。これらの具体例のいくつかの態様において、
シランカップリング剤は、アミノプロピルシラン、トリメトキシシラン、エポキシ含有シ
ランおよびその組み合わせから選択される。いくつかの代表的シランカップリング剤とし
ては、例えば、Ｄｏｗ－Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なオルガ
ノシリコン油；Ｐｅｔｒａｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓから入手可能なＡ０７００、Ａ０７５
０およびＡ０８００；Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能
なＡ１１６０；ＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ－－ＯＳｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓから入手
可能なＳｉｌｑｕｅｓｔ（商標）Ａ－１８７；およびその組み合わせが挙げられる。
【００３５】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダー組成物は、添加剤をさらに含むことが
できる。本発明に関する使用に好適な添加剤は、段階反応コポリマーおよび基体物質と適
合性の任意の慣用の添加剤を包含する。これらの具体例のいくつかの態様において、バイ
ンダー組成物は、任意の添加剤をさらに含むことができ、ここにおいて、添加剤は、促進
剤（例えば、リン含有促進剤）；乳化剤；顔料；充填剤；増量剤（例えば、尿素および炭
水化物、例えば、セルロースおよび糖）；移動防止助剤；硬化剤；造膜助剤；界面活性剤
（例えば、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤および両性イオン性界面活性剤）
；展着剤；ダスト抑制剤（例えば、鉱油ダスト抑制剤）；殺生剤；可塑剤；オルガノシラ
ン；消泡剤（例えば、ジメチコン、シリコーン油およびエトキシル化非イオン体）；腐食
抑制剤（例えば、ｐＨ＜４で有効な腐食抑制剤、例えば、チオ尿素、シュウ酸塩およびク
ロム酸塩）；着色剤；静電防止剤；潤滑剤；ワックス；酸化防止剤；カップリング剤（例
えば、Ｄｏｗ－Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なオルガノシリコ
ン油；Ｐｅｔｒａｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓから入手可能なＡ０７００、Ａ０７５０および
Ａ０８００；Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＡ１１
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６０；ＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ－－ＯＳｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓから入手可能なＳ
ｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１８７）；ポリマー；防水剤（例えば、シリコーンおよびエマルジ
ョンポリマー、例えば、共重合単位として、エマルジョンポリマー固形分の重量基準で３
０重量％を超える、Ｃ４以上のアルキル基を含有するエチレン性不飽和アクリルモノマー
を含有するエマルジョンポリマー）；湿潤剤；リグニン；およびその組み合わせから選択
される。
【００３６】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、さらにエマルジョンポ
リマーを含むことができる。本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる「
エマルジョンポリマー」なる用語は、水性媒体中に分散されたポリマーであって、乳化重
合技術により製造されたものである。これらの具体例のいくつかの態様において、エマル
ジョンポリマーは、例えば、重合したエチレン性不飽和（メタ）アクリルモノマーを含む
コポリマーから選択することができる。
【００３７】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダーポリマーは、１：０～１：３モル比の
成分Ｙと任意の成分Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、バインダーポ
リマーは、１：０．０１～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具体例のいく
つかの態様において、バインダーポリマーは、１：０．１～１：３モル比の成分Ｙと成分
Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、バインダーポリマーは、１：０．
５～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、
バインダーポリマーは１：１～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具体例の
いくつかの態様において、バインダーポリマーは１：１～１：２モル比の成分Ｙと成分Ｚ
を含む。これらの具体例のいくつかの態様において、バインダーポリマーは１：１～１：
＜２モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。
