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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリートまたはシートと、前記コンクリートまたは前記シートの上にある、二液常
温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜Ａと、前記塗膜Ａの上にある、ウレ
タンプレポリマーと４，４－メチレンビス（２－クロロアニリン）とを含有するウレタン
組成物から得られる塗膜Ｂとを具備し、
　前記二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物が、トリレンジイソシアネートとポリオ
ールとを反応させることによって得られるウレタンプレポリマーを含有する第１液と、フ
ッ素基含有ポリ（メタ）アクリレートと、トルエンジアミン構造を含むジアミン化合物と
、酸触媒とを含有する第２液とを有し、
　前記ジアミン化合物のアミノ基に対する前記ウレタンプレポリマーのイソシアネート基
の比が、当量比で前記イソシアネート基／前記アミノ基＝０．８～５．０である、積層体
。
【請求項２】
　前記フッ素基含有ポリ（メタ）アクリレートの含有量が、前記第２液全量の０．１～２
質量％である請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記ジアミン化合物が、ジメチルチオトルエンジアミンである請求項１又は２に記載の
積層体。
【請求項４】
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　前記酸触媒の含有量が、前記第２液全量の０．０５～５質量％である請求項１～３のい
ずれかに記載の積層体。
【請求項５】
　前記塗膜Ｂの上に、さらに、トップコートを塗装して防水塗膜層を形成する、請求項１
～４のいずれかに記載の積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物およびその積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ウレタン防水材の硬化を早めるために、架橋剤としてトルエンジアミン構造を含
むジアミン化合物を使用することが知られている。
　出願人は以前にこのようなジアミン化合物を含有するウレタン防水材用の組成物として
、特許文献１～２を提案している。
【０００３】
　特許文献１には、「トリレンジイソシアネートとポリオールとの反応で得られるイソシ
アネート末端ウレタンプレポリマーを主成分とする主剤と、メチルチオトルエンジアミン
および酸触媒を主成分とする硬化剤とからなり、該ウレタンプレポリマーが、トリレンジ
イソシアネートとポリオールとを、当量比でＮＣＯ基／ＯＨ基＝１．５～２．１の範囲で
反応させてなり、該ウレタンプレポリマーのＮＣＯ％が１．５～６．０重量％であり、該
硬化剤中のメチルチオトルエンジアミンの含有量が、該ウレタンプレポリマーに対し、当
量比でＮＣＯ基／ＮＨ2基＝０．８～２．１であり、酸触媒の含有量が該硬化剤の０．０
５～５重量％である二液常温硬化型防水材組成物。」が記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、「トリレンジイソシアネートとポリオールとの反応で得られるイソシ
アネート末端ウレタンプレポリマーを主成分とする主剤と、トルエンジアミン構造を有す
るジアミン化合物、分子量７００以下の２官能ポリプロピレングリコールおよび酸触媒を
主成分とする硬化剤とからなり、該ウレタンプレポリマーが、トリレンジイソシアネート
とポリオールとを、当量比でＮＣＯ基／ＯＨ基＝１．５～２．１の範囲で反応させてなり
、該ウレタンプレポリマーのＮＣＯ％が１．５～６．０重量％であり、該硬化剤中のトル
エンジアミン構造を有するジアミン化合物の含有量が、該ウレタンプレポリマーに対し、
当量比でＮＣＯ基／ＮＨ2基＝０．８～３．０であり、分子量７００以下の２官能ポリプ
ロピレングリコールの含有量が該ウレタンプレポリマーに対し、当量比でＮＣＯ基／ＯＨ
基＝１．１～１０．０であり、酸触媒の含有量が該硬化剤の０．０５～５重量％である二
液常温硬化型防水材組成物。」が記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１９２０２３号公報
【特許文献２】特開２００２－２０７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本発明者は、メチルチオトルエンジアミンまたはジメチルチオトルエン
ジアミンをイソシアネートの架橋剤として第２液に含有させ、このような第２液を有する
ウレタン組成物を硬化させることによって得られるウレタン防水材は、打ち継ぎ性に改善
の余地があることを見出した。
　そこで、本発明は、硬化性および打ち継ぎ性に優れる二液常温硬化型ウレタン塗膜防水
材組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、特定のウレタンプレポリマーを
含有する第１液と、フッ素基含有（メタ）アクリレートと、特定の構造を有する特定の量
のジアミン化合物と、酸触媒とを含有する第２液とを有する二液型のウレタン組成物が、
硬化性および打ち継ぎ性に優れる二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物となりうるこ
とことを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記（１）～（８）を提供する。
（１）トリレンジイソシアネートとポリオールとを反応させることによって得られるウレ
タンプレポリマーを含有する第１液と、フッ素基含有（メタ）アクリレートと、トルエン
ジアミン構造を含むジアミン化合物と、酸触媒とを含有する第２液とを有する二液常温硬
化型ウレタン塗膜防水材組成物であって、
　前記ジアミン化合物のアミノ基に対する前記ウレタンプレポリマーのイソシアネート基
の比が、当量比で前記イソシアネート基／前記アミノ基＝０．８～５．０である二液常温
硬化型ウレタン塗膜防水材組成物。
（２）前記フッ素基含有（メタ）アクリレートが、下記式（Ｉ）で表される化合物である
上記（１）に記載の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物。
