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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーと（Ｂ）分子内にポリオキシエチレ
ン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を示す。）を有し、かつイソシアネー
ト基と反応する活性水素(基)を有しないアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エ
ステルとを含有する、下地であるシーリング材の変位に追従しかつ汚れ防止性を有するシ
ーリング材上塗り塗料組成物。
【請求項２】
　（Ａ）イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーが、有機ポリイソシアネートと活性
水素含有化合物とを活性水素含有化合物の活性水素(基)に対してイソシアネート基過剰の
条件で反応させて得られるものであって、該有機ポリイソシアネート成分が、脂肪族系ポ
リイソシアネート化合物、芳香脂肪族系ポリイソシアネート化合物、脂環族系ポリイソシ
アネート化合物の少なくとも一種である請求項１に記載のシーリング材上塗り塗料組成物
。
【請求項３】
　（Ｂ）分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を
示す。）
を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルが、前記ポリオキシエチ
レン鎖の一末端及び/または二末端がエステル結合でアクリル酸及び又はメタアクリル酸
に結合し残りの末端がアルキルエーテルである請求項１～２のいずれか一項に記載のシー
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リング材上塗り塗料組成物。
【請求項４】
　（Ｂ）分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を
示す。）を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルのポリオキシエ
チレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－）のｎが３～３０である請求項1～３のいずれか一項に
記載のシーリング材上塗り塗料組成物。
【請求項５】
　前記シーリング材上塗り塗料組成物に更に（Ｃ）添加剤を配合してなる、請求項1～４
のいずれか一項に記載のシーリング材上塗り塗料組成物。
【請求項６】
　前記シーリング材上塗り塗料組成物により形成される硬化塗膜表面に対する水の接触角
が７０°以下であること、を特徴とする請求項1～５のいずれか一項に記載のシーリング
材上塗り塗料組成物。
【請求項７】
　下地のシーリング材が一液型湿気硬化性ポリウレタン系シーリング材又は一液型湿気硬
化性変成シリコーン系シーリング材である請求項1～６のいずれか一項に記載のシーリン
グ材上塗り塗料組成物。
【請求項８】
　未硬化状態のシーリング材表面に上塗り塗装すること、を特徴とする請求項1～７のい
ずれか一項に記載のシーリング材上塗り塗料組成物の塗装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シーリング材表面に塗布して形成される塗膜が、下地であるシーリング材の
変位に対して追従可能な性質を有するとともに汚れ防止性をも有する、シーリング材上塗
り塗料組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建築構造物や土木構造物などの外壁に対する高耐久性、長寿命化の大きな潮流が
ある。高耐久性、長寿命化のこの流れは、外壁全面に上塗り塗装仕上げを施し高耐久性、
長寿命化に対応していることもみられるが、構成部材そのものが無機材料や有機材料によ
りコーティングされて、高耐久性、長寿命化に応えていることもよくみられることである
。
【０００３】
　また建築構造物の壁材として窯業系サイディング板、金属系サイディング板、ＡＬＣ板
、などが多く使用されている。このような板状材料を用いて外壁面を構成する場合、材料
の接合部に目地を設計し、接合部からの雨水の侵入を防止し、温度差等で生じる材料の膨
張や収縮あるいは風圧や地震等で生じる材料の変形による板状材料の破壊を防いでいる。
この目地には建築用シーリング材が充填されて使用される。建築用シーリング材は、目地
に充填された後空気中の水分と反応することにより、また酸素による酸化還元反応をする
ことにより、また溶媒である水や有機溶剤が揮散することなどにより架橋し、三次元化し
てゴム状弾性体を形成するものである。そのため各種の材料に対する優れた接着性をもち
、変位を吸収するため硬化後の物性が低モジュラスで伸びの大きな柔らかなものとなるよ
うに設計されている。この建築用シーリング材にはシリコーン系、変性シリコーン系、ポ
リウレタン系、ポリサルファイド系などの種類があり、それぞれ一液タイプまたは二液タ
イプで供給されることが多い。
【０００４】
　外壁面を構成する板状材料では高耐久性化などのため塗装仕様となることが多く、種々
の塗料が開発されている。外壁全体に上塗り塗装仕上げを施す場合もそうであるが、構成
部材そのものに無機材料や有機材料により塗装する場合においても、特に外壁に占める面
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積比率の大きな構成部材は、美観の点で必然的に構造物の良否を左右しかねないことが多
い。シーリング材は、外壁における占有比率は小さいが、この部位の美観が損なわれると
際立って意匠性が低下することが多く、この場合もまた構造物の良否を左右しかねない。
このような部位に使用される上塗り塗料の防汚性は、建築構造物の美観を維持するために
重要な性能となっている。目地部の汚染には、シーリング材または塗料の残存タックによ