【００３８】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、１：≧０．６モル比の
成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成
物は１：０．６～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態
様において、水性バインダー組成物は１：＞０．６～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｘを含
む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は１：０．７～１
：２モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バ
インダー組成物は１：０．８～１：２モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例の
いくつかの態様において、水性バインダー組成物は１：０．９～１：２モル比の成分Ｙと
成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は１：
１～１：＜２モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。
【００３９】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダーポリマーは≦１０００００；あるいは
１００～１０００００；あるいは１０００～７５０００；あるいは２５００～５００００
；あるいは２５００～２００００の重量平均分子量Ｍｗを有する。
【００４０】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、１～８０重量％の固形
分を含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、２～５
０重量％；あるいは３～３０重量％；あるいは４～１０重量％の固形分を含む。
【００４１】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物はリン含有促進剤を含まな
い。
【００４２】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物はリン含有促進剤を含む。
【００４３】
　本発明のいくつかの具体例において、硬化したバインダー組成物中の成分Ｙ由来の単位
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の少なくとも４０モル％は、硬化したバインダー組成物中の環状無水物基、マレイミド基
、置換マレイミド基またはアミド基の部分を形成する少なくとも１つのカルボニル基を提
供する。これらの具体例のいくつかの態様において、硬化したバインダー組成物中の少な
くとも５０モル％；あるいは少なくとも６０モル％；あるいは少なくとも７０モル％；あ
るいは少なくとも７５モル％；あるいは少なくとも８０％；あるいは少なくとも９０モル
％；あるいは少なくとも９５モル％；あるいは少なくとも９７モル％；あるいは少なくと
も９８モル％；あるいは少なくとも９９モル％の成分Ｙ由来の単位が、硬化したバインダ
ー組成物中の環状無水物基、マレイミド基、置換マレイミド基またはアミド基の部分を形
成する少なくとも１つのカルボニル基を提供する。
【００４４】
　本発明のいくつかの具体例において、硬化したバインダー組成物は、複合材料の適度な
輸送および使用中の変形を許容するために十分な弾性および厚さ回復性を有する強力な結
合を提供する。
【００４５】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料は、湿潤条件下で膨潤しないように耐湿
性である。
【００４６】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダー組成物は、無臭で、本発明の複合材料
の製造処理の間に接触する金属に対して非腐食性である。
【００４７】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダー組成物はホルムアルデヒド非含有であ
る。
【００４８】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料はホルムアルデヒド非含有である。
【００４９】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料を製造する方法は、（ａ）水性バインダ
ー組成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成
分Ｘならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚか
ら重合される）を含み；成分Ｙは、環状無水物、マレイミドおよび置換マレイミドの少な
くとも１つである。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｙは無水マレイン酸
である。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｙは無水イタコン酸である。こ
れらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｙは無水シトラコン酸である。これらの具
体例のいくつかの態様において、成分Ｙはマレイミドである。これらの具体例のいくつか
の態様において、成分Ｙは置換マレイミドである。
