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(57)【要約】
【課題】バインダー、およびバインダー製の物質の提供
。
【解決手段】非結合体または疎結合体において凝集を生
じるかまたは促進するバインダー。このバインダーは、
アミンおよび炭水化物を含むメイラード反応物であって
；任意に、シリコン含有化合物および／または腐食抑制
剤を含むメイラード反応物を含む。本発明のバインダー
は、非結合的または疎結合的集合体において凝集を生じ
るかまたは促進する各種作成用途に利用可能である。１
つの集合物は２つ以上の成分を含む。バインダーは、そ
の集合物の少なくとも２つの成分の凝集を生じるかまた
は促進する。例えば、当該バインダーは、集合体をまと
めて保持することで、その物体が分離せずに固着するよ
うにすることができる。本明細書中に記載のバインダー
は、あらゆる物質の作成に利用することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本願明細書に記載された発明。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本願は、３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）の下、２００５年７月２６日に出願された
、米国仮特許出願第６０／７０２，４５６号、および２００５年１２月２２日に出願され
た、米国仮特許出願第７４３，７０１号に対する利益を主張する。これらの開示は、本明
細書中に参考として援用される。
【０００２】
　背景
　バインダーは、非結合体または疎結合体から物質を作成する際に有用である。例えば、
バインダーは、２つ以上の表面を一体化することが可能である。バインダーは、大きく分
けて、有機および無機の２つの主要グループに分類でき、有機物質は、動物、植物、およ
び合成起源のものに細分化される。バインダーの他の分類法としては、（１）タンパク質
またはタンパク質誘導体；（２）スターチ、セルロース、またはゴム質、およびそれらの
誘導体；（３）熱可塑性合成樹脂；（４）熱硬化合成樹脂；（５）天然樹脂およびビチュ
ーメン；（６）天然および合成ゴム；ならびに（７）無機バインダーといった化合物の化
学的性質に基づくものがある。バインダーはまた、（１）硬質プラスチックおよび金属等
の剛性表面の結合；ならびに（２）特に、軟質プラスチックおよび金属薄膜等の柔軟性表
面の結合といった使用目的によっても分類可能である。
【０００３】
　熱可塑性バインダーは、ポリビニルアセテート、ポリビニルブチラール、ポリビニルア
ルコール、および他のポリビニル樹脂等の各種重合物質；ポリスチレン樹脂；アクリル酸
エステル樹脂およびメタクリル酸エステル樹脂；シアノアクリレート；ならびにポリイソ
ブチレンポリアミド、クルマロンイデン製品（ｃｏｕｒｍａｒｏｎｅ－ｉｄｅｎｅ　ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓ）、およびシリコーン等の様々な他の合成樹脂等を含む。このような熱可塑
性バインダーは、永久的な可溶性および可融性を有するために応力により変形したり、加
熱時に軟化することがある。これらは、例えば、テープ等の様々な製品の製造に用いられ
る。
【０００４】
　熱硬化バインダーは、各種のフェノール－アルデヒド、尿素－アルデヒド、メラミン－
アルデヒド、ならびにフランおよびポリウレタン樹脂のような他の縮合－重合物質を含む
。熱硬化バインダーは、熱または触媒作用のいずれかによって不溶性および不融性物質に
転換されることを特徴とする場合がある。フェノール－、レゾルシノール－、尿素－、メ
ラミン－ホルムアルデヒド、フェノールフルフラルデヒド等を含有するバインダー組成物
は、織物、プラスチック、ゴム、および多くの他の物質の結合に用いられる。
【０００５】
　上記のとおり、バインダーは、非結合体または疎結合体から物質を作成する際に有用で
ある。従って、バインダーとして機能可能な組成物が所望される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　要旨
　本発明の具体的な実施形態に係る硬化または未硬化バインダーは、下記の特徴の１つ以
上またはそれらの組み合わせを含み得る。また、本発明に係る物質は、下記の特徴の１つ
以上またはそれらの組み合わせを含み得る。
【０００７】
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　まず、当然のことながら、本発明のバインダーは、非結合的または疎結合的集合体にお
いて凝集を生じるかまたは促進する各種作成用途に利用可能である。１つの集合物は２つ
以上の成分を含む。バインダーは、その集合物の少なくとも２つの成分の凝集を生じるか
または促進する。例えば、当該バインダーは、集合体をまとめて保持することで、その物
体が分離せずに固着するようにすることができる。本明細書中に記載のバインダーは、あ
らゆる物質の作成に利用することができる。
【０００８】
　本バインダーの潜在的特徴の１つは、ホルムアルデヒドを含有しないことである。従っ