（ＣpＦq－Ｏ－）r－Ａ－（－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ＝ＣＨ2）s　　　（Ｉ）
（式中、ｐは１～１８の整数、ｑは３～３７の整数、ｒ＋ｓが３～２０でｒは１～１８の
整数、ｓは２～１９の整数であり、－Ａ－は多価アルコールからヒドロキシ基を除いた残
基を示し、Ｒは水素原子またはメチル基を示す。）
（３）前記式（Ｉ）中の前記ＣpＦq－が、下記式（ＩＩ）で表されるパーフルオロ基であ
る上記（２）に記載の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物。
【０００９】
【化２】

【００１０】
（４）前記フッ素基含有（メタ）アクリレートの含有量が、前記第２液全量の０．１～２
質量％である上記（１）～（３）のいずれかに記載の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材
組成物。
（５）前記ジアミン化合物が、ジメチルチオトルエンジアミンである上記（１）～（４）
のいずれかに記載の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物。
（６）前記酸触媒の含有量が、前記第２液全量の０．０５～５質量％である上記（１）～
（５）のいずれかに記載の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物。
（７）コンクリートまたはシートと、前記コンクリートまたは前記シートの上にある上記
（１）～（６）のいずれかに記載の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られ
る塗膜とを具備する積層体。
（８）前記塗膜の上に、ウレタンプレポリマーと４，４－メチレンビス（２－クロロアニ
リン）とを含有するウレタン組成物から得られる塗膜を具備する上記（７）に記載の積層
体。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、硬化性および打ち継ぎ性に優れ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明について以下詳細に説明する。
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　まず、本発明の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物について説明する。
　本発明の二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、
　トリレンジイソシアネートとポリオールとを反応させることによって得られるウレタン
プレポリマーを含有する第１液と、フッ素基含有（メタ）アクリレートと、トルエンジア
ミン構造を含むジアミン化合物と、酸触媒とを含有する第２液とを有する二液常温硬化型
ウレタン塗膜防水材組成物であって、
　前記ジアミン化合物のアミノ基に対する前記ウレタンプレポリマーのイソシアネート基
の比が、当量比でイソシアネート基／アミノ基＝０．８～５．０である組成物である（以
下、これを「本発明の組成物」という。）。
【００１３】
　本発明の組成物において、第１液は、ウレタンプレポリマーを含有する。
　第１液に含有されるウレタンプレポリマーは、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）と
ポリオールとを反応させることによって得られるものである。
【００１４】
　ウレタンプレポリマーを製造する際に使用されるＴＤＩとしては、例えば、２，４－Ｔ
ＤＩ、２，６－ＴＤＩが挙げられる。
　ＴＤＩは、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
　可使時間を長くすることを目的として、２，４－ＴＤＩの含有率が、ＴＤＩ全量中の６
５～１００質量％であるのが好ましく、８０～１００質量％であるのがより好ましい。
　なお、本発明の組成物は、速硬化性に優れ、かつ施工時に実用上使用できるために、可
使時間が２０℃において１５分以上であるのが好ましく、２０分以上がより好ましい。
【００１５】
　ウレタンプレポリマーを製造する際に使用されるポリオールは、特に制限されない。例
えば、多価アルコール類、アミン類、アルカノールアミン類、多価フェノール類等が挙げ
られる。
　多価アルコール類としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブ
タンジオール、ジエチレングリコール、グリセリン、ヘキサントリオール、トリメチロー
ルプロパン、ペンタエリスリトール等が挙げられる。
　アミン類としては、例えば、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等が挙げられ
る。
　アルカノールアミン類としては、例えば、エタノールアミン、プロパノールアミン等が
挙げられる。
　多価フェノール類としては、例えば、レゾルシン、ビスフェノール類等が挙げられる。
【００１６】
　具体的には、例えば、ポリテトラメチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリ
プロピレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシブチレングリコー
ル等のポリエーテル系ポリオール、ポリブタジエンポリオール、ポリイソプレンポリオー
ル等のポリオレフィン系ポリオール、その他アジペート系ポリオール、ラクトン系ポリオ
ール、ヒマシ油等のポリエステル系ポリオール等が挙げられる。
　これらの中でも、ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）が好ましい。
　また、ウレタンプレポリマーを適度な粘度とすることができ、得られる硬化物が機械的
強度に優れるという観点から、ポリオールは平均分子量４００～８０００程度のものが好
ましい。
　ポリオールは、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００１７】
　ウレタンプレポリマーを製造の際に使用されるＴＤＩとポリオールの量比は、ＴＤＩ中