【００５０】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料を製造する方法は：（ａ）水性バインダ
ー組成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成
分Ｘならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚか
ら重合される）を含み；ここにおいて、成分Ｚは、スチレン、スチレン誘導体、アルキル
（メタ）アクリレート、α－オレフィンおよびα－オレフィン誘導体の少なくとも１つで
ある。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、Ｃ２－Ｃ３２α－オレフィ
ン、スチレン、スチレン誘導体およびアルキル（メタ）アクリレートの少なくとも１つで
ある。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、Ｃ２－Ｃ１６α－オレフィ
ン、スチレン、スチレン誘導体およびアルキル（メタ）アクリレートの少なくとも１つで
ある。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、Ｃ２－Ｃ８α－オレフィン
、スチレン、スチレン誘導体およびアルキル（メタ）アクリレートの少なくとも１つであ
る。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、イソブテン、ジイソブチレン
、メトキシエテン、スチレン、スチレン誘導体およびアルキル（メタ）アクリレートの少
なくとも１つである。これらの具体例のいくつかの態様において、成分Ｚは、イソブテン
、ジイソブチレン、メトキシエテンおよびスチレンの少なくとも１つである。
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【００５１】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料を製造する方法は：（ａ）水性バインダ
ー組成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成
分Ｘおよびバインダーポリマーを含み、ここにおいて、バインダーポリマーはスチレン／
無水マレイン酸コポリマーである。
【００５２】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料を製造する方法は：（ａ）水性バインダ
ー組成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成
分Ｘおよびバインダーポリマーを含み、ここにおいて、バインダーポリマーはイソブチレ
ン／無水マレイン酸コポリマーである。
【００５３】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料を製造する方法は：（ａ）水性バインダ
ー組成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成
分Ｘおよびバインダーポリマーを含み、ここにおいて、バインダーポリマーはイソブチレ
ン／無水マレイン酸／マレイミドターポリマーである。
【００５４】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料を製造する方法は：（ａ）水性バインダ
ー組成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成
分Ｘおよびバインダーポリマーを含み、ここにおいて、バインダーポリマーはポリマレイ
ン酸無水物ポリマーである。
【００５５】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料の製造方法は：（ａ）水性バインダー組
成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘ
ならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重
合される）を含み；ここにおいて、成分Ｘは少なくとも１つの塩基である。これらの具体
例のいくつかの態様において、成分Ｘは、アンモニア；水酸化アンモニウム；メチルアミ
ン；エチルアミン；プロピルアミン；ジプロパノールアミン；ブチルアミン；２－アミノ
－２－メチルアミン；２－アミノ－１－ブタノール；２－アミノ－２－エチル－１，３－
プロパンジオール；エタノールアミン；ジエタノールアミン；トリエタノールアミン；２
－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール；トリス（ヒドロキシメチル）－アミ
ノメタン；アミノシラン；水酸化ナトリウム；水酸化カリウムおよびテトラメチルアンモ
ニウムヒドロキシドから選択される少なくとも１つの塩基である。これらの具体例のいく
つかの態様において、成分Ｘは、アンモニア、水酸化アンモニウム、メチルアミン、エチ
ルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムおよびテ
トラメチルアンモニウムヒドロキシドから選択される少なくとも１つの塩基である。
【００５６】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物中に存在する水は、複合材
料を製造するための処理の間に実質的に除去することができる。水の除去（乾燥）は、硬
化に続いて、または硬化と同時に行うことができる。すなわち、水性バインダー組成物の