りその表面に空気中の粉塵等が付着し生じる場合、シーリング材の低分子量物が基材周辺
へまたは上塗り塗料ヘブリードしそこに粉塵が付着して生じる場合などがある。外壁部材
においても、表面に空気中の粉塵等が付着し汚染することがみられている。近年外壁材表
面への粉塵等の付着は、外壁部材表面の親水性・疎水性が関与しているといわれている。
最近の研究により、粉塵等は親油性や親水性を示すことが判明してきており、外装材表面
に親水性化処理などをすることで粉塵等の付着防止または粉塵等が付着しても水洗、降雨
などにより容易に除去できることが判明してきている。このためには外壁材表面の水に対
する濡れ性（接触角）をある範囲とすればよいことがいわれている。
【０００５】
　また、シーリング材または塗料の残存タックの改善、シーリング材または塗料によるブ
リードの防止、更には外壁材表面に酸化チタン等の微粒子層を形成して、その光触媒作用
による汚染防止や親水化による汚染防止方法などが開発されている（例えば、特許文献1
、特許文献２及び特許文献３参照。）。
【０００６】
　しかしながら、これらのものには、特に接合部のシーリング材上に形成される塗膜にお
いては下地であるシーリング材の変位に対する追従性が重要であり、更に汚染防止のため
残存タックの改善、表面の濡れ性の向上が求められているために、接合部のシーリング材
用上塗り塗料は、単一の機能では汚染防止は不十分であり、塗膜の下地であるシーリング
材の変位への追従性、残存タックの改善、濡れ性の向上等の性能が必要不可欠である。現
在あるシーリング材用上塗り塗料では不十分である。
【０００７】
　目地部に充填して使用されるシーリング材、板状外壁材料用塗料、外壁全面への上塗り
塗料のいずれにおいても、耐老化性（光安定性、酸化防止性、熱安定性）・接着性・機械
的性能に優れた材料が要求されてきており、このように高耐久性化の流れ中で、外壁を構
成する部材の耐汚染性がクローズアップされてきているが、高弾性なシーリング材が充填
される板状外壁材料接合部目地上に上塗りする塗料であって、下地であるシーリング材の
変位に追従し、かつ残存タックによる汚染の防止、空気中の粉塵の付着による汚染の防止
、更には付着した粉塵の洗浄等の機能はいまだ不十分である。
【０００８】
【特許文献１】特許２００３－１２６７７１号公報
【特許文献２】特開平１０－２３５２８７号公報
【特許文献３】特開平９－２６２５３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、高弾性なシーリング材が充填された板状外壁材料接合部目地上に塗布
し、塗布した塗料組成物により形成される塗膜が、シーリング材の変位に追従し、シーリ
ング材の残存タックによる汚染を防止し、粉塵等が付着しても水洗又は降雨等により粉塵
等の除去を可能とすることはいまだ不十分である。
　そこで、特定の成分を含有させることにより、上記開題点を解決し、下地のシーリング
材の変位に追従可能な性質を有し、かつ汚れ防止性を有するシーリング材上塗り塗料組成
物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明は、イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーと分子内にポリオキシエチレ
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ン鎖を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルとを含有するシーリ
ング材上塗り塗料組成物により形成される塗膜が、シーリング材の変位に追従可能な性質
を有するとともに汚れ防止性をも有することを見出し、本願発明に至ったものである。
【００１１】
　すなわち、本願発明は、（Ａ）イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーと（Ｂ）分
子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を示す。）を
有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルとを含有する、下地である
シーリング材の変位に追従しかつ汚れ防止性を有するシーリング材上塗り塗料組成物とこ
の組成物を用いたシーリング材上への塗装方法に関するものである。
【００１２】
　ここで、（Ａ）イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーは、有機ポリイソシアネー
トと、活性水素含有化合物と、場合によりさらに鎖延長剤とを、活性水素含有化合物の活
性水素(基)に対してイソシアネート基過剰の条件で反応させて得られるものである。
【００１３】
　そのイソシアネート成分が、脂肪族系ポリイソシアネート化合物、芳香脂肪族系ポリイ
ソシアネート化合物および脂環族系ポリイソシアネート化合物の少なくとも一種を使用す
ることが挙げられる。
　また、（Ｂ）分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重
合度を示す。）を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルは、前記
ポリオキシエチレン鎖の一末端及び/または二末端がエステル結合でアクリル酸及び／又
はメタアクリル酸に結合し残りの末端がアルキルエーテルであるもの、ポリオキシエチレ
ン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－）のｎが３～３０であるものが挙げられる。
【００１４】
　前記シーリング材上塗り塗料組成物は、更に溶剤、耐候性安定剤などの（Ｃ）添加剤が
配合されていてもよい。さらに、上記シーリング材上塗り塗料組成物は、この組成物によ
り形成される硬化塗膜表面に対する水の接触角が７０°以下であるものが挙げられる。
　前記シーリング材上塗り塗料組成物は、下地のシーリング材が一液型湿気硬化性ポリウ
レタン系シーリング材用又は一液型湿気硬化性変成シリコーン系シーリング材用のものと
