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(57)【要約】
　組成物コーティングを製造するためのプロセスは、木
材またはレンガ材料基材を選択すること、ならびにシラ
ンまたはシラン誘導体および金属酸化物前駆体を含むゾ
ル－ゲルを利用して、基材をコーティングすることを含
み得る。該プロセスは、基材の湿潤および／または染色
を防止する組成物コーティングを製造するための、オー
ル溶液プロセスまたは制御環境を利用することができる
。木材またはレンガ材料を処理するための組成物コーテ
ィングは、材料の耐候性、微生物耐性、耐染色性および
真菌耐性を改善する。結果として得られたレンガ材料の
透過性の低減は、塩化物イオンおよび硫酸イオンなどの
イオンの浸透によって引き起こされる分解を遅延または
阻害することもできる。加えて、該複合溶液および色素
を含む染色剤は、木材またはレンガ材料に追加の特性を
付与する一方で、特にコーティングの適用後に見られる
ような木目の可視性およびコントラストについて、本来
の外観を保持または改善することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐汚性、耐染色性、耐候性または真菌耐性の改善のために基材を処理するための方法で
あって、
　　コーティングされる基材を選択するステップ、ここで、基材は、多孔質材料から選択
される；
　　複合溶液を調製するステップ、ここで、複合溶液は、少なくとも水、酸、第１の溶媒
、ベース化学試薬、可塑剤および結合剤を混合することによって調製される；
　　５０～１００℃の範囲の昇温で複合溶液を撹拌するステップ；
　　複合溶液を利用することで、基材をコーティングするステップ；ならびに
　　基材を乾燥または硬化することで、複合コーティングが基材上に形成するのを可能に
するステップ；
を含む、上記方法。
【請求項２】
　多孔質材料が木材またはレンガ材料から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　複合溶液が、水３～８ｖｏｌ．％、第１の溶媒２０～３０ｖｏｌ．％、ベース化学試薬
４０～６０ｖｏｌ．％、可塑剤１０～１５ｖｏｌ．％、および結合剤１～５ｖｏｌ．％を
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　　複合溶液をさらに第２の溶媒で６０ｖｏｌ．％から１００ｖｏｌ．％の最終濃度に希
釈するステップ
をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　複合溶液が、ｐＨが５以下である酸性条件下で調製される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　昇温での撹拌が、１／２時間から１２時間の間実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　基材上に形成された組成物コーティングが、コーティング前の基材の色素沈着および反
射性を変化させない、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　複合溶液の重合度が１００以下である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第１の溶媒が、水、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、
ｎ－ブタノール、イソブタノール、エチレングリコール、グリセロールアセトン、アセト
ニトリル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ
シドまたはそれらの混合物から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ベース化学試薬が、Ｍ（ＯＲ）４（式中、Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｉｎ、ＳｎまたはＺ
ｒであり、Ｒは、水素、置換または非置換アルキルを含む）の一般式を有するアルコキシ
シラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　複合溶液がキレート化試薬をさらに含み、
　　キレート化試薬が、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、Ｓｎまたは
Ｔｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり；ｚは整数
１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条件とする）
の一般式を有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択され、
式中、Ｒは水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は水素、
置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ”は、３個から２０個の炭素
原子を含む置換または非置換アルキル基またはアルケニル基を含む、あるいは
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　　キレート化試薬が、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、Ｓｎまたは
Ｔｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり；ｚは整数
１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条件とする）
の一般式を有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択され、
式中、Ｒは水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は水素、
置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ”は置換または非置換アミン
（第一級、第二級および第三級を含める）またはチオールを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　結合剤が、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであり
；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり；ｚは整数１、２また
は３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条件とする）の一般式を
有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択され、式中、Ｒが
水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’が水素、置換もしく
は非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ”が置換もしくは非置換エポキシまたは
グリシドキシを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　可塑剤が、Ｍ（ＯＲ）４－ｘＲ’ｘ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであり；
ｘは整数１、２または３である）の一般式を有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体
またはその組合せから選択され、式中、Ｒが水素、置換もしくは非置換アルキルまたはそ
の誘導体を構成し、Ｒ’が置換もしくは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル
、置換もしくは非置換アルキニル、置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　複合溶液が、
【化１】

（式中、ＲおよびＲ’は、同じであっても異なっていてもよく、水素、置換もしくは非置
換アルキルまたはその誘導体を含む）
の一般式を有する、オリゴマー／コオリゴマー形態、ポリマー／コポリマー形態またはそ
の組合せにおけるアルキルシロキサンから選択される粘度調整剤をさらに含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１５】
　複合溶液が、ＵＶ吸収または遮断、反射防止、抗摩耗、難燃、伝導、抗微生物、抗細菌
、抗真菌または色素沈着の特性を提供する機能性添加剤をさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１６】
　疎水性化学剤および第３の溶媒を含む疎水性溶液で基材をコーティングするステップ
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　疎水性化学剤が、フルオロアルキルシラン［ＣＦ３（ＣＦ２）ａ（ＣＨ２）ｂ］ｃＳｉ
ＲｄＸｅ（式中、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉまたは他の適当な有機脱離基であり、Ｒは、置換も
しくは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキニル
、置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、３…か
ら２０であり、ｂは整数０、１、２、３…から１０であり、ｃは整数１、２、３であり、
ｄは整数０、１、２、３であり、ｅは整数１、２、３であるが、ただし、ｃ、ｄおよびｅ
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の和は４に等しいことを条件とする）から選択される、
　　疎水性化学剤が、アルキルシラン［ＣＨ３（ＣＨ２）ａ］ｂＳｉＲｃＸｄから選択さ
れ；式中、Ｘは、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉまたは他の適当な有機脱離基を構成し、Ｒは、置換もし
くは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキニル、
置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、３…から
２０であり、ｂは整数１、２または３であり、ｃは整数０、１、２、３であり、ｄは整数
１、２または３であるが、ただし、ｂ、ｃおよびｄの和は４に等しいことを条件とする、
　　疎水性化学剤が、アルコキシフルオロアルキルシラン［ＣＦ３（ＣＦ２）ａ（ＣＨ２