乾燥および硬化は、一工程段階において行うこともできるし、あるいは２以上の異なった
工程段階において行うこともできる。
【００５７】
　本発明のいくつかの具体例において、方法は、架橋剤を水性バインダー組成物に添加す
ることを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、０
～９５重量％；あるいは１０～８０重量％；あるいは２０～６０重量％；あるいは４０～
６０重量％；あるいは０～＜５重量％（固形分基準）の架橋剤を含む。これらの具体例の
いくつかの態様において、架橋剤は、ヒドロキシアミド、エチレンジアミン、リシン、エ
ポキシド、オキサゾリン、ポリアミン、アミノアルコール、オキサゾリジン、グリセロー
ルカーボネート、プロピレンカーボネート、ポリブタンジオールビス（アミノベンゾエー
ト）、ジエチレントリアミンおよびその組み合わせから選択される。
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【００５８】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料の製造方法は：（ａ）水性バインダー組
成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘ
およびバインダーポリマーを含み、ここにおいて、バインダーポリマーは、１：０～１：
３モル比の成分Ｙと任意の成分Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、バ
インダーポリマーは、１：０．０１～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具
体例のいくつかの態様において、バインダーポリマーは、１：０．１～１：３モル比の成
分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、バインダーポリマーは
、１：０．５～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様
において、バインダーポリマーは、１：１～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。これ
らの具体例のいくつかの態様において、バインダーポリマーは、１：１～１：２モル比の
成分Ｙと成分Ｚを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、バインダーポリマー
は、１：１～１：＜２モル比の成分Ｙと成分Ｚを含む。
【００５９】
　本発明のいくつかの具体例において、方法は、１～８０重量％の固形分を含む水性バイ
ンダー組成物を提供することを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バ
インダー組成物は、２～５０重量％の固形分；あるいは３～３０重量％の固形分；あるい
は４～１０重量％の固形分を含む。
【００６０】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料の製造方法は：（ａ）水性バインダー組
成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘ
ならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重
合される）を含み；水性バインダー組成物は１：＞０．６モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む
。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、１：０．６～１
：３モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バ
インダー組成物は、１：＞０．６～１：３モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体
例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、１：０．７～１：２モル比の成
分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物
は、１：０．８～１：２モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。これらの具体例のいくつかの態
様において、水性バインダー組成物は、１：０．９～１：２モル比の成分Ｙと成分Ｘを含
む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、１：１～１：
＜２モル比の成分Ｙと成分Ｘを含む。
【００６１】
　本発明のいくつかの具体例において、方法は：シランカップリング剤を水性バインダー
組成物に添加することをさらに含む。これらの具体例のいくつかの態様において、０．０
５～２重量％；あるいは０．１～２重量％、０．１～０．５重量％（固形分基準）のシラ
ンカップリング剤を含むバインダー組成物を提供するために十分な量のシランカップリン
グ剤が水性バインダー組成物に添加される。
【００６２】
　本発明のいくつかの具体例において、方法はさらに：添加剤を水性バインダー組成物に
添加することを含み、ここにおいて、添加剤は、水性バインダー組成物および基体物質と
適合性である任意の慣用の添加剤から選択される。これらの具体例のいくつかの態様にお
いて、方法はさらに：添加剤を水性バインダー組成物に添加することを含み、ここにおい