して好適である。
　さらに本願発明は、前記シーリング材上塗り塗料組成物を未硬化状態のシーリング材表
面に上塗り塗装すること、を特徴とするシーリング材上塗り塗料組成物の塗装方法に関す
るものである。
【００１５】
　本願発明におけるシーリング材上塗り塗料組成物についてさらに詳細に説明する。
【００１６】
　本願発明は、（Ａ）イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーと（Ｂ）分子内にポリ
オキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を示す。）を有するアク
リル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルとを含有する、下地であるシーリング
材の変位に追従しかつ汚れ防止性を有するシーリング材上塗り塗料組成物に関するもので
あるが、本願発明のシーリング材上塗り塗料組成物は、（Ａ）イソシアネート基含有ウレ
タンプレポリマーを硬化成分の主とするものであり、常温において湿気等の水分との反応
により架橋・網状化して硬化するものである。
【００１７】
　まず、（Ａ）イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーについて説明する。
【００１８】
　イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーは、水分と反応して尿素結合を形成して架
橋、硬化するイソシアネート基を分子中に１個以上含有する化合物であり、具体的には後
述する活性水素含有化合物と有機イソシアネートをイソシアネート基過剰で反応させて得
られるものである。
【００１９】
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　有機イソシアネートとしては、有機ポリイソシアネートと、場合により有機モノイソシ
アネートとが挙げられ、有機ポリイソシアネートとしては、具体的には例えば、フェニレ
ンジイソシアネート、ジフエニレンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート、４
,４’－ジフエニルメタンジイソシアネート、２,４’－ジフエニルメタンジイソシアネー
ト等のジフエニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）類、２，４－トルエンジイソシアネ
ート、２，６－トルエンジイソシアネート等のトルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）類、
ジフェニルエーテルジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネート、キシリレンジイソシ
アネート等の芳香脂肪族ジイソシアネート、シクロヘキサンジイソシアネート、メチレン
ビス（シクロヘキシルイソシアネート）、イソホロンジイソシアネート等の脂環族ジイソ
シアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ペンタメチレンジイソシアネート、プロ
ピレンジイソシアネート、ブチレンジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート、およ
びこれらジイソシアネートのカルボジイミド変性体、ビウレット変性体、アロファネート
変性体、二量体、三量体、または、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート（クル
ードＭＤＩ、ポリメリックＭＤＩ）などが挙げられ、これらは単独または２種以上を組合
わせて用いることができる。また、イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーの変性用
として、場合によりｎ－ブチルモノイソシアネート、ｎ－ヘキシルモノイソシアネート、
ｎ－へキサデシルモノイソシアネート、ｎ－オクタデシルモノイソシアネート、ｐ－イソ
プロピルフェニルモノイソシアネート、ｐ－ベンジルオキシフェニルモノイソシアネート
等の有機モノイソシアネートを使用することもできる。これらのうち、耐候安定性、接着
性、耐水性などが優れている点で、芳香脂肪族ジイソシアネート、脂環族ポリイソシアネ
ート、脂肪族ポリイソシアネートが好ましい。
【００２０】
　前記活性水素含有化合物としては、ポリオールやポリアミン、或いはイソシアネート基
含有ウレタンプレポリマーの変性用としてモノオール、モノアミンなど公知の活性水素含
有化合物を使用することができる。活性水素含有化合物の数平均分子量は、１００以上、
さらに１００～１０，０００、特に２００～３，０００が好ましい。数平均分子量が１０
０未満では、得られるシーリング材上塗り塗料組成物の硬化後の伸びが悪化し下地の変位
に追従できなくなり、１０，０００を超えるとウレタンプレポリマーの粘度が高くなり過
ぎ件業性が悪くなり、また汚染防止性に悪影響を及ぼすため好ましくない。
　この活性水素含有化合物の具体的なものとしては、たとえばポリエステルポリオール（
ポリエステルアミドポリオールも含む）、ポリカーボネートポリオール、ポリオキシアル
キレン系ポリオール、炭化水素系ポリオール、ポリ（メタ）アクリレート系ポリオール、
動植物系ポリオールなどもあげられる。以下これらの化合物についてさらに説明する。
【００２１】
　ポリエステルポリオールとしては、例えば、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼ
ライン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、オルソフタル酸、ヘキサヒドロテレフタル酸、
ヘキサヒドロイソフタル酸、へキサヒドロオルソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ト