）ｂ］ｃＳｉＲｄ［アルコキシ］ｅ（式中、［アルコキシ］は、メトキシ、エトキシ、プ
ロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシまたはその組合せを構成し；Ｒは、
置換もしくは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アル
キニル、置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、
３…から２０であり、ｂは整数０、１、２、３…から１０であり、ｃは整数１、２、３で
あり、ｄは整数０、１、２、３であり、ｅは整数１、２、３であるが、ただし、ｃ、ｄお
よびｅの和は４に等しいことを条件とする）から選択される、あるいは
　　疎水性化学剤が、アルコキシアルキルシラン［ＣＨ３（ＣＨ２）ａ］ｂＳｉＲｃ［ア
ルコキシ］ｄから選択され；式中、［アルコキシ］は、メトキシ、エトキシ、プロポキシ
、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシまたはその組合せを構成し；Ｒは、置換もし
くは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキニル、
置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、３…から
２０であり、ｂは整数１、２または３であり、ｃは整数０、１、２、３であり、ｄは整数
１、２または３であるが、ただし、ｂ、ｃおよびｄの和は４に等しいことを条件とする、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　第３の溶媒が、トルエン、ベンゼン、キシレン、トリクロロエチレン、１，２－ジクロ
ロエタン、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラクロロエチレン、ｎ－プ
ロピルブロミド、ジエチルエーテル、アセトン、ジイソプロピルエーテル、メチル－ｔ－
ブチルエーテル、石油エーテル、石油炭化水素、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノ
ール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、イソブタノール、アセトン、アセトニトリル
、ジオキサン、テトラヒドロフラン、テトラクロロエチレン、ジメチルホルムアミド、ジ
メチルスルホキシドまたは水から選択される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　フルオロアルキルシランが、トリクロロ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン
、ジクロロ－メチル（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、クロロ－ジメチル（
３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペ
ルフルオロブチル）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロ
ブチル）シラン、クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シ
ラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、ジクロロ
－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、クロロ－ジメチル
（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，
２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２
Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペル
フルオロオクチル）シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル
）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、
クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリクロロ
（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，
１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン、またはクロロ－ジメチル（１Ｈ，１
Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シランから選択される、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２０】
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　アルキルシランが、クロロシラン、ジクロロシラン、トリクロロシラン、クロロトリメ
チルシラン、ジクロロジメチルシラン、トリクロロメチルシラン、クロロフェニルシラン
、ジクロロフェニルシラン、トリクロロフェニルシラン、クロロメチルフェニルシラン、
クロロジメチルフェニルシラン、ジクロロメチルフェニルシラン、クロロジメチルフェネ
チルシラン、ジクロロメチルフェネチルシラン、トリクロロフェネチルシラン、クロロジ
メチルオクチルシラン、ジクロロメチルオクチルシラン　トリクロロオクチルシラン、ク
ロロジメチルドデシルシラン、ジクロロメチルドデシルシラン、トリクロロドデシルシラ
ン、クロロデシルジメチルシラン、ジクロロデシルメチルシラン、トリクロロデシルシラ
ン、クロロジメチルオクタデシルシラン、ジクロロメチルオクタデシルシラン、トリクロ
ロオクタデシルシラン、クロロジメチルヘキシルシラン、ジクロロメチルヘキシルシラン
、トリクロロヘキシルシラン、アリルジクロロメチルシラン、アリルクロロジメチルシラ
ン、アリルトリクロロシラン、（シクロヘキシルメチル）クロロジメチルシラン、（シク
ロヘキシルメチル）ジクロロメチルシラン、または（シクロヘキシルメチル）トリクロロ
シランから選択される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　アルコキシフルオロアルキルシランが、トリメトキシ（３，３，３－トリフルオロプロ
ピル）シラン、トリエトキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、トリプロポ
キシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、トリイソプロポキシ（３，３，３－
トリフルオロプロピル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロ
ブチル）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン
、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、トリイソプ
ロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ
，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ
，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペ
ルフルオロヘキシル）シラン、トリイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフル
オロヘキシル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル
）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、ト
リプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、トリイソプロ
ポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ
，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，
２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフ
ルオロデシル）シラン、トリイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデ
シル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン
、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン、トリプロポ
キシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン、またはトリイソプロポ
キシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シランから選択される、請求項
１７に記載の方法。
【請求項２２】
　アルコキシアルキルシランが、トリメトキシイソブチルシラン、トリエトキシイソブチ
ルシラン、ジメトキシジイソブチルシラン、ジエトキシジイソブチルシラン、トリメトキ
シフェニルシラン、トリエトキシフェニルシラン、ジメトキシジフェニルシラン、ジエト
キシジフェニルシラン、ジメトキシメチルフェニルシラン、ジエトキシメチルフェニルシ
ラン、メトキシジメチルフェニルシラン、エトキシジメチルフェニルシラン、トリメトキ
シ（ヘキシル）シラン、トリエトキシ（ヘキシル）シラン、トリプロポキシ（ヘキシル）
シラン、トリイソプロポキシ（ヘキシル）シラン、トリメトキシ（オクチル）シラン、ト
リエトキシ（オクチル）シラン、トリプロポキシ（オクチル）シラン、トリイソプロポキ
シ（オクチル）シラン、トリメトキシ（デシル）シラン、トリエトキシ（デシル）シラン
、トリプロポキシ（デシル）シラン、トリイソプロポキシ（デシル）シラン、トリメトキ
シ（ドデシル）シラン、トリエトキシ（ドデシル）シラン、トリプロポキシ（ドデシル）
シラン、またはトリイソプロポキシ（ドデシル）シランから選択される、請求項１７に記
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載の方法。
【請求項２３】
　耐汚性、耐染色性、耐候性、または真菌耐性を改善するための基材の複合溶液であって
、
　　水；
　　酸；
　　第１の溶媒；
　　ベース化学試薬；
　　可塑剤；および
　　結合剤
を含み、
　５０～１００℃の範囲の昇温で撹拌され、多孔質材料である基材をコーティングするの
に利用される、
上記複合溶液。
【請求項２４】
　多孔質材料が、木材またはレンガ材料から選択される、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項２５】
　水３～８ｖｏｌ．％、第１の溶媒２０～３０ｖｏｌ．％、ベース化学試薬４０～６０ｖ
ｏｌ．％、可塑剤１０～１５ｖｏｌ．％、および結合剤１～５ｖｏｌ．％を含む、請求項
２３に記載の複合溶液。
【請求項２６】
　第２の溶媒で最終濃度６０ｖｏｌ．％から１００ｖｏｌ．％にさらに希釈される、請求
項２３に記載の複合溶液。
【請求項２７】
　昇温で１／２時間から１２時間の間撹拌される、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項２８】
　５以下のｐＨの酸性条件下で調製される、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項２９】
　複合溶液の重合度が１００以下である、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項３０】
　複合溶液で形成されたコーティングが、コーティングの前の基材の色素沈着および反射
性を変化させない、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項３１】
　第１の溶媒が、水、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、
ｎ－ブタノール、イソブタノール、エチレングリコール、グリセロールアセトン、アセト
ニトリル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ
シドまたはその混合物から選択される、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項３２】
　ベース化学試薬が、Ｍ（ＯＲ）４（式中、Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｉｎ、ＳｎまたはＺ
ｒであり、Ｒは、水素、置換または非置換アルキルを含む）の一般式を有するアルコキシ
シラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択される、請求項２３に記載の複合溶
液。
【請求項３３】
　キレート化試薬をさらに含み、
　　キレート化試薬が、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、Ｓｎまたは
Ｔｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり；ｚは整数
１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条件とする）
の一般式を有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択され、
式中、Ｒは水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は水素、
置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ”は、３個から２０個の炭素
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原子を含む置換または非置換アルキル基またはアルケニル基を含む、あるいは
　　キレート化試薬が、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、Ｓｎまたは
Ｔｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり；ｚは整数
１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条件とする）
の一般式を有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択され、
式中、Ｒは水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は水素、
置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ”は置換または非置換アミン
（第一級、第二級および第三級を含める）またはチオールを含む、
請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項３４】
　結合剤が、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであり
；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり；ｚは整数１、２また
は３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条件とする）の一般式を
有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合せから選択され、式中、Ｒは
水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は水素、置換もしく
は非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ”は置換もしくは非置換エポキシまたは
グリシドキシを含む、請求項２３に記載の複合溶液。
【請求項３５】
　可塑剤が、Ｍ（ＯＲ）４－ｘＲ’ｘ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであり；
ｘは整数１、２または３である）の一般式を有するアルコキシシラン、金属酸化物前駆体
またはその組合せから選択され、式中、Ｒは水素、置換もしくは非置換アルキルまたはそ
の誘導体を構成し、Ｒ’は置換もしくは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル
、置換もしくは非置換アルキニル、置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を含む
、請求項２３に記載の複合溶液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　[0001]この出願は、２０１４年１１月１２日に出願された米国仮特許出願第６２／０７
８，６５５号および２０１４年１１月１２日に出願された同６２／０７８，５８２号の利
益を主張し、これらを参照により本明細書に組み込む。
【０００２】
　[0002]本発明は、耐候性、微生物耐性、耐染色性および真菌耐性を改善するための、組
成物コーティングおよび処理された木材レンガまたは他の多孔質材料に関する。本発明は
、撥水性を付与するための、したがって、同様に水溶性イオンの浸透を低減するためのこ
うしたコーティングを用いる処理された木材レンガまたは他の多孔質材料にも関する。本
発明は、こうした組成物から作製された木材またはレンガ材料コーティング、例えば塗料
、染色、シーラント、ワニスおよび仕上げ剤（ｆｉｎｉｓｈ）にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]「Ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ　Ｃｏａｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｎａｎｏｓｃｏｐｉｃ／
Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｋｉ
ｎｇ　Ｓａｍｅ」（米国非仮特許出願第１４／２７７，３２５号）という表題の先行研究
において、基材の湿潤または染色を防止する自浄および防水コーティングを製作するため
の溶液プロセスが利用された。結果として得られた表面は、水が基材を「湿潤（ｗｅｔｔ
ｉｎｇ）」するのを防止し（したがって「防水」になる）、湿潤によって引き起こされる
帰結（例えば、染料／色素または水害からの染色）から基材を保護した。疎水性を超えて
、他の機能性添加剤との組合せにおけるこうした疎水性コーティングを使用することで、
風化からの損傷（天然／人工放射線および水分の両方、例えば、地下水、海水および土壌
からの流体およびイオンの浸透によって引き起こされる）を軽減し、真菌または微生物の
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増殖（真菌、微生物または他の微生物体および水分によって引き起こされる）、および腐
敗による後続の分解、または染料／色素からの染色の選択的排除を防止する能力も考察さ
れた。
【０００４】
　[0004]レンガ材料は、建物のための壁、橋、歩道、道路、擁壁、記念碑、および木材ま
たはレンガ基盤の他の形態の構築を範囲とする建築環境において広く使用される。しかし
ながら、適切な防水なしで、水分、結露および／または雨水浸透は、カビおよび真菌の増
殖をもたらす特性において湿気を引き起こし得る（例えば地下または高湿潤もしくは高湿
度の領域）。加えて、風化および大気条件も、水浸食、氷害または冷水害などから、木材
またはレンガ基盤の分解を引き起こし得る。木材またはレンガ材料の耐久性も透過性およ
び浸透性に直接関連することがあり、ここで、液体またはガスの形態における水浸透は触
媒であり得るか、または損傷を直接引き起こし得る。木材構造の特別な場合において、水
浸透を低減することは、木材がそること、腐敗すること、または他に損傷されるのを防止
することができる。鋼補強コンクリート構造の特別な場合において、透過性を低減するこ
とは、殊に塩化物を保有する流体の点から、構造のための、より長い寿命を得ることがで
きる。基本的に、透過性の低減は、塩化物が下部鋼に達するのを遅延または阻害し、この
ことが腐食または錆化の可能性を阻害または遅延させる。同じことが、材料のクラッキン
グおよび他の劣化を引き起こし得る膨張応力を創出する硫酸塩の導入として、コンクリー
トそれ自体にも起こり得る。
【０００５】
　[0005]本開示において、改善された化学的複合コーティング、ならびにセメント添加混
合物が耐候性および耐染色性の改善を提供するように木材またはレンガ材料を処理または
密閉することで耐候性、微生物耐性、耐染色性および真菌耐性を改善するためのそれらの
使用、ならびに工業用途に適当な方法が本明細書において開示されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　[0006]一実施形態において、木材、レンガまたは他の多孔質物品上で耐候性、微生物耐
性、耐染色性および真菌耐性の特性を呈する複合コーティングを製作するためのプロセス
は、木材、レンガ、または多孔質基材を選択すること、ならびに少なくともシラン、シラ
ノール、金属酸化物前駆体またはその誘導体を含むゾル－ゲルを利用して、基材にコーテ
ィング、固着および／または結合することを含み得る。一部の実施形態において、該プロ
セスは、任意選択により、ナノ視的（ｎａｎｏｓｃｏｐｉｃ）またはミクロ視的な特色を
有する表面を創出するために疎水性化学剤および／または他の化学剤で基材をコーティン
グすることを含み得る。一部の実施形態において、前に記述のコーティングは、噴霧また
は蒸気処理機序によって制御環境で被着させる（ｄｅｐｏｓｉｔｅｄ）ことができる。他
の実施形態において、前に記述のコーティングは、オール溶液（ａｌｌ　ｓｏｌｕｔｉｏ
ｎ）、スプレー、噴霧または他の湿潤被着プロセスを利用して被着させることができる。
【０００７】
　[0007]一部の実施形態において、複合コーティングは、所望の表面上への適用、コーテ
ィングまたは被着などを補助するための複合溶液中に提供することができる。一部の実施
形態において、複合コーティングは、木材、レンガまたは他の多孔質材料コーティング、
例えば塗料、染色、シーラント、ワニスおよび仕上げ剤に関連され得る。一部の実施形態
において、材料の表面を処理するための複合溶液は、均質な溶液を形成するための全ての
構成成分を分散するための溶媒（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において
、複合体は、それ自体水ベースの溶媒により感受性であり得る基材への複合体の送達を可
能にするため、部分的親水性もしくは疎水性の溶媒またはその組合せを使用することがで
きる。一部の実施形態において、複合溶液は、ベース複合体の本体を形成するためのベー
ス化学試薬（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において、材料の表面を処理
するための複合溶液は、該溶液中で有機／無機材料（単数または複数）の均質性を増強す
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るためのキレート化試薬（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において、複合
溶液は、所望の表面への複合体の結合を補助するための結合剤（単数または複数）を含み
得る。一部の実施形態において、複合溶液は、ベース複合体の弾力性を維持するための可
塑剤（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において、複合溶液は、該溶液のた
めの所望の粘度を達成するための粘度調整剤（単数または複数）を含み得る。一部の実施
形態において、疎水性化学剤（単数または複数）で処理された表面は、結果として得られ
た複合体の表面疎水性を増加させるために使用することができる。一部の実施形態におい
て、疎水性化学剤（単数または複数）の処理後の表面は、結果として得られた複合体の表
面疎水性を増加させるために使用することができる。
【０００８】
　[0008]一部の実施形態において、１種または複数の機能性有機／無機材料添加剤は、複
合溶液中に添加することができる。一部の実施形態において、添加剤の機能は、材料の本
来の機能性を損なわないまたはそれに対して軽度の効果しか有さない。一部の実施形態に
おいて、機能性添加剤は、以下に限定されないが、ＵＶ吸収／遮断、反射防止、抗摩耗、
難燃、抗微生物、抗細菌、真菌耐性の特性または色素沈着を含めた特性を有することがで
きる。
【０００９】
　[0009]一部の実施形態において、複合コーティングの本来の機能を損なわないまたはそ
れに対して軽度の効果しか有さない１種または複数の色素は、木材またはレンガ材料コー
ティングのための複合溶液中に添加することができる（例えば塗料、染色薬、シーラント
、ワニスおよび仕上げ剤）。一部の実施形態において、こうした色素は、波長選択的吸収
の結果として、反射光または透過光の色を変化させる材料を含み得る。非限定的な例とし
ては、ヒトが知覚できるまたはできない波長の範囲、例えば、およそ３９０ｎｍから７０
０ｎｍの波長を有する可視光；およそ１００ｎｍから３９０ｎｍの波長を有する紫外光、
ならびにおよそ７００ｎｍから１ｍｍの波長を有する赤外およびより低いエネルギーの放
射線が挙げられる。一部の実施形態において、色素は、紫外放射線への曝露によって引き
起こされる分解からホスト複合体を保護する材料も含み得る。一部の実施形態において、
色素は、蛍光、燐光および／または発光の他の形態などを介して色を発する材料を含み得
る。
【００１０】
　[0010]前述では、次に続く詳細な記載がより良好に理解され得るために、本開示のかな
り広く様々な特色を概説してきた。本開示の追加の特色および利点は、後文に記載されて
いる。
【００１１】
　[0011]本開示およびその利点のより完全な理解のため、本開示の特定の実施形態を記載
する添付の図と併せて以下の記載をここで参照することができる：
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】[0001]図１は、（左から右に）未処理レッドオーク、透明コーティングを有する
レッドオーク、および色素沈着コーティングでコーティングされたレッドオークを示し、
ここで、木目の可視性およびコントラストは、コーティングの適用後にはっきりと見るこ
とができる。
【図２】[0012]図２は、それぞれ６つの特有のアースカラー色調の色素と混合されたゾル
－ゲル構成成分を含む木材染色薬のＵＶ－ｖｉｓスペクトルを示す。
【図３】[0013]図３は、３つの試料に関する時間の平方根（ｓ１／２）に対しての収着Ｉ
（ｍｍ）のプロットを示す。
【図４】[0014]図４は、４つのセメント試料に関する時間の平方根（ｓ１／２）に対して
の収着Ｉ（ｍｍ）のプロットを示す。
【図５】[0015]図５は、酸性染色薬剤を介する染色に対する処理試料の効力を判定するた
めに使用されたトラバーチンタイル試料の画像を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　[0016]図示されている要素がスケールに必ずしも示されず、類似または同様の要素がい
くつかの視点を介して同じ参照番号によって指定される図面をここで参照されたい。
　[0017]一般に図面を参照して、例示は、本開示の特別な実施を記載する目的であり、そ
れに限定されると意図されないことが理解されるべきである。本明細書において使用され
ている用語の大部分は、当業者に認識可能である一方で、明白に定義されていない場合に
用語は当業者によって現在認容されている意味を採用すると解釈されるべきであると理解
されるべきである。
【００１４】
　[0018]前述の一般的記載および以下の詳細な記載の両方は、例証的および説明的なだけ
であり、主張されている通り、本発明の拘束でないと理解されるべきである。この明細書
において、別段具体的に明記されていない限り、単数の使用は複数を含み、「ａ」または
「ａｎ」という単語は「少なくとも１つ」を意味し、「または」の使用は「および／また
は」を意味する。さらに、「含めて」という用語、ならびに他の形態、例えば「含まれる
」および「含まれている」の使用は限定しているものではない。その上、「要素」または
「構成成分」などの用語は、別段具体的に明記されていない限り、１つの単位を含む要素
または構成成分および１つより多い単位を含む要素または構成成分の両方を包含する。本
明細書において考察されている任意の範囲は、こうした端部の値が除かれることが明らか
に記されていない限り、範囲を定義する端部の値を含むと理解されるべきである。例えば
、ＸがＹよりも低い値を有する場合、「Ｘ～Ｙの間（“ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｘ－Ｙ”）」、
「Ｘ以上Ｙ以下（“ｅｑｕａｌ　ｔｏ　ｏｒ　ｂｅｔｗｅｅｎ”　Ｘ　ｔｏ　Ｙ）」」、
または「およそＸからＹ（“ｆｒｏｍ　ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ”　Ｘ　ｔｏ　Ｙ）
」などの用語は、Ｘ≦範囲≦Ｙであると示していると理解されるべきである。
【００１５】
　[0019]定義。
　[0020]「多孔質材料」という用語は、材料の体積内に多孔質構造または空隙を有する任
意の材料を指す。非限定的な例としては、木材またはレンガ材料などが挙げられ得る。本
明細書において考察されている各種実施形態は、木材またはレンガ材料を具体的に考察し
得る一方で、こうした実施形態は任意の多孔質材料に適用可能であることが理解されるべ
きである。
【００１６】
　[0021]木材は、３種の主要な化学構成物：セルロース、ヘミセルロースおよびリグニン
を含有する。「木材」という用語は、樹木および他の木本の茎および根に見出される繊維
構造組織を指す。「木材」という用語には、以下に限定されないが、これらの前に記述の
繊維構造組織または化学構成物を含有するもしくはそれらで部分的に構成される任意の材
料、複合体または製品も含まれる。
【００１７】
　[0022]「レンガ材料」という用語は、以下に限定されないが、ブリック、石、大理石、
花崗岩、トラバーチン、石灰岩、人造石、コンクリートブロック、漆喰、タイル、石灰（
ｃｏｂ）およびコンクリート、セメント、モルタルおよびグラウトまたは他のセメント系
材料を含めて、人造の構造または建物などにおいて使用される広範囲の材料を指す。該用
語は、以下に限定されないが、添加剤またはある特定の特性、例えば強度、延性、弾力性
または粘度などを増加させるための合成もしくは天然繊維とのハイブリッドまたは複合材
料を形成するために利用される前に記述の材料の、任意の関連材料も含み得る。
【００１８】
　[0023]「耐候性（ｗｅａｔｈｅｒ　ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）」という用語は、一般に、熱
および冷温度のサイクリング、日光への曝露、または天然および人工放射線および水分の
他の形態による材料の分解である風化の効果に抵抗するための材料の能力を指す。
【００１９】
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　[0024]「真菌耐性（ｆｕｎｇａｌ　ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）」という用語は、付着、増殖
および拡散する真菌株に抵抗するための材料の能力を指す。真菌株としては、以下に限定
されないが：Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ－ＡＴＣＣ番号６２７５、Ｐｅｎｉｃ
ｉｌｌｉｕｍ　ｃｉｔｒｉｎｕｍ－ＡＴＣＣ番号９８４９、およびＡｕｒｅｏｂａｓｉｄ
ｉｕｍ　ｐｕｌｌｕｌａｎｓ－ＡＴＣＣ番号９３４８（ここで、ＡＴＣＣ：アメリカン・
タイプ・カルチャー・コレクション）が挙げられる。これらの真菌は、子嚢菌門に属する
。この門に属する真菌は、セルロース（木材、紙および板紙）、テキスタイル、塗料コー
ティング、プラスチック、絶縁体および皮革を分解し、そのため、大部分のＡＳＴＭ標準
試験法で用いられる。有機物上の「綿毛状」菌糸体コロニーを生成するこれらの真菌は、
「カビ」と頻繁に称される。
【００２０】
　[0025]「微生物耐性（ｍｉｃｒｏｂｉａｌ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）」という用語は、
付着、増殖および拡散する微生物に抵抗するための材料の能力を指す。
　[0026]「染色」という用語は、以下に限定されないが、両方ともに着色された（色素化
）コーティング、ならびに不透明、セミ透明（半透明）または完全に透明なコーティング
を木材またはレンガ材料に付与することができるものを指す。
【００２１】
　[0027]「耐染色性（ｓｔａｉｎ　ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）」という用語は、染色、または
材料と接触した染色剤からの材料の本来の色素沈着、不透明性、および外観における変化
に抵抗するための材料の能力を指す。一部の実施形態において、耐染色性材料は、染色を
全体的に防止し得るわけではないが、耐染色性材料は染色を妨げることができる。
【００２２】
　[0028]「疎水性」という用語は、材料が水または水ベースの液体の湿潤および／または
吸収を妨害するという材料の特性を指す。一般に、水に対する親和性を欠如する材料は、
「疎水性」を呈示すると記載することができる。
【００２３】
　[0029]「親水性」という用語は、材料が水または水ベースの液体の湿潤および／または
吸収を妨害しないという材料の特性を指す。一般に、水に対して強い親和性を有する材料
は、「親水性」を呈示すると記載することができる。
【００２４】
　[0030]「疎油性」という用語は、材料が油または油ベースの液体の湿潤および／または
吸収を妨害するという材料の特性を指す。
　[0031]「親油性」という用語は、材料が油または油ベースの液体の湿潤および／または
吸収を妨害しないという材料の特性を指す。
【００２５】
　[0032]「ウィッキング」という用語は、材料が毛管現象によって水もしくは水ベースの
液体および／または油もしくは油ベースの液体を取り除くという材料の特性を指す。一部
の実施形態において、本明細書において考察されている疎水性および疎油性材料は、ウィ
ッキングを防止することができると理解されるべきである。
【００２６】
　[0033]木材、レンガまたは他の多孔質材料の耐候性、微生物耐性、耐染色性および真菌
耐性を改善するための有機／無機複合コーティングの使用は、本明細書において考察され
ている。本明細書において考察されている有機／無機材料および／または製造するための
方法の各種実施形態は、耐候性、微生物耐性、耐染色性および真菌耐性ならびに／または
他の所望の特性を改善するための有機／無機材料からコーティングを作製するための、新
たな組成物および方法を提供する。
【００２７】
　[0034]より詳細には、本明細書において考察されている実施形態は、木材、レンガまた
は他の多孔質材料のための有機／無機複合コーティングを作製するための組成物および方
法に関し、この方法は、以下のステップ：１）多孔質基材を選択すること、および２）少
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なくともシラン、シラノール、金属酸化物前駆体またはその誘導体を含むゾル－ゲルを利
用して、基材にコーティングし、ナノ視的またはミクロ視的特色を有する表面を創出する
ことを含む。一部の実施形態において、該方法は、疎水性化学剤および／または他の化学
剤で基材を任意選択によりコーティングすることをさらに含み得る。一部の実施形態にお
いて、上で注記されているコーティングは、噴霧または蒸気処理によって制御環境で被着
させることができる。他の態様において、上で注記されているコーティングは、オール溶
液プロセスを利用して被着させることができる。
【００２８】
　[0035]一部の実施形態において、複合コーティングは、所望の表面上への適用、コーテ
ィングまたは被着などを補助するために複合溶液中に提供することができる。一部の実施
形態において、複合溶液の配合は、木材またはレンガ材料などの多孔質基材中に浸透させ
るために選択される。一部の実施形態において、材料の表面を処理するための複合溶液は
、均質な実体を形成するために全ての構成成分を分散するための「湿式プロセス」、噴霧
機序またはさらに蒸気処理方法を介するか否かにかかわらず、溶媒（単数または複数）を
含み得る。一部の実施形態において、複合溶液は、ベース複合体の本体を形成するために
ベース化学試薬（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において、材料の表面を
処理するための複合溶液は、溶液における有機／無機材料（単数または複数）の均質性を
増強するためにキレート化試薬（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において
、複合溶液は、所望の表面への複合体の結合を補助するために結合剤（単数または複数）
を含み得る。一部の実施形態において、複合溶液は、ベース複合体の弾力性を維持するた
めに可塑剤（単数または複数）を含み得る。一部の実施形態において、複合溶液は、溶液
のための所望の粘度を達成するために粘度調整剤（単数または複数）を含み得る。一部の
実施形態において、疎水性化学剤（単数または複数）で処理された表面は、結果として得
られた複合体の表面疎水性を増加させるために使用することができる。
【００２９】
　[0036]一部の実施形態において、均質な溶液を形成するために全ての構成成分を分散す
るのに使用された溶媒（単数または複数）としては、以下に限定されないが、水、メタノ
ール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、イソブタノ
ール、エチレングリコール、グリセロールアセトン、アセトニトリル、ジオキサン、テト
ラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドまたはその混合物が挙げ
られ得る。
【００３０】
　[0037]一部の実施形態において、ベース複合体の本体を形成するためのベース化学試薬
（単数または複数）は、Ｍ（ＯＲ）４（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｉｎ、ＳｎまたはＺｒ）
の一般式を有する少なくとも１種のアルコキシシラン、金属酸化物前駆体またはその組合
せを含むことができ、式中、Ｒは、水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体
を含む。こうした化学薬品の非限定的な例としては、テトラメチルオルトシリケート、テ
トラエチルオルトシリケート、テトライソプロピルオルトシリケート、テトラ（ｔｅｒｔ
－ブチル）オルトシリケート、テトラ（ｓｅｃ－ブチル）オルトシリケート、アルミニウ
ムメトキシド、アルミニウムエトキシド、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウム
ｔｅｒｔ－ブトキシド、アルミニウムトリ－ｓｅｃ－ブトキシド、チタンメトキシド、チ
タンエトキシド、チタンイソプロポキシド、チタンｔｅｒｔ－ブトキシド、チタントリ－
ｓｅｃ－ブトキシド、および同様の構造を保有する誘導体が挙げられる。
【００３１】
　[0038]一部の実施形態において、溶液中の有機材料（単数または複数）の均質性を増強
するためのキレート化試薬（単数または複数）は、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ
、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１
または２であり；ｚは整数１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に
等しいことを条件とする）の一般式を有する少なくとも１種のアルコキシシラン、金属酸
化物前駆体またはその組合せを含むことができ、ここで、Ｒは、水素、置換もしくは非置



