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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．（１）少なくとも５０パーセントの１級ヒドロキシル基を有する、５から１００重
量パーセントの少なくとも１つの天然油由来ポリオールと（２）１００パーセントにする
ために十分な、天然油由来ポリオールとは異なる追加のポリオールとを含む結合剤成分（
ここで、前記天然油由来ポリオールは、分子１個につき平均で１．５から３個のヒドロキ
シル基及び２００から５０００のヒドロキシル当量を有する）；及び
　ｂ．ヒドロキシル基に対して反応性の架橋成分
を含む、ポリマー組成物。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの天然油由来ポリオールが、植物油系ポリオールである、請求項１
に記載の組成物。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの天然油由来ポリオール及び天然油由来ポリオールとは異なる前記
追加のポリオールが、多くとも１．５単位互いに異なる計算ホイ溶解度パラメータ(calcu
lated Hoy solubility parameters)を有する、請求項１から２のいずれか一項に記載の組
成物。
【請求項４】
　前記結合剤成分が、前記少なくとも１つの天然油由来ポリオール、場合によって少なく
とも１つの追加の天然油由来ポリオール及び天然油由来ポリオールとは異なる前記追加の
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ポリオールを含み、
　前記少なくとも１つの天然油由来ポリオールではない前記ポリオールのそれぞれが、前
記結合剤成分の５重量パーセントより多い量で存在し、そして、前記少なくとも１つの天
然油由来ポリオールのものと多くとも約１．５単位異なる計算ホイ溶解度パラメータを有
し、並びに
　前記少なくとも１つの天然油由来ポリオールではない前記ポリオールが、天然油由来ポ
リオール、追加のポリオール及びそれらの組み合わせから選択される、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　ホイ溶解度パラメータの差を測定する前記少なくとも１つの天然油由来ポリオールが、
存在する任意の他の追加の天然油由来ポリオールの量より多い又はそれに等しい量で存在
する天然油由来ポリオールである、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記架橋成分が、アミノプラスト樹脂、ポリイソシアネート、フェノール樹脂、シクロ
脂肪族エポキシド又はそれらの組み合わせから選択される、請求項１から５のいずれか一
項に記載の組成物。
【請求項７】
　天然油由来ポリオールとは異なる前記少なくとも１つの追加のポリオールが、（メタ）
アクリルポリオールである、請求項１から６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記架橋成分が、少なくとも１つのアミノプラスト樹脂を含む、請求項１から６のいず
れか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記架橋成分が、少なくとも１つのイソシアネート化合物を含み、前記組成物が、少な
くとも０．９０から多くとも１．１０である、全結合剤組成物のヒドロキシル基に対する
前記架橋剤成分中のポリイソシアネート上のイソシアネート基のモル比を有する、請求項
１から６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　溶剤又は揮発性有機化合物中、少なくとも６０重量パーセント固形分である、請求項１
から９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　得られた塗膜が、次のうちの少なくとも２つを有する、請求項１から１０のいずれか一
項に記載の組成物。
　（ａ）少なくとも４であるＡＳＴＭ１３０８の手順に従って測定される耐薬品性；
　（ｂ）６０℃で少なくとも３（のいずれか）又は独立して７０℃で少なくとも２である
耐酸腐食性；
　（ｃ）少なくとも１５０の二重摩擦であるメチルエチルケトンを使用してＡＳＴＭ　Ｄ
５４０２の手順によって測定される耐溶剤性；
　（ｄ）少なくとも４０であるＡＳＴＭ　Ｄ４３６６の手順に従って測定される振子硬度
；
　（ｅ）少なくとも２ＢであるＡＳＴＭ　Ｄ３３６３の手順に従って測定される鉛筆硬度
；
　（ｆ）少なくとも１０のＨＵとして表されるコネチカット州のＦｉｓｈｅｒ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙから商品名ＦＩＳＣＨＥＲＳＣＯＰＥ　Ｈ１００Ｃで市販されているビッカ
ースインデンタを使用して特定されるユニバーサル硬度若しくはビッカース硬度；又は
　（ｇ）少なくとも４ＢであるＡＳＴＭ　Ｄ３３５９（クロスハッチ接着）の手順に従っ
て測定される接着力。
【請求項１２】
　少なくとも１つの塗料、接着剤、結合剤、又はこれらの組み合わせとして使用される、
請求項１から１１のいずれか一項に記載の組成物。
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【請求項１３】
　基材の表面に対する塗膜、接着剤、又は結合剤を製造するためのプロセスであって、
　（ａ）（１）少なくとも５０パーセントの１級ヒドロキシル基を有する、５から１００
重量パーセントの少なくとも１つの天然油由来ポリオールと（２）１００パーセントにす
るために十分な、天然油由来ポリオールとは異なる追加のポリオールとを含む結合剤成分
（ここで、前記天然油由来ポリオールは、分子１個につき平均で１．５から３個のヒドロ
キシル基及び２００から５０００のヒドロキシル当量を有する）；及びヒドロキシル基に
対して反応性の架橋成分を混合する段階；並びに
　（ｂ）前記混合物の層を前記表面に塗布する段階
を任意の順序で含むプロセス。
【請求項１４】
　前記塗料、接着剤又は結合剤が、少なくとも８０℃から２００℃の温度に加熱される、
請求項１３に記載のプロセス。
【請求項１５】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載の組成物から調製される、塗料、接着剤、結合
剤又はそれらの組み合わせ。
【請求項１６】
　自動車車体若しくは部品、屋外標識、電子デバイス、複合物若しくはこれらの組み合わ
せのうちの少なくとも１つに対して、若しくはそれらの製造に使用される；少なくとも１
つの金属、プラスチック、木材若しくは木製製品、又はそれらの組み合わせを含む少なく
とも１つの基材の上に塗装される；或いは両方の組み合わせである、請求項１５に記載の
塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせ。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせを含む物品
。
【請求項１８】
　請求項１３又は１４のプロセスに従って製造される塗装基材。
【請求項１９】
　積層物、又は請求項１８に記載の塗装基材を含む積層物である、請求項１７に記載の物
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱硬化性組成物、特に、再生可能な原料を利用する熱硬化性塗料、シーラン
ト及び結合組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　市販のポリオールの中ではポリエーテル含有及びポリエステル含有材料が優勢である。
ポリエーテルポリオールは、通常、プロピレンオキシド、エチレンオキシド又はテトラヒ
ドロフランに基づく。これらは、典型的に、非常に良好な耐加水分解性を示し、これは、
多くの接着剤、シーラント及び塗料の重要な要件である。しかし、ポリエーテルポリオー
ルは、非常に限られた種類の基材への接着を促進し、一般には、劣った酸化分解耐性を有
する。対照的に、ポリエステルポリオールは、一般に、より多くのタイプの表面への接着
を促進し、非常に良好な酸化安定性を示すが、加水分解をより受けやすい。加水分解は、
場合により、酸又は塩基によって触媒される。
【０００３】
　エステル結合を有する脂肪族ポリエステルポリオールは、塗料、接着剤、シーラント及
びエラストマーにおいて広範にわたって使用されている。これらの材料は、一般に、カプ
ロラクトン又はアジピン酸骨格に基づく。より広範に使用されている業務用ポリエステル
ポリオールの１つは、ポリカプロラクトンに基づくものであり、Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅ
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ｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名Ｔｏｎｅ（商標）ポリオールで市販されている。
このポリエステルポリオールは、ポリカプロラクトンポリマーを形成するための、開始剤
としてヒドロキシル含有化合物、例えばジオールを用いる、カプロラクトンのホモ重合の
生成物である。これらのポリエステルポリオール材料は、アジペート系ポリエステルポリ
オールより加水分解安定性であり、耐黄変性であり、卓越した耐摩擦、薬品及び衝撃性を
示し、卓越した酸化分解耐性を提供し、並びに現在入手できる商品のリーダーであると考
えられる。しかし、そのような材料は、一般に、２５℃で固体であり、これは、使用前に
（６０℃への）加熱を必要とし、従って、より低い融点、より低い粘度のポリオールと比
較すると、多くの場合、配合が難しい。それらは、アクリルポリオールより劣った加水分
解安定性も有し、これがアクリル樹脂とのブレンドでのそれらの使用を制限する。
【０００４】
　脂肪酸に基づく脂肪族ポリエステルポリオールは、下に示すような、アミビン酸とジオ
ール、例えば１，４－ブタンジオールとの縮合によって調製される：
　ＨＯ２Ｃ－(ＣＨ２)４－ＣＯ２Ｈ　＋　ＨＯ－(ＣＨ２)４－ＯＨ
→　ＨＯ[－(ＣＨ２)４－ＯＯＣ－(ＣＨ２)４－ＣＯＯ－](ＣＨ２)４－ＯＨ
【０００５】
　ポリエステル、例えば、ポリ（エチレングリコール／アジペート）、ポリ（ジエチレン
グリコール／アジペート）、ポリ（ブチレン／アジペート）、ポリ（ヘキサンジオール／
アジペート）及び類似のポリエステルは、様々な架橋剤で硬化されるインク及びシーラン
トのような物質を含めて塗料、結合剤及び接着剤の可撓性成分として使用されることが多
い。ポリエステルポリオールのための代表的な架橋剤は、メラミン／ホルムアルデヒド樹
脂、ポリイソシアネートである。
【０００６】
　アジピン酸ポリオールに基づく塗料が、特に酸及び塩基触媒の存在下、その分子のエス
テル結合部位で加水分解されることは周知である。しかし、それらの材料は、ポリカプロ
ラクタムポリエステルポリオールと比較して製造コストが低いという利点を有する。
【０００７】
　ポリカプロラクタムポリエステル又はアジピン酸ポリエステルのいずれかによって示さ
れる望ましい特性のバランスを有する塗料を有することが望ましいであろう。独立して、
約２５℃で液体である、そのような塗料、シーラント及び結合剤を製造する際に有用なポ
リオールを有することが望ましいであろう。加えて及び独立して、高固形分塗料及び類似
の用途が現在遭遇している困難を克服するために、溶剤中少なくとも約５０重量パーセン
トのポリオールの固体含有量で多くとも１００００センチポアズ、好ましくは多くとも５
０００センチポアズ、最も好ましくは１０００センチポアズ（ｃＰ）の粘度を有する、従
って、好ましくは多くとも約２０００ダルトンの数平均分子量のポリオールを有すること
が望ましいであろう。そのような高固形分配合物は、連邦政府規則と州規則の両方により
、溶剤、特に、環境に漏れ出す可能性がある揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の量を減らすこ
とを余儀なくされている。高固形分配合系において有用である十分に低い粘度を達成する
ために、低分子量オリゴマー／ポリマーが使用される。より少ない希釈溶剤の使用により
エネルギーを節約できるように、並びに連邦政府及び州規則並びに地域社会基準を満たす
ことができるように、少なくとも約５０ｃＰの粘度、少なくとも約５０パーセントの固形
分、及び多くとも約４ ｌｂｓ／ｇａｌ（０．５ｇ／ｃｍ３）のＶＯＣのような特性のバ
ランスを有する、それらから誘導されるポリエステル及び塗料を有することが望ましいで
あろう。
【０００８】
　前に記載した大部分の市販ポリオールは、石油から生産される。しかし、我々の現代社
会における石油の枯渇は、その価格上昇と併せて、研究者及び政府に再生可能で安価な天
然資源から今日の高分子材料を製造する新たな道の探究を促した。さらに、石油系ポリオ
ールの生産は、環境問題を提起する。
【０００９】
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　より安価で再生可能な天然油からの有用なポリオールの調製は、現在の環境処理を軽減
するために非常に望ましい。天然油は、飽和及び不飽和脂肪酸のトリグリセリドからなる
。１つの天然油、すなわちヒマシ油は、リシノール酸（第二ヒドロキシル基を含有する脂
肪酸）のトリグリセリドであり、ポリオール（Ｖｅｒｔｅｌｌｕｓから市販されているＰ
ｏｌｙｃｉｎ（商標）ＧＲポリオール）を生産するために使用される。石油系ポリオール
から生産されるそれらの相当品と比較して良好な熱及び加水分解安定性にもかかわらず、
ヒマシ油系ポリウレタンは、広範には利用されていない。主な欠点は、ヒマシ油の遅い反
応性、すなわち、第一ヒドロキシル基の場合より低い反応性によって、それらの使用が可
撓性及び半硬質ポリウレタンの生産に限られるという点である。さらに、ひまし油は、熱
帯地域において生産され、これは、例えば大豆及びトウモロコシなどの油と比較してその
コストを増す。従って、ヒマシ油より高い反応性を示す高価なポリオールが必要とされる
。
【００１０】
　ポリオールは、天然油から不飽和部位での化学反応によっても生産されている。米国特
許第４，５０８，８５３号及び国際公開第２００６／１１６４５６Ａ１号のような参考文
献に開示されているものなどの当分野における技術の範囲内のエポキシ化／ヒドロキシル
化プロセスでは、その二重結合をエポキシ基へと転化させ、それをさらに酸性溶液中で開
環する。その得られたポリオールも、第一ヒドロキシル基より反応性が低いヒドロキシル
基を含有し、これが塗料用途でのそれらの使用を制限する。或いは、直鎖、不飽和脂肪酸
の異性化／オリゴマー化によって、オリゴマーの分岐脂肪酸を得ることができる。米国特
許第６，３１６，６４３号及び米国特許第６，２５５，５０４号に開示されているように
、この反応は、従来、クレー触媒を使用して行われ、一般に、非常に高温で又は高コスト
のイオン性液体中で行われる。これらの酸は、Ｃ３６ダイマー酸として公知であるが、多
くの場合、多量のトリマー（Ｃ５４）及び高級脂肪酸を欠点として有する。Ｕｎｉｑｕｅ
ｍａから市販されているＰｒｉｐｌａｓｔ（商標）ポリオールなどのＣ３６ダイマー酸か
ら誘導されるポリエステルポリオールは、塗料の製造用に市販されている。それらの高い
炭素含有量のため、これらのポリオールは、塗料及び関連用途に望まれるものより機能性
が低い。これらの周知の二量体化酸の機能性を増大させる試みは、欧州特許第０９８４９
１６Ｂ１号のような参考文献に記載されているが、増大される機能性は、第一ヒドロキシ
ル基より反応性が低いヒドロキシル基の形態でである。従って、再生可能な植物源から誘
導され、ヒマシ油及びエポキシ化／ヒドロキシル化によって生産されるポリオールの場合
より大きな反応性を示すが、Ｃ３６ダイマー酸より低い炭素含有量を有するポリオールの
使用が望ましいであろう。
【００１１】
　種子油などの再生可能な原料から誘導されるポリエステルポリオールは、塗料及び関連
用途に持続可能で環境維持を支持する解決策を提供し、石油化学系原料への依存を低減さ
せるであろう。現在公知であるものをより改善された耐水性、耐酸性及び他の耐薬品性を
有するであろうポリエステルポリオールは、耐加水分解性塗料、インク、接着剤及びシー
ラントの調製に非常に望ましい製品であろう。ポリエステルから調製される耐酸性塗料が
特に望ましい。酸性雨耐性塗料における重要な成分であろうからである。
【００１２】
　代表的な高固形分塗料系に許容される溶液粘度（塗布時に１００センチポアズ又はそれ
以下）を達成には、皮膜形成ポリマーが約５０００ダルトン未満の数平均分子量（Ｍｎ）
を有すると有利である。架橋後のそのような系で良好な皮膜特性を達成するには、数平均
分子量（Ｍｎ）が約５００ダルトンを超えること、及びそれぞれの数平均分子が少なくと
も２個の反応性ヒドロキシル基を含有することも有利であろう。これらの一般原理は、メ
ラミン樹脂で又はイソシアネートで架橋される場合のポリエステルポリオール、アクリル
ポリオール及びまたウレタンポリオールにあてはまる。前に論じたことから明らかである
ように、許容される溶液粘度及び良好な皮膜特性についての要件は、矛盾した分子量要件
につながる。すなわち、低い溶液粘度のためにはＭｎは低くすべきであるが、良好な皮膜
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特性のためにはＭｎは高くすべきである。広い分子量範囲にわたって本質的に低い粘度、
すなわち約１０００センチポアズ未満の粘度、を有するポリエステルポリオールは、塗料
、インク、接着剤及びシーラント用途にとって非常に有利であろう。従来の架橋剤、例え
ばメラミン／ホルムアルデヒド樹脂及びポリイソシアネート、に対して第二ヒドロキシル