リメリット酸等のポリカルボン酸、酸エステル、または酸無水物等の1種以上と、エチレ
ングリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、１，２－ブタン
ジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオー
ル、１，６－ヘキサンジオール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、ネオペンチル
グリコール、１，８－オクタンジオール、１，９－ノナンジオール、ジエチレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、１，４－シクロへキサンジメタノール、ビスフェノールＡ
のエチレンオキサイドあるいはプロピレンオキサイド付加物、トリメチロールプロパン、
グリセリン、ペンタエリスリトール等の低分子ポリオール類、ブチレンジアミン、ヘキサ
メチレンジアミン、キシリレンジアミン、イソホロンジアミン等の低分子ポリアミン類、
モノエタノールアミン、ジエタノールアミン等の低分子アミノアルコール類の1種以上と
の脱水縮合反応で得られる、ポリエステルポリオールまたはポリエステルアミドポリオー
ルが挙げられる。
【００２２】
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　また、例えば、低分子ポリオール類、低分子ポリアミン類、低分子アミノアルコール類
を開始剤として、ε-カプロラクトン、γ－バレロラクトン等の環状エステル（ラクトン
）モノマーの開環重合で得られるラクトン系ポリエステルポリオールが挙げられる。
【００２３】
　ポリカーボネートポリオールとしては、例えば、前述のポリエステルポリオールの合成
に用いられる低分子ポリオール類とホスゲンとの脱塩酸反応、あるいは前記低分子ポリオ
ール類とジエチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジフ
ェニルカーボネート等とのエステル交換反応で得られるものが挙げられる。
【００２４】
　ポリオキシアルキレン系ポリオールとしては、例えば、前述のポリエステルポリオール
の合成に用いられる低分子ポリオール類、低分子ポリアミン類、低分子アミノアルコール
類、ポリカルボン酸の他、ソルビトール、マンニトール、ショ糖（スクロース）、グルコ
ース等の糖類系低分子多価アルコール類、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ等の低分
子多価フェノール類の一種以上を開始剤として、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、テトラヒドロフラン等の環状エーテル化合物の１種以上を開環付加
重合あるいは共重合（以下、「重合あるいは共重合」を（共）重合という。）させた、ポ
リオキシエチレン系ポリオール、ポリオキシプロピレン系ポリオール、ポリオキシブチレ
ン系ポリオール、ポリオキシテトラメチレン系ポリオール、ポリ－（オキシエチレン）－
（オキシプロピレン）－ランダムあるいはブロック共重合系ポリオール、さらに、前述の
ポリエステルポリオールやポリカーボネートポリオールを開始剤としたポリエステルエー
テルポリオール、ポリカーボネートエーテルポリオールなどが挙げられる。また、これら
の各種ポリオールと有機イソシアネートとを、イソシアネート基に対し水酸基過剰で反応
させて、分子末端を水酸基としたポリオールも挙げられる。
【００２５】
　ポリオキシアルキレン系ポリオールの1分子当たり平均アルコール性水酸基の数は２個
以上、さらに２～４個、特に２～３個が好ましい。
【００２６】
　また、イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーの変性用として、メチルアルコール
、エチルアルコール、プロピルアルコール等の低分子モノアルコール類を開始剤として、
前記プロピレンオキシド等の環状エーテル化合物を開環付加重合させたポリオキシプロピ
レン系モノオール等のポリオキシアルキレン系モノオールなどを場合により使用すること
もできる。
【００２７】
　なお、前記ポリオキシアルキレン系ポリオールあるいはポリオキシアルキレン系モノオ
ールなどの「系」とは、分子1モル中の水酸基を除いた部分の５０質量％以上、さらに８
０質量％以上、特に好ましくは９０質量％以上がポリオキシアルキレンで構成されていれ
ば、残りの部分がエステル、ウレタン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリ（メタ）ア
クリレート、ポリオレフィンなどで変性されていてもよいことを意味するが、水酸基を除
いた分子の９５質量％以上がポリオキシアルキレンからなるものが最も好ましい。
【００２８】
　炭化水素系ポリオールとしては、例えば、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ポリオール、水添ポリブタジエンポリオール、水添ポリイ
ソプレンポリオール等のポリアルキレンポリオール、塩素化ポリプロピレンポリオール、
塩素化ポリエチレンポリオール等のハロゲン化ポリアルキレンポリオールなどが挙げられ
る。
【００２９】
　ポリ（メタ）アクリレート系ポリオールとしては、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレ
ート等の水酸基を含有する（メタ）アクリレート単量体類と他の（メタ）アクリル酸アル
キルエステル単量体とを、ラジカル重合開始剤の存在下あるいは不存在下に共重合したも
のなどが挙げられる。
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【００３０】
　動植物系ポリオールとしては、例えば、ヒマシ油系ジオールなどが挙げられる。
【００３１】
　本願発明で使用するイソシアネート基含有ウレタンプレポリマーは、一括仕込み反応法
、多段階仕込み反応法のいずれでも合成できるが、プレポリマーの分子中にイソシアネー