(13) JP 2017-536978 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は、水素、置換もしくは非置換アルキルまた
はその誘導体を構成し、Ｒ”は、３個から２０個の炭素原子を含む置換または非置換のア
ルキル基またはアルケニル基を含む。こうした化学薬品の非限定的な例としては、トリメ
トキシフェニルシラン、ジメトキシメチルフェニルシラン、メトキシジメチルフェニルシ
ラン、トリメトキシフェネチルシラン、ジメトキシメチルフェネチルシラン、メトキシジ
メチルフェネチルシラン、トリメトキシオクチルシラン、ジメトキシメチルオクチルシラ
ン、メトキシジメチルオクチルシラン、トリメトキシドデシルシラン、ジメトキシメチル
ドデシルシラン、メトキシジメチルドデシルシラン、トリメトキシデシルシラン、ジメト
キシメチルデシルシラン、メトキシジメチルデシルシラン、トリメトキシオクタデシルシ
ラン、ジメトキシメチルオクタデシルシラン、メトキシジメチルオクタデシルシラン、ト
リメトキシヘキシルシラン、ジメトキシメチルヘキシルシラン、メトキシジメチルヘキシ
ルシラン、トリメトキシ（シクロヘキシルメチル）シラン、ジメトキシメチル（シクロヘ
キシルメチル）シラン、メトキシジメチル（シクロヘキシルメチル）シラン、トリエトキ
シフェニルシラン、ジエトキシメチルフェニルシラン、エトキシジメチルフェニルシラン
、トリエトキシフェネチルシラン、ジエトキシメチルフェネチルシラン、エトキシジメチ
ルフェネチルシラン、トリエトキシオクチルシラン、ジエトキシメチルオクチルシラン、
エトキシジメチルオクチルシラン、トリエトキシドデシルシラン、ジエトキシメチルドデ
シルシラン、エトキシジメチルドデシルシラン、トリエトキシデシルシラン、ジエトキシ
メチルデシルシラン、エトキシジメチルデシルシラン、トリエトキシオクタデシルシラン
、ジエトキシメチルオクタデシルシラン、エトキシジメチルオクタデシルシラン、トリエ
トキシヘキシルシラン、ジエトキシメチルヘキシルシラン、エトキシジメチルヘキシルシ
ラン、トリエトキシ（シクロヘキシルメチル）シラン、ジエトキシメチル（シクロヘキシ
ルメチル）シラン、エトキシジメチル（シクロヘキシルメチル）シランおよび同様の構造
を保有する誘導体が挙げられる。
【００３２】
　[0039]一部の実施形態において、溶液において無機材料（単数または複数）の均質性を
増強するためのキレート化試薬（単数または複数）は、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝
Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０
、１または２であり；ｚは整数１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は
４に等しいことを条件とする）の一般式を有する少なくとも１種のアルコキシシラン、金
属酸化物前駆体またはその組合せを含むことができ、式中、Ｒは、水素、置換もしくは非
置換アルキルまたはその誘導体を構成し；Ｒ’は、水素、置換もしくは非置換アルキルま
たはその誘導体を構成し、Ｒ”は、置換または非置換アミン（第一級、第二級および第三
級を含める）またはチオールを含む。こうした化学薬品の非限定的な例としては、３－ア
ミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、２－アミノ
エチルトリメトキシシラン、２－アミノエチルトリエトキシシラン、Ｎ－メチルアミノプ
ロピルトリメトキシシラン、Ｎ－メチルアミノプロピルトリエトキシシラン　４－アミノ
ブチルメチルジメトキシシラン、４－アミノブチルメチルジエトキシシラン、３－アミノ
プロピルジメチルメトキシシラン、３－アミノプロピルジメチルエトキシシラン、３－ア
ミノプロピルメチルジメトキシシラン、３－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、Ｎ
，Ｎ－ジメチル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－アミ
ノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ，Ｎ－ジエチルア
ミノメチルトリメトキシシラン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノメチルトリエトキシシラン、ビ
ス（２－ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、ビス（２－ヒド
ロキシエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、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
ロピルトリエトキシシラン、Ｎ－ブチル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－
ブチル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－オクチル－３－アミノプロピルト
リメトキシシラン、Ｎ－オクチル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－シクロ
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ヘキシル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－シクロヘキシル－３－アミノプ
ロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（３’－トリメトキシシリルプロピル）－ピペラジン、
Ｎ－（３’－トリエトキシシリルプロピル）－ピペラジン、Ｎ－（３’－トリメトキシシ
リルプロピル）モルホリン、Ｎ－（３’－トリエトキシシリルプロピル）モルホリン、ビ
ス（３－トリメトキシシリルプロピル）アミン、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル
）アミン、トリス（３－トリメトキシシリルプロピル）アミン、トリス（３－トリエトキ
シシリルプロピル）アミン、Ｎ－メチル－Ｎ－ブチル－３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン、Ｎ－メチル－Ｎ－ブチル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（３’
－アミノプロピル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（３’－アミノプロ
ピル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルト
リメトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－メルカ
プトプロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリエトキシシランおよび同
様の構造を保有する誘導体が挙げられる。
【００３３】
　[0040]一部の実施形態において、所望の表面への有機／無機複合体の結合を補助するた
めの結合剤（単数または複数）は、Ｍ（ＯＲ）ｘＲ’ｙＲ”ｚ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、
ＳｎまたはＴｉであり；ｘは整数１、２または３であり；ｙは整数０、１または２であり
；ｚは整数１、２または３であるが、ただし、ｘ、ｙおよびｚの和は４に等しいことを条
件とする）の一般式を有する少なくとも１種のアルコキシシラン、金属酸化物前駆体また
はその組合せを含むことができ、式中、Ｒは、水素、置換もしくは非置換アルキルまたは
その誘導体を構成し；Ｒ’は、水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を構
成し、Ｒ”は、置換もしくは非置換エポキシまたはグリシドキシを含む。こうした化学薬
品の非限定的な例としては、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキ
シシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）－エチルトリエトキシシラン、５，
６－エポキシヘキシルトリメトキシシラン、５，６－エポキシヘキシルトリエトキシシラ
ン、グリシドキシメチルトリメトキシシラン、グリシドキシメチルトリエトキシシラン、
２－グリシドキシエチルトリメトキシシラン、２－グリシドキシエチルトリエトキシシラ
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トリエト
キシシラン、４－グリシドキシブチルトリメトキシシラン、４－グリシドキシブチルトリ
エトキシシランおよび同様の構造を保有する誘導体が挙げられる。
【００３４】
　[0041]一部の実施形態において、ベース複合体の弾力性を維持するための可塑剤（単数
または複数）は、Ｍ（ＯＲ）４－ｘＲ’ｘ（Ｍ＝Ｓｉ、Ａｌ、Ｉｎ、ＳｎまたはＴｉであ
り；ｘは整数１、２または３である）の一般式を有する少なくとも１種のアルコキシシラ
ン、金属酸化物前駆体またはその組合せを含むことができ、式中、Ｒは、水素、置換もし
くは非置換アルキルまたはその誘導体を構成し、Ｒ’は、置換もしくは非置換アルキル、
置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキニル、置換もしくは非置換ア
リールまたはその誘導体を含む。こうした化学薬品の非限定的な例としては、トリメトキ
シメチルシラン、ジメトキシジメチルシラン、メトキシトリメチルシラン、トリメトキシ
エチルシラン、ジメトキシジエチルシラン、メトキシトリエチルシラン、トリメトキシプ
ロピルシラン、ジメトキシジプロピルシラン、メトキシトリプロピルシラン、トリメトキ
シイソブチルシラン、トリエトキシイソブチルシラン、ジメトキシジイソブチルシラン、
ジエトキシジイソブチルシラン、トリメトキシフェニルシラン、ジメトキシジフェニルシ
ラン、メトキシトリフェニルシラン、トリメトキシフェネチルシラン、ジメトキシジフェ
ネチルシラン、メトキシトリフェネチルシラン、トリエトキシメチルシラン、ジエトキシ
ジメチルシラン、エトキシトリメチルシラン、トリエトキシエチルシラン、ジエトキシジ
エチルシラン、エトキシトリエチルシラン、トリエトキシプロピルシラン、ジエトキシジ
プロピルシラン、エトキシトリプロピルシラン、トリエトキシフェニルシラン、ジエトキ
シジフェニルシラン、エトキシトリフェニルシラン、トリエトキシフェネチルシラン、ジ
エトキシジフェネチルシラン、エトキシトリフェネチルシランおよび同様の構造を保有す
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る誘導体が挙げられる。
【００３５】
　[0042]一部の実施形態において、溶液のための所望の粘度を達成するための粘度調整剤
（単数または複数）は、
【００３６】
【化１】