基より高い反応性を示すポリエステルポリオールも、より低い温度での塗布に使用するた
めに有益であり、塗布中のエネルギーの有意な節約をもたらす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第４，５０８，８５３号
【特許文献２】国際公開第２００６／１１６４５６Ａ１号
【特許文献３】米国特許第６，３１６，６４３号
【特許文献４】米国特許第６，２５５，５０４号
【特許文献５】欧州特許第０９８４９１６Ｂ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　驚くべきことに、塗料にある一定の天然油由来ポリオールを使用することにより、結果
として、再生可能な資源を使用するばかりでなく、望ましい可撓性又は衝撃硬度並びに耐
加水分解及び溶剤性も有する塗料が得られる。該ポリオールは、シーラント及び結合剤に
おいても有用である。さらに、これらの天然油由来ポリオールは、約２５℃で液体であり
、溶剤中少なくとも約５０重量パーセント ポリオールの固体含有量で多くとも約１００
００センチポアズの粘度を有し、従って、高固形分塗料、接着剤及び結合剤に有用である
。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　１つの態様において、本発明は、（ａ）（１）少なくとも約５０パーセント第一ヒドロ
キシル基を有する、５から１００重量パーセントの少なくとも１つの天然油由来ポリオー
ルと（２）天然油由来ポリオールとは異なる、１００パーセントにするために十分な追加
のポリオールとを含む結合剤成分（ここで、該天然油由来ポリオールは、分子１個につき
平均で１．５から３個のヒドロキシル基、及び２００から５０００の当量(equivalent we
ight)を有する）；及び（ｂ）ヒドロキシル基に対して反応性の架橋成分を含む組成物を
含む。
【００１６】
　別の態様において、本発明は、基材の表面に対する塗料、接着剤、結合剤又はそれらの
組み合わせを製造するためのプロセスであり、このプロセスは、（ａ）組成物の結合剤成
分と架橋剤成分を混合して混合物を形成する段階（ここで、結合剤成分は、（１）少なく
とも約５０パーセント第一ヒドロキシル基を有する、５から１００重量パーセントの少な
くとも１つの天然油由来ポリオールと（２）天然油由来ポリオールとは異なる、１００パ
ーセントにするために十分な追加のポリオールとを含み、該天然油由来ポリオールは、分
子１個につき平均で１．５から３個のヒドロキシル基、及び２００から５０００の当量を
有する）；及び（ｂ）該混合物の層を該表面に塗布する段階を任意の順序で含む。
【００１７】
　さらに、本発明は、本発明の任意の組成物から調製される塗料、接着剤、結合剤及びそ
れらの組み合わせ、本発明のプロセスによって塗装される又は本発明の組成物を使用して
塗装される基材、それらの積層物質、並びに本発明の塗料、接着剤、結合剤又はそれらの
組み合わせを含む物質を含む。
【００１８】
　本明細書において用いる場合：
【００１９】
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　「ポリマー固形分」、「組成物固形分」、「固形レベル」又は「固体含有量」は、少な
くとも１つの成分がことによると固体ではなく液体であるときであっても、一切の溶剤を
除去した後の残りのポリマー又はポリマー組成物の百分率を意味する。固体含有量は、米
国連邦登録局（U. S. Office of Federal Register）、４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ　６０、
Ａｐｐｅｎｄｉｘ　Ａ、Ｍｅｔｈｏｄ　２４の手順に従って決定されている。
【００２０】
　「高固形分組成物」は、その組成物の総重量に基づく重量百分率で、５０パーセントよ
り高い、好ましくは少なくとも６０パーセント、より好ましくは少なくとも７０パーセン
トの固体含有量を有する組成物を意味する。
【００２１】
　「硬化する」又は「硬化」は、本明細書において用いる場合、ポリマー上の官能基（例
えば、ポリオール中のヒドロキシル基）と架橋剤（例えば、メラミン／ホルムアルデヒド
樹脂又はポリイソシアネート）の反応を意味する。
【００２２】
　用語「耐薬品性」は、ＡＳＴＭ　Ｄ１３０８の手順に従って測定されるその耐性を示す
ために用いる。その手順に示されているそれぞれの化学薬品又は染剤の数滴をその塗膜上
に置き、２４時間、時計皿をかぶせておく。２４時間後、その化学薬品又は染剤をその塗
膜から水で拭き取る。分解、離層、染色などの任意の形跡についてその塗膜を目視検査す
る。その塗膜を１（影響なし）から５（重度の染色、離層又は分解）として評定する。
【００２３】
　用語「耐溶剤性」は、ＡＳＴＭ　Ｄ５４０２の手順に従って測定されるその耐性を示す
ために用いる。メチルエチルケトンを使用して耐溶剤性を判定する。その皮膜の分解又は
離層が観察されるまでの二重摩擦（double rubs）の数を記録する。その塗膜に対する影
響が観察されなかった場合、２００二重摩擦でその試験を停止する。
【００２４】
　用語「耐加水分解性」又は「加水分解安定性」は、ＡＳＴＭ　Ｄ４５８５－９９ 制御
濃度を用いる塗膜の耐水性を試験するための実施基準（Standard Practice for Testing 
Water Resistance of Coating Using Controlled Condensation）の手順に従って測定さ
れるその耐性を示すために用いる。
【００２５】
　用語「耐酸腐食性」は、本明細書において後に詳細に説明する手順に従って測定される
その耐性を示すために用いる。
【００２６】
　用語「可撓性」は、ＡＳＴＭ　Ｄ２７９４の手順に従って測定される衝撃特性を示すた
めに用いる。
【００２７】
　用語「Ｔｇ」は、ガラス転移温度を意味するために用い、ＡＳＴＭ　Ｄ３４１８の手順
に従って測定される。
【００２８】
　用語「（メタ）アクリル」は、アクリル又はメタクリルを意味する。
【００２９】
　用語「ＮＣＯ指数」は、この用語がポリウレタン技術分野において一般に用いられてい
るとおり、イソシアネート指数を意味する。本明細書において用いる場合は、イソシアネ
ートの当量をイソシアネート反応性水素含有材料の総当量で割り、１００をかけたものと
して。別の方法で考えると、それは、百分率として与えられる、配合物中に存在するイソ
シアネート反応性水素原子に対するイソシアネート基の比率である。従って、イソシアネ
ート指数は、配合物に用いられているイソシアネート反応性水素の量と反応するために理
論上必要なイソシアネートの量に対する、配合物に実際に用いられているイソシアネート
の百分率を表す。
【００３０】
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　本明細書において用いる場合、「ポリオール」は、分子１個につき平均で１．０個より
多くのヒドロキシル基を有する有機分子を指す。
【００３１】
　用語「天然油ポリオール」（本明細書では、以後、ＮＯＰ）は、動物及び植物油、好ま
しくは植物油をはじめとする天然油から単離される、得られる又は製造される、ヒドロキ
シル基を有する化合物を指すために、本明細書では用いる。最適に使用される植物及び動
物油の例としては、大豆油、紅花油、亜麻仁油、トウモロコシ油、ヒマワリ油、オリーブ
油、カノーラ油、ごま油、綿実油、パーム油、菜種油、桐油、魚油、又はこれらのうちの
いずれかの油のブレンドが挙げられるが、それらに限定されない。或いは、任意の部分硬
化若しくはエポキシ化天然油又は遺伝子修飾天然油を使用して、所望のヒドロキシル含有
量を得ることができる。そのような油の例としては、高オレイン酸紅花油、高オレイン酸
大豆油、高オレイン酸落花生油、高オレイン酸ヒマワリ油（例えば、ＮｕＳｕｎ（商標）
ヒマワリ油）、高オレイン酸カノーラ油、及び高エルカ酸菜種油（例えば、Ｃｒｕｍｂｅ
油）が挙げられるが、それらに限定されない。天然油ポリオールは、例えば、Colvin et 
al., UTECH Asia, Low Cost Polyols from Natural Oils, Paper 36, 1995及び「Renewab
le raw materials-an important basis for urethane chemistry」：Urethane Technolog
y: vol. 14, No. 2, Apr./May 1997, Crain Communications 1997、国際公開第０１／０
４２２５号、国際公開第０４０／９６８８２号；国際公開第０４０／９６８８３号；米国
特許第６６８６４３５号、米国特許第６４３３１２１号、米国特許第４５０８８５３号、
米国特許第６１０７４０３号、米国特許公開第２００６００４１１５７号及び同第２００
４０２４２９１０号に開示されているように、当業者の知識の十分範囲内である。
【００３２】
　用語「天然油由来ポリオール」は、天然油から得られるＮＯＰ化合物を指すために本明
細書では用いる。例えば、天然油又はそれらからのイソシアネートを、空気又は酸素から
有機化合物（アミン及びアルコールを含む）にわたる化合物と反応させる。多くの場合、
天然油中の不飽和をヒドロキシル基に、又はポリオールが得られるようにヒドロキシル基
を有する化合物と後で反応させることができる基に、転化させる。そのような反応は、前
の段落の参考文献の中で論じられている。ポリオールである天然油、例えばヒマシ油は、
ＮＯＰ化合物であるが、天然油由来ポリオールとは区別することとする。
【００３３】
　用語「水酸基価」は、ポリマー、特にポリオール、の組成物中のヒドロキシル部分の濃
度を示す。水酸基価は、ｍｇ ＫＯＨ／（ポリオールのｇ）で表される。水酸基価は、ピ
リジン及び無水酢酸でのアセチル化によって決定され、その結果は、ＫＯＨ溶液での２回
の滴定間の差として得られる。従って、水酸基価は、１グラムのポリオールとアセチル化
によって化合させることができる無水酢酸を中和するであろう、ミリグラムでのＫＯＨの
重量と定義することができる。水酸基価が高いほど、組成物中のヒドロキシル部分の濃度
が高いことを示す。組成物についての水酸基価を決定する方法の説明は、当分野において
周知のテキストにおいて、例えば、Woods, G., The ICI Polyurethanes Book-2nd ed. (I
CI Polyurethanes, Netherlands, 1990)において見つけることができる。
【００３４】
　用語「官能価」、特に「ポリオール官能価」は、ポリオール中のヒドロキシル基の数を
指すために本明細書では用いる。
【００３５】
　本明細書におけるすべての百分率、好ましい量又は測定値、範囲及び終点は、包括的で
ある。すなわち、「約１０未満」は約１０を含む。従って、「少なくとも」は、「～より
大きい又は～に等しい」と等価であり、及び従って「多くとも」は、「～より少ない又は
～に等しい」と等価である。本明細書中の数は、述べている以上の精度を持たない。従っ
て、「１０５」は、少なくとも１０４．５から１０５．４９を含む。さらに、すべてのリ
ストは、そのリストの２つ又はそれ以上の構成員の組み合わせを含む。「少なくとも」、
「～より大きい」、「～より大きい又は～と等しい」と、又は類似に記述するパラメータ
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から、「多くとも」、「～以下」、「～未満」、「～より少ない又は～と等しい」と、又
は類似に記述するパラメータまでのすべての範囲は、それぞれのパラメータについて示さ
れている相対的な優先度に関係なく、好ましい範囲である。従って、最も好ましい上限と
併せて有利な低限を有する範囲が、本発明の実施に好ましい。すべての量、比率、割合及
び他の測定値は、別様に記載されていない限り重量によるものである。すべての百分率は
、別様に記載されていない限り、その実施による全組成物に基づく重量パーセントを指す
。別様に記載されていない限り、又は別様に不可能と当業者に認識されていない限り、本
明細書に記載するプロセスの段階は、場合により、本明細書においてそれらの段階を論じ
ている順序と異なる順序で行われる。さらに、場合により、段階は、別々に、同時に、又
はタイミングをオーバーラップさせて行われる。例えば、当分野において加熱及び混合の
ような段階は、多くの場合、時間の点で別々であり、同時であり、又は部分的にオーバー
ラップしている。別様に記載されていない限り、望ましくない作用を生じさせ得る要素、
材料又は段階が、それが許容されない程度に作用を生じさせないような量又は形態で存在
するとき、それは本発明の実施には実質的にないと見なす。さらに、用語「許容されない
」及び「許容不能に」は、業務用として有用であり得ることからのずれ、所定の状況にお
いて別様に有用であり得ることからのずれ、又は予め決められた限度（この限度は、特定
の状況及び用途に伴って変わり、並びに場合により、予め決められたこと、例えば作業明
細書、によって設定される）外を指すために用いる。当業者は、許容される限度が、装置
、条件、用途及び他の可変要素によって変わるが、それらが許容されるそれぞれの状況で
過度の実験を伴わずにそれらを決定できることを認識している。場合により、あるパラメ
ータの変動又はずれが、別の望ましい結果を達成するために許容されることがある。
【００３６】
　用語「含む（comprising）」は、「含む（including）」「含有する（containing）」
又は「～によって特徴づけられる（characterized by）」と同義であり、包括的又は変更
可能であり、並びに追加の、列挙されていない要素、材料又は段階を除外しない。用語「
から本質的に成る」は、指定されている要素、材料又は段階に加えて、列挙されていない
材料又は段階が、主題の少なくとも１つの基本的で新規の特徴に概念的に、物質的に受容
不可能な影響を及ぼさない量で、場合により存在することを示す。用語「からなる」は、
述べられている要素、材料又は段階のみが存在することを示す。
【００３７】
　本発明は、様々な塗装プロセス、例えば、塗装、静電塗装、ローラー塗布、浸漬被覆、
又ははけ塗りに適した組成物を含む。該組成物は、天然油由来ポリオール（結合剤成分）
及びそれに対して反応性の架橋剤成分を含む。
【００３８】
天然油由来ポリオール結合剤成分
　天然油由来ポリオールは、好ましくは、分子１個につき平均で少なくとも約１．５個の
ヒドロキシル基、好ましくは、分子１個につき平均で少なくとも約１．７５個、より好ま
しくは少なくとも約２個、且つ、有利には平均で多くとも約３個、好ましくは多くとも約
２．７５個、より好ましくは多くとも約２．６個のヒドロキシル基を有する。天然油由来
ポリオール又はその組み合わせのヒドロキシル基のうち、望ましくは少なくとも約５０、
有利には少なくとも約７５、さらに有利には少なくとも約８５、最も有利には少なくとも
約９０、好ましくは少なくとも約９５、より好ましくは少なくとも約９７、最も好ましく
は少なくとも約９９パーセントのヒドロキシル基は、第一ヒドロキシル基である。１００
パーセントの第一ヒドロキシル基が最も好ましいので、上限はない。天然油由来ポリオー
ルのヒドロキシル当量は、好ましくは少なくとも約２００、より好ましくは少なくとも約
４００、最も好ましくは少なくとも約６００、且つ、好ましくは多くとも約５０００、よ
り好ましくは多くとも約１５００、最も好ましくは多くとも約１０００である。これらの
好ましい構造又はそれらの組み合わせを有する天然油由来ポリオールは、本発明の実施の
際、適切に、単独で使用されるか、他のポリオールとブレンドされる。
【００３９】
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　国際公開第０４／０９６８８２号及び国際公開第０４／０９６８８３号に開示されてい
るポリオールが最も好ましい。これらは、活性水素を有する開始剤、例えばポリオール若
しくはポリアミン、アミノアルコール又はそれらの混合物と、不飽和脂肪酸又はエステル
のヒドロホルミル化、それに続く、得られたホルミル基の少なくとも一部の水素化といっ
たプロセスによって調製される植物油系モノマーとの反応生成物である。そのようなポリ
オールを、本明細書では以後、それらが国際公開第０４／０９６８８２号にあるように「
植物油系ポリオール」（「ＶＯＢポリオール」）と、又は「開始脂肪酸ポリエステルアル
コール」と呼ぶ。場合により、ＶＯＢポリオールは、他の天然油由来ポリオールとの混合
物で使用され、ここで、そのＶＯＢポリオールは、使用される天然油ポリオールの望まし
くは少なくとも約５０、有利には少なくとも約７５、さらに有利には少なくとも約８５、
最も有利には少なくとも約９０、好ましくは少なくとも約９５、より好ましくは少なくと
も約９７、最も好ましくは少なくとも約９９重量パーセントである。
【００４０】
　本発明の実施の際に好ましい開始脂肪酸ポリエステルアルコールを製造する際、ヒドロ
キシメチル含有ポリエステルポリオールは、１２～２６個の炭素原子を有するヒドロキシ
メチル基含有脂肪酸、又はそうしたヒドロキシメチル化脂肪酸のエステルと、平均で少な
くとも２個のヒドロキシル、第一アミン及び／又は第二アミン基／分子を有するポリオー
ル、ヒドロキシルアミン又はポリアミン開始剤化合物とを反応させることによって、適便
に調製される。出発原料の割合及び反応条件は、得られたヒドロキシメチル含有ポリエス
テルポリオールが、開始剤化合物中のヒドロキシル、第一アミン及び第二アミン基それぞ
れについてヒドロキシメチル基含有脂肪酸又はそのエステルから得られる繰り返し単位を
平均で少なくとも１．３個含有し、且つ、そのヒドロキシメチル含有ポリエステルポリオ
ールが、少なくとも４００で１５，０００以下の当量を有するように選択される。該ヒド
ロキシメチル含有ポリエステルポリオールは、有利には、次の平均構造（構造式１）：
　１．　[Ｈ－Ｘ]（ｎ－ｐ）－Ｒ－[Ｘ－Ｚ]ｐ　　　（Ｉ）