ト基を残す必要がある。イソシアネート基とポリオール、場合により更に他の活性水素含
有化合物の活性水素（基）とのイソシアネート基／活性水素（基）の当量比は、１．１以
上が好ましく、更に１．１～１０が好ましい。このようにして得られたイソシアネート基
含有ウレタンプレポリマーのイソシアネート基含有量は、０．１～３０質量％が好ましく
、特には０．５～２０質量％である。イソシアネート基含有量が０．１質量％未満では、
分子量が大きくなりすぎ、またプレポリマー中の架橋点が少ないため十分な接着力が得ら
れない。イソシアネート基含有量が３０質量％を超えるとイソシアネート基が水分と反応
して生成する炭酸ガスによる発泡を防止することが困難となるため好ましくない。またシ
ーリング材上塗り塗料組成物中のイソシアネート基含有ウレタンプレポリマーは、５質量
％以上が好ましい。
【００３２】
　イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーの合成には、公知のウレタン化触媒を用い
ることができる。たとえば、テトラ－ｎ－ブチルチタネート等の金属のアルコキシド、オ
クチル酸第一錫、オクテン酸錫などの、亜鉛、錫、鉛、ジルコニウム、ビスマス、コバル
ト、マンガン、鉄等の金属とオクチル酸、オクテン酸、ナフテン酸等の有機酸との塩、ジ
ブチル錫ビス（アセチルアセトナート）、ジルコニウムテトラキス（アセチルアセトナー
ト）、チタンテトラキス（アセチルアセトナート）等の金属キレート化合物、ジブチル錫
ジラウレート、ジオクチル錫ジラウレート等の有機金属と有機酸との塩、トリエチレンジ
アミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルアミン、ヘキサメチレンテトラミン、１，
８－ジアザビシクロ〔５，４、０〕ウンデセン－７（ＤＢＵ）、１，４－ジアザビシクロ
〔２，２，２〕オクタン（ＤＡＢＣＯ）、Ｎ－メチルモルホリン、Ｎ－エチルモルホリン
等の第３級アミン類、あるいはこれらのアミン類と有機酸との塩類などが挙げられる。こ
れらは単独であるいは２種以上組み合わせて使用できる。これらのうち硬化を促進する効
果が高い点で、金属キレート化合物や有機金属と有機酸との塩が好ましく、さらにジブチ
ル錫ジラウレートが好ましい。
【００３３】
　つぎに、（Ｂ）分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは
重合度を示す。）を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルについ
て説明する。
【００３４】
　分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を示す。
）を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルとしては、イソシアネ
ート基含有ウレタンプレポリマーとの相溶性がよくかつ分子内にイソシアネート基と反応
する活性水素(基)を実質的に有しない化合物であることが好ましい。この（Ｂ）分子内に
ポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を示す。）を有する
アクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルは、ポリオキシエチレン構造を有
していればどのようなものでも使用できるが、シーリング材上塗り塗料組成物により形成
される塗膜が下地シーリング材の変位に追従でき、さらに親水性基を有し、すなわち水に
対する接触角をできるだけ小さくし、また塗膜の接着性、耐候性、耐水性などの耐久性を
低下させることがなく、またさらにはイソシアネート基含有ウレタンプレポリマーに配合
したときの相溶性がよく保存安定性が良好なこと、比較的容易に安価に手に入れられる点
などから、アクリル酸及び/又はメタアクリル酸のモノエステルまたはジエステルが好ま
しく、さらにはポリエチレングリコールモノアルキルエーテル及び/又はポリエチレング
リコールとのエステル化合物が好ましい。さらには、アクリル酸エステル及び/又はメタ
アクリル酸エステルにポリオキシエチレン鎖を導入することで、アクリロイル基及び/又
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はメタアクリロイル基の光などによるラジカル重合により反応して架橋しそれ自身が造膜
性を有し、かつ前記アクリル酸エステル及び/又はメタアクリル酸エステルをイソシアネ
ート基含有ウレタンプレポリマーに加えることで親水性を備えた塗膜を形成させることが
期待される。
【００３５】
　アクリル酸及び/又はメタアクリル酸のモノエステルまたはジエステルのアルコール成
分としては、後述するモノアルコールや多官能アルコールなどにエチレンオキシド等の環
状エーテル化合物を開環付加させて得られる、分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２

Ｈ４Ｏ］ｎ－、ただし、ｎは重合度を示す。）を有するモノアルコールや多官能アルコー
ルが好適に挙げられる。ポリオキシエチレン鎖は、他のオキシアルキレン鎖との共重合体
でもよいが、水に対する濡れ性を効果的に実現させるためにホモポリマーが好ましく、さ
らにはポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－）のｎは３～３０であることが好ま
しく、特に７～２０であることが好ましい。
【００３６】
　添加量はシーリング材上塗り塗料組成物中に、分子内にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ

２Ｈ４Ｏ］ｎ－）を有するアクリル酸エステル及び／又はメタアクリル酸エステルとして
２～３０質量％、更には１０～２５質量％存在することが好ましい。２質量％未満では親
水性の付与が乏しく接触角が小さくならず、３０質量％を超えると塗膜が硬くなり下地の
シーリング材の変位に対する追従性が低下する。親水性は形成される塗膜の水に対する接