【００３７】
の一般式、および１００Ｄａ以上１００，０００Ｄａ以下の平均分子量を有するオリゴマ
ー／コオリゴマー形態、ポリマー／コポリマー形態またはその組合せにおける少なくとも
１つのアルキルシロキサンを含むことができ、式中、ＲおよびＲ’は、同じであっても異
なっていてもよく、水素、置換もしくは非置換アルキルまたはその誘導体を含む。こうし
た化学薬品の非限定的な例としては、３－アミノプロピル末端ポリ（ジメチルシロキサン
）、塩素末端ポリ（ジメチルシロキサン）、グリシジルエーテル末端ポリ（ジメチルシロ
キサン）、水素化物末端ポリ（ジメチルシロキサン）、ヒドロキシ末端ポリ（ジメチルシ
ロキサン）、ヒドロキシアルキル末端ポリ（ジメチルシロキサン）、ビニル末端ポリ（ジ
メチルシロキサン）、トリメチルシリル末端ポリ（ジメチルシロキサン）、および同様の
構造を保有する誘導体が挙げられる。
【００３８】
　[0043]一部の実施形態において、１種または複数の機能性無機材料添加剤は、コーティ
ングの本来の機能を損なわないまたは軽度の効果しか有さない複合コーティングのための
複合溶液中に添加することができる。本発明では、機能性添加剤は、以下に限定されない
が、ＵＶ吸収または遮断、反射防止、抗摩耗、難燃、伝導、抗微生物、抗細菌、抗真菌的
利益または色素沈着を含めた特性を有することができる。添加剤は、以下に限定されない
が、最大約１００，０００Ｄａまでの分子量を有する有機／無機分子／ポリマー、約２ｎ
ｍ以上５００μｍ以下の大きさを有する天然または合成形態（例えば粒子、ナノチューブ
およびナノシート）における有機マイクロ／ナノ材料；約２ｎｍ以上５００μｍ以下の大
きさを有する天然または合成形態（例えば粒子、ナノチューブおよびナノシート）におけ
る金属／金属酸化物マイクロ／ナノ材料（例えば銀、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミ
ニウム、酸化鉄、酸化セレン、酸化テルル、およびクレイ（ここでクレイは、カオリナイ
ト、モンモリロナイト、イライトまたはクロライトで構成されていてよい））；およびそ
の組合せを含めた材料から構成することができる。
【００３９】
　[0044]一部の実施形態において、材料の本来の機能を損なわないまたは軽度の効果しか
有さない１種または複数の色素は、複合コーティングを作製するための複合溶液中に添加
することができる。こうした色素は、波長選択的吸収の結果として反射光または透過光の
色を変化させる材料を含み得る。非限定的な例としては、ヒトが知覚することができるま
たはできない波長の範囲、例えば、およそ３９０ｎｍから７００ｎｍの波長を有する可視
光；およそ１００ｎｍから３９０ｎｍの波長を有する紫外光、ならびにおよそ７００ｎｍ
から１ｍｍの波長を有する赤外およびより低いエネルギー放射線が挙げられる。色素とし
ては、以下に限定されないが、カドミウム、クロム、コバルト、銅、酸化鉄、鉛、マンガ
ン、水銀、チタン、テルル、セレンおよび亜鉛などの金属元素を含有する金属ベースの無
機色素；炭素、クレイアース（Ｃｌａｙ　ｅａｒｔｈ）およびウルトラマリンなどの他の
無機色素；アリザリン、アリザリンクリムソン、ガンボジ、カルミン、プルプリン、イン
ディゴ、インディアンイエロー、チリアンパープル、キナクリドン、マゼンタ、フタログ
リーン、フタロブルー、ジアリライドイエロー、ピグメントレッド、ピグメントイエロー



(16) JP 2017-536978 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

、ピグメントグリーン、ピグメントブルーなどの有機色素、ならびに他のその無機または
有機誘導体が挙げられ得る。一部の実施形態において、色素には、紫外光吸収体、例えば
２－ヒドロキシフェニル－ベンゾフェノン、２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾト
リアゾールおよび２－ヒドロキシフェニル－ｓ－トリアジン誘導体；ヒンダード－アミン
光安定剤、例えばテトラメチルピペリジン誘導体および抗酸化剤、例えば立体障害フェノ
ール、ホスファイトおよびチオエーテルなど、紫外放射線への曝露によって引き起こされ
る分解からホスト複合体を保護する材料も含まれる。一部の実施形態において、色素には
、蛍光、燐光および／または発光の他の形態などを介して色を発する材料も含まれる。こ
うした色素としては、以下に限定されないがフルオロフォア、例えばフルオレセイン、ロ
ーダミン、クマリン、シアニンおよびその誘導体；燐光染料、例えば硫化亜鉛、アルミン
酸ストロンチウムおよびその誘導体が挙げられ得る。
【００４０】
　[0045]一部の実施形態において、複合溶液から形成されたコーティングは、コーティン
グされた材料の本来の外観に影響しない。例えば、コーティングは、コーティングされた
本来の材料の色素沈着および反射性を変化させない。一般に、一部の追加の特性を木材ま
たはレンガ材料に付与する一方で、本来の外観を保持または改善することが望ましく；こ
れは、コーティングの適用後に見られる通りの木材または鉱物粒子の可視性およびコント
ラストについて特に当てはまる。こうした適用の例は、以下に限定されないが、キッチン
、浴室、家具、廊下、室内部屋および建築的特色などにおける室内製品であってよく、一
方で、エクステリアまたは屋外は、フェンス、家具、敷板、パーゴラ、羽目板、屋根板、
ドライブウェイ、パティオ、敷石、景観および他の建築的美観または構造要素において例
証され得る。こうした木材またはレンガ製品に保護コーティングを加えるための能力は、
特別な所望の自然な外観に合わせるように木材またはレンガ材料の色および外観を特注す
る能力も有しながら本来の特性および美観を保持するために重要である。
【００４１】
　[0046]一部の実施形態において、ベース複合溶液は、酸性条件（ｐＨ≦５）において溶
媒（単数または複数）、ベース化学試薬（単数または複数）、キレート化試薬（単数また
は複数）、結合剤（単数または複数）、可塑剤（単数または複数）、粘度調整剤（単数ま
たは複数）、機能性添加剤（単数または複数）および色素（単数または複数）の少なくと
も１つを混合することによって調製される。一部の実施形態において、複合溶液の基礎的
形態は、少なくとも溶媒（単数または複数）、ベース化学試薬（単数または複数）、キレ
ート化試薬（単数または複数）、結合剤（単数または複数）および可塑剤（単数または複
数）を含むことができる。一部の実施形態において、複合溶液は、任意選択により、粘度
調整剤（単数または複数）、機能性添加剤（単数または複数）および色素（単数または複
数）を含み得る。一部の実施形態において、複合溶液は、水１～１０ｖｏｌ．％、少なく
とも１種の溶媒（単数または複数）１０～４０ｖｏｌ．％、少なくとも１種のベース化学
試薬（単数または複数）３０～７０ｖｏｌ．％、少なくとも１種の可塑剤（単数または複
数）１０～２０ｖｏｌ．％、少なくとも１種の結合剤（単数または複数）１～１０ｖｏｌ
．％を含むことができ、体積の残りは、キレート化試薬（単数または複数）、粘度調整剤
（単数または複数）、機能性添加剤（単数または複数）および色素（単数または複数）の
少なくとも１つを含むことができる。一部の実施形態において、複合溶液は、水３～８ｖ
ｏｌ．％、少なくとも１種の溶媒（単数または複数）２０～３０ｖｏｌ．％、少なくとも
１種のベース化学試薬（単数または複数）４０～６０ｖｏｌ．％、少なくとも１種の可塑
剤（単数または複数）１０～１５ｖｏｌ．％、少なくとも１種の結合剤（単数または複数
）１～５ｖｏｌ．％を含むことができ、残りの体積は、いずれかの任意選択の添加剤を含
むことができる。一部の実施形態において、複合溶液は、上記の実施形態と同様であるが
、可塑剤（単数または複数）の濃度は、１５ｖｏｌ．％未満、またはより好ましくは１０
ｖｏｌ．％未満である。一部の実施形態において、複合溶液は、上記の実施形態と同様で
あるが、結合剤（単数または複数）の濃度は、５ｖｏｌ．％未満、またはより好ましくは
３ｖｏｌ．％未満である。前に記述の化学剤の混合物は、５０℃以上１００℃以下の昇温
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で、約１／２時間から１０日の間、または好ましくは５０℃から７０℃の間、約１／２時
間から１２時間の間撹拌することができる。一部の実施形態において、ベース複合溶液は
、より多くの溶媒（単数または複数）で２０ｖｏｌ．％以上の最終濃度に、好ましくは６
０ｖｏｌ．％から１００ｖｏｌ．％の間の最終濃度に、または好ましくは８０ｖｏｌ．％
から１００ｖｏｌ．％の間の最終濃度にさらに希釈されることで、材料コーティングのた
めの最終複合溶液を形成する。コーティングされるべき木材またはレンガ材料は、かなり
剛性なので（例えば、テキスタイルおよび生地と比較して）、より高い濃度が好ましい。
一部の実施形態において、有機／無機複合溶液は、少なくとも部分加水分解または完全に
加水分解される。
【００４２】
　[0047]木材またはレンガ材料のための他の従来のコーティング溶液と対照的に、本明細
書において考察されているベース複合溶液は、ベース複合溶液が多孔質木材またはレンガ
材料により簡単に浸透するのを可能にする短鎖状態にポリマー構成成分を維持する。一部
の実施形態において、ゾル－ゲル構成成分の重合度は、１００以下、１０以下または５以
下である。最終ゾル－ゲル組成物の重合度は、共通のリンカー分子（例えば水）の量によ
って制御することができる。低い重合度の結果として、ベース複合溶液は、木材およびレ
ンガ材料中に深く浸透し、内部多孔質構造の少なくとも一部をコーティングすることがで
きるが、高い重合度を有する従来のコーティング溶液は、外表面コーティングを単にもた
らす。木材およびレンガ材料は、活性シラン部分が木材（例えば、セルロースおよびリグ
ニン）およびレンガ（例えば、シリケートおよび金属酸化物）中に豊富であるヒドロキシ
基などに非常に反応性であるという反応機序に依存する。
【００４３】
　[0048]一部の実施形態において、基材がゾルゲル法で処理された後、結果として得られ
た表面は、任意選択により、溶媒、疎水性化学剤および／または他の化学剤を含む疎水性
溶液で処理することもでき、疎水性溶液は、表面を疎水性／超疎水性にするとともにナノ
視的またはミクロ視的トポグラフィーを発生させることもできる。一部の実施形態におい
て、疎水性溶液は、少なくとも１種の溶媒および疎水性化学剤を含む。一部の実施形態に
おいて、疎水性溶液は、１種または複数の他の化学剤をさらに含み得る。ステップ３にお
いてコーティングとして使用される疎水性化学剤の非限定的な例としては、結果として得
られた表面に共有結合された少なくとも１つの型のフルオロアルキルシランが挙げられ、
フルオロアルキルシランは、表面を疎水性／超疎水性にするとともにナノ視的またはミク
ロ視的トポグラフィーも発生させる。一部の実施形態において、疎水性化学剤および／ま
たは他の化学剤は、蒸気処理を利用して被着させることができる。一部の実施形態におい
て、使用される疎水性化学剤は、フルオロアルキルシラン［ＣＦ３（ＣＦ２）ａ（ＣＨ２

）ｂ］ｃＳｉＲｄＸｅ（式中、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉまたは他の適当な有機脱離基であり、
Ｒは、置換もしくは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置
換アルキニル、置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１
、２、３…から２０であり、ｂは整数０、１、２、３…から１０であり、ｃは整数１、２
、３であり、ｄは整数０、１、２、３であり、ｅは整数１、２、３であるが、ただし、ｃ
、ｄおよびｅの和は４に等しいことを条件とする）の一般式を有することができる。好ま
しいフルオロアルキルシラン種としては、以下に限定されないが、トリクロロ（３，３，
３－トリフルオロプロピル）シラン、ジクロロ－メチル（３，３，３－トリフルオロプロ
ピル）シラン、クロロ－ジメチル（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、トリク
ロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ
，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２
Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフ
ルオロヘキシル）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘ
キシル）シラン、クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）
シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、ジクロ
ロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、クロロ－ジメチ
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ル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ
，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２
Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフ
ルオロデシル）シラン、トリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）
シラン、ジクロロ－メチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン、
クロロ－ジメチル（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シランおよび同様
の構造を保有する誘導体が挙げられ得る。一部の実施形態において、疎水性化学剤（単数
または複数）は、１種または複数の有機溶媒中に溶解または分散することができる。典型
的に、有機溶媒（単数または複数）中の疎水性化学剤（単数または複数）の濃度は、０．
１ｖｏｌ．％以上１５ｖｏｌ．％以下である。好ましい有機溶媒としては、以下に限定さ
れないが、トルエン、ベンゼン、キシレン、トリクロロエチレン、１，２－ジクロロエタ
ン、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラクロロエチレン、ｎ－プロピル
ブロミド、ジエチルエーテル、アセトン、ジイソプロピルエーテル、メチル－ｔ－ブチル
エーテル、石油エーテルおよび石油炭化水素が挙げられ得る。
【００４４】
　[0049]他の化学剤も、単独でまたはフルオロアルキルシランと併せて使用することで、
表面を疎水性にするおよび／またはナノ視的トポグラフィーを発生させるのと同様のタス
クを実施することができる。一部の実施形態において、他の化学剤は疎水性であってよく
、アルキルシラン［ＣＨ３（ＣＨ２）ａ］ｂＳｉＲｃＸｄの一般式を有することができ；
式中、Ｘは、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉまたは他の適当な有機脱離基を構成し、Ｒは、置換もしくは
非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキニル、置換
もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、３…から２０
であり、ｂは整数１、２または３であり、ｃは整数０、１、２、３であり、ｄは整数１、
２または３であるが、ただし、ｂ、ｃおよびｄの和は４に等しいことを条件とする。好ま
しいアルキルシラン種としては、以下に限定されないが、クロロシラン、ジクロロシラン
、トリクロロシラン、クロロトリメチルシラン、ジクロロジメチルシラン、トリクロロメ
チルシラン、クロロフェニルシラン、ジクロロフェニルシラン、トリクロロフェニルシラ
ン、クロロメチルフェニルシラン、クロロジメチルフェニルシラン、ジクロロメチルフェ
ニルシラン、クロロジメチルフェネチルシラン、ジクロロメチルフェネチルシラン、トリ
クロロフェネチルシラン、クロロジメチルオクチルシラン、ジクロロメチルオクチルシラ
ン　トリクロロオクチルシラン、クロロジメチルドデシルシラン、ジクロロメチルドデシ
ルシラン、トリクロロドデシルシラン、クロロデシルジメチルシラン、ジクロロデシルメ
チルシラン、トリクロロデシルシラン、クロロジメチルオクタデシルシラン、ジクロロメ
チルオクタデシルシラン、トリクロロオクタデシルシラン、クロロジメチルヘキシルシラ
ン、ジクロロメチルヘキシルシラン、トリクロロヘキシルシラン、アリルジクロロメチル
シラン、アリルクロロジメチルシラン、アリルトリクロロシラン、（シクロヘキシルメチ
ル）クロロジメチルシラン、（シクロヘキシルメチル）ジクロロメチルシラン、（シクロ
ヘキシルメチル）トリクロロシランおよび同様の構造を保有する誘導体が挙げられ得る。
一部の実施形態において、疎水性化学剤（単数または複数）は、１種または複数の有機溶
媒中に溶解または分散することができる。典型的に、有機溶媒（単数または複数）中の疎
水性化学剤（単数または複数）の濃度は、０．１ｖｏｌ．％以上１５ｖｏｌ．％以下であ
る。好ましい有機溶媒としては、以下に限定されないが、トルエン、ベンゼン、キシレン
、トリクロロエチレン、１，２－ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩
化炭素、テトラクロロエチレン、ｎ－プロピルブロミド、ジエチルエーテル、アセトン、
ジイソプロピルエーテル、メチル－ｔ－ブチルエーテル、石油エーテルおよび石油炭化水
素が挙げられ得る。他の化学剤も、単独でまたはフルオロアルキルシランもしくはアルキ
ルシランと併せて使用することで、表面を疎水性にするおよび／またはナノ視的トポグラ
フィーを発生させるのと同様のタスクを実施することができる。
【００４５】
　[0050]一部の実施形態において、ステップ３においてコーティングとして使用される疎
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水性化学剤の例としては、結果として得られた表面に共有結合された少なくとも１つの型
のアルコキシフルオロアルキルシランが挙げられ、アルコキシフルオロアルキルシランは
、表面を疎水性／超疎水性にし、ナノ視的トポグラフィーも発生させる。使用される疎水
性化学剤は、アルコキシフルオロアルキルシラン［ＣＦ３（ＣＦ２）ａ（ＣＨ２）ｂ］ｃ