を有する化合物の混合物であり、この式中、Ｒは、ｎ個のヒドロキシル及び／又は第一若
しくは第二アミン基を有する開始剤化合物の残基であり、ここでｎは、少なくとも２であ
り；それぞれのＸは、独立して、－Ｏ－、－ＮＨ－、又は－ＮＲ’－であり、ここで、Ｒ
’は、不活性置換アルキル、アリール、シクロアルキル又はアラルキル基であり、ｐは、
ヒドロキシメチル含有ポリエステルポリオール分子１個あたりの［Ｘ－Ｚ］基の平均数を
表す、１からｎの数であり、Ｚは、脂肪酸の残基を含む直鎖又は分岐鎖である。「不活性
置換」基は、イソシアネート基と反応しない基、及びヒドロキシメチル基含有ポリエステ
ルポリオールの調製中に副反応に別様に関与しない基である。そのような不活性置換基の
例としては、例えば、アリール、シクロアルキル、シリル、ハロゲン（特に、フッ素、塩
素又は臭素）、ニトロ、エーテル及びエスエルが挙げられる。
【００４１】
　式Ｉにおいて、ｎは、好ましくは２～８、より好ましくは２～６、さらにいっそう好ま
しくは２～５、及び特に約３～５である。それぞれのＸは、好ましくは、－Ｏ－である。
ヒドロキシメチル化ポリオール分子１個あたりの脂肪酸残基の総平均数は、ｎの値の好ま
しくは少なくとも１．５倍、例えば、ｎの値の１．５から１０倍、ｎの値の２から１０倍
又はｎの値の２から５倍である。
【００４２】
　構造式Ｉのヒドロキシメチル含有ポリエステルポリオールは、少なくとも１つの構成脂
肪酸鎖中に１つ又はそれ以上の炭素－炭素二重結合を含有する植物又は動物脂肪から多段
階プロセスで調製することができる。適切な脂肪としては、例えば、ニワトリ脂肪、カノ
ーラ油、柑橘類種子油、カカオ脂、トウモロコシ油、綿実油、ラード、亜麻仁油、オート
麦油、オリーブ油、パーム油、落花生油、菜種油、米ぬか油、紅花油、ごま油、大豆油、
ヒマワリ油、又は牛脂が挙げられる。
【００４３】
　該植物又は動物油を、適便には、先ず、低級アルカノール、特にメタノール又はエタノ
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ール、とのエステル交換反応に付して、構成脂肪酸のアルキルエステルを生成する。所望
される場合には、得られたアルキルエステルを対応する脂肪酸に場合により加水分解する
が、この段階は、通常、必要でなく、望ましくない。それらのアルキルエステル（又は脂
肪酸）を、適便には、一酸化炭素と水素の反応によってヒドロホルミル化する。これによ
って、その脂肪酸鎖の炭素－炭素不飽和部位に－ＣＨＯ基が導入される。適切なヒドロホ
ルミル化法は、例えば、米国特許第４，７３１，４８６号及び同第４，６３３，０２１に
、並びに２００３年４月２５日に出願された米国特許仮出願６０／４６５，６６３に記載
されており、すべて参照により本明細書に援用されている。いくつかの脂肪酸基は、多数
の炭素－炭素二重結合部位も含有する。そのような場合、該ヒドロホルミル化反応によっ
て、二重結合部位のすべてに－ＣＨＯ基が導入されないことがある。置換基水素化段階は
、その－ＣＨＯ基をヒドロキシメチル（－ＣＨ２ＯＨ）基に転化させ、同時に、残りの炭
素－炭素結合を水素化して本質的にすべての炭素－炭素不飽和を除去する。その後、その
得られたヒドロメチル化脂肪酸混合物を、開始剤化合物と反応させ、水又は低級アルカノ
ールを除去してポリエステルポリオールを形成する。
【００４４】
　該開始剤は、２個又はそれ以上のヒドロキシル、第一アミン又は第二アミン基を含有し
、及びポリオール、アルカノールアミン又はポリアミンであり得る。該開始剤は、好まし
くは、分子１個につき少なくとも約１個のヒドロキシル又はアミン基、最も好ましくは少
なくとも約２個、且つ、多くとも約６個、より好ましくは多くとも約４個、最も好ましく
は３個のヒドロキシル又はアミン基を有する。特に興味深い開始剤は、好ましくは少なく
とも約３２、より好ましくは少なくとも約１１６、最も好ましくは少なくとも５５０、且
つ、好ましくは多くとも約５０００、より好ましくは多くとも約１００００、最も好まし
くは少なくとも約１０００ダルトンの分子量を有する、低分子量ポリオールである。その
ような低分子量開始剤としては、エチレングリコール、１，２－及び１，３－プロピレン
グリコール、１，４－及び２，３－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，８
－オクタンジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール、２－メチ
ル－１，３－プロパンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘ
キサントリオール、１，２，４－ブタントリオール、トリメチロールエタン、ペンタエリ
トリトール、キニトール、マンニトール、ソルビトール、メチルグリコシド、ジエチレン
グリコール、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、及びブチレングリコールが挙げられる。ポリエーテルポリオール開始剤は有用であ
るが、好ましくはなく、それらとしては、２～８、特に２～４個のヒドロキシル基／分子
及び約１５０～３０００、特に２００～１０００の分子量を有する、エチレンオキシド及
び／又はプロピレンオキシドのポリマーが挙げられる。特に望ましい特性を有するその得
られた天然油由来ポリオールは、ヒドロキシメチル脂肪酸エステル１個につき平均で少な
くとも約０．５個、より好ましくは少なくとも約０．７５個、最も好ましくは少なくとも
約１．０個、且つ、好ましくは多くとも約２個、より好ましくは多くとも約１．７５個、
最も好ましく少なくとも約１．５個のヒドロキシメチル基を有するヒドロキシメチル基含
有脂肪酸アルキルエステル組成物を反応させることによって調製される。
【００４５】
　前述のプロセスで製造されたヒドロキシメチル含有脂肪酸は、ヒドロキシメチル基を有
さない材料と、１、２又は３個のヒドロキシメチル基を有する材料の混合物である傾向が
ある。２及び３個のヒドロキシメチル基を有する材料の割合は、典型的には、２つ及び３
つの炭素－炭素二重結合を含有する出発脂肪酸（又はアルキルエステル）の割合より多少
低い。ヒドロキシメチル化反応は、ストリンジェントな反応条件を用いない限り、すべて
の炭素－炭素二重結合にわたって起こらないことが多いからである。ヒドロキシメチル化
されていない炭素－炭素二重結合が、一般に、水素化されることとなる。
【００４６】
　そのようなヒドロキシメチル含有ポリエステルポリオールの調製方法の詳細は、国際公
開第２００４／０９６８８２号に記載されており、これは、当分野におけるその技術を例
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証しており、また法律によって許される程度に本明細書に援用されている。
【００４７】
　そのように製造されたヒドロキシメチル含有ポリエステルポリオールは、一般に、いく
つかの未反応開始剤化合物を含有し、及び未反応ヒドロキシメチル脂肪酸（又はエスエル
）を含有する場合もある。開始剤化合物は、該脂肪酸（又はエステル）と一官能基的に又
は二官能基的にしか反応しないことが多く、得られたポリエステルポリオールは、その開
始剤化合物の残基に直接結合している遊離ヒドロキシル又はアミノ基を含有することが多
い。
【００４８】
　天然油由来ポリオール又はその組み合わせは、場合により、天然油由来ポリオールとは
異なる１つ又はそれ以上のポリオールと共に使用される。該天然油由来ポリオールとは異
なるポリオールは、適切には、当分野における技術の範囲内の任意のポリオールであり、
本明細書では、追加の又は従来のポリオールと呼ぶ。好ましい追加のポリオールは、少な
くとも２個のヒドロキシル官能基を有するアクリルポリオールである。場合により、該ア
クリルポリオールは、ヒドロキシル基を含有する重合性不飽和モノマーのポリマー、又は
これらのモノマーの１つ又はそれ以上と他のα，β－不飽和モノマーとのポリマーであり
、それぞれ、適切に選択された条件下でのラジカル重合によって得られる。該他のα，β
－不飽和モノマーの例としては、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルア
クリレート、エチルメタクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、ｎ－プロピルメタクリ
レート、イソプロピルアクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチルアクリレ
ート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタクリレート
、ｓ－ブチルアクリレート、ｓ－ブチルメタクリレート、シクロヘキシルアクリレート、
シクロヘキシルメタクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシル
メタクリレート、ステアリルアクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルアクリ
レート、ラウリルメタクリレート、スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－ビニルトルエン
、アクリロニトリル、又はそれらの組み合わせが挙げられる。
【００４９】
　特に有用なヒドロキシル含有（メタ）アクリルポリマーは、少なくとも約５００、好ま
しくは少なくとも約１０００、より好ましくは少なくとも約１５００、最も好ましくは少
なくとも約２０００、且つ、多くとも約５０００、好ましくは多くとも約１００００、よ
り好ましくは多くとも約２００００、最も好ましくは多くとも約１０００００の数平均分
子量、及び少なくとも約－５０、好ましくは少なくとも約－２５、より好ましくは少なく
とも約－１０、最も好ましくは少なくとも約０、且つ、高くても約３０、好ましくは高く
ても約５０、より好ましくは高くても７５、最も好ましくは高くても約１００℃のＴｇを
有する。好ましくは、それらは、代表的なアクリルモノマー、例えば、そのアルキル基に
１から１８個の炭素原子を有するアルキル（メタ）アクリレートモノマー、とヒドロキシ
官能性モノマー、例えば、そのアルキル基に１から４個の炭素原子を有するヒドロキシア
ルキル（メタ）アクリレート、との重合生成物である。場合により、該ヒドロキシ含有（
メタ）アクリルポリマーは、エチレン重合シラン、例えばトリメトキシプロピルシリルメ
タクリレート；又はｔ－ブチルアミノエチルメタクリレートを含む、モノマー混合物から
重合される。他の適切なアクリルポリマーのいくつかは、米国特許第６，２２１，４９４
号のカラム５にも列挙されており、これは、当分野におけるその技術を例証しており、ま
た法律によって許される程度に本明細書に援用されている。
【００５０】
　天然油由来ポリオールと併用することができる他のポリオールとしては、ポリエステル
ポリオールが挙げられる。これらのポリエステルポリオールとしては、ポリオール、好ま
しくはジオールと、ポリカルボン酸又はそれらの無水物、好ましくは、ジカルボン酸又は
ジカルボン酸無水物との反応生成物が挙げられる。該ポリカルボン酸又は無水物は、場合
により、脂肪族、脂環式、芳香族及び／又は複素環式であり、並びに場合により、例えば
ハロゲン原子で、置換されている。該ポリカルボン酸は、場合により、飽和されており又
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は不飽和である。これらのポリカルボン酸の例としては、コハク酸、アジピン酸、テレフ
タル酸、イソフタル酸、トリメリット酸無水物、フタル酸無水物、マレイン酸、マレイン
酸無水物及びフマル酸が挙げられる。ポリエステルポリオールの製造に使用されるポリオ
ールは、好ましくは、１５０又はそれ以下の当量を有し、それらとしては、エチレングリ
コール、１，２－及び１，３－プロピレングリコール、１，４－及び２，３－ブタンジオ
ール、１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタンジオール、ネオペンチルグリコール
、シクロヘキサンジメタノール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、グリセリン、
トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘキサントリオール、１，２，４－ブタントリオ
ール、トリメチロールエタン、ペンタエリトリトール、キニトール、マンニトール、ソル
ビトール、メチルグリコシド、ジエチレングリコール、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、及びジブチレングリコールが挙げられる
。Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｔｏｎｅ」で販
売されているものなどのポリカプロラクトンポリオールも有用である。有利には、本発明
の結合剤として天然油由来ポリオールと併用されるポリエステルポリオールは、約４００
から２０，０００にわたる数平均分子量（Ｍｎ）、及び－５０℃から＋１００℃の範囲の
Ｔｇを有する。本発明の実施の際に使用されるポリエステルポリオールは、好ましくは少
なくとも約２、且つ、好ましくは多くとも約１０、より好ましくは多くとも約６、最も好
ましくは多くとも約４のヒドロキシル基の平均数を有する。これらのヒドロキシル基のう
ち、平均で少なくとも１個、好ましくは少なくとも約２個、且つ、好ましくは多くとも約
４個が、第一ヒドロキシル基である。他の適切なポリエステルのいくつかは、米国特許第
６，２２１，４９４号のカラム５及び６にも列挙されており、これは、当分野におけるそ
の技術を例証しており、また法律によって許される程度に本明細書に援用されている。
【００５１】
　天然油由来ポリオールと併用することができる追加のポリオールとしては、ポリカーボ
ネートポリオール、ポリウレタンポリオール、ポリエーテルポリオール及び当分野におけ
る技術の範囲内の他のポリオールを含む、すべての従来のポリオールも挙げられる。該ポ
リエーテルポリオールは、有利には、１個又はそれ以上のアルキレンオキシド、例えば、
エチレンオキシド、プロピレンオキシド及び１，２－ブチレンオキシド、又はそのような
アルキレンオキシドの混合物、のポリマーである。好ましいポリエーテルは、ポリプロピ
レンオキシド、又はプロピレンオキシドとエチレンオキシドの混合物のポリマーである。
任意の従来のポリオールが適切に使用されるが、好ましいポリオールは、脂肪族ポリオー
ル、より好ましくはポリエステルポリオール、最も好ましくはアクリルポリオールである
ものである。該天然油由来ポリオールが、場合により、天然油由来ポリオールの混合物で
あり、及び独立して、追加のポリオールが、１つ若しくはそれ以上のポリオール若しくは
ポリオールのタイプ、又はそれらの混合物であることは、当業者には理解される。
【００５２】
　本発明のために、本発明の実施の際に使用するための塗料を製造するために使用される
ポリオール又はポリオールの組み合わせを天然油由来ポリオール組成物と呼ぶ。
【００５３】
　該天然油由来ポリオール組成物としては、塗料の結合成分として少なくとも１つの他の
ポリオールを伴う少なくとも１つの天然油由来ポリオールが挙げられる。そのようなブレ
ンドを使用するとき、その天然油由来ポリオールは、その組成物中のその又はそれらの他
のポリオールと混和性であることが非常に好ましい。溶解度パラメータは、２つの純粋な
物質の混和性を判定する際に有用な熱力学的性質である。２つの物質の混合のエンタルピ
ー（ΔＨｍ）は、ヒルデブランド（Hildebrand）の式（式１）によって概算することがで
きる。ヒルデブランドの式は、２つの物質の溶解度パラメータ（δ）及び２つの物質の体
積分率（Φ）を用いてΔＨｍを概算する。
　　ΔＨｍ＝Φ１Φ２Ｖ（δ１－δ２）２　　　　　（方程式１）
【００５４】
　方程式１に基づき、２つの物質間の混和性に理想的な状況は、それら２つの物質が、Δ
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Ｈｍ＝０のように、同じ溶解度パラメータを有するときに発生する。パラメータは、揮発
性物質（例えば、溶剤）についてはその蒸発熱から容易に決定できるが、より高分子量の
ポリマー（例えば、天然油由来ポリオール）については、その低い揮発性のため、このプ
ロセスはあてはまらない。ポリマーの溶解度パラメータは、文献に記載されている多数の
技法、例えば、そのポリマーのわずかに架橋した網の最大膨潤を生じさせる溶剤を見つけ
ること、溶媒に溶解したポリマーの固有粘度をその溶剤の溶解度パラメータの関数として
測定すること、又は逆相高圧液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）法によって決定するこ
とができる。その代替方法は、群モル引力定数からの溶解度パラメータの計算である。天
然油由来ポリオールについての溶解度パラメータは、方程式２を用いるホイ(Hoy)により
開発された方法によって計算される。
　　δτ＝（ΣＦτ＋１３５．１）／ＶＭ　　　（方程式２）
この式中、ΣＦτは、すべての群モル凝集定数（Ｆτ）の合計であり、ＶＭは、モル体積
（密度で割った分子量）である。ホイは、メタ（アクリル）ポリマーの溶解度を計算する
ための方法も開発した。これらの方法は、三次元溶解度パラメータを計算する方法（方程
式３）と共に文献に記載されている（Hoy, J. Paint Technology, 1970, p.76及びHoy, T
ables of Solubility Parameters, Union Carbide Corporation, 1969 and 1975、並びに
Guner, European Polymer Journal, 2004, p.1587参照）。
　　δτ＝（δ２