て、このバインダーが塗布される物質もホルムアルデヒドを含有しないようにすることが
ある（例えば、繊維ガラス）。また、本バインダーは、他の公知のバインダーと比較して
トリメチルアミン含有量が少ないことがある。
【０００９】
　本バインダーの化学成分に関しては、エステルおよび／またはポリエステル化合物を含
んでもよい。これらのバインダーは、大豆油等の植物油とともにエステルおよび／または
ポリエステル化合物を含んでもよい。さらに、これらのバインダーは、有機酸のナトリウ
ム塩とともにエステルおよび／またはポリエステル化合物を含んでもよい。これらのバイ
ンダーは、無機酸のナトリウム塩を含んでもよい。これらのバインダーはまた、有機酸の
カリウム塩を含んでもよい。またさらには、これらのバインダーは、無機酸のカリウム塩
を含んでもよい。上述したバインダーは、モンモリロナイト等の粘土添加物とともにエス
テルおよび／またはポリエステル化合物を含んでもよい。
【００１０】
　さらに、本発明のバインダーは、メイラード反応産物を含んでもよい。例えば、図２を
参照されたい。図２に示すように、メイラード反応によりメラノイジン、すなわち、反応
物および調製条件に応じて構造が異なる高分子量フラン環および窒素含有重合体が産生さ
れる。メラノイジンは、加熱温度および時間とともに上昇するＣ：Ｎ比、不飽和度および
化学的芳香族性を示す。（その開示内容を本明細書中において参考として援用するＡｍｅ
ｓ，Ｊ．Ｍ．の”Ｔｈｅ　Ｍａｉｌｌａｒｄ　Ｂｒｏｗｎｉｎｇ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ－ａ
ｎ　ｕｐｄａｔｅ，”Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ（英国），１９８
８，７，５５８－５６１を参照）。従って、当該バインダーは、メイラード反応により作
られるため、メラノイジンを含有し得る。当然のことながら、当該バインダーはメラノイ
ジン、または個々の処理により生成され、バインダーを構成する組成物に単に添加される
他のメイラード反応産物を含有する場合がある。バインダー中のメラノイジンは不水溶性
であってもよい。またさらには、それらのバインダーは熱硬化バインダーであってもよい
。
【００１１】
　メラノイジンを産生するメイラード反応物は、還元糖炭水化物反応物で反応させたアミ
ン反応物を含んでもよい。例えば、単量体ポリカルボン酸のアンモニウム塩を、（ｉ）ア
ルドースまたはケトース形態の単糖類もしくは（ｉｉ）多糖類と、または（ｉｉｉ）それ
らの組み合わせと反応させてもよい。他の変形例では、高分子ポリカルボン酸のアンモニ
ウム塩を、（ｉ）アルドースまたはケトース形態の単糖類もしくは（ｉｉ）多糖類と、ま
たは（ｉｉｉ）それらの組み合わせと接触させてもよい。さらに他の変形例では、アミノ
酸を、（ｉ）アルドースまたはケトース形態の単糖類もしくは（ｉｉ）多糖類と、または
（ｉｉｉ）それらの組み合わせと接触させてもよい。さらに、ペプチドを、（ｉ）アルド
ースまたはケトース形態の単糖類もしくは（ｉｉ）多糖類と、または（ｉｉｉ）それらの
組み合わせとを接触させてもよい。またさらには、タンパク質を、（ｉ）アルドースまた
はケトース形態の単糖類もしくは（ｉｉ）多糖類と、または（ｉｉｉ）それらの組み合わ
せと接触させてもよい。
【００１２】
　当然のことながら、本発明のバインダーがメイラード反応の非糖変異体中で生じたメラ
ノイジンを含む場合がある。これらの反応では、アミン反応物を非炭水化物カルボニル反
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応物と接触させる。１つの具体的な変形例では、単量体ポリカルボン酸のアンモニウム塩
を、ピルビンアルデヒド、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、２－フルアルデヒド
、キノン、アスコルビン等の非炭水化物カルボニル反応物、またはそれらの組み合わせ等
と接触させる。他の変形例では、高分子ポリカルボン酸のアンモニウム塩を、ピルビンア
ルデヒド、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、２－フルアルデヒド、キノン、アス
コルビン酸等の非炭水化物カルボニル反応物、またはそれらの組み合わせと接触させても
よい。さらに他の具体的な変形例では、アミノ酸を、ピルビンアルデヒド、アセトアルデ
ヒド、クロトンアルデヒド、２－フルアルデヒド、キノン、アスコルビン酸等の非炭水化
物カルボニル反応物、またはそれらの組み合わせと接触させてもよい。他の具体的な変形
例では、ペプチドを、ピルビンアルデヒド、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、２
－フルアルデヒド、キノン、アスコルビン酸等の非炭水化物カルボニル反応物、またはそ
れらの組み合わせと接触させてもよい。さらに他の具体的な変形例では、タンパク質を、