ＳｉＲｄ［アルコキシ］ｅ（式中、［アルコキシ］は、メトキシ、エトキシ、プロポキシ
、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシまたはその組合せを構成し；Ｒは、置換もし
くは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキニル、
置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、３…から
２０であり、ｂは整数０、１、２、３…から１０であり、ｃは整数１、２、３であり、ｄ
は整数０、１、２、３であり、ｅは整数１、２、３であるが、ただし、ｃ、ｄおよびｅの
和は４に等しいことを条件とする）の一般式を有することができる。好ましいアルコキシ
フルオロアルキルシラン種としては、以下に限定されないが、トリメトキシ（３，３，３
－トリフルオロプロピル）シラン、トリエトキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）
シラン、トリプロポキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、トリイソプロポ
キシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，
２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフル
オロブチル）シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）
シラン、トリイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロブチル）シラン、
トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリエトキシ
（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１
Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２
Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロヘキシル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペ
ルフルオロオクチル）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオ
クチル）シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シ
ラン、トリイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン、
トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリエトキシ（
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，
２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２
Ｈ－ペルフルオロデシル）シラン、トリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオ
ロドデシル）シラン、トリエトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）
シラン、トリプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シラン、ト
リイソプロポキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロドデシル）シランおよび同様
の構造を保有する誘導体が挙げられ得る。一部の実施形態において、疎水性化学剤は、有
機溶媒または有機溶媒の混合物中に溶解または分散することができる。典型的に、有機溶
媒（単数または複数）中の疎水性化学剤（単数または複数）の濃度は、０．１ｖｏｌ．％
以上１５ｖｏｌ．％以下である。好ましい有機溶媒としては、以下に限定されないが、メ
タノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、イソブ
タノール、アセトン、アセトニトリル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、テトラクロロ
エチレン、ｎ－プロピルブロミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドおよび
水が挙げられ得る。
【００４６】
　[0051]一部の実施形態において、アルコキシフルオロアルキルシラン［ＣＦ３（ＣＦ２

）ａ（ＣＨ２）ｂ］ｃＳｉＲｄ［アルコキシ］ｅは、フルオロアルキルシラン［ＣＦ３（
ＣＦ２）ａ（ＣＨ２）ｂ］ｃＳｉＲｄＸｅから、対応の溶媒（単数または複数）（例えば
メタノール、エタノール、イソプロパノールおよび水）中でフルオロアルキルシランを混
合および加熱することによって化学的に変換される。化学剤の混合物は、５０℃以上１０
０℃以下の昇温で約１時間から７日の間、酸性環境（ｐＨ≦１）で撹拌されるのが好まし
く、溶液は、ｐＨが６以上８以下に達するまで、ＫＯＨで中和された（水を最大１５％（
ｗ／ｗ）まで含有することができる）。疎水性溶液は直接使用されたか、または適切な溶
媒（例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、変性エタノール、水など）中
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にさらに希釈された。
【００４７】
　[0052]他の化学剤も、単独でまたはアルコキシフルオロアルキルシランと併せて使用す
ることで、表面を疎水性にするおよび／またはナノ視的トポグラフィーを発生させるのと
同様のタスクを実施することができる。一部の実施形態において、他の化学剤は疎水性で
あってよく、アルコキシアルキルシラン［ＣＨ３（ＣＨ２）ａ］ｂＳｉＲｃ［アルコキシ
］ｄの一般式を有することができ；式中、［アルコキシ］は、メトキシ、エトキシ、プロ
ポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシまたはその組合せを構成し；Ｒは、置
換もしくは非置換アルキル、置換もしくは非置換アルケニル、置換もしくは非置換アルキ
ニル、置換もしくは非置換アリールまたはその誘導体を構成し、ａは整数０、１、２、３
…から２０であり、ｂは整数１、２または３であり、ｃは整数０、１、２、３であり、ｄ
は整数１、２または３であるが、ただし、ｂ、ｃおよびｄの和は４に等しいことを条件と
する。好ましいアルコキシアルキルシラン種としては、以下に限定されないが、トリメト
キシイソブチルシラン、トリエトキシイソブチルシラン、ジメトキシジイソブチルシラン
、ジエトキシジイソブチルシラン、トリメトキシ（ヘキシル）シラン、トリエトキシ（ヘ
キシル）シラン、トリプロポキシ（ヘキシル）シラン、トリイソプロポキシ（ヘキシル）
シラン、トリメトキシ（オクチル）シラン、トリエトキシ（オクチル）シラン、トリプロ
ポキシ（オクチル）シラン、トリイソプロポキシ（オクチル）シラン、トリメトキシ（デ
シル）シラン、トリエトキシ（デシル）シラン、トリプロポキシ（デシル）シラン、トリ
イソプロポキシ（デシル）シラン、トリメトキシ（ドデシル）シラン、トリエトキシ（ド
デシル）シラン、トリプロポキシ（ドデシル）シラン、トリイソプロポキシ（ドデシル）
シランおよび同様の構造を保有する誘導体が挙げられ得る。一部の実施形態において、疎
水性化学剤は、有機溶媒または有機溶媒の混合物中に溶解または分散することができる。
典型的に、有機溶媒（単数または複数）中の疎水性化学剤（単数または複数）の濃度は、
０．１ｖｏｌ．％以上１５ｖｏｌ．％以下である。好ましい有機溶媒としては、以下に限
定されないが、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブ
タノール、イソブタノール、アセトン、アセトニトリル、ジオキサン、テトラヒドロフラ
ン、テトラクロロエチレン、ｎ－プロピルブロミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルス
ルホキシドおよび水が挙げられ得る。他の化学剤も、単独でまたはアルコキシアルキルシ
ランと併せて使用することで、表面を疎水性にするおよび／またはナノ視的トポグラフィ
ーを発生させるのと同様のタスクを実施することができる。
【００４８】
　[0053]一部の実施形態において、アルコキシアルキルシラン［ＣＨ３（ＣＨ２）ａ］ｂ

ＳｉＲｃ［アルコキシ］ｄは、アルキルシラン［ＣＨ３（ＣＨ２）ａ］ｂＳｉＲｃＸｄか
ら、対応の溶媒（単数または複数）（例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノー
ルおよび水）中でフルオロアルキルシランを混合および加熱することによって化学的に変
換される。化学剤の混合物は、５０℃以上１００℃以下の昇温で約１時間から７日の間、
酸性環境（ｐＨ≦１）で撹拌されるのが好ましく、溶液は、ｐＨが６以上８以下に達する
まで、ＫＯＨで中和された（水を最大１５％（ｗ／ｗ）まで含有することができる）。疎
水性溶液は直接使用されたか、または適切な溶媒（例えばメタノール、エタノール、イソ
プロパノール、変性エタノール、水など）中にさらに希釈された。
【００４９】
　[0054]一部の実施形態において、材料の目標表面は、有機／無機複合溶液の被着前に、
活性化することができる。表面活性化は、オゾン、酸素、過酸化水素、ハロゲン、他の反
応性酸化種、またはその組合せとの反応によって達成することができる。目的は、エネル
ギー反応性表面を創出すること、遊離ラジカルの濃度を増加させること、および表面上の
分子を共有結合的に固着することである。一部の実施形態において、表面活性化は、強烈
なＵＶ光によって発生されるオゾンプラズマによって達成することができる。他の態様に
おいて、表面活性化は、プラズマ処理によって達成することができる。なお別の実施形態
において、表面活性化は、コロナ放電、炎またはプラズマを使用するオゾン発生によって
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達成することができる。
【００５０】
　[0055]一部の実施形態において、非限定的な例として、有機／無機複合溶液は、スプレ
ーすること、ミストすること、ドクターブレードすること、パディングすること、フォー
ミングすること、ローリングすることまたはインクジェット印刷することによって、木材
またはレンガ材料の表面上に被着させることができる。別の非限定的な例として、材料は
、約１秒以上２４時間以下の設定時間期間の間、溶液中にディップすることができる。次
いで、溶媒は材料から除去することができ、材料は、約２５℃以上２００℃以下の設定温
度で乾燥または硬化することができる。ある特定の実施形態において、架橋性構成成分の
架橋密度、例えば架橋度は、完全架橋の１％から１００％を範囲とすることができる。
【００５１】
　[0056]一部の実施形態において、非限定的な例として、結果として得られたコーティン
グは、疎水性化学剤（単数または複数）で処理することで、結果として得られた有機／無
機ナノ複合体の表面疎水性を増加させることができる。コーティングされた材料は最初に
、疎水性化学剤（単数または複数）が、２５℃以上２００℃以下の温度で加熱することに
よって物品上に蒸発される閉鎖環境に置かれる。
【００５２】
　[0057]一部の実施形態において、非限定的な例として、疎水性化学溶液は、以下に限定
されないが、スプレーすること、ミストすること、ドクターブレードすること、パディン
グすること、フォーミングすること、ローリングすることまたはインクジェット印刷する
ことを含めた方法によって、木材またはレンガ材料の表面上に被着させることができる。
別の非限定的な例として、材料は、約１秒以上約２４時間以下の設定時間期間の間、溶液
中にディップすることができる。次いで、溶媒は材料から除去することができ、材料は、
約２５℃以上約２００℃以下の設定温度で乾燥または硬化することができる。ある特定の
実施形態において、複合溶液および／または疎水性化学溶液の架橋性構成成分の架橋密度
、例えば架橋度は、完全架橋の１％から１００％を範囲とすることができる。
【００５３】
　[0058]一部の実施形態において、結果として得られた処理木材またはレンガ材料は耐水
特性を呈し、即ち、未処理のものと比較して環境から水または水分をあまり吸収しない。
一部の実施形態において、結果として得られた処理木材およびレンガ材料は、真菌耐特性
を呈し、即ち、以下の真菌株：共通カビであるＡｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ－Ａ
ＴＣＣ番号６２７５、Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｃｉｔｒｉｎｕｍ－ＡＴＣＣ番号９８４
９、およびＡｕｒｅｏｂａｓｉｄｉｕｍ　ｐｕｌｌｕｌａｎｓ－ＡＴＣＣ番号９３４８の
少なくとも１つの付着、増殖および拡散に対して、未処理木材またはレンガ材料に比較し
た場合、より耐性である。一部の実施形態において、結果として得られた処理木材および
レンガ材料は耐候特性を呈し、即ち、風化の同条件および同持続期間の下で、それらは、
未処理木材と比較した場合に環境から水または水分をあまり吸収しない。一部の実施形態
において、複合溶液は、混合の前または最中にセメントへの添加混合物として使用される
場合、流体またはガスへの、結果として得られたコンクリートの透過性および浸透性を低
減する。結果として得られたコンクリート材料の透過性の低減は、塩化物イオンおよび硫
酸イオンなどのイオンの浸透によって引き起こされる分解を遅延または阻害することもで
きる。
【実施例】
【００５４】
　[0059]実験例
　[0060]本開示の特別な態様を実証するために、以下の例が挙げられる。次に続く実施例
に記載されている方法が、本開示の例示的な実施形態を単に表すことは、当業者によって
理解されるべきである。当業者は、本開示に照らして、記載されている特定の実施形態に
おいて多くの変化が行われ得ることを理解し、本開示の趣旨および範囲から逸脱すること
なく類似または同様の結果をさらに得るはずである。
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　［実施例１Ａ］
　[0061]以下は、真菌増殖試験のために使用される処理木材試料のための溶液調製および
コーティング手順を記載する。試料１：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調製された）にお
いてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピル
シラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およ
びメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって
調製した。結果として得られた溶液を使用して、ポンデローサマツ辺材パネル（およそ７
．６２ｃｍ×１０．１６ｃｍ×１．９０５ｃｍ（３”ｘ４”ｘ３／４”））を浸すことに
よって処理した。パネルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。試料２：
酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオル
トシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲ
ル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメ
タノールで本来の濃度の６０％に希釈し、ポンデローサマツ辺材パネル（およそ７．６２
ｃｍ×１０．１６ｃｍ×１．９０５ｃｍ（３”ｘ４”ｘ３／４”））を浸すことによって
処理するために使用した。パネルを完全に乾燥した後、それを次いで、疎水性化学剤（メ
タノール中のトリメトキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン）で処理した。
パネルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。試料３：酸性条件（ｐＨ＝
５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、
可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化
学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノールで本来の
濃度の６０％に希釈し、ポンデローサマツ辺材パネル（およそ７．６２ｃｍ×１０．１６
ｃｍ×１．９０５ｃｍ（３”ｘ４”ｘ３／４”））を浸すことによって処理するために使
用した。パネルを完全に乾燥した後、それを次いで、疎水性化学剤（メタノール中のトリ
メトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン）で処理した。パネ
ルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。
【００５６】
　［実施例２Ａ］
　[0062]以下は、処理試料の真菌増殖試験のための手順および結果を記載する。試料１、
２および３を、環境チャンバー（ＡＳＴＭ　Ｄ３２７３、ここでＡＳＴＭは、Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓを表す
）において、室内コーティングの表面上のカビに対する耐性についての標準試験法にかけ
た。この試験方法は、４週期間において、過酷な室内環境における表面カビ真菌、白カビ
増殖に対する塗料膜の相対的耐性を再現性よく評価するための小さい環境チャンバーおよ
び操作条件を記載する。ＡＳＴＭ　Ｄ３２７３試験チャンバーは、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕ
ｓ　ｎｉｇｅｒ　ＡＴＣＣ番号６２７５、Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｃｉｔｒｉｎｕｍ　
ＡＴＣＣ番号９８４９およびＡｕｒｅｏｂａｓｉｄｉｕｍ　ｐｕｌｌｕｌａｎｓ　ＡＴＣ
Ｃ番号９３４８の真菌胞子が播種されるとともに増殖が可能にされた土壌を含有する。Ｄ
３２７３チャンバーを３２．５±１℃で９５±３％間の相対湿度を用いて維持した。試験
試料を、３枚の未処理汎用壁板を有するＤ３２７３チャンバー内につるして、土壌から来
る真菌接種物の妥当性を確認した。試料を検査し、表面汚損の百分率を概算することによ
って、汚損なしが１０および完全に汚損されたのが０である０から１０の格付けスケール
で毎週、真菌増殖および汚損について格付けした。下記の表で示される通り、全ての処理
試料は、汚損なしに対応する最も高い格付け１０を有し、真菌増殖に対する耐性を実証し
た。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
　［実施例３Ａ］
　[0063]以下は、風化試験のために使用される処理木材試料のための溶液調製およびコー
ティング手順を記載する。試料４：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）において
ベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラ
ン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメ
タノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製
した。結果として得られた溶液を使用して、サザンイエローマツパネル（およそ５．０８
ｃｍ×１０．１６ｃｍ×１．２７ｃｍ（２”×４”×１／２”））を浸すことによって処
理した。パネルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。試料５：酸性条件
（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケ
ート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルト
リメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を
、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノール
で本来の濃度の６０％に希釈し、サザンイエローマツパネル（およそ５．０８ｃｍ×１０
．１６ｃｍ×１．２７ｃｍ（２”×４”×１／２”））を浸すことによって処理するため
に使用した。パネルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。試料６：酸性
条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシ
リケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピ
ルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶
液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノ
ールで本来の濃度の４０％に希釈し、サザンイエローマツパネル（およそ５．０８ｃｍ×
１０．１６ｃｍ×１．２７ｃｍ（２”×４”×１／２”））を浸すことによって処理する
ために使用した。パネルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。試料７：
酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオル
トシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲ
ル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメ
タノールで本来の濃度の６０％に希釈し、サザンイエローマツパネル（およそ５．０８ｃ
ｍ×１０．１６ｃｍ×１．２７ｃｍ（２”×４”×１／２”））を浸すことによって処理
するために使用した。パネルを完全に乾燥した後、それらを次いで、疎水性化学剤（メタ
ノール中のトリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シラン）で
処理した。パネルを完全に乾燥した後に、独立試験のために送り出した。
【００５９】
　［実施例４Ａ］
　[0064]以下は、処理試料の風化試験のための手順および結果を記載する。各処理はセッ
トから成り、１つの群に３片で各々９片を有していた。１つの群を３６０時間の曝露で、
別の群を７２０時間の曝露で、および最後の群を１０８０時間の曝露後に除去した。ＡＳ
ＴＭ　Ｄ４５８７のための曝露は、７０℃で８時間ＵＶ、続いて５０℃で４時間凝縮相か
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ら成る。このサイクルは、曝露の時間の全体にわたって連続的に実行する。曝露試料を次
いで、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の特性を評価するた
めの標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験にかけた。標本を、
２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持される飲用水２５ｍｍ（１インチ）下に水平に
沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、次いで、過剰の表
面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間沈め、上記秤量手
順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（２時間）およびよ
り長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。２プラス２２時間
の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳＴＭ　Ｄ５４０１
：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述されている手順を使
用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示される結果は、よ
り長い期間（２プラス２２時間）の結果である。真新しい試料は、７２０時間および１０
８０時間の曝露（ｅｘｐｒｏｓｕｒｅ）を３６０時間の曝露と比較すると、より多くの水
を吸収し、木材が実質的に分解することを示唆した。処理試料は、しかしながら、ＷＲＥ
のずっと低い減少を一般に呈する。傾斜は、風化時間に関して各試料についてのＷＲＥの
変化率を与える。
【００６０】
【表２】