Ｈ－結合＋δ２
極性＋δ２

非極性）１／２　　　　（方程式３）
この式中、δＨ－結合は、水素結合溶解度パラメータであり、δ極性は、極性溶解度パラ
メータであり、及びδ非極性は、非極性溶解度パラメータである。
【００５５】
　様々な（メタ）アクリルポリオール及び天然油由来ポリオールの計算溶解度パラメータ
を、本明細書中の表１及び２にそれぞれまとめる。一定の（メタ）アクリルポリマーは、
本発明の実施の際に使用される天然油由来ポリオールとの併用に特に有用であることが、
本発明の実施中に判明した。これらの（メタ）アクリルポリマーと天然油由来ポリオール
は、それらの計算した全ホイ溶解度パラメータ（前に説明したとおり）が多くとも約１．
５、有利には多くとも約１．０、好ましくは多くとも約０．７５、より好ましくは多くと
も約０．５、最も好ましくは多くとも約０であるとき、混和性である。該溶解度パラメー
タの三次元成分（前に説明したとおり）の差は、多くとも約１．０．好ましくは多くとも
約０．７５、より好ましくは多くとも約０．５、最も好ましくは多くとも約０である。２
つより多くのポリオールを使用する場合、天然油由来ポリオールの組み合わせ、追加のポ
リオール又はそれらの組み合わせそれぞれの有利には少なくとも約５０、さらに有利には
少なくとも約６０、最も有利には少なくとも約７０、好ましくは少なくとも約８０、より
好ましくは少なくとも約９０、最も好ましくは少なくとも約９５、及び理想的には１００
パーセントが、独立して、溶解度パラメータのこれらの好ましい範囲の１つ又はそれ以上
の範囲内にある。さらに、該結合剤成分が、少なくとも１つの天然油由来ポリオール及び
他のポリオール（天然油由来ポリオール、追加のポリオール又は両方の組み合わせであり
得る）を含む場合、より好ましくは、その結合剤成分の約５重量パーセントより多い量で
存在する該他のポリオールのそれぞれが、その天然油由来ポリオールのものとは有利には
多くとも約１．５単位、さらに有利には多くとも約１．０、好ましくは多くとも約０．７
５、より好ましくは多くとも約０．５及び最も好ましくは多くとも約０単位異なる計算ホ
イ溶解度パラメータを有する。より好ましくは、ホイ溶解度パラメータの差を測定する天
然油由来ポリオールは、存在する任意の他の天然油由来ポリオールの量より多い又はそれ
に等しい量で存在する天然油ポリオールであり、最も好ましくは、それは、存在する全天
然油由来ポリオールの５０重量パーセントより多い。
【００５６】
　本発明の新規組成物は、結合剤成分及び架橋成分を含む。該結合剤成分は、少なくとも
約５重量パーセント、好ましくは少なくとも約２０、より好ましくは少なくとも約４０、
最も好ましくは少なくとも約６０パーセント、且つ、多くとも１００パーセント、好まし
くは多くとも約９０、より好ましくは多くとも約８０、最も好ましくは多くとも約７０パ
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ーセントの天然油由来ポリオールを含み、該百分率は、その組成物中の結合剤成分の総重
量に基づく重量百分率である。溶剤又は他の液体媒質若しくは担体も場合により存在する
が、反応して塗料の一部となる化合物のみを含む用語「結合剤成分」には含まれない。
【００５７】
架橋成分
【００５８】
　本発明の組成物は、アミノプラスト樹脂、ポリイソシアネート、フェノール樹脂、脂環
式エポキシド又はそれらの組み合わせなどのポリマー、最も好ましくは、少なくとも２つ
の反応性イソシアネート基を有する少なくとも１つのポリイソシアネート、少なくとも１
つのメラミンホルムアルデヒド樹脂及びそれらの組み合わせからなる群より選択されるポ
リマーを形成するために結合剤成分中のポリオール（単数又は複数）上のヒドロキシル基
に対して反応性である、適切な任意の化合物又は化合物の組み合わせである、架橋成分を
含む。
【００５９】
　ポリイソシアネートは、分子１個につき平均で、少なくとも２個、平均で好ましくは少
なくとも約２．５個、より好ましくは少なくとも約２．７個、最も好ましくは少なくとも
約３個、且つ、多くとも約４個、好ましくは多くとも約３．７５個、より好ましくは多く
とも約３．５０個、最も好ましくは多くとも約３．２５個のイソシアネート官能基を有す
る。典型的に、該組成物は、少なくとも約０．９０、好ましくは少なくとも約０．９５、
より好ましくは少なくとも約１．０、最も好ましくは少なくとも約１．０５から多くとも
約１．１０である、全ポリオールのヒドロキシル基に対する架橋剤成分中のポリイソシア
ネート上のイソシアネート基のモル比を有する。
【００６０】
　適切なポリイソシアネートの例としては、イソシアヌレート構造単位、例えば、ヘキサ
メチレンジイソシアネートのシアヌレート、イソホロンジイソシアネートのイソシアヌレ
ート、１，３－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）のイソシアヌレート、１，４
－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）のイソシアヌレート、及び１，３－シクロ
ヘキサンビス（イソシアナトメチル）と１，４－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチ
ル）の混合物のイソシアヌレート；２分子のイソシアネート、例えば、ヘキサメチレンジ
イソシアネートの付加体；ヘキサメチレンジイソシアネートのウレチジオン；イソホロン
ジイソシアネートのウレチジオン又はイソホロンジイソシアネート；メタ－テトラメチル
キシリレンジイソシアネートのイソシアヌレート；並びにジオール、例えばエチレングリ
コール、を有するポリイソシアネートはじめとする、芳香族、脂肪族又は脂環式ジ－、ト
リ－又はテトラ－イソシアネートが挙げられる。
【００６１】
　適切なポリイソシアネートの追加の例としては、１，２－プロピレンジイソシアネート
、トリメチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、２，３－ブチレン
ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、オクタメチレンジイソシアネート
、２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、２，４，４－トリメチルヘ
キサメチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、オメガ，オメガ－ジ
プロピルエーテルジイソシアネート、１，３－シクロペンタンジイソシアネート、１，２
－シクロヘキサンジイソシアネート、１，４－シクロヘキサンジイソシアネート、イソホ
ロンジイソシアネート、１，３－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）、１，４－
シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）、１，３－シクロヘキサンビス（イソシアナ
トメチル）と１，４－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）の混合物、４－メチル
－１，３－ジイソシアナトシクロヘキサン、トランス－ビニリデン－ジイソシアネート、
ジシクロヘキシルメタン－４，４－［プライム］－ジイソシアネート、３，３－［プライ
ム］－ジメチルジシクロヘキシルメタン４，４［プライム］－ジイソシアネート、トルエ
ンジイソシアネート、１，３－ビス（１－イソシアナト１－メチルエチル）ベンゼン、１
，４－ビス（１－イソシアナト－１－メチルエチル）ベンゼン、１，３－ビス（イソシア
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ナトメチル）ベンゼン、キシレンジイソシアネート、１，５－ジメチル－２，４－ビス（
イソシアナトメチル）ベンゼン、１，５－ジメチル－２，４－ビス（２－イソシアナトエ
チル）ベンゼン、１，３，５－トリエチル－２，４－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼ
ン、４，４［プライム］－ジイソシアナトジフェニル、３，３［プライム］－ジクロロ－
４，４［プライム］－ジイソシアナトジフェニル、３，３［プライム］－ジフェニル－４
，４［プライム］－ジイソシアナトジフェニル、３，３［プライム］－ジメトキシ－４，
４［プライム］－ジイソシアナトジフェニル、４，４［プライム］－ジイソシアナトジフ
ェニルメタン、３，３［プライム］－ジメチル－４，４［プライム］－ジイソシアナトジ
フェニルメタン、ジイソシアナトフタレン、シアヌレート構造単位を有するポリイソシア
ネート、２分子のジイソシアネート、例えばヘキサメチレンジイソシアネート又はイソホ
ロンジイソシアネート、とジオール、例えばエチレングリコール、の付加体、３分子のヘ
キサメチレンジイソシアネートと１分子の水の付加体（ペンシルバニア州、ピッツバーグ
のＢａｙｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商標Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（商標）Ｎで入手可能
）、１分子のトリメチロールプロパンと３分子のトルエンジイソシアネートの付加体（Ｂ
ａｙｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商標Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（商標）Ｌで入手可能）、
１分子のトリメチロールプロパンと３分子のイソホロンジイソシアネートの付加体、１，
３，５－トリイソシアナトベンゼン及び２，４，６－トリイソシアナトトルエンなどの化
合物、並びに１分子のペンタエリトリトールと４分子のトルエンジイソシアネートの付加
体が挙げられる。
【００６２】
　ポリイソシアネートのイソシアネート官能基は、ワンパック組成物における時期尚早の
架橋を防止するために単量体アルコールで場合によりキャップされる。いくつかの適切な
単量体アルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、イソ
プロパノール、イソブタノール、ヘキサノール、２－エチルヘキサノール及びシクロヘキ
サノールが挙げられる。
【００６３】
　唯一の架橋剤成分として用いるとき、イソシアネート又はその組み合わせは、水酸基価
によって決定されるような結合成分中のポリオール（単数又は複数）上のヒドロキシル基
の好ましくは約０．９５、より好ましくは少なくとも約０．９９、最も好ましくは少なく
とも約１．０、且つ、多くとも約１．１０、好ましくは多くとも約１．０５、より好まし
くは多くとも１．０３、最も好ましくは多くとも約１．０１の化学量論量に相当する量で
存在する。
【００６４】
　クリアコート組成物又は着色モノ－コート又はベースコート組成物は、場合により、結
合剤成分として少なくとも１つの天然由来ポリオール及び架橋成分として少なくとも１つ
のポリイソシアネートを使用して配合される。
【００６５】
　或いは、該架橋成分は、少なくとも１つのアミノプラストを含む。アミノプラスとして
は、例えば、アルコキシメラミン、メラミン－ホルムアルデヒド、尿素－ホルムアルデヒ
ド、アルキル化ベンゾグアナミン（benzoquaniamines）、グアニル尿素、グアニジエン、
ビグアニジン、例えばヘキサメトキシメチルメラミン、メチル化メラミン、ブチル化メラ
ミン、及びブチル化尿素が挙げられる。本出願では、アミノプラストの例示的なものとし
て、メラミンホルムアルデヒド樹脂を使用している。従って、他のアミノプラストは、同
様に使用されるだろう。一般にはメラミンと呼ばれるメラミンホルムアルデヒド樹脂は、
モノメリック若しくはポリメリックメラミン又はそれらの組み合わせを含む。アルコキシ
モノメリックメラミンが好ましい。
【００６６】
　本発明に関連して、用語「アルコキシモノメリックメラミン」は、トリアジン核１個に
つき、Ｃ１～Ｃ５一価アルコール、例えばメタノール、ｎ－ブタノール又はイソブタノー
ル、でエーテル化されたメチロール基を平均で３個又はそれ以上含有し、且つ、２以下、
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好ましくは約１．１から約１．８の範囲の平均縮合度を有し、且つ、約５０重量パーセン
ト以上の単核種の割合を有する、低分子量メラミンを意味する。該ポリメリックメラミン
は、１．９より大きい平均重合度を有する。
【００６７】
　そのような適切なモノメリックメラミンのいくつかは、高アルキル化メラミン、例えば
、メチル化、ブチル化、イソブチル化メラミン及びそれらの混合物が挙げられる。さらに
特にヘキサメチロールメラミン、トリメチロールメラミン、部分的にメチル化したヘキサ
メチロールメラミン、及びペンタメトキシメチルメラミンが好ましい。ヘキサメチロール
メラミン及び部分的にメチル化したヘキサメチロールメラミンがより好ましく、ヘキサメ
チロールメラミンが最も好ましい。
【００６８】
　これらの適切なモノメリックメラミンの多くが市販されている。例えば、ニュージャー
ジー州、ウェストパターソンのＣｙｔｅｃｈ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．は、Ｃｙ
ｍｅｌ（商標）３０１（１．５の重合度、９５パーセント メチル及び５パーセント メチ
ロール）、Ｃｙｍｅｌ（商標）３５０（１．６の重合度、８４パーセント メチル及び１
６パーセント メチロール）、３０３、３２５、３２７及び３７０、これらはすべてモノ
メリックメラミンである。適切なポリメリックメラミンとしては、ミズーリ州、セントル
イスのＳｏｌｕｔｉａ　Ｉｎｃ．によって供給されているＲｅｓｉｍｅｎｅ（商標）ＢＭ
Ｐ５５０３（分子量６９０、１．９８の多分散度、５６パーセント ブチル、４４パーセ
ント アミノ）、又はニュージャージー州、ウェストパターソンのＣｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕ
ｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．によって供給されているＣｙｍｅｌ（商標）１１５８が挙げられ
る。
【００６９】
　Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．は、８０パーセント固形分のＣｙｍｅｌ
（商標）１１３０（２．５の重合度）、及びＣｙｍｅｌ（商標）１１３３（４８パーセン
ト メチル、４パーセント メチロール及び４８パーセント ブチル）も供給しており、こ
れらは両方ともポリメリックメラミンである。
【００７０】
　少なくとも１つのメラミンホルムアルデヒド樹脂又は他のアミノプラストが架橋成分で
ある組成物、その組成物は、少なくとも約１０、好ましくは少なくとも約１５、より好ま
しくは少なくとも約２０、最も好ましくは少なくとも約３０、且つ、多くとも約５０、好
ましくは多くとも約４５、より好ましくは多くとも約４０、最も好ましくは多くとも約３
５パーセントのメラミンホルムアルデヒド又はアミノプラスト樹脂を含有する（すべての
百分率は、その結合剤及び架橋成分固形分の総重量に基づく重量百分率である）。
【００７１】
　或いは、当分野における技術の範囲内の他の架橋成分を使用する。これらには、フェノ
ール樹脂及び脂環式エポキシドなどがある。
【００７２】
　フェノール系架橋剤は、可溶性、熱反応性フェノール又はレゾール、例えば、T. S. Ca
rswell, Phenoplasts, pages 9-29, lnterscience Publishers Inc., New York (1947)及
びJ. A. Brydson, Plastics Materials, pages 385-386, D. Van Nostrand Co. Inc., Ne
w Jersey (1966)に記載されているものである。そのような熱反応性フェノール樹脂は、
一般に、様々なフェノールと過剰のホルムアルデヒドを塩基性条件下で反応させることに
よって製造される。熱反応性フェノール樹脂の例示的なものは、メチル化フェノール－ホ
ルムアルデヒド、ブチル化フェノール－ホルムアルデヒド及びクレゾール－ホルムアルデ
ヒドをはじめとするアルキル化フェノール－ホルムアルデヒド及びアルキル化クレゾール
－ホルムアルデヒドのモノマー及びポリマー、並びにフェノール、プロピルフェノール、
ブチルフェノール、アミルフェノール及び高級炭化水素フェノール、ｏ－、ｍ－及びｐ－
クレゾール、及びキシレノールとホルムアルデヒドとを適切な触媒、例えばアンモニア、
エチルアミン、トリエチルアミン、の存在下で反応させることによって製造された様々な
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熱反応性フェノール樹脂、並びに熱反応性フェノール樹脂の製造に関する技術分野におい
て公知である他のフェノール樹脂である。
【００７３】
　架橋剤として有用である脂環式エポキシドの例示的なものは、分子１個につき平均で２
個又はそれ以上のエポキシドを有するもの、例えば、３，４－エポキシシクロヘキシルメ
チル３，４－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、３，４－エポキシ－１－メチル
－シクロヘキシルメチル３，４－エポキシ－１－メチルシクロヘキサンカルボキシレート
、６－メチル－３，４－エポキシシクロヘキシルメチル６－メチル－３，４－シクロヘキ
サンカルボキシレート、米国特許第２，８９０，１９４号に記載されている化合物；ビス
（３，４－エポキシシクロ－ヘキシルメチル）オキシレート、ビス（３，４－エポキシシ
クロヘキシルメチル）－アジペート、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）ピ
メレート、ビス（３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシルメチル）、米国特許第２
，７５０，３９５号に記載されている化合物；３，４－エポキシシクロへキシル－５，５
－スピロ－３，４－エポキシ）シクロヘキサン－ｍ－ジオキサン、及び米国特許第３，３
１８，８２２号に記載されているような化合物；シクロペンタジエンジエポキシド、シク