のイソシアネート基と、ポリオール中のヒドロキシル基との当量比が、ＮＣＯ／ＯＨ＝１
．５～２．１であるのが好ましい。ＮＣＯ／ＯＨが１．５以上である場合、得られるウレ
タンプレポリマーの粘度が高くなりすぎない。また、ＮＣＯ／ＯＨが２．１以下である場
合、未反応のイソシアネート基が少なくなる。このような効果により優れることから、よ
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り好ましくは、ＮＣＯ／ＯＨ＝１．８～２．０である。
【００１８】
　ウレタンプレポリマーは、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）とポリオールとを反応
させるものであれば、その製造について、特に制限されない。例えば、ＴＤＩとポリオー
ルとを反応温度５０～１３０℃程度で、常圧下で反応させる方法が挙げられる。
【００１９】
　ウレタンプレポリマーのイソシアネート含有率は、１．５～６．０質量％であるのが好
ましい。ウレタンプレポリマーのイソシアネート含有率が１．５質量％以上である場合、
本発明の組成物は、ＪＩＳ　Ａ　６０２１に定める防水材の有するべき耐熱性、機械的強
度（破断強度、破断伸び、引裂強さ）を有する硬化物となりうる。また、イソシアネート
含有率が６．０質量％以下の場合、可使時間を十分にとることができる。このような効果
により優れることから、ウレタンプレポリマーのイソシアネート含有率は、より好ましく
は２．０～４．０質量％である。
　ウレタンプレポリマーは、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用すること
ができる。
【００２０】
　本発明の組成物において、第２液は、フッ素基含有（メタ）アクリレートと、トルエン
ジアミン構造を含むジアミン化合物と、酸触媒とを含有する第２液とを有し、前記ジアミ
ン化合物のアミノ基に対する前記ウレタンプレポリマーのイソシアネート基の比が、当量
比でイソシアネート基／アミノ基＝０．８～５．０である。
【００２１】
　フッ素基含有（メタ）アクリレートについて以下に説明する。
　フッ素基含有（メタ）アクリレートは、打ち継ぎ性により優れるという観点から、パー
フルオロ基含有（メタ）アクリレートであるのが好ましい。
【００２２】
　パーフルオロ基含有（メタ）アクリレートは、すべての水素原子がフッ素原子で置換さ
れたアルキル基を含有する、アクリレートおよび／またはメタクリレートであれば、特に
制限されない。例えば、下記式（Ｉ）で表される化合物が挙げられる。
【００２３】
（ＣpＦq－Ｏ－）r－Ａ－（－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ＝ＣＨ2）s　　　（Ｉ）
　式中、ｐは１～１８の整数、ｑは３～３７の整数、ｒ＋ｓが３～２０でｒは１～１８の
整数、ｓは２～１９の整数であり、－Ａ－は多価アルコールからヒドロキシ基を除いた残
基を示し、Ｒは水素原子またはメチル基を示す。
【００２４】
　式（Ｉ）で表される化合物は、親水性基として－Ａ－（－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ＝ＣＨ2）sを
有し、疎水性基としてＣpＦq－を有する。
【００２５】
　－Ａ－は多価アルコールからヒドロキシ基を除いた残基である。
　多価アルコールは、（ＨＯ－）r－Ａ－（－ＯＨ）sとして表すことができる。ｒ、ｓは
それぞれ上記と同義である。
　多価アルコールとしては、例えば、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、
トリペンタエリスリトール、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、ポリグリセリ
ン、トリメチロールプロパン、ジトリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ジト
リメチロールエタンのいずれかのアルコール類、これらアルコール類のエチレンオキサイ
ド付加物、これらアルコール類のプロピレンオキサイド付加物、これらアルコール類のブ
チレンオキサイド付加物、またはこれらアルコール類のε－カプロラクトン変性物が挙げ
られる。
【００２６】
　式（Ｉ）中、パーフルオロ基であるＣpＦq－は、飽和であっても不飽和であってもよく
、直鎖状または分岐状であってもよく、脂環または芳香環を有する環状であってもよい。
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ｐが６～１２でありかつｑが１１～２５である場合が好ましい。
【００２７】
　なかでも、打ち継ぎ性により優れるという観点から、式（Ｉ）中のＣpＦq－が、下記式
（ＩＩ）で表されるパーフルオロ基であるのが好ましい。
【００２８】
【化３】

【００２９】
　フッ素基含有（メタ）アクリレートとしては、例えば、ペンタエリスリトールトリアク
リレートであるライトアクリレートＰＥ－３Ａ（共栄社化学(株)製の商品名）をパーフル
オロ基で置換した、下記式（ＩＩＩ）で表されるトリアクリロイル－ヘプタデカフルオロ
ノネニル－ペンタエリスリトールが挙げられる。
【００３０】

【化４】

【００３１】
　フッ素基含有（メタ）アクリレートは、その製造について特に制限されない。例えば、
従来公知のものが挙げられる。
　フッ素基含有（メタ）アクリレートは、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて
使用することができる。
【００３２】
　フッ素基含有（メタ）アクリレートの含有量は、第２液全量の０．１～２質量％である
のが好ましい。０．１質量％以上の場合打ち継ぎ性により優れ、２質量％以下の場合消泡
性に優れる。また、打ち継ぎ性、消泡性により優れるという観点から、フッ素基含有（メ
タ）アクリレートの含有量は、第２液全量の０．１～１．８質量％であるのがより好まし
い。
【００３３】
　ジアミン化合物について以下に説明する。
　ジアミン化合物は、トルエンジアミン構造を含むものであれば特に制限されない。
　トルエンジアミン構造は、トルエンに２個のアミノ基が置換している構造をいう。アミ
ノ基の置換位置は、ベンゼン環上であるのが好ましい態様として挙げられる。
【００３４】
　ジアミン化合物としては、例えば、２，３－ジエチルトルエンジアミン（２，３－ＤＥ