【００６１】
　［実施例５Ａ］
　[0065]以下は、本来の複合溶液（透明な木材シーラントとして）と、色素（木材染色薬
として）と混合された複合溶液との間の撥水効率を比較するための、溶液調製およびコー
ティング手順を記載する。試料８：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）において
ベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラ
ン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメ
タノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製
した。結果として得られた溶液をメタノールで本来の濃度の６０％に希釈し、試料を溶液
に沈めることによってポンデローサマツパネル（およそ１２．７ｃｍ×７．６２ｃｍ×１
．９０５ｃｍ（５”×３”×３／４”））を処理するために使用した。パネルを試験前に
完全に乾燥した。試料９：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化
学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結
合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール
）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結
果として得られた溶液を市販色素の組合せと混合することで、木材染色薬を形成した。染
色薬を使用して、染色薬をパネル上に泡ブラシで適用することによってポンデローサマツ
パネル（およそ１２．７ｃｍ×７．６２ｃｍ×１．９０５ｃｍ（５”×３”×３／４”）
）を処理した。パネルを試験前に完全に乾燥した。
【００６２】
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　［実施例６Ａ］
　[0066]以下は、処理試料についての撥水試験のための手順および結果を記載する。両試
料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の特性を評価するた
めの標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験にかけた。標本を、
２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１インチ）下に水平に
沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、次いで過剰の表面
水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間沈め、上記秤量手順
を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（２時間）およびより
長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。２プラス２２時間の
水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳＴＭ　Ｄ５４０１：
木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述されている手順を使用
して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示される結果は、より
長い期間（２プラス２２時間）の結果である。木材染色薬は、透明シーラントと比較して
同様のＷＲＥを呈し、色素沈着が本来の処方の撥水性の性能を損なわないことを示唆した
。これは、こうした木材製品に保護コーティングを加えるための能力が、特別な所望の自
然な外観に合わせるように木材の色および外観を特注する能力も有しながら本来の特性お
よび美観を保持するために重要であることを実証している。両試料を、５０℃（乾燥環境
）で維持されたチャンバー内で４週間、連続的ＵＶＢ－３４０曝露に曝露した。４週後、
両試料をチャンバーから取り出し、室温で少なくとも２４時間の間コンディショニングす
る。次いで、試料を再び、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７に基づく水分試験にかけた。コーティン
グの吸水（ＷＡ）および撥水効率（ＷＲＥ）を、２プラス２２時間の水没後に算出した。
試料は、５０℃（乾燥環境）で４週の連続的ＵＶＢ－３４０曝露後に分解の兆候を示さな
い。図１は、本来のレッドオーク、透明シーラントでコーティングされたレッドオーク、
および染色薬でコーティングされたレッドオークを比較する写真を示す。木目の可視性お
よびコントラストは、コーティングの適用後にはっきりと見ることができる。
【００６３】
【表３】

【００６４】
　[0067]ゾル－ゲル複合体における色素は、本来の美的外観を保持または改善するためだ
けでなく、有害な放射線に対する曝露によって引き起こされる分解に対してホスト複合体
を保護するためにも使用される。図２に示されている通り、様々な色素とのゾル－ゲル構
成成分の混合物を含む木材染色薬は、広範囲の色調を呈示する。加えて、該色素は、ＵＶ
Ｂ／ＵＶＡから可視範囲への広い光減弱を呈示した。区別可能な透過を有するスペクトル
を得るため、本来の木材染色薬を３０倍から１００倍の間に希釈した。そのため、本来の
木材染色薬は、ＵＶ可視光の少なくとも９９％を遮断し、木質材料下部に格外保護を提供
するはずである。
【００６５】
　［実施例７Ａ］
　[0068]以下は、溶媒としてメタノールを用いる複合溶液と、溶媒としてエタノールを用
いる複合溶液との間の撥水効率を比較するために使用される処理ヒマラヤスギ試料を生成
するための溶液調製およびコーティング手順を記載する。試料１０：酸性条件（ｐＨ＝５
、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可
塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシ
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シラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学
薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノールで本来の濃
度の６０％に希釈し、試料を溶液に沈めることによってヒマラヤスギパネル（およそ１５
．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使
用した。パネルを試験前に完全に乾燥した。試料１１：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調
整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメ
トキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）およ
び溶媒（水およびエタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合す
ることによって調製した。結果として得られた溶液をエタノールで本来の濃度の６０％に
希釈し、試料を溶液に沈めることによってヒマラヤスギパネル（およそ１５．２４ｃｍ×
１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した。パネ
ルを試験前に完全に乾燥した。
【００６６】
　［実施例８Ａ］
　[0069]以下は、処理ヒマラヤスギ試料についての撥水試験のための手順および結果を記
載する。両試料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の特性
を評価するための標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験にかけ
た。標本を、２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１インチ
）下に水平に沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、次い
で、過剰の表面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間沈め
、上記秤量手順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（２時
間）およびより長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。２プ
ラス２２時間の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳＴＭ
　Ｄ５４０１：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述されて
いる手順を使用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示され
る結果は、より長い期間（２プラス２２時間）の結果である。両処理試料は、同様のＷＲ
Ｅを呈し、複合溶液の処方において使用された異なる溶媒が撥水性の性能を損なわないこ
とを示唆した。
【００６７】
【表４】

【００６８】
　［実施例９Ａ］
　[0070]以下は、溶媒としてメタノールを用いる複合溶液と、溶媒としてエタノールを用
いる複合溶液との間の撥水効率を比較するために使用される処理白色木材試料を生成する
ための溶液調製およびコーティング手順を記載する。試料１２：酸性条件（ｐＨ＝５、Ｈ
Ｃｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤
（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品
を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノールで本来の濃度の
６０％に希釈し、試料を溶液に沈めることによって白色木材パネル（およそ１５．２４ｃ
ｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した。
パネルを試験前に完全に乾燥した。試料１３：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された
）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプ
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ロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（
水およびエタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することに
よって調製した。結果として得られた溶液をエタノールで本来の濃度の６０％に希釈し、
試料を溶液に沈めることによって白色木材パネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃ
ｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した。パネルを試験前に
完全に乾燥した。
【００６９】
　［実施例１０Ａ］
　[0071]以下は、処理する白色木材試料についての撥水試験のための手順および結果を記
載する。両試料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の特性
を評価するための標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験にかけ
た。標本を、２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１インチ
）下に水平に沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、次い
で、過剰の表面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間沈め
、上記秤量手順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（２時
間）およびより長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。２プ
ラス２２時間の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳＴＭ
　Ｄ５４０１：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述されて
いる手順を使用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示され
る結果は、より長い期間（２プラス２２時間）の結果である。両処理試料は同様のＷＲＥ
を呈し、複合溶液配合物において使用された異なる溶媒が撥水性の性能を損なわないこと
を示唆した。
【００７０】
【表５】

【００７１】
　［実施例１１Ａ］
　[0072]以下は、溶媒としてメタノールを用いる複合溶液と、溶媒としてエタノールを用
いる複合溶液との間の撥水効率を比較するために使用される処理ラジアータマツ試料を生
成するための溶液調製およびコーティング手順を記載する。試料１４：酸性条件（ｐＨ＝
５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、
可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化
学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノールで本来の
濃度の６０％に希釈し、試料を溶液に沈めることによってラジアータマツパネル（およそ
１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するため
に使用した。パネルを試験前に完全に乾燥した。試料１５：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌ
で調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（ト
リメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）
および溶媒（水およびエタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混
合することによって調製した。結果として得られた溶液をエタノールで本来の濃度の６０
％に希釈し、試料を溶液に沈めることによってラジアータマツパネル（およそ１５．２４
ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した
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。パネルを試験前に完全に乾燥した。
【００７２】
　［実施例１２Ａ］
　[0073]以下は、処理ラジアータマツ試料についての撥水試験のための手順および結果を
記載する。両試料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の特
性を評価するための標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験にか
けた。標本を、２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１イン
チ）下に水平に沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、次
いで、過剰の表面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間沈
め、上記秤量手順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（２
時間）およびより長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。２
プラス２２時間の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳＴ
Ｍ　Ｄ５４０１：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述され
ている手順を使用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示さ
れる結果は、より長い期間（２プラス２２時間）の結果である。試料１５は、試料１４と
比較して小さい低減ＷＲＥを示す。
【００７３】
【表６】

【００７４】
　［実施例１３Ａ］
　[0074]以下は、複合溶液と一流の商業ブランドとの間の撥水効率を比較するために使用
される処理ヒマラヤスギ試料を生成するための溶液調製およびコーティング手順を記載す
る。試料１６：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テ
トラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物
を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得
られた溶液をメタノールで本来の濃度の６０％に希釈し、ヒマラヤスギパネル（およそ１
５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために
使用した。泡ローラーを使用して、溶液をパネルに適用した。１時間の間室温で乾燥させ
た後、第２のコーティングを適用した。パネルを試験前に完全に乾燥させた。試料１７：
酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオル
トシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲ
ル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメ
タノールで本来の濃度の６０％に希釈し、ヒマラヤスギパネル（およそ１５．２４ｃｍ×
１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した。泡ロ
ーラーを使用して、溶液をパネルに適用した。１時間の間室温で乾燥させた後、第２のコ
ーティングを適用した。パネルを完全に乾燥させた後、それを次いで、泡ローラーを使用
して疎水性化学剤（メタノール中のトリメトキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）
シラン）でコーティングした。パネルを試験前に完全に乾燥させた。試料１８：商業用の
透明な防水性アクリル木材仕上げ剤を、提供された指示に従ってヒマラヤスギパネル（お
よそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した
。試料１９：商業用の透明な耐候性一体型アクリル木材仕上げ剤を、提供された指示に従