ロヘキサンジエポキシド、並びにリモネンジエポキシドである。所望される場合には、該
配合物は、少量の脂環式モノエポキシド、例えば、リモネンモノエポキシド、ビニルシク
ロヘキセンモノエポキシド、アルファ－ピネンモノエポキシド、ノルボルネンモノエポキ
シド、シクロヘキセンモノエポキシド、並びにテトラヒドロベンジルアルコールのアルコ
キシル化及び／又はラクトン誘導体の３，４－エポキシ誘導体を含有することがある。芳
香族エポキシド、例えばビスフェノールＡ及びビスフェノールＦエポキシ樹脂、を架橋剤
として使用することもできる。
【００７４】
　該組成物は、好ましくは、硬化時に成分の架橋を増進するために１つ又はそれ以上の触
媒を含む。触媒の量は、その結合剤及び架橋成分の素性及び量、触媒の素性、所望される
使用前の貯蔵寿命、塗布する予定の温度、及び塗装する表面をはじめとする多数の因子に
よって変わる。天然油由来ポリオールを含む配合物は、有利には、天然油由来でないポリ
エステルポリオールを有する類似の組成物についての当分野における技術の範囲内の量を
使用する。
【００７５】
　メラミンに適切な触媒のいくつかは、少なくとも１つの従来の酸性触媒、例えば、芳香
族スルホン酸、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸及びジノ
ニルナフタレンスルホン酸が挙げられ、これらのすべては、ブロックされていないか、例
えば、アミン、例えば２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルエ
タノールアミン又はそのようなアミンの組み合わせ、でブロックされている。他の適切な
酸性触媒としては、強酸、例えば、リン酸、さらに特に、場合によりブロックされていな
い又は例えば少なくとも１つのアミンでブロックされているフェニル酸ホスフェートが挙
げられる。
【００７６】
　ポリイソシアネートに適切な触媒のいくつかは、１つ又はそれ以上のスズ化合物、第三
アミン又はそれらの組み合わせ；及び１つ又はそれ以上の酸性触媒（前に説明したとおり
）が挙げられる。適切な錫触媒としては、ジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジアセテ
ート、第一錫オクトアート及びジブチル錫オキシドが挙げられる。ジブチル錫ジラウレー
トが好ましい。適切な第三アミンとしては、トリエチルジアミンが挙げられる。場合によ
り使用される１つの市販触媒は、ペンシルバニア州、フィラデルフィアのＥｌｆ－Ａｕｔ
ｏｃｈｅｍ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．によって販売されているＦａｓｔｃ
ａｔ（商標）４２０２ジブチル錫ジラウレートである。
【００７７】
　本発明の組成物は、芳香族炭化水素、例えば、石油ナフサ又はキシレン；ケトン、例え
ば、メチルアミルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン又はアセトン；
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エステル、例えば、ブチルアセテート又はヘキシルアセテート；及びグリコールエーテル
エステル、例えば、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなる群より
有利には選択される少なくとも１つの有機溶剤を場合によりさらに含有する。添加される
有機溶剤の量は、所望の固形分レベル並びにその組成物のＶＯＣの所望量に依存する。所
望される場合、該有機溶剤は、場合により結合剤の両方の成分に添加する。
【００７８】
　有利には、本発明の塗料の固形分レベルは、有利には少なくとも約５０、好ましくは少
なくとも約６０、より好ましくは少なくとも約７０、最も好ましくは少なくとも約８０か
ら、有利には多くとも約８５、好ましくは多くとも約９０、より好ましくは多くとも約９
５、最も好ましくは多くとも約１００まで様々である（すべての百分率は、その組成物の
総重量に基づく）。
【００７９】
　透明塗料の耐候性を改善するために、その結合剤及び架橋成分固形分の総重量の重量に
基づいて、０．１から５重量パーセント、好ましくは１から２．５重量パーセント及びよ
り好ましくは１．５から２重量パーセントの紫外線安定剤又は紫外線安定剤と紫外線吸収
剤の組み合わせが場合により添加される。これらの安定剤としては、紫外線吸収剤、遮断
剤、失活剤及び特定にヒンダードアミン光安定剤が挙げられる。また、その結合剤及び架
橋成分固形分の総重量に基づき、約０．１から５重量パーセントの酸化防止剤が場合によ
り添加される。そのような安定剤は当分野において周知であり、市販されている。
【００８０】
　本新規組成物は、建築用、自動車用ＯＥＭ及び再仕上げ、並びに一般工業用塗料での使
用に特に十分適している。塗布した塗料を焼生する塗装用途のために、場合により、本発
明の組成物は、天然油由来ポリオール含有結合剤成分及び架橋成分を共にブレンドして塗
布する、ワンパッケージ組成物である。該架橋成分がメラミンを含むとき、場合により、
それを結合剤成分とブレンドする。有利には、その組成物の塗布された層が室温より上の
高温で焼生されるまで、架橋は殆ど又は全く発生しない。該架橋成分がポリイソシアネー
トを含むとき、有利には、それは、塗布直前に結合剤成分と混合され、又はそのポリイソ
シアネート上の反応性イソシアネート基が、焼生するとブロックしないブロック剤で不活
性化されるか、加熱するまで反応するのを別様に抑制される場合、ブロックポリイソシア
ネートを含有するその架橋成分は、場合により結合剤成分とブレンドされ、その組成物は
安定を保つ。
【００８１】
　本新規組成物が、塗布した塗料を焼生できな周囲硬化用途、例えば、自動車再仕上げ及
び架橋塗料に用いられるときなどの一部の用途のために、天然油由来ポリオールを含有す
る結合剤成分を一方のパックに含め、ポリイソシアネートを含有する架橋成分を別のパッ
クに含め、それら２つのパックを塗布直前に混合する、ツーパック組成物を提供する。
【００８２】
　場合により、本発明の組成物は、第一パックが結合剤成分を含み、第二パックがポリイ
ソシアネートを含有する架橋剤成分を含む、ツーパック組成物の形態で提供される。一般
に、該第一及び第二パックは、別々の容器に保管され、使用前に混合される。それらの容
器は、好ましくは、保管中の分解を防ぐために気密封止される。場合により、該混合は、
例えば、混合ノズル内又は容器内で遂行される。該架橋成分がポリイソシアネートを含有
するとき、その硬化段階は、場合により、周囲条件下で行われ、又は所望される場合には
、高い焼生温度で行われる。
【００８３】
　或いは、ポリイソシアネートのイソシアネート官能基がブロックされているとき、その
組成物の両方の成分は、場合により、同じ容器内にワンパック組成物の形態で保管される
。架橋剤成分が、ブロックされたポリイソシアネートを含有するとき、その硬化段階は、
高い焼生温度で行われる。
【００８４】
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　該架橋成分がメラミンを含有する場合、メラミンは正常な保管条件下で天然油由来ポリ
オールと反応しないので、その組成物は、場合により、ワンパック組成物として配合され
、その組成物の層を硬化又は架橋して塗膜にするには高い焼生温度を必要とする。
【００８５】
　該架橋成分が、ポリイソシアネート及びメラミンを含有するとき、その硬化段階は、二
段階で行われ、第一段階は、周囲温度条件下で行われ、第二段階は、高い焼生温度で行わ
れる。
【００８６】
　該ツーパック組成物の第一パックは、結合剤成分を収容し、第二パックは、ポリイソシ
アネートを含む架橋成分を収容する。所望される場合、メラミンは、場合により第一パッ
ク内に存在する。それら２つのパックを、使用直前に、例えば、使用する約５から３０分
前に混合して、ポットミックスを形成する。そのポットミックスの層は、一般に、従来の
技法、例えば、塗装、静電塗装、ローラー塗布、浸漬被覆、又ははけ塗りによって基材に
塗布される。透明塗料として使用する場合、有利には２５マイクロメートルから７５マイ
クロメートルの範囲の厚さを有する層を自動車車体などの金属基材上に塗布し、多くの場
合、これは、他の塗装層、例えばエレクトロコート、プライマー及びベースコートと共に
下塗りされる。有利には、該ツーパック組成物を周囲温度で乾燥及び硬化させるか、或い
は、塗布し次第、８０℃から１６０℃にわたる焼生温度で約１０から６０分間、焼生する
。該混合物は、場合により顔料も含有し、及び場合により、下塗りした基材上にモノコー
ト又はベースコートとして塗布される。
【００８７】
　ブロックポリイソシアネートを含有するワンパック組成物を用いるとき、該塗布技術を
用いて基材上に塗布したその層を、８０℃から２００℃の範囲、好ましくは８０℃から１
６０℃の範囲の焼生温度で、例えば、約６０から１０分間、硬化させる。実際の焼生温度
が、使用される触媒及びブロック剤並びにそれらの量、硬化される層の厚さ、及びブロッ
クされるイソシアネートの官能基、及びその組成物に利用される任意のメラミンに依存し
て変わるであろうことは理解される。上述の焼生段階の使用は、ＯＥＭ条件下で特に有用
である。
【００８８】
　所望される場合、該組成物、特に、塗料として使用するための組成物は、着色モノコー
ト、ベースコート又はプライマーを形成するために、場合により着色される。その結合剤
及び架橋成分固形分の総重量に基づき約０．１重量パーセントから２００重量パーセント
の従来の顔料を、顔料、分散剤及び溶剤を含有する練り顔料を最初に形成する従来の技術
を用いて場合により添加する。次に、その練り顔料をその組成物と混合して着色組成物を
形成する。この組成物を、前に説明したように、場合により塗布し、硬化させる。
【００８９】
　本発明の組成物は、様々な基材、例えば、金属基材、プラスチック基材、複合基材、木
製基材、コンクリート基材に透明又は着色塗装を施すのに適する。本組成物は、改善され
た特性、例えば、アジペートポリオールより良好な耐加水分解性及び耐酸腐食性、並びに
アクリルポリオールより良好な可溶性及び低い粘度、を有する再生可能な原料から低ＶＯ
Ｃ塗料、シーラント又は結合剤を提供するのに特に適する。低ＶＯＣ塗料は、それらのＲ
ＴＰ（リサーチトライアングルパーク）施設建設契約（Appendix A, www.epa.gov/opptin
tr/epp/pubs/grnbldg.pdf）にリストされている塗料材料に関する低ＶＯＣ含有量のＥＰ
Ａ定義に基づき、約１５０～２５０ｇ／Ｌ未満の揮発性有機化合物が、塗膜を形成する過
程で蒸発又は別様に除去されるものである。本発明のために、少なくとも５０重量パーセ
ントの固体含有量を低ＶＯＣとみなす。本発明の組成物は、塗料、インク、接着剤、シー
ラント、結合剤及びそれらの組み合わせとして有用である。該塗料は、有利には、建築用
、自動車用ＯＥＭ及び再仕上げ、並びに一般工業用塗料である。本発明の組成物は、好ま
しくはポリエステルから調製されるとき、耐酸性塗料を調製するために特に有用である。
そのような塗料は、自動車用透明塗料、特に、クリアコート／カラーコート系として公知
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であるものでカラーコートをカバーするために使用されるもの、として、並びに屋外標識
、例えば屋外標識におけるような金属及びブラスチック用の機能性及び装飾用塗料、電子
部品用の塗料及び類似の最終用途をはじめとする他の最終用途において、有用である。シ
ーラントとして、本組成物は、ひび割れなどの開空間を封止するために、水又は他の物質
を締め出すために、様々な基材の層などの同様の又は異なる成形品を互いに封止するため
に、有用である。結合剤として、本組成物は、複合材の形成に有用である。
【００９０】
　本発明の組成物は、従来の添加剤、例えば、安定剤、レオロジー調節剤、流動剤、強化
剤及び充填剤も場合により含有する。そのような追加の添加剤の存在及び量は、その組成
物の所期の用途に依存する。例えば、その組成物が透明塗料として使用するためのもので
ある場合、硬化塗膜の透明性に悪影響を及ぼす充填剤、顔料及び他の添加剤は、含まれな
いであろう。前述の添加剤は、その組成物の所期の用途に依存して、場合により、結合剤
成分若しくは架橋成分のいずれか、又は両方に添加される。
【００９１】
　本発明の目的及び利点を後続の実施例によってさらに説明する。これらの実施例におい
て列挙する特定の材料及びそれらの量並びに他の条件及び詳細は、本発明を限定するため
に用いているのではない。別様に記載されていない限り、すべての百分率、部及び比率は
、重量によるものである。本発明の実施例に番号をつけ、一方、本発明の実施例ではない
比較サンプルはアルファベットで指定する。
【実施例】
【００９２】
　下の実施例において報告するデータを生成するために、以下の手順を用いた：
【００９３】
　アクリルポリオール、天然油由来ポリオール、他のポリオール又はそれらの組み合わせ
をガラスバイアルの中で、下の表に列挙するレベルでブレンドした。スパチュラを使用し
て手でそれらの材料を混合した。２つの異なる試験を用いて、それぞれの配合物の相溶性
を観察した。
【００９４】
　試験１－ポリオールのそれぞれのブレンドの１滴を顕微鏡用スライドガラス上に置いた
。そのスライドガラスを１４０℃のオーブンの中に１０分間、置いた。スライドガラスを
オーブンから取り出し、放置して室温に冷却した。その後、その滴の透明度を記録した。
【００９５】
　試験２－残りのブレンドを一晩、周囲実験室条件下でバイアルの中で放置した。翌日、
目視観察を記録して、一切の曇り及び相分離について記録した。２相であるブレンドは、
さらに配合せず、試験しなかった。
【００９６】
　その後、ニュージャージー州のＣｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから商品名Ｃｙｍｅ
ｌ（商標）３０３で市販されているモノメリックメラミンを添加し、スパチュラを使用し
て手で混合することによって、相分離していないブレンドを十分に配合した。ミシガン州
のＴｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌからのｎ－ブチルプロピオネートとミシガン州のＴ
ｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌからのｎ－プロピルプロピオネートとウィスコンシン州
のＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌからのメチルイソブチルケトンの重量で１：１：１
のブレンドである溶剤ブレンドを添加した。スパチュラを使用して手でその溶剤ブレンド
を混合した。その後、ニュージャージー州のＣｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから商品
名Ｃｙｃａｔ（商標）４０４０で市販されている酸性触媒を添加し、スパチュラを使用し
て手で混合した。
【００９７】
　前に説明したように溶解度パラメータを得た。
【００９８】
塗料塗布及び硬化
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　０．０２５’’×４’’×１２’’（０．０６×１０．１６×３０．４８ｃｍ）のクロ
ム酸アルミニウム前処理及びリン酸鋼前処理パネルに、＃４６巻線ロッドを使用して、該
塗料を塗布した。それらのパネルをリントフリー布及びイソプロパノールで拭いて油を除
去し、圧縮空気で乾燥させることによって、事前クリーニングした。それらの塗膜を１４
０℃で３０分間、硬化させた。
【００９９】
塗料配合物粘度測定
　マサチューセッツ州のＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄから商品名ＤＶ－ＩＩＩで市販されている
プログラム可能レオメータを使用し、下の表に明記するようにスピンドル１５、３１又は
３４のいずれかを使用して、それぞれの配合物の粘度を試験した。２０～８０パーセント
の間のトルク測定値を維持するように速度を選択した。それぞれの配合物についての温度
を記録した。
【０１００】
硬化塗膜試験
皮膜厚
　ニューヨーク州のＤｅＦｅｌｓｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから商品名Ｐｏｓｉｔｅｃ
ｔｏｒ　６０００で市販されている乾燥塗膜用厚さ計を使用して、最低５つの測定値をと
った。これらの測定値を平均した。
鏡面光沢
　（ＡＳＴＭ　Ｄ５２３）ＡＳＴＭ手順Ｄ５２３を用いて、２０及び６０度の角度で硬化
パネルの表面光沢を測定した。
【０１０１】
クロスハッチ接着
　ＡＳＴＭ　Ｄ３３５９（クロスハッチ接着）の手順を用いて、それらの塗膜の接着力を
測定し、ＡＳＴＭガイドラインに従って評定けした。本発明の塗膜は、好ましくは、少な
くとも約４Ｂ、及び最も好ましくは最高評点である５Ｂのクロスハッチ接着力を有する。
【０１０２】
耐溶剤性－二重摩擦
　メチルエチルケトンを使用するＡＳＴＭ　Ｄ５４０２の手順を用いて、耐溶剤性を判定
した。皮膜の分解又は離層が観察されたときの二重摩擦の数を記録した。塗膜に対する影
響が観察されなかった場合、２００二重摩擦で試験を停止した。本発明の塗膜は、好まし
くは、少なくとも約１５０、より好ましくは少なくとも約１７５、最も好ましくは少なく
とも約２００二重摩擦の耐溶剤性を有する。無限耐溶剤性が望ましいであろうから、測定
限界、すなわち２００二重摩擦、以外の上限はなかった。
【０１０３】
振子硬度(Pendulum Hardness)
　振子硬度は、メリーランド州のＢｙｋ－ＧａｒｄｎｅｒからのＫｏｎｉｎｇ　Ｐｅｎｄ
ｕｌｕｍテスターを使用し、ＡＳＴＭ　Ｄ４３６６に従って測定した。本発明の塗膜は、
好ましくは、少なくとも約４０、より好ましくは少なくとも約５０、最も好ましくは少な
くとも約６０秒の振子硬度を有する。無限硬度が望ましいであろうから、上限は無かった
。
【０１０４】
鉛筆硬度
　鉛筆硬度は、ＡＳＴＭ　Ｄ３３６３に従って実行した。本発明の塗膜は、好ましくは、
少なくとも約２Ｂ、より好ましくは少なくとも約ＨＢ、最も好ましくは少なくとも約Ｆの
鉛筆硬度を有する。無限硬度が望ましいであろうから、上限はなかった。