て、添加剤は、促進剤（例えば、リン含有促進剤）；乳化剤；顔料；充填剤；増量剤（例
えば、尿素および炭水化物、例えば、セルロースおよび糖）；移動防止助剤；硬化剤；造
膜助剤；界面活性剤（例えば、非イオン性界面活性剤）；展着剤；ダスト抑制剤（例えば
、鉱油ダスト抑制剤）；殺生剤；可塑剤；オルガノシラン；消泡剤（例えば、ジメチコン
、シリコーン油およびエトキシル化非イオン体）；腐食防止剤（例えば、ｐＨ＜４で有効
な腐食防止剤、例えば、チオ尿素、シュウ酸塩およびクロム酸塩）；着色剤；静電防止剤
；潤滑剤；ワックス；酸化防止剤；カップリング剤（例えば、Ｄｏｗ－Ｃｏｒｎｉｎｇ　
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Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なオルガノシリコン油；Ｐｅｔｒａｒｃｈ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓから入手可能なＡ０７００、Ａ０７５０およびＡ０８００；Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＡ１１６０；ＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ
－－ＯＳｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓから入手可能なＳｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１８７）；
ポリマー；防水剤（例えば、シリコーンおよびエマルジョンポリマー、例えば、共重合単
位として、エマルジョンポリマー固形分の重量基準で３０重量％を超える、Ｃ４以上のア
ルキル基を含有するエチレン性不飽和アクリルモノマーを含有するエマルジョンポリマー
）；湿潤剤；リグニン；およびその組み合わせから選択される。
【００６３】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料の製造方法は：（ａ）水性バインダー組
成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘ
ならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重
合される）を含み、水性バインダー組成物はリン含有促進剤を含まない。
【００６４】
　本発明のいくつかの具体例において、複合材料の製造方法は：（ａ）水性バインダー組
成物を提供することを含み、ここにおいて、水性バインダー組成物は、水性溶媒、成分Ｘ
ならびにバインダーポリマー（該バインダーポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重
合される）を含み；水性バインダー組成物は、≧０．５重量％（固形分基準）のリン含有
促進剤を含む。これらの具体例のいくつかの態様において、水性バインダー組成物は、≧
１重量％；あるいは１～１０重量％（固形分基準）のリン含有促進剤を含む。
【００６５】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、基体物質のコーティン
グ、基体物質のサイジング、基体物質の飽和、基体物質の接着またはその組み合わせの目
的で、基体物質に施用される。
【００６６】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、例えば、エアまたはエ
アレススプレー、パッディング、飽和、ロールコーティング、カーテンコーティング、ビ
ーター堆積、凝集およびその組み合わせをはじめとする慣用の技術により基体物質に施用
される。
【００６７】
　本発明のいくつかの具体例において、水性バインダー組成物は、硬化したバインダー組
成物が、０．５～４０重量％、あるいは１～４０重量％、あるいは１～３０重量％、ある
いは１～２０重量％、あるいは５～１５重量％の複合材料を構成するために十分な量で基
体物質に施用される。
【００６８】
　本発明のいくつかの具体例において、（ｄ）８０℃より高い温度；あるいは８０～２０
０℃、あるいは８０～１５０℃、あるいは８０～１００℃の温度に；≧３秒、あるいは３
秒～３０分、あるいは３秒～１５分間、（ｃ）の生成物を付すことにより、水性バインダ
ー組成物を乾燥および／または硬化させる。
【００６９】
　本発明のいくつかの具体例において、バインダー組成物は、基体物質に施用される４時
間以上前にバインダー組成物の製造を容易にするために十分安定である。
【００７０】
　本発明のいくつかの具体例において、本発明の複合材料は、様々な生成物として、また
は様々な生成物において使用することができる。これらの具体例のいくつかの態様におい
て、これらの生成物は、例えば、断熱材、屋根材または床材用強化マット、ロービング、
プリント回路板のためのマイクロガラス系基体物質、バッテリーセパレーターのためのマ
イクロガラス系基体物質、フィルターストック、テープストック、セメントまたは非セメ
ント質石造コーティングのための強化スクリム、天井タイル、セルロース系屋根瓦、ウィ
ンドートリートメントおよび壁装材を包含する。これらの具体例のいくつかの態様におい
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て、生成物は、チップボード、ファイバーボード、自動車内装用内張、断熱材およびファ
イバーウェブ物質から選択される。これらの具体例のいくつかの態様において、生成物は
、「耐熱性生成物」である。本明細書および添付の特許請求の範囲において用いられる場