ＴＤＡ）、２，６－ジエチルトルエンジアミン（２，６－ＤＥＴＤＡ）、５－ｔｅｒｔ－
ブチル－２,４－トルエンジアミン、３－ｔｅｒｔ－ブチル－２,６－トルエンジアミン、
５－ｔｅｒｔ－アミル－２,４－トルエンジアミン、３－ｔｅｒｔ－アミル－２,６－トル
エンジアミン、クロロトルエンジアミンが挙げられる。
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【００３５】
　また、ジアミン化合物は、さらに、アルキルチオ基を含むのが好ましい態様の１つとし
て挙げられる。
　アルキルチオ基のアルキル基は、特に制限されない。例えば、メチル基、エチル基が挙
げられる。
　アルキルチオ基は、ジアミン化合物のベンゼン環に結合するのが好ましい態様の１つと
して挙げられる。
　アルキルチオ基の数は２個以上であるのが好ましい。
【００３６】
　アルキルチオ基を含むジアミン化合物としては、例えば、メチルチオトルエンジアミン
、ジメチルチオトルエンジアミンが挙げられる。
　ジメチルチオトルエンジアミンとしては、例えば、３,５－ジメチルチオ－２,４－トル
エンジアミン、３,５－ジメチルチオ－２,６－トルエンジアミンが挙げられる。
【００３７】
　これらの中でも、硬化性により優れるという観点から、２，３－ＤＥＴＤＡ、２，６－
ＤＥＴＤＡ、ジメチルチオトルエンジアミンが好ましい。
　ジアミン化合物は、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができ
る。
【００３８】
　ジアミン化合物は、硬化性により優れるという観点から、３,５－ジメチルチオ－２,４
－トルエンジアミンと３,５－ジメチルチオ－２,６－トルエンジアミンとの混合物である
のが好ましい。
　このような混合物において、３,５－ジメチルチオ－２,４－トルエンジアミンと３,５
－ジメチルチオ－２,６－トルエンジアミンとの比は、３,５－ジメチルチオ－２,４－ト
ルエンジアミン８０質量％：３,５－ジメチルチオ－２,６－トルエンジアミン２０質量％
であるのが好ましい態様の１つとして挙げられる。
【００３９】
　ジアミン化合物として、市販品を使用することができる。ジアミン化合物の市販品とし
ては、例えば、エチルコーポレーション社製のエタキュア－３００（ジメチルチオトルエ
ンジアミン）等が挙げられる。
【００４０】
　本発明の組成物において、ジアミン化合物のアミノ基に対するウレタンプレポリマーの
イソシアネート基の比は、当量比でイソシアネート基／アミノ基＝０．８～５．０である
。
　ジアミン化合物のアミノ基に対する前記ウレタンプレポリマーのイソシアネート基の比
が０．８以上の場合、可使時間が十分であり硬化性に優れる。また、５．０以下の場合、
硬化速度が適度なものとなり硬化性に優れる。
　ジアミン化合物のアミノ基に対するウレタンプレポリマーのイソシアネート基の比は、
硬化性により優れるという観点から、好ましくはＮＣＯ／ＮＨ2＝１．０～２．９である
。
【００４１】
　酸触媒について以下に説明する。
　本発明の組成物において、第２液が含有する酸触媒は、有機酸触媒であるのが好ましい
態様の１つとして挙げられる。
　酸触媒としては、例えば、ステアリン酸、フタル酸、カプリル酸、ラウリル酸、オレイ
ン酸、ナフテン酸、オクテン酸、オクチル酸（２－エチルヘキサン酸）等が挙げられる。
　これらの中でも、硬化性により優れるという観点から、オクチル酸が好ましい。
　酸触媒は、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００４２】
　酸触媒の含有量は、硬化性により優れるという観点から、第２液全量の０．０５～５質
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量％であるのが好ましい。０．０５質量％以上の場合、硬化性により優れ、特に低温、例
えば５℃での硬化性に優れる。５質量％以下の場合、可使時間が十分であり、ＪＩＳ　Ａ
　６０２１に定める防水材の有するべき耐熱性の劣化が小さく、破断伸びに優れる。
【００４３】
　また、上記範囲内で酸触媒の含有量を３質量％以上とする場合、可使時間を十分に短縮
することができる。また、含有量を０．１質量％以下と小さくすれば可使時間が延長され
る。いずれの場合でも、上記範囲内であれば、低温ではもちろん、常温においても、十分
な可使時間を確保でき、また、５℃といった低温においても、本発明の組成物を塗布した
翌日には塗布面に次の工程を施工可能な程度にまで硬化させられ、次の施工工程に移るこ
とが可能である。すなわち、年間をとおして、可使時間と硬化性のバランスが良好で、次
工程にすみやかに移行できる防水材組成物とすることができる。
【００４４】
　酸触媒の含有量は、低温においても３０分以上の可使時間を採ることができるという観
点から、０．０８～２．５質量％であるのが好ましい。
【００４５】
　本発明の組成物は、第２液が、さらにポリプロピレンエーテルポリオールを含むのが好
ましい態様の１つとして挙げられる。
【００４６】
　ポリプロピレンエーテルポリオールについて以下に説明する。
　ポリプロピレンエーテルポリオールは、ヒドロキシ基を２個以上有するポリプロピレン
エーテルであれば特に制限されない。
　ポリプロピレンエーテルポリオールの分子量は、反応性、物性の観点から、１５０～１
３，０００であるのが好ましく、３００～１０，０００であるのがより好ましい。
【００４７】
　ポリプロピレンエーテルポリオールとしては、例えば、プロピレンジオール、ジプロピ
レンジオール、プロピレントリオール及びプロピレンテトラオールからなる群から選ばれ
る少なくとも１種に、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイド
及びポリオキシテトラメチレンオキサイドからなる群から選ばれる少なくとも１種を付加
させて得られうるポリオールが挙げられる。
　ポリプロピレンエーテルポリオールは、その製造について特に制限されない。例えば、
従来公知のものが挙げられる。
【００４８】
　また、組成物のレベリング性、作業性に優れるという観点から、ポリプロピレンエーテ
ルポリオールの少なくとも一部が、エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエ
ーテルポリオールであるのが好ましい。
【００４９】