【０１０５】
微小硬度（ビッカース及びユニバーサル硬度）
　コネチカット州のＦｉｓｃｈｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙから商品名ＷＩＮ－ＨＣＵで
市販されている制御ソフトウェアと共に使用される、コネチカット州のＦｉｓｃｈｅｒ　
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Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙから商品名ＦＩＳＣＨＥＲＳＣＯＰＥ　Ｈ１００Ｃで販売されてい
るビッカースインデンタ(Vickers indentor)を使用して、硬化塗膜に関する微小硬度を測
定した。そのマイクロインデンタを５ｍＮの印加力（速度＝５ｍＮ／２０秒）にプログラ
ムした。インデンタの幾何形状及び印加力に対する侵入度を考慮に入れることにより、ユ
ニバーサル硬度(Universal Hardness)、ＨＵ、及びビッカース硬度(Vickers Hardness)を
得た。本発明の塗膜は、好ましくは、少なくとも約１０、より好ましくは少なくとも約２
０、最も好ましくは少なくとも約３０のユニバーサル硬度を有する。無限硬度が望ましい
であろうから、上限はなかった。
【０１０６】
耐薬品性
　ＡＳＴＭ　Ｄ１３０８の手順を用いて、耐薬品性を測定した。数滴のそれぞれの化学薬
品又は染剤を塗膜上に置き、時計皿を２４時間かぶせておいた。２４時間後、その化学薬
品及び染剤をその塗膜から水で拭き取った。その塗膜を分解、離層及び染色のあらゆる形
跡について目視検査した。その塗膜を１（影響なし）から５（重度の染色、離層又は分解
）として評定した。本発明の塗膜は、好ましくは、少なくとも約４及び最も好ましくは少
なくとも約５の耐薬品性を有する。無限硬度が望ましいであろうから、測定限界、すなわ
ち５、以外の上限はなかった。
【０１０７】
　酸腐食
　酸腐食及び評定には、メリーランド州のＢｙｋ－Ｇａｒｄｎｅｒからの温度勾配炉（gr
adient oven）を使用した。その炉は、約３０から１００℃の範囲にわたって、逐次的に
前のロッドより高い温度にそれぞれが加熱される一連のロッドを有する。塗膜の斑点付け
及び試験は、次のとおり実行した：
　１）１０パーセントＨ２ＳＯ４の５０μＬの液滴を塗装パネル上に置いた。そのパネル
の中心に～０．５インチ（１．２７ｃｍ）離して一対の液滴を置いた。それぞれの対の液
滴の間に～０．２５インチ（０．６ｃｍ）の余裕をとって、そのパネルの全長に沿って液
滴を置いた。
　２）その温度勾配炉の加熱された試験面の上にそのパネルを置いた。パネルは、そのパ
ネルの上端が加熱ロッド＃１の左端と一直線に並ぶように、縦に配置した。１２インチ（
３０ｃｍ）パネルの下端は、加熱ロッド＃２８の位置になる。そのパネルは、その炉面の
幅方向の中央に置くものとする。
　３）前面に最も近いパネルの端に、加熱ロッドのそれぞれに対する接触点を示すマーク
を付ける。
　４）それらのロッドを１５分間加熱するようにその温度勾配炉をプログラムする。
　５）加熱サイクル後、パネルを微温の水道水で濯ぎ、ペーパータオルでたたくことによ
って乾かした。
　６）それぞれのロッドの温度を記録し、次の基準を用いてパネルを評定した：
　　５＝斑点の目に見える形跡なし
　　４＝塗膜の白化又は黄変；手ざわりの変化なし
　　３＝ピンホール欠陥又は光沢の有意な喪失；塗膜の表面の手ざわりの軽微な変化。
　　２＝小さな膨れ又は塗膜内に存在する気泡。
　　１＝塗膜が基材まで切断され、重度の泡又は白化を有する。
次のことについてパネルを評価した：
　ａ．最初に見える欠陥の温度（評点＝４）
　ｂ．重度の欠陥の温度（評点＝１）
　ｃ．６０℃での評定
　ｄ．７０℃での評定
　本発明の塗膜は、好ましくは、６０℃で少なくとも３、より好ましくは少なくとも４、
及び最も好ましくは５の耐酸腐食性；並びに７０℃で少なくとも２、より好ましくは少な
くとも３、及び最も好ましくは４の耐酸腐食性を有する。無限耐薬品性が望ましいであろ
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うから、測定限界、すなわち５、以外の上限はなかった。
【０１０８】
耐衝撃性
　耐衝撃性（直接及び間接）は、メリーランド州のＢｙｋ－Ｇａｒｄｎｅｒからの衝撃試
験機を使用し、ＡＳＴＭ　Ｄ２７９４に従って実行した。
【０１０９】
　以下の材料を用いた：
　ＮＯＰＯ－１は、ヒドロキシメチルステアリン酸（ＨＭＳ）メチルの重合に基づくポリ
オールである。このポリオールは、Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ
から商品名Ｕｎｏｘｏｌ（商標）で市販されている混合１，３及び１，４－シクロヘキサ
ンジメタノール（３６．２ｇ）と９－ヒドロキシメチルステアリン酸メチル（１６５．０
ｇ；純度＞９０パーセント）の反応によって生成した。ショートパスコンデンサ、受け入
れフラスコ、窒素導入口、鉱物油バブラへの窒素排出口、及びマグネチックスターラを装
備した５００ｍＬ ３口丸底フラスコに、それらの反応物を仕込んだ。その混合物を、熱
電対コントローラによって適度に保たれた油浴内で１２０℃に加熱し、窒素雰囲気下で混
合しながら保持した。１２０℃で、内容物の脱揮及び窒素の再充填を３回行い、その後、
仕込み重量に基づき１０００ｐｐｍの触媒（ジブチル錫オキシド）を添加した。１９０℃
に達するまで、温度を３０分につき１０℃で上昇させた。
【０１１０】
　この温度及び条件を、メタノールの発生が停止するまで（通常は４時間にわたって）維
持した。それらの条件を一晩継続することにより、同生成物を得た。目に見えるメタノー
ル発生が終わった時点での温度を最低２時間保持し続けた。その後、真空を利用して極微
量のメタノールを除去し、分子量を目標レベル又はそれらの組み合わせにした。真空及び
１２０℃より上の温度を用いて、できる限り多くのメタノールを除去することが望ましか
った。
【０１１１】
　（０．５ｍｍ未満での）高真空段階が終了した時点で、その材料２５℃に冷却し、ガラ
スジャーに移した。得られた粘度、分子量及び水酸基価を評価し、それらが２３８０ｃｐ
ｓ（２２℃／スピンドル＃３４）、８２４Ｍｎ、及び１３６の水酸基価であることが判明
した。
【０１１２】
　ＮＯＰＯ－２は、ヒマワリ油から得られるヒドロキシル化脂肪酸メチルエステル（ＦＡ
ＭＥ）の重合に基づくポリオールである。このポリオールは、Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名Ｕｎｏｘｏｌ（商標）で市販されている混合１，３
及び１，４－シクロヘキサンジメタノール（４７８ｇ）とヒマワリ油から得られるヒドロ
キシル化脂肪酸メチルエステル（６２００ｇ；平均官能価１．０ ＯＨ／ＦＡＭＥ）との
反応によって生成した。ショートパスコンデンサ、受け入れフラスコ、窒素導入口、鉱物
油バブラへの窒素排出口、及びメカニカルスターラを装備した１０Ｌ ガラス反応器に、
それらの反応物を仕込んだ。その混合物を、１２０℃に加熱し、窒素雰囲気下で混合しな
がら保持した。１２０℃で、内容物の脱揮及び窒素の再充填を３回行い、その後、仕込み
重量に基づき５００ｐｐｍの触媒（第一錫オクトアート）を添加した。１９５℃に達する
まで、温度を３０分につき１０℃で上昇させた。
【０１１３】
　この温度及び条件を、メタノールの発生が停止するまで（通常は４時間にわたって）維
持した。それらの条件を一晩継続することにより、同生成物を得た。目に見えるメタノー
ル発生が終わった時点での温度を最低２時間保持し続けた。その後、真空を利用して極微
量のメタノールを除去し、分子量を目標レベル又はそれらの組み合わせにした。真空及び
１２０℃より上の温度を用いて、できる限り多くのメタノールを除去することが望ましか
った。
【０１１４】
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　（０．５ｍｍ未満での）高真空段階が終了した時点で、その材料２５℃に冷却し、１ガ
ロンのプラスチック容器に移した。得られた粘度、分子量及び水酸基価を評価し、それら
が２５℃で１３５０ｃｐｓ、１３２２Ｍｎ、及び６８．５の水酸基価であることが判明し
た。ＮＯＰＯ－２は、平均でおよそ２個のヒドロキシル基／分子を有した。
【０１１５】
　ＮＯＰＯ－３は、ヒマワリ油から得られるヒドロキシル化脂肪酸メチルエステルの重合
に基づくポリオールである。このポリオールは、Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙから商品名Ｕｎｏｘｏｌ（商標）で市販されている混合１，３及び１，４－
シクロヘキサンジメタノール（９２６ｇ）とヒマワリ油から得られるヒドロキシル化脂肪
酸メチルエステル（５８００ｇ；平均官能価１．０ ＯＨ／ＦＡＭＥ）との反応によって
生成した。ショートパスコンデンサ、受け入れフラスコ、窒素導入口、鉱物油バブラへの
窒素排出口、及びメカニカルスターラを装備した１０Ｌ ガラス反応器に、それらの反応
物を仕込んだ。その混合物を、１２０℃に加熱し、窒素雰囲気下で混合しながら保持した
。１２０℃で、内容物の脱揮及び窒素の再充填を３回行い、その後、仕込み重量に基づき
５００ｐｐｍの触媒（第一錫オクトアート）を添加した。１９５℃に達するまで、温度を
３０分につき１０℃で上昇させた。
【０１１６】
　この温度及び条件を、メタノールの発生が停止するまで（通常は４時間にわたって）維
持した。それらの条件を一晩継続することにより、同生成物を得た。目に見えるメタノー
ル発生が終わった時点での温度を最低２時間保持し続けた。その後、真空を利用して極微
量のメタノールを除去し、分子量を目標レベル又はそれらの組み合わせにした。真空及び
１２０℃より上の温度を用いて、できる限り多くのメタノールを除去することが望ましか
った。
【０１１７】
　（０．５ｍｍ未満での）高真空段階が終了した時点で、その材料２５℃に冷却し、２つ
の１ガロンプラスチック容器に移した。得られた粘度、分子量及び水酸基価を評価し、そ
れらが２５℃で１３６０ｃｐｓ、１０８１Ｍｎ、及び１１２．６の水酸基価であることが
判明した。ＮＯＰＯ－３は、平均およそ２個のヒドロキシル基／分子を有した。
【０１１８】
　ＮＯＰＯ－４は、ヒマワリ油から得られるヒドロキシル化脂肪酸メチルエステルの重合
に基づくポリオールである。このポリオールは、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから
市販されている１，６－ヘキサンジオール（３６８ｇ）とヒマワリ油から得られるヒドロ
キシル化脂肪酸メチルエステル（２９００ｇ；平均官能価１．０ ＯＨ／ＦＡＭＥ）との
反応によって生成した。ショートパスコンデンサ、受け入れフラスコ、窒素導入口、鉱物
油バブラへの窒素排出口、及びメカニカルスターラを装備した５Ｌ ガラス反応器に、そ
れらの反応物を仕込んだ。その混合物を、１２０℃に加熱し、窒素雰囲気下で混合しなが
ら保持した。１２０℃で、内容物の脱揮及び窒素の再充填を３回行い、その後、仕込み重
量に基づき５００ｐｐｍの触媒（第一錫オクトアート）を添加した。１９５℃に達するま
で、温度を３０分につき１０℃で上昇させた。
【０１１９】
　この温度及び条件を、メタノールの発生が停止するまで（通常は４時間にわたって）維
持した。それらの条件を一晩継続することにより、同生成物を得た。目に見えるメタノー
ル発生が終わった時点での温度を最低２時間保持し続けた。その後、真空を利用して極微
量のメタノールを除去し、分子量を目標レベル又はそれらの組み合わせにした。真空及び
１２０℃より上の温度を用いて、できる限り多くのメタノールを除去することが望ましか
った。
【０１２０】
　（０．５ｍｍ未満での）高真空段階が終了した時点で、その材料２５℃に冷却し、１つ
の１ガロンプラスチック容器に移した。得られた粘度、分子量及び水酸基価を評価し、そ
れらが２５℃で７５０ｃｐｓ、９６８Ｍｎ、及び１１５．６の水酸基価であることが判明
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した。ＮＯＰＯ－４は、平均およそ２個のヒドロキシル基／分子を有した。
【０１２１】
　ＮＯＰＯ－５は、大豆油から得られるヒドロキシル化脂肪酸メチルエステルの重合に基
づくポリオールである。このポリオールは、Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．
から商品名Ｕｎｏｘｏｌ（商標）で市販されている混合１，３及び１，４－シクロヘキサ
ンジメタノール（７３７１ｇ）と大豆油から得られるヒドロキシル化脂肪酸メチルエステ
ル（５００００ｇ；平均官能価１．０ ＯＨ／ＦＡＭＥ）との反応によって生成した。コ
ンデンサ及びメカニカルスターラを装備した８０Ｌ ステンレス鋼反応器に、それらの反
応物を仕込んだ。その混合物を、１２０℃に加熱し、窒素雰囲気下で混合しながら保持し
た。１２０℃で、内容物の脱揮及び窒素の再充填を行い、その後、仕込み重量に基づき５
００ｐｐｍの触媒（第一錫オクトアート）を添加した。１９５℃に達するまで、温度を３
０分につき１０℃で上昇させた。
【０１２２】
　この温度及び条件を、メタノールの発生が停止するまで（通常は４時間にわたって）維
持した。それらの条件を一晩継続することにより、同生成物を得た。目に見えるメタノー
ル発生が終わった時点での温度を最低２時間保持し続けた。その後、真空を利用して極微
量のメタノールを除去し、分子量を目標レベル又はそれらの組み合わせにした。真空及び
１２０℃より上の温度を用いて、できる限り多くのメタノールを除去することが望ましか
った。
【０１２３】
　（０．５ｍｍ未満での）高真空段階が終了した時点で、その材料２５℃に冷却し、３つ
の５ガロンプラスチック容器に移した。得られた粘度、分子量及び水酸基価を評価し、そ
れらが２５℃で２３５０ｃｐｓ、１０８４Ｍｎ、及び１０７．６の水酸基価であることが
判明した。ＮＯＰＯ－５は、平均およそ２個のヒドロキシル基／分子を有した。
【０１２４】
　ＰＯＬＹ－１は、Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名Ｔｏ
ｎｅ（商標）０２１０で市販されている約４００のヒドロキシル当量と１４０ｍｇ／ＫＯ
Ｈ／ｇの水酸基価を有する低分子量ポリカプロラクトンポリオールである。
　ＰＯＬＹ－２は、４４６の当量、１２８ｍｇ ＫＯＨ／ｇの水酸基価を有する１，４－
ブタンジオールに基づく低分子量アジペートである。
　ＰＯＬＹ－３は、４００の当量、１４０ｍｇ ＫＯＨ／ｇの水酸基価を有するネオペン
チルグリコールに基づく低分子量アジペートである。
　ＭＥＬ－１は、ニュージャージー州のＣｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから商品名Ｃ
ｙｍｅｌ（商標）３０３で市販されているモノメリックメラミンである。
　ＮＣＯ－１は、ＤｅＧｕｓｓａ　ＧＭＢＨから商品名Ｖｅｓｔａｎａｔ　Ｔ－１８９０
ｅで市販されているＩＰＤＩ（イソホロンジイソシアネート）トリマーである。
　ＣＡＴ－１は、ニュージャージー州のＣｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから商品名Ｃ
ｙｃａｔ（商標）４０４０で市販されている触媒である。
　ＣＡＴ－２は、Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓから商品名Ｍｅｔａｃｕｒｅで市販されてい
るジブチル錫ジラウレートである。
　溶剤ブレンドは、ｎ－ブチルプロピオネートとｎ－プロピルプロピオネートとメチルイ
ソブチルケトンの重量で１：１：１のブレンドである。
【０１２５】
アクリル組成物の調製
　１２リットル丸底３口フラスコに、メカニカルスターラ、高温遮断を有する熱電対、窒
素導入口、及び２つの別々のセラミックポンプ装置（ＦＭＩ　Ｃｏｒｐから商品名モデル
ＱＧ－２０で市販）からの供給ライン用の針受入口を装備させた。それらの供給ラインを
モノマー及び開始剤と呼んだ。その反応フラスコには、中央の口の攪拌軸の周りにクライ
ゼンアダプタも装着し、そのアダプタの分岐接合部に高効率コンデンサを装着した。この
コンデンサは、鉱物油バブラへの排出口を有する。
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【０１２６】
　その反応フラスコに８００ｇの溶剤混合物（５５重量パーセント アミルアセテート、
４２重量パーセント キシレン、及び３重量パーセント イソブチルからなる）を仕込み、
一定した窒素雰囲気下、１４０℃で溶剤を還流させた。ポンプは、後で指定する所定の速
度でそれらの貯留槽内容物を送り出すように事前に較正しておき、いつでも使えるように
準備が整っていた。モノマー貯留槽に総計２４００ｇのモノマー混合物（表１にそれぞれ
のサンプルに関して示すとおり）を仕込んだ。開始剤貯留槽にはｔブチルペルオキシアセ
テート（５７．９ｇ）及び溶剤ミックス（５６０ｇ）を仕込んだ。モノマー及び開始剤は
、Ａｌｄｒｉｃｈ（ウィスコンシン州、ミルウォーキー）から市販されている。
【０１２７】
　溶剤が還流温度（１４０℃）になったらポンプのスイッチを入れ、４時間供給（モノマ
ー＝２４００ｇ／４時間＝１０ｇ／分；開始剤６１８ｇ／４時間＝２．６ｇ／分）に設定
した。
【０１２８】
　供給物添加が完了した後、モノマーラインを５０ｇの溶剤でフラッシュし、反応を１４
０℃でさらに３０分間保持した。この時間の後、開始剤貯留槽に「チェーザ」、又は追加
の過酸化物を再び仕込んだ。ｔ－ブチルペルオキシアセテート（１４．７ｇ）を１２０ｇ
の溶剤ミックスと混合し、その後、３０分にわたって１４０℃で添加した。添加が完了し
た後、２時間の反応時間を与え、その後、そのバッチをほぼ８０℃に冷却し、ガラス容器
に注入した。
【０１２９】
　得られた材料を、１１０℃／１時間で０．３ｇを用いて（４０ＣＦＲ；米国連邦登録局
 ｐａｒｔ６０，ａｐｐｅｎｄｉｘＡに与えられている手順に従って）総固形分について
評価し（ほぼ５５～６０重量パーセント）；及びＴＨＦ（テトラヒドロフラン）溶剤中で
のゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）を用いてポリスチレン標準物質との比較により
分子量について評価した。
【０１３０】
【表１】