合、「耐熱性生成物」なる用語は、耐熱性物質を含有する生成物である。これらの具体例
のいくつかの態様において、耐熱性生成物は耐熱性繊維断熱生成物である。本明細書およ
び添付の特許請求の範囲において用いられる場合、「耐熱性繊維断熱生成物」なる用語は
、耐熱性繊維基体物質を含有する断熱生成物である。これらの具体例のいくつかの態様に
おいて、耐熱性繊維断熱生成物は、マットまたはブランケットの形態において提供される
。「マット」および「ブランケット」なる用語は、本明細書および添付の特許請求の範囲
において、異なる厚さおよび密度の範囲を示す、耐熱性繊維含有複合材料を包含するため
に使用される。いくつかの具体例において、これらのマットまたはブランケットは、絡み
合った短繊維、連続長繊維またはその組み合わせを含むことができる。
【００７１】
　理論により限定されることを望まないが、バインダーポリマー中の水性バインダー組成
物成分Ｙ由来の単位は、成分Ｘと反応し、その結果、バインダーポリマー（該バインダー
ポリマーは成分Ｙおよび任意の成分Ｚから重合される）のＴｇが低下する。水性バインダ
ー組成物がその後、乾燥／硬化される場合、これは反応し、その結果、Ｔｇが上昇する。
例えば、反応スキーム１～３参照。
【００７２】
【化１】

【００７３】

【化２】

【００７４】
【化３】

【００７５】
　本発明のいくつかの具体例は以下の実施例において詳細に説明される。以下の実施例に
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おいて記載されるすべての比および百分率は、他に特に記載しない限り重量基準である。
【実施例】
【００７６】
実施例１　水性バインダー組成物の合成
　５００ｍｌのスターラーを含有する四つ口フラスコに、１００グラムのＤＩ水、１００
グラムの１：１スチレン／無水マレイン酸コポリマー（１６００の数平均分子量Ｍｎを有
する）および１００グラムの水酸化アンモニウムの２７％水性溶液を添加した。この混合
物を一夜撹拌して、完全に溶解させた。この溶液のｐＨは１０であった。
【００７７】
実施例２　水性バインダー組成物の合成
　５００ｍｌのスターラーを含有する四つ口フラスコに、１００グラムのＤＩ水、１００
グラムの１：１イソブチレン／無水マレイン酸コポリマー（１７００の数平均分子量Ｍｎ

、６０００の重量平均分子量Ｍｗを有する）および１００グラムの水酸化アンモニウムの
２７％水性溶液を添加した。この混合物を一夜撹拌して、完全に溶解させた。この溶液の
ｐＨは１０であった。
【００７８】
実施例３　水性バインダー組成物の合成
　５００ｍｌのスターラーを含有する四つ口フラスコに、１００グラムのＤＩ水、１００
グラムの１：０．５：０．５のイソブチレン／無水マレイン酸／マレイミドターポリマー
（６００００の重量平均分子量Ｍｗを有する）および１００グラムの水酸化アンモニウム
の２７％水性溶液を添加した。この混合物を一夜撹拌して、完全に溶解させた。この溶液
のｐＨは１０であった。
【００７９】
実施例４　水性バインダー組成物の合成
　１０グラムの実施例１のサンプルに、１．１０グラムのリシンを添加した。
【００８０】
実施例５　水性バインダー組成物の合成
　１０グラムの実施例１のサンプルに、ブチロラクトンおよびジエタノールアミンの反応
から製造される、１．５グラムのヒドロキシアルキルアミドを添加した。
【００８１】
実施例６　水性バインダー組成物の合成
　５００ｍｌのスターラーを含有する四つ口フラスコに、１００グラムのＤＩ水、３０グ
ラムの１：１イソブチレン／無水マレイン酸コポリマー（１７００の数平均分子量Ｍｎ、
６０００の重量平均分子量を有する）および２２グラムのジエタノールアミンを添加した
。この混合物を撹拌しながら９５℃で４時間加熱して、完全に溶解させた。この溶液のｐ
Ｈは６．５であった。
【００８２】
実施例７　水性バインダー組成物の合成
　５００ｍｌのスターラーを含有する四つ口フラスコに、１００グラムのＤＩ水、６０グ
ラムのポリマレイン酸無水物ポリマーの５０重量％キシレン中溶液（３００～８００の重
量平均分子量Ｍｗを有する）および１０グラムのジエタノールアミンを添加する。この混
合物を９５℃で４時間加熱し、バインダーを含有する水性相を回収する。
【００８３】
実施例８　ファイバーガラス濾紙基体上の動的機械試験
使用した装置
　二重カンチレバークランプを用いた、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃから、＃
ＤＭＡ２９８０型として入手可能な動的機械分析器（ＤＭＡ）。この形状において、試験
サンプルを３点で固定し、中点は所定の振動数で振動していた。架橋が試験サンプルにお
いて起こると、この試験サンプルは増大した寸法安定性を示し、中点の振動は弱まった。
この減衰挙動は、ＤＭＡにより出力された応答シグナルに変換された。
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【００８４】
　試験条件：
　次の分析を行うために使用した温度勾配は、３０℃から２５０℃まで４℃／分であった
。
【００８５】
　次の分析を行うための試験サンプルを製造するために使用した基体物質は、２片の区画
されたＷｈａｔｍａｎ（登録商標）ＧＦ／Ｂ濾紙（０．５”×１．３４”）であった。こ
の基体物質に、約０．３００ｇ（濾紙１片あたり約４滴）の、ポリマーを含有する水性溶
液（約３０重量％）を添加して、分析用試験サンプルを得た。これらの試験サンプルの分
析結果を表１に示す。
【００８６】
【表１】
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