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールについて以下に
説明する。
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールは、ポリプロピ
レンエーテルポリオールにエチレンオキシドを付加させることにより得られうる化合物で
あれば特に制限されない。
【００５０】
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールの製造の際に使
用されるポリプロピレンエーテルポリオールは特に制限されない。上記のポリプロピレン
エーテルポリオールと同義である。
　また、エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールの製造の
際に使用されるエチレンオキシドは特に制限されない。
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールはその製造につ
いて特に制限されない。例えば、従来公知のものが挙げられる。
【００５１】
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　エチレンオキシドが原料のポリプロピレンエーテルポリオールの少なくとも１つの末端
に付加することにより、エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリ
オールは、少なくとも１つの末端にヒドロキシエチル基を含有することができる。
【００５２】
　エチレンオキシドが付加されたポリプロピレンエーテルポリオールの末端のヒドロキシ
エチル基を含む部分は、例えば、下記式（１）のように表される。
【００５３】
－ＣＨ2－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＯＨ　　　（１）
【００５４】
　式（１）において、－ＣＨ2－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｏ－は、原料のポリプロピレンエーテル
ポリオールの末端であった部分を示す。
【００５５】
　また、エチレンオキシドを原料のポリプロピレンエーテルポリオールの主鎖にランダム
に付加させ、主鎖中に－ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－を有するポリプロピレンエーテルポリオールとす
ることができる。
　エチレンオキシドは、原料のポリプロピレンエーテルポリオールの末端及び／又は主鎖
に付加することができる。
　エチレンオキシドの付加率は、特に制限されない。－ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－の含有量が、質量
換算でエチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールの３％以上
であるのが好ましい態様として挙げられる。
【００５６】
　また、エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールとしては
、例えば、エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルジオール、エチレ
ンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルトリオール、エチレンオキシドが付
加されているポリプロピレンエーテルテトラオールが挙げられる。
【００５７】
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールの数平均分子量
は、反応性、物性の観点から、５００～８０００であることが好ましい。
【００５８】
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールは、その原料で
あるポリプロピレンエーテルポリオールとの混合物として使用することができる。
【００５９】
　エチレンオキシドが付加されているポリプロピレンエーテルポリオールと、その原料で
あるポリプロピレンエーテルポリオールとの混合物は、例えば、エチレンオキシドが付加
されているポリプロピレンエーテルポリオールとポリプロピレンエーテルポリオールとを
混合することにより得ることができる。また、原料ポリプロピレンエーテルポリオールと
エチレンオキシドとの付加反応によって得られる、エチレンオキシドが付加されているポ
リプロピレンエーテルポリオールと未反応の原料ポリプロピレンエーテルポリオールとの
混合物として得ることもできる。
【００６０】
　ポリプロピレンエーテルポリオールは、作業性の観点から、エチレンオキシドが付加さ
れているポリプロピレンエーテルポリオール、ポリプロピレンエーテルジオール、ポリプ
ロピレンエーテルトリオールであるのが好ましい。
　ポリプロピレンエーテルポリオールは、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて
使用することができる。
　ポリプロピレンエーテルポリオールは、エチレンオキシドが付加されているポリプロピ
レンエーテルポリオールと、ポリプロピレンエーテルジオールおよび／またはポリプロピ
レンエーテルトリオールとの組合せが好ましい態様として挙げられる。
【００６１】
　ポリプロピレンエーテルポリオールの量は、ジアミン化合物のアミノ基とポリプロピレ
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ンエーテルポリオールのヒドロキシ基との合計に対するウレタンプレポリマーのイソシア
ネート基の比が、当量比でイソシアネート基／（アミノ基＋ヒドロキシ基）＝０．８～５
．０となるのが、作業性、硬化性の観点から好ましい。
【００６２】
　また、第２液は、さらに、ポリプロピレンエーテルポリオール以外のポリオールを含む
ことができる。
　ポリプロピレンエーテルポリオール以外のポリオールとしては、例えば、ポリエステル
ポリオール；ポリマーポリオール；ポリカーボネートポリオール；ポリブタジエンポリオ
ール；水素添加されたポリブタジエンポリオール；アクリルポリオール；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、ブタン
ジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオールのような低分子量のポリオールが挙げら
れる。
【００６３】
　なかでも、反応性、物性の観点から、ポリブタジエンポリオール、水素添加されたポリ
ブタジエンポリオールが好ましい。
　ポリプロピレンエーテルポリオール以外のポリオールは、それぞれ単独でまたは２種以
上を組み合わせて使用することができる。
【００６４】
　本発明の組成物は、上記化合物のほかに、本発明の目的を損なわない範囲で、さらに添
加剤を含有することができる。
　添加剤としては、例えば、金属触媒、可塑剤、充填剤、酸化防止剤、老化防止剤、顔料
、分散剤、溶剤が挙げられる。
　添加剤は、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００６５】
　金属触媒としては、例えば、ジブチルチンジマレエート、オクテン酸鉛等が挙げられる
。
　金属触媒の使用量は、硬化剤中で０．０５～２質量％が好ましい。この範囲である場合
得られる本発明の組成物の耐熱性、層間接着性、接着性を劣化させることはない。
【００６６】
　可塑剤は、ジアミン化合物が常温で液状の場合特に必要はなく、例えば、第１液の粘度
の調節や、第２液と第１液とを量的にバランスさせるために用いることができる。
　可塑剤としては、例えば、ジイソノニルフタレート（ＤＩＮＰ）、ジオクチルフタレー
ト（ＤＯＰ）、ジブチルフタレート（ＤＢＰ）、ジラウリルフタレート（ＤＬＰ）、ジブ
チルベンジルフタレート（ＢＢＰ）、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、
トリオクチルフォスフェート、トリス（クロロエチル）フォスフェート、トリス（ジクロ
ロプロピル）フォスフェート、アジピン酸プロピレングリコールポリエステル、アジピン
酸ブチレングリコールポリエステル、エポキシステアリン酸アルキル、エポキシ化大豆油
等が挙げられる。
　可塑剤の使用量は、ウレタンプレポリマー１００質量部に対し、０～１５質量部が好ま
しい。
【００６７】
　充填剤としては、例えば、炭酸カルシウム、カーボンブラック、バルーン、クレー、タ
ルク、酸化チタン、生石灰、カオリン、ゼオライト、けいそう土、微粉末シリカ、疎水性
シリカ等が挙げられる。
　バルーンは、特に制限されない。例えば、従来公知のものが挙げられる。
　充填剤の使用量は、ウレタンプレポリマー１００質量部に対し、１０～７０質量部が好
ましい。
【００６８】
　酸化防止剤としては、例えば、ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、ブチルヒドロキ
シトルエンアニソール（ＢＨＡ）、ジフェニルアミン、フェニレンジアミン、亜リン酸ト
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リフェニル等を挙げることができる。
　分散剤としては、例えば、共栄社化学社製フローレンＧ７００が挙げられる。
　溶剤としては、例えば、新日本石油社製ミネラルスピリットが挙げられる。
【００６９】
　本発明の組成物は、その製造について特に制限されない。例えば、ウレタンプレポリマ
ーを含有する第１液を調製し、一方、第２液については、フッ素基含有（メタ）アクリレ
ートとジアミン化合物と酸触媒とを用いて、ジアミン化合物のアミノ基に対するウレタン
プレポリマーのイソシアネート基の比が、当量比でイソシアネート基／アミノ基＝０．８
～５．０となるように調製することによって製造することができる。添加剤は、必要に応
じて第１液および／または第２液に加えることができる。
　なお、第２液に含有される酸触媒は、ジアミン化合物と共に第２液に配合してもよいし
、第１液と第２液の混合時に直接添加してもよい。
【００７０】
　本発明の組成物は、二液型なので施工現場にて第１液と第２液との混合を行い、得られ
た組成物を、例えば、金ごて、ローラー等を用いて塗装することができる。
　本発明の組成物を適用することができる被着体としては、例えば、コンクリート、シー
ト、鉄板、ウレタン塗膜等が挙げられる。
【００７１】
　本発明の組成物は、例えば、０℃以上の環境下で硬化することができる。
　本発明の組成物は、硬化後、ＪＩＳ　Ａ硬度が１０以上の硬化物（塗膜）となることが
できる。硬化物のＪＩＳ　Ａ硬度は、２０以上であるのが好ましい。
　本発明の組成物を０℃以上の環境下でＪＩＳ　Ａ硬度が１０以上の硬化物となるのに必
要な時間は、４８時間以内であるのが好ましい。
　本発明の組成物は、その可使時間が１５分以上であるのが好ましく、２０分以上である
のがより好ましい。
【００７２】
　本発明の組成物は、塗膜防水材、塗り床材等に用いることができる。
　本発明の組成物は、硬化性、打ち継ぎ性、耐熱性、機械的強度に優れ、防水効果に優れ
る。
　本発明の組成物は、ビルディングの屋上、ベランダ、廊下等のコンクリート面などの防
水効果に優れる防水用積層物を与える。
【００７３】
　次に、本発明の積層体について以下に説明する。
　本発明の積層体は、
　コンクリートまたはシートと、前記コンクリートまたは前記シートの上にある本発明の
二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜とを具備するものである。
【００７４】
　本発明の積層体に使用されるコンクリートは特に制限されない。
　本発明の積層体に使用されるシートは特に制限されない。例えば、上記と同様のものが
挙げられる。シートはコンクリートの上に敷いて使用することができる。
　本発明の積層体に使用される二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、本発明の二
液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物であれば特に制限されない。
【００７５】
　本発明の積層体は、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物の第１液と第２液とを混
合し、得られた組成物を、例えば、金ごて、ローラー等を用いて、コンクリートまたはシ
ートの上に塗装し、組成物を硬化させ塗膜とすることによって得ることができる。
　本発明の積層物において、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜
の厚さは、１～２ｍｍで十分である。このような厚さでも、十分に防水性に優れる。
【００７６】
　本発明の積層体に使用される二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、例えば、０
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℃以上の環境下で硬化し塗膜となることができる。
　本発明の積層体に使用される二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、硬化後、Ｊ
ＩＳ　Ａ硬度が１０以上の硬化物（塗膜）となることができる。硬化物のＪＩＳ　Ａ硬度
は、２０以上であるのが好ましい。
　本発明の積層体に使用される二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、０℃以上の
環境下で４８時間以内で硬化し、ＪＩＳ　Ａ硬度が１０以上の硬化物となりうる。
　本発明の積層体に使用される二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物は、その可使時
間が１５分以上であるのが好ましく、２０分以上であるのがより好ましい。
【００７７】
　本発明の積層体は、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜の上に
、さらに、ウレタンプレポリマーと４，４′－メチレンビス（２－クロロアニリン）（以
下、これを「ＭＯＣＡ」という。）とを含有するウレタン組成物から得られる塗膜を具備
することができる。
【００７８】
　ウレタンプレポリマーとＭＯＣＡとを含有するウレタン組成物は、特に制限されない。
例えば、従来公知のものが挙げられる。
　ウレタン組成物に含有されるウレタンプレポリマーは、特に制限されない。例えば、上
記と同様のものが挙げられる。
　ウレタン組成物を二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜の上に施
工する方法は、特に制限されない。例えば、上記と同様のものが挙げられる。
【００７９】
　ウレタン組成物を硬化させることによって、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物
から得られる塗膜の上にウレタン組成物の塗膜を設けることができる。
【００８０】
　本発明において、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜とウレタ
ン組成物から得られる塗膜とのはく離強度は、次のように測定した。
　まず、コンクリートの表面の縦３０ｃｍ、横３０ｃｍの範囲内にクシ目ゴテで１層目ウ
レタン塗膜として、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物を塗布し（塗装厚み約２ｍ
ｍ）、２０℃、５５％ＲＨの条件下で１５時間養生させ、養生後、１層目ウレタン塗膜の
上に、さらに、ウレタンプレポリマーとＭＯＣＡとを含有するウレタン組成物（２層目ウ
レタン塗膜となる。）を塗布し（塗装厚み約２ｍｍ）、２０℃、５５％ＲＨの恒温槽に入
れて１６８時間養生させ、養生後、２層目ウレタン塗膜を１層目ウレタン塗膜から１８０
°の角度ではく離させて、はく離の際のはく離強度をオートグラフを用いて引張速度５０
ｍｍ／分で測定した。
【００８１】
　二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜とウレタン組成物から得ら
れる塗膜とのはく離強度は、３Ｎ／ｃｍ以上であるのが好ましく、５Ｎ／ｃｍ以上である
のがより好ましい。二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜とウレタ
ン組成物から得られる塗膜とのはく離強度が３Ｎ／ｃｍ以上である場合、打ち継ぎ性に優
れると言い得る。
【００８２】
　本発明の積層体は、二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物から得られる塗膜、また
はウレタン組成物から得られる塗膜の上に、さらに、塗装面に光沢等を与えるためのトッ
プコートを塗装して防水塗膜層を形成することができる。
　トップコートは特に制限されない。例えば、従来公知のものが挙げられる。
　また、補強のために、ガラスクロスを塗膜間または塗膜上に貼ることができる。
　本発明の積層体は、打ち継ぎ性、耐熱性、機械的強度、防水効果に優れる。
【００８３】
　本発明者は、メチルチオトルエンジアミンまたはジメチルチオトルエンジアミンをイソ
シアネートの架橋剤として第２液に含有させ、このような第２液を有するウレタン組成物
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を使用することによって得られるウレタン防水材は、打ち継ぎ性に改善の余地があること
を見出した。特に、このようなウレタン防水材は架橋剤としてＭＯＣＡを使用するウレタ
ン組成物との打ち継ぎ性が低いことが判明した。
　そこで、本発明者は、親水性基と疎水性基とを合わせ持つフッ素基含有（メタ）アクリ
レートを表面改質剤として含有する組成物から得られる硬化物が打ち継ぎ性に優れること
、およびジアミン化合物の量を特定することによって、フッ素基含有（メタ）アクリレー
トの添加により生じる硬化性の低下を防ぎ、組成物の硬化性が従来よりも優れたものとな
ることを見出した。
　さらに、本発明者は、表面改質剤中の疎水性基がフッ素系である場合、他の疎水性基（
例えば、脂肪族炭化水素基、シリコーン系、変成シリコーン系）よりも、特に優れた打ち
継ぎ性が発揮されることを見出して、本発明を完成させたのである。
【実施例】
【００８４】
　以下に、実施例を示して本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらに限定さ
れない。
【００８５】
１．ウレタンプレポリマーの調製
　数平均分子量４０００のポリプロピレントリオール１００ｇ（Ｔ４０００、旭硝子社製
）と、数平均分子量２０００のポリプロピレンジオール１５０ｇ（Ｄ２０００、旭硝子社
製）とを反応容器に入れて、粘度調節のために可塑剤としてフタル酸ジイソノニル１５ｇ
（ＤＩＮＰ、ジェイ・プラス社製）を加え、１１０℃に加熱し、６時間脱水処理した。次