【０１３１】
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【表２】

【０１３２】
　塗料配合物調製：相溶性試験を合格する材料について配合物を調整した。アクリルポリ
オール、天然油由来ポリオール、他のポリオール又はそれらの組み合わせを、ガラスバイ
アルの中で、固形分重量に基づく２：１のアクリルポリオール：天然油由来ポリオール比
を表す下の表に列挙するレベルでブレンドした。スパチュラを使用して手でそれらの材料
を混合した。溶剤、メラミン及び触媒を、そのガラスバイアルに、下の表に列挙するレベ
ルで添加した。スパチュラを使用して手でそれらの配合物を混合した。それらの配合物の
粘度を、前に説明したように判定した。それらの塗料を、前に説明したようにパネルに塗
布した。
【０１３３】
【表３】

【０１３４】
　表３のデータは、ＶＯＰポリオールがこのアクリルポリオールと相溶性でなかったこと
を示している。
【０１３５】
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【０１３６】
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【表４Ｂ】

【０１３７】
　表４は、溶解度パラメータの変化を伴うアクリルポリオールの組成の変化が、相溶性試
験において述べたように一部のＶＯＢポリオールとの改善された相溶性をもたらすことを
示している。ＮＯＰＯ－１は、アクリルポリオールと相溶性であった。それで作った塗膜
は、硬度を維持する上に比較サンプルより高い耐酸性を有する。耐直接衝撃性及び類似の
耐間接衝撃性の改善は、類似の可撓性と改善された耐酸性を示す。
【０１３８】
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【表５Ａ】

【０１３９】
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【表５Ｂ】

【０１４０】
　表５のデータは、より近い溶解度パラメータを有するポリオールへのアクリルポリオー
ルのさらなる改質が、相溶性結果によって証明されるように、ＶＯＢポリオールとの改善
された相溶性をもたらすことを示している。試験したすべてのＶＯＢの耐酸腐食性は、７
０℃での酸腐食評点によって証明されるように、比較サンプルより良好であった。ケーニ
ッヒ法によって証明されるような硬度は、大部分のＶＯＢポリオールについて、比較サン
プルより改善された値を示し、改善された耐直接衝撃性を有するが、耐間接衝撃性は、Ｖ
ＯＢポリオールのほぼすべてについて同じであった。従来のポリオールを使用すると可撓
性を喪失せずに硬度を増すことは難しかったが、ＶＯＢを添合することによってこれが達
成されたことは、当業者には理解される。
【０１４１】
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【表６Ａ】

【０１４２】
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【表６Ｂ】

【０１４３】
　表６のデータは、溶解度パラメータを変更するアクリルポリマーのさらなる改質が、相
溶性結果によって証明されるようにＶＯＢポリオールとの改善された相溶性をもたらすこ
とを示している。試験したすべてのＶＯＢポリオールの耐酸腐食性は、７０℃での酸腐食
評点によって証明されるように比較サンプルより良好である。
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【０１４４】
【表７Ａ】

【０１４５】
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【表７Ｂ】

【０１４６】
　表７のデータは、溶解度パラメータを変更するアクリルポリオールのさらなる改質が、
相溶性結果によって証明されるようにＶＯＢポリオールとの改善された相溶性をもたらす
ことを示している。試験したすべてのＶＯＢポリオールの耐酸腐食性は、７０℃での酸腐
食評点によって証明されるように比較サンプルより良好であった。耐直接衝撃性は、試験
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したすべてのＶＯＢポリオールについて類似していたが、硬度を犠牲にせずに、比較サン
プルと比較して大部分のＶＯＢポリオールとの有意な改善を達成した。
【０１４７】
アクリルポリオール／ＶＯＢポリオールブレンド粘度測定
　マサチューセッツ州のＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄから商品名ＣＶ－ＩＩＩで市販されている
プログラム可能レオメータを使用し、スピンドル３４を使用して、それぞれの配合物の粘
度を試験した。２０～８０の間のトルク測定値を維持するように速度を選択した。それぞ
れの配合物についての温度を記録した。
【０１４８】
　アクリルポリオールとＶＯＢポリオールを固形分に基づき１：１の比率でブレンドした
。それらのブレンドの固形分レベルを表に列挙する。それらは、前に説明した溶剤ブレン
ドを添加することによって調整した。表に列挙する最高固形分ブレンドは、アクリルポリ
オールから導入されたもの以外、追加の溶剤を含有しない。
【０１４９】

【表８】

【０１５０】
【表９】

【０１５１】
　これらの表は、ＶＯＢポリオールが、ブレンドの粘度を低下させる点でカプロラクトン
又はアジペートポリエステル材料より有効であったことを示している。これは、透明で高
固形分（低揮発分）配合物がより容易に形成されたことを意味する。
【０１５２】
ポリイソシアネート硬化塗料（実施例３４～３５及び比較サンプルＩ）
　ポリオール（アクリル４及びＮＯＰＯ－５）樹脂を５０センチポアズの粘度に配合し、
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リン酸鉄冷間圧延鋼パネル上にスプレー塗りした。１：１のＮＣＯ対ＯＨの化学量論比を
用いて、ＮＣＯ－１を架橋剤として使用した。ジブチル錫ジラウレート（ＤＢＴＤＬ）を
、固形分に基づき０．０２重量パーセントで、触媒として利用した。それらの塗料を１２
０℃で１２０分間、焼生して、およそ２．５ミル（６．４×１０－５ｍ）の乾燥皮膜厚に
した。
【０１５３】
　５０：５０比及び７０：３０比のＮＯＰ５対ポリオール４を使用して塗料を調製し、こ
れらの塗料のレパートリーを、他のポリオールを用いずにアクリルポリエステルポリオー
ルを用いて形成した塗料と比較した。ＮＯＰＯ－５を含有する配合物は、より高い固形分
を有し、従って、５０ｃｐｓのスプレー塗り粘度でより少ないＶＯＣを有した。ＮＯＰＯ
－５のレベルが高いほど、塗料配合物のＶＯＣは少なかった。７０：３０（ＮＯＰＰ－５
対アクリル４）を含有する塗膜の鉛筆硬度は、５０：５０（ＮＯＰ－５対アクリル４）、
及びアクリルポリエステルポリオールのみを使用して形成した塗膜より低くかった。ＮＯ
ＰＯ－５の添合は、塗膜の接着力及び可撓性の有意な改善をもたらす。
【０１５４】
【表１０】