触角などにより表わされ、前記の配合量とすることで接触角が７０°以下とすることが可
能である。
【００３７】
　つぎに具体的に説明する。
　ポリオキシアルキレンモノオール又はポリオキシアルキレンポリオールは、前述のイソ
シアネート基含有ウレタンプレポリマーの成分である活性水素含有化合物と同様なものが
使用されるが、先ず開始剤として、メタノール、エタノール、オレイルアルコールに代表
されるモノアルコール、又は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、ネオペンチルグリコール、１，４－ブタンジオール
、グリセリンなどの多価アルコールの少なくとも１種にアルキレンオキシドを反応させて
得られる。またポリオキシアルキレンモノオールは、開始剤としてモノアルコールのアル
キル鎖はＣ８以下であることが好ましく、またポリオキシアルキレンポリオールの水酸基
の全部を除く少なくとも１個以上がアルキルエーテルであってもよく、アルキル鎖はメチ
ル基及び／又はエチル基が好ましい。アルキレンオキシドとしては、例えばエチレンオキ
シド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、テトラヒドロフランなどが挙げられ、こ
れらは単独又は２種以上を組み合わせて開環付加重合させることができる。
【００３８】
　重合性不飽和基であるアクリロイル基及び/又はメタアクリロイル基のラジカル硬化反
応を促進するため既存の触媒を用いることができる。添加量はイソシアネート基含有ウレ
タンプレポリマー１００重量部に対して０～１重量部である。１重量部を超えるとウレタ
ン樹脂の耐久性を損なう傾向がある。
　市販品として具体的なもの例示することにすれば、サーフィノール４４０、４６５、４
８５（日信化学工業社）、ニューコール１７０、１２０３、１２１０、１５２５、１５４
５（日本乳化剤社）、ＤＯ－４００、６００、１０００（三洋化成社）、ライトエステル
０４１ＭＡ、１４ＥＧ、ライトアクリレート１３０Ａ、１４ＥＧ－Ａ（共栄社化学社）な
どである。
【００３９】
　つぎに、本願発明には添加剤を配合することも可能である。
　この添加剤としては、溶剤、耐候安定剤、接着性付与剤、硬化促進触媒、貯蔵安定性改
良剤などが挙げられる。
　溶剤は、具体的にはシーリング材上塗り塗料組成物の成分を溶解希釈し、塗布作業に適
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した粘度に調節するために使用され、例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ
ブチルケトン、２－ペンタノン等のケトン系溶剤、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチ
ル等のエステル系溶剤、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル等のエーテル系溶剤、ｎ
－ヘキサン、ｎ－ヘプタン等の脂肪族炭化水素系溶剤、トルエン、キシレン、エチルベン
ゼン等の芳香族系炭化水素系溶剤、シクロヘキサン等の脂環族炭化水素系溶剤、工業ガソ
リン、ミネラルスピリット、リグロイン、灯油等の石油系溶剤など従来公知の有機溶剤が
挙げられ、イソシアネート基と反応しないものであればどのようなものでも使用できる。
これらは単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。これらのうち溶解性と
安全性に優れている点でケトン系溶剤、エステル系溶剤が好ましく、更にメチルエチルケ
トン、酢酸エチルが好ましい。有機溶剤はイソシアネート基含有ウレタンプレポリマー１
００重量部に対して０～２，０００重量部、５～１，０００重量部、特に５～５００重量
部配合するのが好ましい。２，０００重量部を超えるとシーリング材上塗り塗料組成物と
しての効果がなくなる。
【００４０】
　耐候安定剤としては、硬化物の酸化や光劣化、熱劣化を防止して、耐候性だけでなく耐
熱性を更に向上させるために使用されるものである。耐候安定剤としては具体的には、酸
化防止剤、紫外線吸収剤などを挙げることができる。
【００４１】
　酸化防止剤としてはヒンダードアミン系やヒンダードフェノール系の酸化防止剤が挙げ
られ、ヒンダードアミン系酸化防止剤としては、例えば、ビス（２，２，６，６－テトラ
メチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－
ピペリジル）［［３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシフェニル］
メチル］ブチルマロネート、メチル１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル
セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、
1－［２－〔３－（３，５－ジ－t e r t－ブチル－4－ヒドロキシフェニル）プロピオニ
ルオキシ〕エチル］－４－〔３－（３，５－ジ－t eｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）プロピオニルオキシ〕－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－ベンゾイ
ルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、旭電化工業社製の商品名アデカス
タブシリーズのＬＡ－５２、ＬＡ－５７、ＬＡ－６２、ＬＡ－６７、ＬＡ－７７、ＬＡ－
８２、ＬＡ－８７等の分子量１，０００未満の低分子量のヒンダードアミン系酸化防止剤
、同じくアデカスタブシリーズのＬＡ－６３Ｐ、ＬＡ－６８Ｄ、あるいはチバ・スペシャ
ルティ・ケミカルズ社製の商品名ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢシリーズの１１９ＦＬ、２０２０