いで、ここにトリレンジイソシアネート（コスモネートＴ８０、三井武田ケミカル社製）
をＮＣＯ基／ＯＨ基の当量比が１．９８となるように加え、これを８０℃に加熱し、窒素
雰囲気下で１２時間混合、かくはんし、ウレタンプレポリマーを調製した。得られたウレ
タンプレポリマーのＮＣＯ基の含有量は、ウレタンプレポリマー全量中、３．０質量％で
あった。
【００８６】
２．二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物の調製
　下記第１表に示す成分を第１表に示す量比（質量部）で使用し、これらを電動かくはん
機等を用いて十分に混合して第２液を調製した。
　第１液としての上記ウレタンプレポリマー１００質量部と、第１表の第２液の１００質
量部とを電動かくはん機等を用いて十分に混合することにより二液常温硬化型ウレタン塗
膜防水材組成物を得た。
【００８７】
３．評価
　得られた二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物を用いて、硬化性、可使時間、消泡
性および打ち継ぎ性を以下のとおり評価した。結果を第１表に示す。
【００８８】
（１）硬化性
　得られた組成物を１００ｃｃのポリカップに厚さ１ｃｍ～２ｃｍになるように流し込み
、５℃で１６時間硬化させて塗膜を得た。得られた塗膜のＪＩＳ　Ａ硬度を測定した。
　硬化性の評価基準は、ＪＩＳ　Ａ硬度が１０以上である場合硬化性に優れるとした。
【００８９】
（２）可使時間
　２０℃において、第１液と第２液とを混合した後、得られた混合物の粘度が３０Ｐａ・
ｓとなるまでの時間（単位：分）を測定した。
　可使時間の評価基準は、可使時間が１５分以上である場合十分な長さの可使時間である
とした。
【００９０】
（３）消泡性
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　コンクリートの表面の縦３０ｃｍ、横３０ｃｍの範囲内にクシ目ゴテで、得られた二液
常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物を塗布し、２０℃、５５％ＲＨの条件下で１５時間
養生させた。養生後、ウレタン塗膜の状態を目視で確認した。
　消泡性の評価は、ウレタン塗膜にピンホールがなければ○、あれば×とした。
【００９１】
（４）打ち継ぎ性
　コンクリートの表面の縦３０ｃｍ、横３０ｃｍの範囲内にクシ目ゴテで１層目ウレタン
塗膜として、得られた二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成物を塗布し（塗装厚み約２
ｍｍ）、２０℃、５５％ＲＨの条件下で１５時間養生させた。養生後、１層目ウレタン塗
膜の上に、さらに、第２液にＭＯＣＡを含有する二液常温硬化型ウレタン塗膜防水材組成
物（商品名：Ｕ－８０００、横浜ゴム社製。２層目ウレタン塗膜となる。）１８０ｇを塗
布し（塗装厚み約２ｍｍ）、２０℃、５５％ＲＨの恒温槽に入れて１６８時間養生させた
。
　養生後、２層目ウレタン塗膜を１層目ウレタン塗膜の面から１８０°の角度ではく離さ
せて、はく離の際のはく離強度をオートグラフを用いて引張速度５０ｍｍ／分で測定した
。
　なお、１層目ウレタン塗膜の上に２層目ウレタン塗膜用の組成物を塗布する際、１層目
ウレタン塗膜の端部に離型紙を置いて２層目ウレタン塗膜用の組成物を塗布し、はく離の
際２層目ウレタン塗膜端部をつかんで１層目ウレタン塗膜と２層目ウレタン塗膜とをはく
離させた。
　打ち継ぎ性の評価基準は、はく離強度が３Ｎ／ｃｍ以上またはＣＦ（凝集破壊）である
場合を打ち継ぎ性が良好であるとした。
【００９２】
【表１】

【００９３】
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【表２】

【００９４】
　第１表に示されている各成分は、以下のとおりである。
・ポリプロピレンエーテルポリオール１：エチレンオキシドが質量換算で１３～１４％付
加された、数平均分子量が約５０００のポリプロピレンエーテルポリオール（サンニック
スＦＡ７０３、三洋化成工業社製）
・ポリプロピレンエーテルポリオール２：数平均分子量が約２０００のポリプロピレンジ
オール（ＥＸＣＥＮＯＬ　２０２０、旭硝子社製）
・炭酸カルシウム：重質炭酸カルシウム、商品名スーパーＳＳ、丸尾カルシウム社製
・ジアミン化合物：３，５－ジメチルチオ－２，４－トルエンジアミン８０質量％と３，
５－ジメチルチオ－２，６－トルエンジアミン２０質量％との混合物（エタキュアー３０
０、エチルコーポレーション社製。）
【００９５】
・酸化チタン：石原産業社製
・カーボンブラック：三菱カーボンブラックＭＡ２２０、三菱化学社製
・疎水性シリカ：ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２、日本アエロジル社製
・酸触媒：オクチル酸、日本化学産業社製
・ポリブタジエンポリオール：Ｒ４５ＨＴ、出光石油化学社製
・分散剤：フローレンＧ７００、共栄社化学社製
・溶剤：ミネラルスピリット、新日本石油社製
【００９６】
・バルーン：平均粒子径１３．６μｍ、比重０．０５のアクリロニトリル共重合体をシェ
ルとするバルーン
・表面改質剤１：アクリル系表面改質剤（商品名：ポリフローＮＯ．９０、共栄社化学社
製。）
・表面改質剤２：変成シリコーン系表面改質剤（商品名：ＢＹＫ－３３０、ＢＹＫ－Ｃｈ
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・表面改質剤３：フローレンＮＡＦ－８５０（特殊ポリメタクリレート：３－メチル－３
－メトキシブタノール＝４０：３０）、共栄社化学社製
【００９７】
　第１表に示す結果から明らかなように、比較例１の組成物（イソシアネート基／アミノ
基が５．０を超える）は、硬化性が悪かった。
　比較例２～５の組成物（フッ素基含有ポリ（メタ）アクリレート以外の表面改質剤を使
用している。）は、打ち継ぎ性が悪かった。
　比較例６の組成物（イソシアネート基／アミノ基が０．８より小さい）は、可使時間が
短かった。
　これらに対して、本発明の組成物は、可使時間が長く、短時間で高い硬度を有する塗膜
となり、塗膜には発泡が見られなかった。
　また、本発明の積層体は、打ち継ぎ性に優れた。
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