【０１５５】
本発明の実施形態：
　１．ａ．（１）少なくとも約５０パーセント第一ヒドロキシル基を有する、５から１０
０重量パーセントの少なくとも１つの天然油由来ポリオールと（２）天然油由来ポリオー
ルとは異なる、１００パーセントにするために十分な追加のポリオールとを含む結合剤成
分（ここで、該天然油由来ポリオールは、分子１個につき平均で１．５から３個のヒドロ
キシル基、及び２００から５０００の当量を有する）；及び
　ｂ．ヒドロキシル基に対して反応性の架橋成分
を含む、ポリマー組成物。
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　２．基材の表面に対する塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせを製造するため
のプロセスであって、（ａ）組成物の結合剤成分と架橋剤成分を混合して混合物を形成す
る段階（ここで、結合剤成分は、任意の該又は後続の実施形態において列挙する結合剤組
成物を含み；及び架橋成分は、任意の該又は後続の実施形態において列挙する架橋組成物
を含む）；及び（ｂ）該混合物の層を該表面に塗布する段階を任意の順序で含むプロセス
。
　３．（ｃ）該層を硬化して該基材の該表面上に該塗膜を形成する段階をさらに含む、前
のいずれかの実施形態に記載のプロセス。
　４．該塗料が、少なくとも約８０℃から６０又は２００℃の温度に加熱される、前のい
ずれかの実施形態に記載のプロセス。
　５．該実施形態のいずれかに記載の組成物から調製される又はプロセスを用いて調製さ
れる、塗料、接着剤結合剤又はそれらの組み合わせ。
　６．塗料である、実施形態５に記載の塗料、接着剤結合剤。
　７．接着剤である、実施形態５に記載の塗料、接着剤結合剤。
　８．結合剤である、実施形態５に記載の塗料、接着剤結合剤。
　９．該又は後続の実施形態のいずれかに記載の組成物、塗料、接着剤、結合剤又はそれ
らの組み合わせを含む物質。そのような物質は、積層物質を含む。
　１０．少なくとも１つの天然油由来ポリオールが、ＶＯＢポリオールであり、好ましく
は、該ＶＯＢポリオール又はその組み合わせが、少なくとも約５０、７５、８５、９０、
９５、９７、９９重量パーセント（のいずれか）の天然油由来ポリオール（単数又は複数
）を結合剤成分中に含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着
剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　１１．該架橋成分が、少なくとも２つの反応性イソシアネート基を有するポリイソシア
ネート、フェノール樹脂、脂環式エポキシド、アミノプラスト樹脂又はそれらの組み合わ
せからなるより選択される、好ましくは、アミノプラスト樹脂、ポリイソシアネート又は
それらの組み合わせからなる群より選択される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、
プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　１２．該アミノプラストが、メラミンホルムアルデヒド樹脂、尿素ホルムアルデヒド樹
脂又はそれらの組み合わせである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗
料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　１３．該結合剤組成物、架橋組成物、塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組成物組み合
わせ若しくはそれらの任意の組み合わせが、ポリオール又は架橋成分のうちのいずれか１
つ又はそれ以上のための溶剤をさらに含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロ
セス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　１４．該結合剤組成物が、溶剤中、少なくとも約６０重量パーセント（のいずれか）の
ポリオールという固体含有量で溶剤中で存在する、該いずれかの実施形態に記載の組成物
、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　１５．天然油由来ポリオール及び追加のポリオールが、ホイ溶解度パラメータを有し、
該天然油由来ポリオールの計算ホイ溶解度パラメータが、該追加のポリオールのものと多
くとも約１．５、１、０．７５、０．５又は０．２５単位（のいずれか）異なる、或いは
天然油由来ポリオール又は追加のポリオールのいずれか又は両方が１つより多く存在し、
それぞれが、ホイ溶解度パラメータを有し、少なくとも１つの天然油由来ポリオール及び
少なくとも１つの追加のポリオールの計算ホイ溶解度パラメータが、多くとも１．５、１
、０．７５、０．５又は０．２５単位（のいずれか）異なり、好ましくは、述べたような
ホイ溶解度パラメータの差を有するポリオールが、該天然油由来ポリオール及び追加のポ
リオールそれぞれの大多数を構成し；最も好ましくは、該塗料、接着剤、結合剤又はそれ
らの組み合わせの製造に使用されるすべてのポリオールの少なくとも５０、６０、７０、
８０、９０、９５又は１００重量パーセント（のいずれか）が、多くとも約１．５、１、
０．７５、０．５又は０．２５単位（のいずれか）異なる、該いずれかの実施形態に記載
の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
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　１６．該結合剤成分が、少なくとも１つの天然油由来ポリオール及び他のポリオールを
含み、該結合剤成分の約５重量％より多い量存在する該他のポリオールが、該天然油由来
ポリオールのものと多くとも約１．５、１、０．７５、０．５又は０．２５単位（のいず
れか）異なる計算ホイ溶解度パラメータを有し、該他のポリオールが、天然油由来ポリオ
ール、追加のポリオール及びそれらの組み合わせから選択される、該実施形態のいずれか
に記載の組成物。
　１７．該ホイ溶解度パラメータの差が測定される天然油ポリオールが、存在する任意の
他の天然油由来ポリオールより多い又はそれに等しい量で存在する、好ましくは、存在す
るすべての天然油由来ポリオールの総合重量の少なくとも約５０重量パーセントの量で存
在する、天然油ポリオールである、実施形態１６に記載の組成物。
　１８．少なくとも１つ、好ましくはすべての天然油由来ポリオールが、好ましくは多く
とも約２０００ダルトンの数平均分子量を有する、該いずれかの実施形態に記載の組成物
、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　１９．該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しく
はそれらの組み合わせ又は物質、ここで、多くとも約１００センチポアズの粘度、独立し
て、溶剤中、少なくとも約５０、好ましくは６０重量パーセント ポリオールという固形
分で多くとも約１０，０００、５０００、又は１０００（のいずれか）を有する少なくと
も１つの天然油由来ポリオール
　２０．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせが、場合によりワンパッケージ
組成物であり、その結合剤成分及び架橋成分が、容器入り又はツーパック組成物として互
いにブレンドされ、該架橋成分が、基材に塗布する直前に該結合剤成分と混合される、該
いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの
組み合わせ又は物質。
　２１．該天然油由来ポリオール又はその組み合わせが、分子１個につき平均で少なくと
も約１．５、１．７５又は２個（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも約３、２．７
５又は２．５個（のいずれか）のヒドロキシル基を有する、該いずれかの実施形態に記載
の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　２２．該天然油由来ポリオールのヒドロキシル当量が、少なくとも約２００、４００、
６００（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも約５０００、１５００、１０００（の
いずれか）である、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結
合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　２３．開始脂肪酸ポリオール又はＶＯＢポリオールを製造するために使用される開始剤
が、２個又はそれ以上のヒドロキシル、第一アミン又は第二アミン基を含有する、該いず
れかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み
合わせ又は物質。
　２４．開始脂肪酸ポリオール又はＶＯＢポリオールを製造するために使用される開始剤
が、アルカノールアミン、ポリアミン又はそれらの組み合わせである、該いずれかの実施
形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は
物質。
　２５．該開始剤が、分子１個につき少なくとも約１又は２個（のいずれか）のヒドロキ
シル基、アミン基又はそれらの組み合わせ、且つ、好ましくは多くとも６、４又は３個（
のいずれか）のヒドロキシル若しくはアミン基又はそれらの組み合わせ、より好ましくは
ヒドロキシル基を有する、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着
剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　２６．該開始剤が、ポリオールである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセ
ス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　２７．該開始剤が、少なくとも約３２又は１１６ダルトン（のいずれか）、好ましくは
多くとも約５５０、５０００、１０００又は１００００ダルトン（のいずれか）の分子量
を有する、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若し
くはそれらの組み合わせ又は物質。
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　２８．該開始剤が、エチレングリコール、１，２－及び１，３－プロピレングリコール
、１，４－及び２，３－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタン
ジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール、２－メチル－１，３
－プロパンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘキサントリ
オール、１，２，４－ブタントリオール、トリメチロールエタン、ペンタエリトリトール
、キニトール、マンニトール、ソルビトール、メチルグリコシド、ジエチレングリコール
、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
チレングリコール及びそれらの組み合わせから選択される、該いずれかの実施形態に記載
の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　２９．該天然油由来ポリオールが、ヒドロキシメチル脂肪酸エステル１個につき平均で
少なくとも約０．５、０．７５、１．０個（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも約
２、１．７５又は１．５個（のいずれか）のヒドロキシメチル基を有するヒドロキシメチ
ル基含有脂肪酸アルキルエステル組成物を反応させることによって調製される、該いずれ
かの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合
わせ又は物質。
　３０．該天然油由来ポリオールが、天然油由来ポリオールとは異なる少なくとも１つの
追加のポリオールと共に使用される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、
塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　３１．該追加のポリオールが、少なくとも１つのアクリルポリオール、少なくとも１つ
のポリエステルポリオール、少なくとも１つのポリカーボネートポリオール、少なくとも
１つのポリウレタンポリオール、少なくとも１つのポリエーテルポリオール、又はそれら
の組み合わせから選択される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、
接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　３２．該追加のポリオールが、（メタ）アクリルポリオールである、該いずれかの実施
形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は
物質。
　３３．該追加のポリオールが、有利には少なくとも約４００又は５００（のいずれか）
、好ましくは多くとも約１００００又は２００００（のいずれか）の数平均分子量を有す
る（メタ）アクリルポリオールである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス
、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　３４．該追加のポリオールが、分子１個につき少なくとも約２個（のいずれか）から多
くとも約１０、６又は４個（のいずれか）のヒドロキシル官能基を有し、そのうち好まし
くは少なくとも約２個、且つ、好ましくは多くとも約４個が、第一ヒドロキシル基である
、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれ
らの組み合わせ又は物質。
　３５．該（メタ）アクリルポリオールが、ヒドロキシル基を含有する不飽和酸モノマー
又はそれらのポリマーの重合性エステルと１つ又はそれ以上の他のα，β－不飽和脂肪酸
モノマーとのポリマーである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、
接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　３６．該（メタ）アクリルポリオールが、そのアルキル基に１から１８個の炭素原子を
好ましくは有する少なくとも１つのアルキル（メタ）アクリレートモノマーのポリマー、
又は少なくとも１つの（メタ）アクリルモノマーと少なくとも１つのヒドロキシル官能性
モノマーからのポリマーである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料
、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　３７．該（メタ）アクリルポリオールが、そのアルキル基に１から４個の炭素原子を有
するヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、エチレン重合シラン、例えばトリメトキ
シプロピルシリルメタクリレート；若しくはｔ－ブチルアミノエチルメタクリレート又は
それらの組み合わせから選択される少なくとも１つの構成員のポリマーである、該いずれ
かの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合
わせ又は物質。
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　３８．該他のα，β－不飽和モノマーが、メチルアクリレート、メチルメタクリレート
、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、ｎ－プロピ
ルメタクリレート、イソプロピルアクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチ
ルアクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタ
クリレート、ｓ－ブチルアクリレート、ｓ－ブチルメタクリレート、シクロヘキシルアク
リレート、シクロヘキシルメタクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチ
ルヘキシルメタクリレート、ステアリルアクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウ
リルアクリレート、ラウリルメタクリレート、スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－ビニ
ルトルエン、又はアクリロニトリル、及びそれらの組み合わせから選択される、該いずれ
かの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合
わせ又は物質。
　３９．該追加のポリオールが、少なくとも１つのポリエステルポリオールを含む、該い
ずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組
み合わせ又は物質。
　４０．該追加のポリオールが、少なくとも１つのポリオール、好ましくは少なくとも１
つのジオールと、少なくとも１つのポリカルボン酸又はその無水物、好ましくは少なくと
も１つのジカルボン酸、ジカルボン酸無水物又はその組み合わせの反応生成物である、該
いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの
組み合わせ又は物質。
　４１．該追加のポリオールが、ポリエステルポリオールであり、該少なくとも１つのポ
リカルボン酸又はその無水物が、脂肪族、脂環式、芳香族、複素環式又はそれらの組み合
わせであり、場合により置換されている又は非置換であり、及び独立して、飽和されてい
る又は不飽和である、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、
結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　４２．該追加のポリオールが、ポリエステルポリオールであり、該少なくとも１つのポ
リカルボン酸又はその無水物が、コハク酸、アジピン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、
トリメリット酸無水物、フタル酸無水物、マレイン酸、マレイン酸無水物及びフマル酸又
はそれらの組み合わせから選択される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス
、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　４３．該追加のポリオールが、ポリエステルポリオールであり、該ポリエステルポリオ
ールの製造に使用される少なくとも１つのポリオールが、多くとも約１５０の当量を有す
る、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそ
れらの組み合わせ又は物質。
　４４．該追加のポリオールが、ポリエステルポリオールであり、該ポリエステルの製造
に使用される少なくとも１つのポリオールが、エチレングリコール、１，２－及び１，３
－プロピレングリコール、１，４－及び２，３－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオ
ール、１，８－オクタンジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノー
ル、２－メチル－１，３－プロパンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、１
，２，６－ヘキサントリオール、１，２，４－ブタントリオール、トリメチロールエタン
、ペンタエリトリトール、キニトール、マンニトール、ソルビトール、メチルグリコシド
、ジエチレングリコール、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、ブチレングリコール、少なくとも１つのポリカプロラクトンポリオー
ル及びそれらの組み合わせから選択される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロ
セス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　４５．該結合剤組成物が、少なくとも約４００から多くとも約２０，０００の分子量を
有する、ＶＯＢポリオールとは異なるポリエステルポリオールである、少なくとも１つの
ポリオールを含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結
合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　４６．該結合剤組成物が、－５０℃から＋１００℃の範囲のＴｇを有するポリエステル
ポリオールである、少なくとも１つのポリオールを含む、該いずれかの実施形態に記載の
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組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　４７．該結合剤組成物が、分子１個につき少なくとも約１，２又は４個（のいずれか）
の第一ヒドロキシル基を有するポリエステルポリオールである、少なくとも１つのポリオ
ールを含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若
しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　４８．該結合剤組成物が、ポリエーテルポリオール、好ましくは１つ又はそれ以上のア
ルキレンオキシド、より好ましくはエチレンオキシド、プロピレンオキシド及び１，２－
ブチレンオキシド、又はそれらの混合物である、少なくとも１つのポリオールを含む、該
いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの
組み合わせ又は物質。
　４９．該結合剤組成物が、ポリプロピレンオキシド、若しくはプロピレンオキシドとエ
チレンオキシドのポリマー、又はそれらの組み合わせであるポリエーテルポリオールであ
る、少なくとも１つのポリオールを含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセ
ス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　５０．該結合剤組成物が、少なくとも１つの天然油由来ポリオールと少なくとも１つの
追加のポリオールを含み、該天然油由来ポリオールが、その塗料、接着剤、結合剤又はそ
れらの組み合わせの組成物中の該他のポリオール（単数又は複数）と混和性である、該い
ずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組
み合わせ又は物質。
　５１．該結合剤組成物が、少なくとも１つの天然油由来ポリオールと少なくとも１つの
追加のポリオールを含み、それらの計算総溶解度パラメータの差が、多くとも約１．０、
０．７５、０．５若しくは０（のいずれか）である、又は該溶解度パラメータの三次元成
分の差が、多くとも約１．０、０．７５、０．５若しくは０（のいずれか）である、又は
両方の組み合わせである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着
剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　５２．該結合剤組成物が、少なくとも１つの天然油由来ポリオールと少なくとも１つの
追加のポリオールを含み、該追加のポリオールが、（メタ）アクリルポリオールである、
該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれら
の組み合わせ又は物質。
　５３．該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しく
はそれらの組み合わせ又は物質、ここで、少なくとも１つの追加のポリオール、ここで、
約５００、１０００、１５００、２０００（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも５
０００、１００００、２００００又は１０００００（のいずれか）の数平均分子量、少な
くとも約－５０、－２５、－１０、０℃（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも約３
０、５０、７５又は１００℃（のいずれか）のＴｇを有する（メタ）アクリルポリオール
。
　５４．本発明の組成物が、少なくとも２つの反応性イソシアネート基を有する少なくと
も１つのポリイソシアネート、少なくとも１つのメラミン及びそれらの組み合わせからな
る群より選択される架橋成分を含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、
塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　５５．該架橋成分が、分子１個につき平均で少なくとも約２、２．５、２．７又は３個
（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも約４、３．７５、３．５０、３．２５個（の
いずれか）のイソシアネート官能基を有する少なくとも１つのポリイソシアネートを含む
、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれ
らの組み合わせ又は物質。
　５６．該組成物が、少なくとも約０．９０、０．９５、１．０（のいずれか）、好まし
いところから多くとも約１．１０、１．０５、１．０３又は１．０１（のいずれか）であ
る全ポリオールのヒドロキシル基に対する該架橋成分中のポリイソシアネート上のイソシ
アネート基のモル比を有する、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、
接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
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　５７．該ポリイソシアネートが、芳香族、脂肪族又は脂環式であり、独立して、少なく
とも１つのジ－、トリ－若しくはテトラ－イソシアネート又はそれらの組み合わせであり
、独立して、場合により、イソシアヌレート構造単位、又はそれらの組み合わせを含む、
該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれら
の組み合わせ又は物質。
　５８．該架橋成分が、ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレート、イソホロ
ンジイソシアネートのイソシアヌレート、１，３－ シクロヘキサンビス（イソシアナト
メチル）のイソシアヌレート、１，４－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）のイ
ソシアヌレート、及び１，３－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル）と１，４－シ
クロヘキサンビス（イソシアナトメチル）の混合物のイソシアヌレート；２分子のジイソ
シアネート、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、の付加体；ヘキサメチレンジイ
ソシアネートのウレチジオン；イソホロンジイソシアネートのウレチジオン又はイソホロ
ンジイソシアネート；ｍ－テトラメチルキシリレンジイソシアネートのイソシアヌレート
；ジオール、例えば、エチレングリコール、１，２－プロピレンジイソシアネート、トリ
メチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、２、３－ブチレンジイソ
シアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、オクタメチレンジイソシアネート、２,
２,４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、２，４，４－トリメチルヘキサメ
チレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、オメガ，オメガ－ジプロピ
ルエーテルジイソシアネート、１ ,３－シクロペンタンジイソシアネート、１ ,２－シク
ロヘキサンジイソシアネート、１，４－シクロヘキサンジイソシアネート、イソホロンジ
イソシアネート、１，３－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル)、１,４－シクロヘ
キサンビス（イソシアナトメチル）、１，３－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル
)と１,４－シクロヘキサンビス（イソシアナトメチル)の混合物、４－メチル－１，３－
ジイソシアナトシクロヘキサン、トランス－ビニリデンジイソシアネート、ジシクロヘキ
シルメタン－４，４[プライム］－ジイソシアネート、３，３［プライム］－ジメチルジ
シクロヘキシルメタン４，４［プライム］－ジイソシアネート、トルエンジイソシアネー
ト、１，３－ビス（１－イソシアナト１－メチルエチル）ベンゼン、１，４－ビス（１－
イソシアナト－１－メチルエチル）ベンゼン、１，３－ビス（イソシアナトメチル）ベン
ゼン、キシレンジイソシアネート、１，５－ジメチル－２,４－ビス（イソシアナトメチ
ル）ベンゼン、１，５－ジメチル－２，４－ビス（２－イソシアナトエチル）ベンゼン、
１，３，５－ トリエチル－２，４－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼン、４，４［プ
ライム］－ジイソシアナトジフェニル、３，３［プライム］－ ジクロロ－４，４［プラ
イム］－ジイソシアナトジフェニル、３，３［プライム］－ジフェニル－４,４［プライ
ム]- ジイソシアナトジフェニル、３，３［プライム］－ジメトキシ－４，４［プライム
］－ジイソシアナトジフェニル、４，４［プライム］－ ジイソシアナトジフェニルメタ
ン、３，３［プライム］－ジメチル－４，４［プライム］－ジイソシアナトジフェニルメ
タン、ジイソシアナトナフタレン、イソシアヌレート構造単位を有するポリイソシアネー
ト、２分子のジイソシアネート、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート又はイソホロ
ンジイソシアネートと、ジオール、例えばエチレングリコールとの付加体、３分子のヘキ
サメチレンジイソシアネートと１分子の水の付加体、１分子のトリメチロールプロパンと
３分子のトルエンジイソシアネートの付加体、１分子のトリメチロールプロパンと３分子
のイソホロンジイソシアネートの付加体、１，３，５－トリイソシアナートベンゼン及び
２，４，６－トリイソシアナトトルエン、１分子のペンタエリトリトールと４分子のトル
エンジイソシアナートの付加体並びにこれらの組み合わせから選択される少なくとも１つ
の化合物を含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合
剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　５９．該ポリイソシアネートのイソシアネート官能基の少なくとも一部分が、時期尚早
の架橋を防止するために単量体アルコールでキャップされる、該いずれかの実施形態に記
載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　６０．該塗料、結合剤又はそれらの組み合わせが、透明であるか、着色されており、独
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立して、モノ－コート又はベースコートである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、
プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　６１．該架橋成分が、少なくとも１つのメラミンホルムアルデヒド樹脂、好ましくは少
なくとも１つのアルコキシモノメリックメラミンを含む、該いずれかの実施形態に記載の
組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　６２．該架橋成分が、少なくとも１つのアルキル化メラミン、メチル化、ブチル化、イ
ソブチル化メラミン；ヘキサメチロールメラミン、トリメチロールメラミン、部分的にメ
チル化したヘキサメチロールメラミン、ペンタメトキシメチルメラミン又はそれらの組み
合わせを含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤
若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　６３．該架橋成分が、少なくとも１つの少なくとも１つのメラミンを含み、及びその結
合剤及び架橋成分固形分の総重量に基づき少なくとも約１０、１５、２０又は３０重量パ
ーセント（のいずれか）、且つ、好ましくは多くとも約５０、４５、４０、３５重量パー
セント（のいずれか）のメラミンを含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセ
ス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　６４．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、その結合剤成分と
架橋剤成分の反応を促進する、従って、硬化を促進するために少なくとも１つの触媒をさ
らに含み、好ましくは該少なくとも１つの触媒が、芳香族スルホン酸、ドデシルベンゼン
スルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、ジノニルナフタレンスルホン酸（これらのそれぞ
れが、独立して、場合により、ブロックされていない、又はブロックされている）、強酸
、リン酸、フェニル酸ホスフェート（これらのそれぞれが、独立して、場合により、ブロ
ックされていない、又はブロックされている）；錫化合物、ジブチル錫ジラウレート、ジ
ブチル錫ジアセテート、第一錫オクトアート、及びジブチル錫オキシド、ｔ－アミン又は
それらの組み合わせから選択される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、
塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　６５．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、好ましくは芳香族
炭化水素、ケトン、エステル及びそれらの組み合わせからなる群より選択される；より好
ましくは石油ナフサ、キシレン；メチルアミルケトン、メチルイソブチルケトン、メチル
エチルケトン、アセトン；ブチルアセテート又はヘキシルアセテート、グリコールエーテ
ルエステル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びそれらの組み合わ
せからなる群より選択される少なくとも１つの有機溶剤をさらに含む、該いずれかの実施
形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は
物質。
　６６．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、その塗料、接着剤
、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物の総重量に基づき、少なくとも約５０、６０、
７０、又は８０パーセント（のいずれか）、好ましいところから多くとも８５、９０、９
５、又は１００パーセント（のいずれか）の固形分レベルを有する、該いずれかの実施形
態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物
質。
　６７．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、結合剤及び架橋成
分固形分の重量に基づき、少なくとも約０．１、１、１．５重量パーセント（のいずれか
）、より好ましいところから多くとも約５、２．５又は２重量パーセント（のいずれか）
の量で好ましくは存在する、少なくとも１つの紫外線安定剤、吸収剤又はそれらの組み合
わせを含み、最も好ましくは、該安定剤又は吸収剤が、少なくとも１つの紫外線吸収剤、
遮断剤、失活剤及び特定のヒンダードアミン光安定剤又はそれらの組み合わせから選択さ
れる、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくは
それらの組み合わせ又は物質。
　６８．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、少なくとも１つの
酸化防止剤を、好ましくは、結合剤及び架橋成分固形分の総重量に基づき、少なくとも約
０．１、より好ましいところから多くとも約５重量パーセントの量でさらに含む、該いず
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れかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み
合わせ又は物質。
　６９．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、安定剤、レオロジ
ー調節剤、流動剤、顔料 強化剤、充填剤及びそれらの組み合わせから好ましくは選択さ
れる、少なくとも１つの添加剤をさらに含む、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プ
ロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７０．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、少なくとも１つの
顔料をさらに含有し、好ましくは、総顔料量が、その結合剤及び架橋成分固形分の総重量
に基づき０．１重量パーセントから２００重量パーセントである、該いずれかの実施形態
に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質
。
　７１．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、ツーパック塗料、
接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせの組成物の形態（第一パックが結合剤成分を
含み、及び第二パックが、ポリイソシアネート若しくはメラミンを含有する架橋剤成分を
含む）で、又は独立して、ワンパック塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ
の組成物の形態（両方の成分が、ワンパック塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み
合わせの組成物の形態で同じ容器内に供給若しくは保管される）で供給される、該いずれ
かの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合
わせ又は物質。
　７２．該硬化が、周囲温度若しくはそれより高温のいずれかで１段階で、又は２又はそ
れ以上の段階で（ここで、第一段階が周囲条件で行われ、第二段階が高温、好ましくは焼
生温度で行われる）行われる、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、
接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７３．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、少なくとも約８０
℃、且つ、好ましくは１６０又は２００℃以下の温度に、好ましくは１０から６０分の時
間、加熱される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合
剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７４．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせが、有利には２５マイクロメー
トルから７５マクロメートルの範囲の厚さを有する、該いずれかの実施形態に記載の組成
物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７５．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせが、金属基材、好ましくは自動
車部品、より好ましくは車体部に、場合により、他の塗料、接着剤、結合剤又はそれらの
組み合わせの組成物の層でのプレコート、例えば、エレクトロコート、プライマー及びベ
ースコート後に塗布される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接
着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７６．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、建築用、自動車用
、工業用塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又はそれらの組み合わせであ
る、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそ
れらの組み合わせ又は物質。
　７７．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、少なくとも１つの
基材、好ましくは少なくとも１つの金属、プラスチック、複合材、木材、コンクリート基
材又はそれらの組み合わせに塗布される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセ
ス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７８．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、塗料、接着剤、結
合剤若しくはそれらの組み合わせの組成物の１リットルあたり多くとも約２５０又は１５
０ｇいずれかの溶剤又は、独立して、少なくとも約５０重量パーセントの固形分を有する
塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせである、低ＶＯＣ塗料、接着剤、結合剤若
しくはそれらの組み合わせとして適格である、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プ
ロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　７９．該組成物が、少なくとも１つの塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせ、
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インク、接着剤、シーラント、又はそれらの組み合わせとして使用される、該いずれかの
実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ
又は物質。
　８０．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせの組成物が、自動車車体若しく
は部品、屋外標識、電子デバイス、複合材又はそれらの組み合わせのうちの少なくとも１
つのための塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせとして使用され、好ましくは、
該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせが、機能的なもの及び装飾用のもの又は
それらの組み合わせのいずれかである、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス
、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　８１．該塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせが、少なくとも１つの金属、プ
ラスチック、木材若しくは木製製品又はそれらの組み合わせを含む少なくとも１つの基材
上に塗装される、該いずれかの実施形態に記載の組成物、プロセス、塗料、接着剤、結合
剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質。
　８２．得られた塗料、接着剤、結合剤又はそれらの組み合わせが、下記のいずれか少な
くとも１つ、有利には少なくとも２つ、及び独立して、好適性が高まるにつれて少なくと
も約３、４、５、６又は７つのそれぞれを有する、該いずれかの実施形態に記載の組成物
、プロセス、塗料、接着剤、結合剤若しくはそれらの組み合わせ又は物質であって：
　（ａ）少なくとも約４、好ましくは５であるＡＳＴＭ１３０８の手順に従って測定され
る耐薬品性；
　（ｂ）６０℃で少なくとも約３、４若しくは５（のいずれか）又は独立して７０℃で少
なくとも約２、３、若しくは４から５である耐酸腐食性；
　（ｃ）少なくとも約１５０、１７５、又は２００から２００（のいずれか）の二重摩擦
であるメチルエチルケトンを使用してＡＳＴＭ　Ｄ５４０２の手順によって測定される耐
溶剤性；
　（ｄ）少なくとも約４０、５０又は６０（のいずれか）であるＡＳＴＭ　Ｄ４３６６の
手順に従って測定される振子硬度；
　（ｅ）少なくとも約２Ｂ、ＨＢ又はＦ（のいずれか）であるＡＳＴＭ　Ｄ３３６３の手
順に従って測定される鉛筆硬度；
　（ｆ）少なくとも約１０、２０若しくは３０（のいずれか）であるＨＵとして表される
、コネチカット州のＦｉｓｈｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙから商品名ＦＩＳＣＨＥＲＳＣ
ＯＰＥ　Ｈ１００Ｃで市販されているビッカースインデンタを使用して特定されるユニバ
ーサル硬度若しくはビッカース硬度；又は
　（ｇ）少なくとも４Ｂ又は５のいずれかであるＡＳＴＭ　Ｄ３３５９（クロスハッチ接
着）の手順に従って測定される接着力。
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