(29) JP 2017-536978 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

ってヒマラヤスギパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”
×６”×１”））に適用した。試料２０：商業用の防水性石油系溶媒ベースの木材保護剤
を、提供された指示に従ってヒマラヤスギパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃ
ｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。試料２１：商業用の透明な多面型
（ｍｕｌｔｉ－ｓｕｒｆａｃｅ）石油系溶媒ベースの防水剤を、提供された指示に従って
ヒマラヤスギパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６
”×１”））に適用した。試料２２：商業用の多目的超疎水性コーティング系を、提供さ
れた指示に従ってヒマラヤスギパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５
４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。
【００７５】
　［実施例１４Ａ］
　[0075]以下は、処理ヒマラヤスギ試料についての撥水試験のための手順および結果を記
載する。全ての試料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の
特性を評価するための標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験に
かけた。標本を、２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１イ
ンチ）下に水平に沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、
次いで、過剰の表面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間
沈め、上記秤量手順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（
２時間）およびより長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。
２プラス２２時間の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳ
ＴＭ　Ｄ５４０１：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述さ
れている手順を使用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示
されている結果は、より長い期間（２プラス２２時間）の結果である。
【００７６】
【表７】

【００７７】
　［実施例１５Ａ］
　[0076]以下は、複合溶液と一流の商業ブランドとの間の撥水効率を比較するために使用
される処理白色木材試料を生成するための溶液調製およびコーティング手順を記載する。
試料２３：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラ
エチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリ
シドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含
むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られ
た溶液をメタノールで本来の濃度の６０％に希釈し、白色木材パネル（およそ１５．２４
ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した
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。泡ローラーを使用して、溶液をパネルに適用した。１時間の間室温で乾燥させた後、第
２のコーティングを適用した。パネルを試験前に完全に乾燥させた。試料２４：酸性条件
（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケ
ート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルト
リメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を
、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノール
で本来の濃度の６０％に希釈し、白色木材パネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃ
ｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した。泡ローラーを使用
して、溶液をパネルに適用した。１時間の間室温で乾燥させた後、第２のコーティングを
適用した。パネルを完全に乾燥させた後、それを次いで、泡ローラーを使用して疎水性化
学剤（メタノール中のトリメトキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン）でコ
ーティングした。パネルを試験前に室温で完全に乾燥させた。試料２５：商業用の透明な
防水性アクリル木材仕上げ剤を、提供された指示に従って白色木材パネル（およそ１５．
２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。試料２６
：商業用の透明な耐候性一体型アクリル木材仕上げ剤を、提供された指示に従って白色木
材パネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”）
）に適用した。試料２７：商業用の防水性石油系溶媒ベースの木材保護剤を、提供された
指示に従って白色木材パネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（
６”×６”×１”））に適用した。試料２８：商業用の透明多面型石油系溶媒ベースの防
水剤を、提供された指示に従って白色木材パネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃ
ｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。試料２９：商業用の多目的超疎水
性コーティング系を、提供された指示に従って白色木材パネル（およそ１５．２４ｃｍ×
１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。
【００７８】
　［実施例１６Ａ］
　[0077]以下は、処理白色木材試料についての撥水試験のための手順および結果を記載す
る。全ての試料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料の特性
を評価するための標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験にかけ
た。標本を、２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１インチ
）下に水平に沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り、次い
で、過剰の表面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の間沈め
、上記秤量手順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期（２時
間）およびより長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する。２プ
ラス２２時間の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。ＡＳＴＭ
　Ｄ５４０１：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述されて
いる手順を使用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で示され
ている結果は、より長い期間（２プラス２２時間）の結果である。
【００７９】
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【表８】

【００８０】
　［実施例１７Ａ］
　[0078]以下は、複合溶液と一流の商業ブランドとの間の撥水効率を比較するために使用
される処理ラジアータマツ試料を生成するための溶液調製およびコーティング手順を記載
する。試料３０：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（
テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３
－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合
物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として
得られた溶液をメタノールで本来の濃度の６０％に希釈し、ラジアータマツパネル（およ
そ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するた
めに使用した。泡ローラーを使用して、溶液をパネルに適用した。室温で１時間後、第２
のコーティングを適用した。パネルを試験前に完全に乾燥させた。試料３１：酸性条件（
ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケー
ト）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリ
メトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、
上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液をメタノールで
本来の濃度の６０％に希釈し、ラジアータマツパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２
４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））を処理するために使用した。泡ローラーを
使用して、溶液をパネルに適用した。１時間の間室温で乾燥させた後、第２のコーティン
グを適用した。パネルを完全に乾燥させた後、それを次いで、泡ローラーを使用して疎水
性化学剤（メタノール中のトリメトキシ（３，３，３－トリフルオロプロピル）シラン）
でコーティングした。パネルを試験前に完全に乾燥させた。試料３２：商業用の透明な防
水性アクリル木材仕上げ剤を、提供された指示に従ってラジアータマツパネル（およそ１
５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。試料
３３：商業用の透明な耐候性一体型アクリル木材仕上げ剤を、提供された指示に従ってラ
ジアータマツパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６
”×１”））に適用した。試料３４：商業用の防水性石油系溶媒ベースの木材保護剤を、
提供された指示に従ってラジアータマツパネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ
×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。試料３５：商業用の透明多面型石油
系溶媒ベースの防水剤を、提供された指示に従ってラジアータマツパネル（およそ１５．
２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に適用した。試料３６
：商業用の多目的超疎水性コーティング系を、提供された指示に従ってラジアータマツパ
ネル（およそ１５．２４ｃｍ×１５．２４ｃｍ×２．５４ｃｍ（６”×６”×１”））に
適用した。
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【００８１】
　［実施例１８Ａ］
　[0079]以下は、処理ラジアータマツ試料についての撥水試験のための手順および結果を
記載する。全ての試料を、ＡＳＴＭ　Ｄ１０３７：木材ベース繊維および粒子パネル材料
の特性を評価するための標準試験法（水分試験：吸水および厚さ膨張）に基づく水分試験
にかけた。標本を、２０±１℃（６８±２°Ｆ）の温度で維持された飲用水２５ｍｍ（１
インチ）下に水平に沈めた。２時間の水没後、標本を１０±２分の間つるして水気を切り
、次いで、過剰の表面水を除去し、標本を直ちに秤量した。標本を２２時間の追加期間の
間沈め、上記秤量手順を反復した。それの初期２時間の水没期間を用いる方法Ａは、短期
（２時間）およびより長い期間（２プラス２２時間）の吸水性能に関する情報を提供する
。２プラス２２時間の水没後の標本について、吸水（ＷＡ）をパーセントとして表す。Ａ
ＳＴＭ　Ｄ５４０１：木材上の透明撥水コーティングを評価するための標準試験法に詳述
されている手順を使用して、コーティングの撥水効率（ＷＲＥ）を算出した。下記の表で
示されている結果は、より長い期間（２プラス２２時間）の結果である。
【００８２】
【表９】

【００８３】
　[0079]以下は、レンガ材料についての実験例を記載する。
　[0080]乾燥コンクリートのバルク水収着試験のための手順（ＡＳＴＭ　Ｃ１７５７）：
この試験方法は、最初の３０分で乾燥コンクリートに吸収される水を、水浸入に対するコ
ンクリートの感受率のインジケーター指標として決定する。この試験方法は、標本の表面
の全てを水に当て、それによって、コンクリート混合物の潜在的耐久性の示度を与える標
本のバルク収着のための値を与える。コンクリート標本を５０℃で定質量に乾燥させ、次
いで、１日間コンディショニングする。水中における３０分間の浸漬後、質量における標
本の増大を測定し、収着（ミリメートルにおける）を算出する。標本の収着を、試験標本
の表面積および水の密度の積によって除算される質量の変化として算出する。この試験方
法は、湿潤および乾燥に曝露されるコンクリート混合物の相対的性能を比較することが意
図される。連続的に沈められるコンクリート混合物の性能を比較することは意図されない
。
【００８４】
　[0081]以下は、硬化コンクリートにおける吸収および空隙の測定のための手順（ＡＳＴ
Ｍ　Ｃ６４２）を記載する：この試験方法を使用することで、硬化コンクリートにおける
水のパーセント吸収を決定する。標本を最初に、オーブン内にて１１０±５℃の温度で２
４時間以上の間乾燥させる。標本をオーブンから除去した後、それを乾燥空気中で２０℃
から２５℃の温度に冷却させておく。次いで、オーブン乾燥させた質量を決定する。標本
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を次いで、水中におよそ２１℃で４８時間以上の間、および２４時間の間隔で表面乾燥試
料の質量の２つの連続値が、より大きい値の０．５％未満の質量の増加を示すまで、浸漬
する。表面水分をタオルで除去することによって、標本を表面乾燥させ、浸漬後の飽和質
量を決定する。該２つの質量を使用して、浸漬後のパーセント吸収を、手順に詳述されて
いる通りに算出する。
【００８５】
　[0082]以下は、水硬性セメントコンクリートによる水の吸収速度の測定のための手順（
ＡＳＴＭ　Ｃ１５８５）を記載する：この試験方法を使用することで、標本の１つの表面
だけが室温で水に曝露される一方で他の表面が密閉される場合（片側だけ水と接触する方
式における模擬吸水）の時間の関数として、水の吸収から結果として得られた標本の質量
の増加を測定することによって、水硬性セメントコンクリートによる水の吸収速度（収着
性）を決定する。標本を、毛管細孔系における一貫した水分条件を誘発するために環境内
にて標準的相対湿度でコンディショニングする。標本の曝露表面を水に浸漬し、不飽和コ
ンクリートの水浸入を、水との初期接触中に毛管吸引によって支配する。多くの攻撃的環
境にかけられるコンクリートの性能は、概ね、細孔系の浸透性の機能である。不飽和コン
クリートにおいて、水または他の液体の浸入速度は、毛管上昇による吸収によって大きく
制御される。標本を標準的手順に従ってコンディショニングした後、各標本の側面をアル
ミテープで密封する。標本を鍋の底で支持装置の上部に置き、水レベルが支持装置の上部
を１ｍｍから３ｍｍ超えるように鍋に水道水を充填する。質量を所定の間隔で記録する。
吸収（Ｉ）、吸水の初速度および二次速度を、手順に詳述されている通りに算出する。吸
水の初速度（ｍｍ／ｓ１／２）を、時間の平方根（ｓ１／２）に対してプロットされたＩ
に最も一致する線の傾斜として定義する。吸水の二次速度（ｍｍ／ｓ１／２）を、１日後
の全てのポイントを使用して時間の平方根（ｓ１／２）に対してプロットされたＩに最も
一致する線の傾斜として定義する。Ｉ対時間１／２のプロットの最小二乗線形回帰分析を
使用することによって、傾斜を得る。
【００８６】
　[0083]以下は、パイル床カバーについて耐染色性を決定するための手順を記載する（Ａ
ＡＴＣＣ試験方法１７５－２００３）：この試験方法の目的は、酸性染料によるカーボネ
ートベースのタイル材料の耐染色性を決定することである。該試験方法は、抗染色剤で処
理されているカーボネートベースのタイル材料の効力を決定するために使用することもで
きる。該試験方法は、アルラレッド（ＦＤ＆Ｃ　Ｒｅｄ　４０）の希釈水溶液２．０ｍＬ
を、平らな試験標本の上に置かれた染色用リングの中心に適用することによって行われる
。規定の水性アルラレッド溶液を使用するよりむしろ、赤色（フルーツパンチ）Ｇａｔｏ
ｒａｄｅを許容可能な代用染色剤として使用する。湿潤させた試験標本を、２４±４．０
時間の間動かさずに放置する。染色を除去するため、試験標本を、濯ぎ水に染色剤がなく
なるまで染色部位をこすりながら流水下で濯ぐ。評価の前に、試験標本を１００±５℃で
９０分間オーブン乾燥させる。結果として得られた染色試験標本を、ＡＡＴＣＣ　Ｒｅｄ
　４０染色スケールに従って評価する。各試験標本は、１．０～１０（１．０＝過酷に染
色された、および１０＝無染色）のＡＡＴＣＣ　Ｒｅｄ　４０染色スケールグレードを受
けることができる。
【００８７】
　[0084]実施例１Ｂ：以下は、乾燥コンクリートのバルク水収着試験（ＡＳＴＭ　Ｃ１７
５７）＆硬化コンクリートにおける吸収および空隙の測定（ＡＳＴＭ　Ｃ６４２）のため
に使用される処理コンクリートブロック試料のための溶液調製およびコーティング手順を
記載する。試料１：任意の処理を用いない新品のコンクリートブロック（およそ１９．３
ｃｍ×９．２ｃｍ×５．８ｃｍ）。試料２：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）
においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロ
ピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水
およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによ
って調製した。結果として得られた溶液を使用して、新品のコンクリートブロックを浸す
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ことによって処理した。ブロックを試験する前に完全に乾燥／硬化した。試料３：酸性条
件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリ
ケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピル
トリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液
を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液を使用して
、新品のコンクリートブロックを浸すことによって処理した。ブロックを完全に乾燥／硬
化した後、次いで、泡ローラーを使用して、それを疎水性化学剤（メタノール中のトリメ
トキシ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シランを含む）でコーティン
グした。パネルを試験する前に室温で完全に乾燥／硬化した。試料４：商業用の透明多面
型石油系溶媒ベースの防水剤を、提供された指示に従って新品のコンクリートブロックに
適用した。
【００８８】
　[0085]以下は、処理試料の吸水試験のための手順および結果を記載する。全ての試料を
、ＡＳＴＭ　Ｃ１７５７にかけた。試料を５０℃で定質量に乾燥させ、次いで、１日間コ
ンディショニングした。次いで、試料を水に３０分間浸漬し、質量における標本の増大を
測定し、収着（ミリメートルにおける）を算出する。標本の収着を、試験標本の表面積お
よび水の密度の積によって除算される質量の変化として算出する。試料における水のパー
セント吸収もＡＳＴＭ　Ｃ６４２を使用して決定する。試料を最初に、オーブン内にて５
０±５℃の温度で９６時間の間乾燥させた。試料をオーブンから除去した後、それらを乾
燥空気中で２０℃から２５℃の温度に冷却させておいた。オーブン乾燥させた質量を次い
で決定する。試料を次いで、水におよそ２１℃で４８時間以上の間、および２４時間の間
隔で表面乾燥試料の質量の２つの連続値が、より大きい値の０．５％未満の質量の増加を
示すまで、浸漬した。表面水分をタオルで除去することによって、標本を表面乾燥させ、
浸漬後の飽和質量を決定した。２つの質量を使用して、浸漬後のパーセント吸収（ＷＡ％
）を、ＡＳＴＭ　Ｃ６４２手順に詳述されている通りに算出する。結果を下記の表に示す
。
【００８９】
【表１０】