ＦＤＬ、９４４ＦＤ、９４４ＬＤ等の分子量１，０００以上の高分子量のヒンダードアミ
ン系酸化防止剤などが挙げられる。
【００４２】
　ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、例えば、ペンタエリスリト－ル－テトラ
キス［３－（３，５－ジ－t e r t－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート
］、オクタデシル－３－（３，５－ジ－t e r t－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プ
ロピオネート］、Ｎ，Ｎ′－ヘキサン－１，６－ジイルビス［３－（３，５－ジ－t e r 
t－ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオアミド］、ベンゼンプロパン酸３，５－ビ
ス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシＣ７－Ｃ９側鎖アルキルエステル、２，
４－ジメチル－６－（１－メチルペンタデシル）フェノールなどが挙げられる。
【００４３】
　紫外線吸収剤としては、例えば、２－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－２－ヒドロキ
シフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール等のベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、
２－（４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン－２－イル）－５－［（ヘキシル）
オキシ］－フェノール等のトリアジン系紫外線吸収剤、オクタベンゾン等のべンゾフェノ
ン系紫外線吸収剤、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル－３，５－ジ－t e r t－ブ
チル－４－ヒドロキシベンゾエート等のベンゾエート系紫外線吸収剤が挙げられる。
　これらの耐候安定剤は単独あるいは２種以上を組み合わせて使用できる。
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【００４４】
　耐候安定剤は、イソシアネート基含有ウレタンプレポリマー１００重量部に対して、０
．０１～３０重量部、特に０．１～１０重量部配合するのが好ましい。
【００４５】
　接着性付与剤としては、カップリング剤の他に、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アル
キルチタネ－ト類、有機ポリイソシアネートなどが挙げられる。
【００４６】
　前記カップリング剤としては、シラン系、アルミニウム系、ジルコアルミネート系など
の各種カップリング剤および／またはその部分加水分解縮合物を挙げることができ、この
うちシラン系カップリング剤および／またはその部分加水分解物が接着性に優れているの
で好ましい。
　このシラン系カップリング剤としては、具体的には、メチルシリケート、メチルトリメ
トキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、オクチルトリメ
トキシシラン、ドデシルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ビニルトリ
メトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプ
ロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプ
ロピルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジ
ブチルジメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ビニルメチルジメトキシシラン
、３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、トリメチルメトキシシラン、ト
リエチルメトキシシラン、トリフェニルメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３
－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロ
ピルトリメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメト
キシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピル
メチルジエトキシシランなどのアルコキシシリル基を含有する分子量５００以下、好まし
くは４００以下の低分子化合物および／またはこれらシラン系カップリング剤の１種また
は２種以上の部分加水分解縮合物で分子量２００～３，０００の化合物を挙げることがで
きる。これらは単独であるいは２種以上を組み合せて使用できる。
【００４７】
　硬化促進触媒としては、たとえば、テトラ－ｎ－ブチルチタネート等の金属のアルコキ
シド、オクチル酸第一錫、オクテン酸錫などの、亜鉛、錫、鉛、ジルコニウム、ビスマス
、コバルト、マンガン、鉄等の金属とオクチル酸、オクテン酸、ナフテン酸等の有機酸と
の塩、ジブチル錫ビス（アセチルアセトナート）、ジルコニウムテトラキス（アセチルア
セトナート）、チタンテトラキス（アセチルアセトナート）等の金属キレート化合物、ジ
ブチル錫ジラウレート、ジオクチル錫ジラウレート等の有機金属と有機酸との塩、トリエ
チレンジアミン、トリエチルアミン、トリ－n－ブチルアミン、ヘキサメチレンテトラミ
ン、１，８－ジアザビシクロ〔５，４、０〕ウンデセン－７（ＤＢＵ）、１，４－ジアザ
ビシクロ〔２，２，２〕オクタン（ＤＡＢＣＯ）、Ｎ－メチルモルホリン、Ｎ－エチルモ
ルホリン等の第３級アミン類、あるいはこれらのアミン類と有機酸との塩類などが挙げら