【００９０】
　[0086]実施例２Ｂ：以下は、乾燥コンクリートのバルク水収着試験（ＡＳＴＭ　Ｃ１７
５７）＆硬化コンクリートの吸収および空隙の測定（ＡＳＴＭ　Ｃ６４２）のために使用
される、処理された窯焼きブリック試料のための溶液調製およびコーティング手順を記載
する。試料５：任意の処理を用いない新品の窯焼きブリック（およそ１９．８ｃｍ×９．
９ｃｍ×４．５ｃｍ）。試料６：酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベ
ース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン
）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタ
ノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製し
た。結果として得られた溶液を使用して、新品の窯焼きブリックを浸すことによって処理
した。ブリックを試験する前に完全に乾燥／硬化した。試料７：酸性条件（ｐＨ＝５、Ｈ
Ｃｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤
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（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品
を混合することによって調製した。結果として得られた溶液を使用して、新品の窯焼きブ
リックを浸すことによって処理した。ブリックを完全に乾燥／硬化した後、次いで、泡ロ
ーラーを使用して、それを疎水性化学剤（メタノール中のトリメトキシ（１Ｈ，１Ｈ，２
Ｈ，２Ｈ－ペルフルオロオクチル）シランを含む）でコーティングした。パネルを試験前
に室温で完全に乾燥／硬化した。試料８：商業用の透明多面型石油系溶媒ベースの防水剤
を、提供された指示に従って新品の窯焼きブリックに適用した。
【００９１】
　[0087]以下は、処理試料の吸水試験のための手順および結果を記載する。全ての試料を
ＡＳＴＭ　Ｃ１７５７にかけた。試料を５０℃で定質量に乾燥させ、次いで、１日間コン
ディショニングした。試料を次いで水に３０分間浸漬し、質量における標本の増大を測定
し、収着（ミリメートルにおける）を算出する。標本の収着を、試験標本の表面積および
水の密度の積によって除算される質量の変化として算出する。試料における水のパーセン
ト吸収もＡＳＴＭ　Ｃ６４２を使用して決定した。試料を最初に、オーブン内にて５０±
５℃の温度で９６時間の間乾燥させた。試料をオーブンから除去した後、それらを乾燥空
気中で２０℃から２５℃の温度に冷却させておいた。オーブン乾燥させた質量を次いで決
定した。試料を次いで、水におよそ２１℃で４８時間以上の間、および２４時間の間隔で
表面乾燥試料の質量の２つの連続値が、より大きい値の０．５％未満の質量の増加を示す
まで、浸漬した。表面水分をタオルで除去することによって、標本を表面乾燥させ、浸漬
後の飽和質量を決定した。２つの質量を使用して、浸漬後のパーセント吸収（ＷＡ％）を
、ＡＳＴＭ　Ｃ６４２手順に詳述されている通りに算出する。結果を下記の表に示す。
【００９２】
【表１１】

【００９３】
　[0088]実施例３Ｂ：以下は、水硬性セメントコンクリートによる水の吸収速度の測定（
ＡＳＴＭ　Ｃ１５８５）のために使用される処理グラウト試料のための溶液調製およびコ
ーティング手順を記載する。試料９：商業用の砂入りグラウト（ｓａｎｄｅｄ　ｇｒｏｕ
ｔ）を、一連のセラミックタイル（およそ１４．５ｃｍ×１４．５ｃｍ）に適用し、提供
された指示に従って乾燥／硬化した。グラウトの曝露表面積は、およそ３３．５ｃｍ２で
ある。試料１０：商業用の砂入りグラウトを、一連のセラミックタイルに適用し、提供さ
れた指示に従って乾燥／硬化した。グラウトの表面積は、およそ３３．５ｃｍ２である。
酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオル
トシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲ
ル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液を使
用して、グラウト部域を泡ブラシで処理した。ブリックを試験する前に完全に乾燥／硬化
した。試料１１：商業用の砂入りグラウトを、一連のセラミックタイルに適用し、提供さ
れた指示に従って乾燥／硬化した。グラウトの表面積は、およそ３３．５ｃｍ２である。
酸性条件（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオル
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トシリケート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲ
ル溶液を、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液を、
商業用の色素（単数または複数）と混合し、グラウト部域を泡ブラシで処理するために使
用した。ブリックを試験する前に完全に乾燥／硬化した。
【００９４】
　[0089]以下は、処理試料の水の吸収速度（収着性）を決定するための手順および結果を
記載する。全ての試料を、ＡＳＴＭ　Ｃ１５８５にかけた。試料を５０℃で定質量に乾燥
させ、次いで、１日間コンディショニングした。各試料の側面を、標本の１つの表面だけ
が室温で水に曝露されるように（片側だけで水と接触する方式における模擬吸水）、アル
ミテープで密閉した。試料を鍋の底で支持装置の上部に置き、水レベルが支持装置の上部
を１ｍｍから３ｍｍ超えるように鍋に水道水を充填した。質量を所定の間隔で記録した。
吸収（Ｉ）、吸水の初速度および二次速度を、手順に詳述されている通りに算出した。吸
水の初速度Ｓｉ（ｍｍ／ｓ１／２）を、１分から６時間の全てのポイントを使用して時間
の平方根（ｓ１／２）に対してプロットされたＩに最も一致する線の傾斜として定義する
。吸水二次速度Ｓｓ（ｍｍ／ｓ１／２）を、１日後の全てのポイントを使用して時間の平
方根（ｓ１／２）に対してプロットされたＩに最も一致する線の傾斜として定義する。時
間１／２と対比するＩのプロットの最小二乗線形回帰分析を使用することによって、傾斜
を得る。結果を下記の表で示す。図３は、３つのグラウト試料について時間の平方根（ｓ
１／２）に対する収着Ｉ（ｍｍ）のプロットを示す。コーティングの適用後の収着の減少
が明らかに見られる。
【００９５】
【表１２】

【００９６】
　実施例４Ｂ：以下は、セメントコンクリート材料を生成するための混合直前のセメント
への添加混合物としての溶液調製および使用法、ならびにこうした材料（ＡＳＴＭ　Ｃ１
５８５）の水の吸収速度の測定のための試験を記載する。試料１２：商業用のセメントベ
ースのグラウトを、提供された指示に従って水と混合し、プラスチック鋳型に注ぎ入れて
（１５０ｍｍの直径×１５ｍｍの高さを有するペトリ皿を使用する）、設置した。セメン
ト試料を室温で少なくとも１０日の間乾燥／硬化した後、試料を鋳型から除去し、サンダ
ーで研磨することで、試験する前に外側の非平坦部域を除去した。試料１３：商業用のセ
メントベースのグラウトを、提供された指示に従って商業用の耐染色性グラウト添加剤と
混合し（水を置き換えるため）、プラスチック鋳型に注ぎ入れて（１５０ｍｍの直径×１
５ｍｍの高さを有するペトリ皿を使用する）、設置した。セメント試料を室温で少なくと
も１０日の間乾燥／硬化した後、試料を鋳型から除去し、サンダーで研磨することで、試
験する前に外側の非平坦部域を除去した。ゾル－ゲル溶液調製：酸性条件（ｐＨ＝５、Ｈ
Ｃｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケート）、可塑剤
（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を、上記化学薬品
を混合することによって調製した。溶液を、セメントベースのグラウトと混合する前に様
々な比における水との添加混合物として使用した。試料１４：商業用のセメントベースの
グラウトを、提供された指示に従って水およびゾル－ゲル溶液を含む溶液と混合し、プラ
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スチック鋳型に注ぎ入れて（１５０ｍｍの直径×１５ｍｍの高さを有するペトリ皿を使用
する）、設置した。セメント試料を室温で少なくとも１０日の間乾燥／硬化した後、試料
を鋳型から除去し、サンダーで研磨することで、試験する前に外側の非平坦部域を除去し
た。
【００９７】
　[0090]以下は、処理試料の水の吸収速度（収着性）を決定するための手順および結果を
記載する。全ての試料をＡＳＴＭ　Ｃ１５８５にかけた。試料を５０℃で定質量に乾燥さ
せ、次いで、１日間コンディショニングする。各試料の側面を、標本の１つの表面だけが
室温で水に曝露されるように（片側だけで水と接触する方式における模擬吸水）、アルミ
テープで密閉した。試料を鍋の底で支持装置の上部に置き、水レベルが支持装置の上部を
１ｍｍから３ｍｍ超えるように鍋に水道水を充填した。質量を所与の間隔で記録した。吸
収（Ｉ）、吸水の初速度および二次速度を、手順に詳述されている通りに算出した。吸水
の初速度（ｍｍ／ｓ１／２）を、１分から６時間の全てのポイントを使用して時間の平方
根（ｓ１／２）に対してプロットされたＩに最も一致する線の傾斜として定義する。時間
１／２と対比するＩのプロットの最小二乗線形回帰分析を使用することによって、傾斜を
得る。パーセント吸収（ＷＡ％）をＡＳＴＭ　Ｃ６４２に詳述されている通りに決定した
。結果を下記の表に示した。図４は、４つのセメント試料について時間の平方根（ｓ１／

２）に対する収着Ｉ（ｍｍ）のプロットを示す。試料１４の収着の減少は、他の試料より
も明らかに大きい（商業ブランド：試料１３を含める）。
【００９８】
【表１３】

【００９９】
　実施例５Ｂ：以下は、床コーティングについての耐染色性を決定するために使用される
処理トラバーチン（石灰岩）タイル試料のための溶液調製およびコーティング手順を記載
する（ＡＡＴＣＣ試験方法１７５－２００３）。試料１５：任意の処理を用いない３つの
新品のトラバーチンタイル（およそ１０ｃｍ×１０ｃｍ×１ｃｍ）。試料１６：酸性条件
（ｐＨ＝５、ＨＣｌで調整された）においてベース化学試薬（テトラエチルオルトシリケ
ート）、可塑剤（トリメトキシプロピルシラン）、結合剤（３－グリシドキシプロピルト
リメトキシシラン）および溶媒（水およびメタノール）の混合物を含むゾル－ゲル溶液を
、上記化学薬品を混合することによって調製した。結果として得られた溶液を使用して、
４つの新品のトラバーチンタイルを、浸すことによって処理した。タイルを試験する前に
完全に乾燥／硬化した。
【０１００】
　[0091]以下の試験方法を行うことで、タイル－空気界面で処理試料の耐染色特性を評価
した（ＡＡＴＣＣ試験方法１７５－２０１３）：次いで、４つの処理試料１６の重複物（
Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、およびＴ４と標識される）を、３つの未処理試料１５の重複物（Ｐ１
、Ｐ２およびＰ３と標識される）に対して比較した。下記に示される表は、各実験試料に
割り当てられるＡＡＴＣＣ　Ｒｅｄ　４０染色スケールグレードの要約である（１．０＝
過酷に染色された、および１０＝無染色）。図５は、酸性染色剤を介する染色に対する処
理試料の効力を判定するために使用されたトラバーチンタイル試料の画像を示す。ここで
、染色剤が各試料に適用された部位を赤丸で囲む。画像から、新品の（未処理）タイル試
料が、基本的に無染色を呈する処理試料と比較した場合に過酷に染色されたことは明白あ
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【０１０１】
【表１４】

【０１０２】
　[0092]本明細書に記載されている実施形態は、本開示の特別な態様を実証するために挙
げられている。本明細書に記載されている実施形態が、本開示の例証的な実施形態を単に
表すことは、当業者によって理解されるはずである。当業者は、本開示に照らして、多く
の変化が、記載されている特定の実施形態においてなされ、また、本開示の趣旨および範
囲から逸脱することなく類似または同様の結果を得ることができることを理解するはずで
ある。前述の説明から、当業者は、この開示の基本的特徴を簡単に確かめることができ、
その趣旨および範囲から逸脱することなく様々な変化および修飾することで本開示を様々
な使用法および条件に適応させることができる。上文において記載されている実施形態は
、例示的だけであると意味され、本開示の範囲を限定すると受け止められるべきでない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】



(41) JP 2017-536978 A 2017.12.14

10

20

30

40



(42) JP 2017-536978 A 2017.12.14

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ０５Ｄ   7/00     (2006.01)           Ｂ０５Ｄ    7/00     　　　Ｂ        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ   5/14     (2006.01)           Ｂ０５Ｄ    7/00     　　　Ｃ        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ   5/16     (2006.01)           Ｃ０９Ｄ    5/14     　　　　        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ 183/05     (2006.01)           Ｃ０９Ｄ    5/16     　　　　        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ 183/06     (2006.01)           Ｃ０９Ｄ  183/05     　　　　        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ 185/00     (2006.01)           Ｃ０９Ｄ  183/06     　　　　        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ   7/12     (2006.01)           Ｃ０９Ｄ  185/00     　　　　        　　　　　
   Ｃ０９Ｄ 183/04     (2006.01)           Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ０９Ｄ  183/04     　　　　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100098590
            弁理士　中田　隆
(74)代理人  100173635
            弁理士　吉田　樹里
(72)発明者  カラン，シェーマス
            アメリカ合衆国テキサス州７７５８４，パーランド，アルバートン・レーン　２４１５
(72)発明者  リャオ，カン－シャン
            アメリカ合衆国テキサス州７７０２１，ヒューストン，サウス・マクレガー・ウェイ　２３８０，
            アパートメント　２５１
(72)発明者  アリー，ナイジェル
            アメリカ合衆国テキサス州７７０２５，ヒューストン，ブロンプトン・ストリート　７５１０，ア
            パートメント　７０６
(72)発明者  ハルダー，アムリタ
            アメリカ合衆国テキサス州７７００４，ヒューストン，カレン・ブールヴァード　４４４４，スイ
            ート　１１０４
(72)発明者  ワーン，アレクサンダー
            アメリカ合衆国テキサス州７７００４，ヒューストン，カレン・ブールヴァード　４４４４，アパ
            ートメント　１３０９
Ｆターム(参考) 4D075 BB16X BB93X BB95X CA32  CA34  CA37  CA45  CA47  CA48  DA06 
　　　　 　　        DB11  DB12  DB21  DC01  DC02  DC05  EA06  EA07  EA12  EB16 
　　　　 　　        EB33  EB43  EB51  EB52  EC01  EC07  EC08  EC30  EC47 
　　　　 　　  4F100 AA19B AA20B AA21B AD01A AH05C AH06B AH06C AK52B AP00A AT00A
　　　　 　　        BA02B CA04B CA08B CA18B CA19B CA21B DJ00A EH46B EJ42  GB07 
　　　　 　　        JC00B JL09  JL10B JM01B JN06B
　　　　 　　  4J038 DL021 DL031 DL041 DL051 DM001 GA07  JC32  KA04  KA10  KA12 
　　　　 　　        MA06  MA08  MA10  NA03  NA05  PB03  PB05  PC01  PC04  PC06 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