れる。これらは単独であるいは２種以上組み合わせて使用できる。これらのうち硬化を促
進する効果が高い点で、金属キレート化合物や有機金属と有機酸との塩が好ましく、さら
にジブチル錫ジラウレートが好ましい。
【００４８】
　貯蔵安定性改良剤としては、組成物中に存在する水分と反応するビニルトリメトキシシ
ラン、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、ｐ－トルエンスルホニルイソシアネートなど
が挙げられ、これらは単独あるいは２種以上を組み合わせて使用できる。
【００４９】
　耐候安定剤、接着性付与剤、硬化促進触媒及び貯蔵安定性改良剤の合計の配合量は、イ
ソシアネート基含有ウレタンプレポリマー１００重量部に対して、０～５００重量部、特
に１０～３００重量部が好ましい。
【００５０】
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　本願発明の上塗り塗料組成物の塗装方法について説明する。
　本願発明のシーリング材上塗り塗料組成物下地であるシーリング材の完全硬化前、好ま
しくは充填直後にその表面にエヤスプレー、エヤレススプレー、エヤゾール型スプレー刷
毛等により均一に塗布する。このようにすることでイソシアネート基含有ウレタンプレポ
リマーが大気中の水分と反応し、表層にポリウレタン、ポリウレアの高架橋密度の樹脂膜
を作り密着固化して、シーリング材表面の汚染を防止し耐候性を向上させ、さらに分子内
にポリオキシエチレン鎖（－［Ｃ２Ｈ４Ｏ］ｎ－）を有するアクリル酸エステル及び／又
はメタアクリル酸エステルにより塗膜の親水性が増し汚染防止性が期待される。
【００５１】
　本願発明のシーリング材上塗り塗料組成物は、シリコーン系、変性シリコーン系、ポリ
ウレタン系、ポリサルファイド系など、通常建築用のシーリング材であれば一液タイプま
たは二液タイプのどのようなものにでも適用することができるが、とくに一液型湿気硬化
性ポリウレタン系シーリング材または一液型湿気硬化性変成シリコーン系シーリング材で
ある場合に効果的である。
【発明の効果】
【００５２】
　以上のように、本願発明のシーリング材上塗り塗料組成物により形成される塗膜は、シ
ーリング材の変位に対する追従性と防汚性とを両立させる優れたものとなる、という効果
を奏するものである。
【実施例】
【００５３】
〔イソシアネート基含有ウレタンプレポリマー溶液の合成〕
〔合成例１〕
　攪拌機、温度計、冷却管、乾燥窒素導入管を組んだ反応器に、酢酸エチル５７２．８ｇ
、分子量３００のポリオキシプロピレントリオール１１２．８ｇを仕込み、攪拌しながら
イソホロンジイソシアネート２３７．８ｇを仕込んだ。更にジブチル錫ジラウリレート０
．３ｇを仕込んだ後に、発熱に注意しながら７０℃まで徐々に加熱し、イソシアネート基
含有量が４．６質量％になるまでウレタン化反応を行ない、粘度約８ｍｍ２／ｓ、不揮発
分３８質量％のイソシアネート基含有ウレタンプレポリマー溶液（（ＵＰ－Ａ）を得た。
【００５４】
〔合成例２〕
　攪拌機、温度計、冷却管、乾燥窒素導入管を組んだ反応器に、酢酸エチル５１３．２ｇ
、分子量３００のポリオキシプロピレントリオールール１１２．８ｇを仕込み、攪拌しな
がらキシリレンジイソシアネート２０１．５ｇを仕込んだ。更にジブチル錫ジラウリレー
ト０．３を仕込んだ後に、発熱に注意しながら７０℃まで徐々に加熱し、イソシアネート
基含有量が５．１質量％になるまでウレタン化反応を行ない、粘度約１１ｍｍ２／ｓ、不
揮発分３８質量％のイソシアネート基含有ウレタンプレポリマー溶液（ＵＰ－Ｂ）を得た
。
【００５５】
〔実施例1〕
　合成例1で得られたＵＰ－Ａ　１００重量部に対しライトアクリレート１３０Ａ（共栄
社化学社製、メトキシポリエチレングリコールアクリレート、ｎ≒９）を１５重量部添加
した後、均一になるまで攪拌、混合してシーリング材上塗り塗料組成物を得た。次にポリ
エチレン製シート上に一液型湿気硬化性ポリウレタン系シーリング材（ＰＵ－１、オート
化学工業製、オートンサイディングシーラント）を厚み５ｍｍになるよう打設し、直ちに
得られたシーリング材上塗り塗料組成物を市販の噴霧器で均一に吹付け、標準状態（２３
℃５０％相対湿度）で一週間乾燥後試験に供した。
【００５６】
〔実施例２〕
　実施例１において、一液型湿気硬化性ポリウレタン系シーリング材の代わりに、一液型



(12) JP 4766886 B2 2011.9.7

10

20

30

40

湿気便化性変成シリコーン系シーリング材（ＭＳ－１、セメダイン社製、ＰＯＳシールＬ
Ｍ）を使用した以外は同様にして、試験体を作製し試験に供した。
【００５７】
〔実施例３〕
　実施例1において、ライトアクリレート１３０Ａを１５重量部添加した代わりに、ライ
トエステル１４ＥＧ（共栄社化学社製、ＰＥＧ＃６００ジメタクリレート、ｎ≒１４）を
１０重量部添加した以外は同様にしてシーリング材上塗り塗料組成物を作製し、同様に試
験体を件製し試験に供した。
【００５８】
〔実施例４〕
　実施例３において、ライトエステル１４ＥＧを１５重量部添加した以外は同様にしてシ
ーリング材上塗り塗料組成物を作製し、同様に試験体を作製し試験に供した。
【００５９】
〔実施例５〕
　実施例１において、合成例1で得られたＵＰ－Ａの代わりに合成例２で得られたＵＰ－
Ｂを使用した以外は同様にしてシーリング材上塗り塗料組成物を作製し、同様に試験体を
作製し試験に供した。
【００６０】
　試験した結果を次の表１に示す。
【表１】

【００６１】
試験方法
〔性能試験〕
　（１）接触角測定
　得られた試験体について、標準状態の１ケ月、３ケ月、６ヶ月経過した後、接触角計（
協和化学社製、ＣＡ－Ｐ型）を用いて水の接触角を測定した。
　（２）耐屈曲性試験
得られた試験体について、ポリエチレン製シートを内側にして直径１０ｍｍの丸棒に９０
°巻きつけ、塗膜に割れが生じるか否かを目視で確認した。
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