ピルビンアルデヒド、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、２－フルアルデヒド、キ
ノン、アスコルビン酸等の非炭水化物カルボニル反応物、またはそれらの組み合わせと接
触させてもよい。
【００１３】
　本明細書中において議論するメラノイジンは、メラノイジン反応化合物から生成しても
よい。これらの反応化合物は、アルカリ性ｐＨの水溶液中に入れられるため腐食性ではな
い。すなわち、このアルカリ性溶液が、例えば、酸によって引き起こされる化学分解によ
る金属等の物質の摩滅または磨耗を防いだり、抑制したりする。これらの反応化合物は、
還元糖炭水化物反応物およびアミン反応物を含んでもよい。また、これらの反応化合物は
、非炭水化物カルボニル反応物およびアミン反応物を含んでもよい。
【００１４】
　また、本明細書中に記載のバインダーは、メラノイジン反応化合物自体から作られても
よいことは言うまでもない。すなわち、メイラード反応物が混合されると、その混合物は
本発明のバインダーとして機能可能である。それらのバインダーを利用して、繊維材料等
のホルムアルデヒドを含有しない未硬化物質を作成してもよい。
【００１５】
　代替例では、メイラード反応物から作ったバインダーを硬化してもよい。それらのバイ
ンダーを用いて、繊維組成物等のホルムアルデヒドを含有しない硬化物質を作成してもよ
い。それらの組成物は耐水性であり、上記したように、不水溶性メラノイジンを含む。
【００１６】
　当然のことながら、本明細書中に記載のバインダーを非結合または疎結合集合体から製
品を製造する際に用いてもよい。例えば、それらのバインダーを使って繊維製品を作成し
てもよい。それらの製品は、織布または不織布で作ってもよい。それらの繊維は、耐熱性
または非耐熱性繊維またはそれらの組み合わせとすることができる。１つの具体的な実施
形態では、それらのバインダーを用いてガラスファイバーを結合させて繊維ガラスが作ら
れる。他の具体的な実施形態では、それらのバインダーを用いてセルロース組成物が作ら
れる。セルロース組成物に関しては、上記バインダーを用いてセルロース物質を結合し、
例えば、所望の物理特性（例えば、機械強度）を有する木質繊維板を作成してもよい。
【００１７】
　この発明の１つの実施形態は、非結合または疎結合集合体から製品を製造する方法に関
する。この方法の１つの使用例としては、繊維ガラスの作成がある。しかしながら、上記
したように、この方法は、その利用時に凝集を生じるかまたは促進する限りあらゆる物質
の製造に用いることができる。この方法は、繊維と熱硬化可能な水性バインダーとの接触
を包含してもよい。このバインダーは、（ｉ）ポリカルボン酸反応物のアンモニウム塩、
および（ｉｉ）還元糖炭水化物反応物を含んでもよい。これら２つの反応物はメラノイジ
ン反応物である（すなわち、これらの反応物は、メイラード反応を開始する条件下で反応
させるとメラノイジンを生じる。）。上記方法は、繊維と接触したバインダーからの水分
除去（すなわち、バインダーは脱水される）をさらに包含するようにすることができる。
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上記方法はまた、ガラスファイバーと接触したバインダーの硬化（例えば、バインダーの
熱硬化）を含むようにすることができる。
【００１８】
　この方法の他の利用例としては、セルロース物質の作成がある。この方法は、セルロー
ス物質（例えば、セルロース繊維）と熱硬化可能な水性バインダーとの接触を包含しても
よい。このバインダーは、（ｉ）ポリカルボン酸反応物のアンモニウム塩、および（ｉｉ
）還元糖炭水化物反応物を含んでもよい。上記したように、これら２つの反応物はメラノ
イジン反応化合物である。上記方法はまた、セルロース物質と接触させたバインダーから
の水分除去も包含するようにすることができる。上述のように、上記方法はまた、バイン
ダーの硬化（例えば、熱硬化）も包含するようにすることもできる。
【００１９】
　上記バインダーの１つの使用法としては、ガラスファイバーを一体的に結合して繊維ガ
ラスマットとしてまとめることが挙げられる。この繊維ガラスマットを加工して、繊維ガ
ラス断熱材等、数種類ある繊維ガラス物質の１つを形成してもよい。一例として、繊維ガ
ラス物質は、ガラスファイバーが約８０～約９９重量％の範囲で存在するようにしてもよ
い。未硬化バインダーは、ガラスファイバーを１つに束ねるように機能することが可能で
ある。硬化バインダーは、ガラスファイバーを１つに束ねるように機能することが可能で
ある。
【００２０】
　また、木屑またはおがくずマットと同様のセルロース繊維と接触させたバインダーを含
む繊維製品を説明する。このマットを加工して、数種類ある木質繊維板製品の１つを形成
してもよい。１つの変形例では、バインダーは硬化されない。この変形例では、その未硬
化バインダーが、セルロース繊維を１つに束ねるように機能することが可能である。代替
例では、硬化バインダーがセルロース繊維を１つに束ねるように機能することが可能であ
る。
【００２１】
　現時点で認識している発明を実施する最良の形態を例示する以下の具体的な実施形態の
詳細説明を考慮することで、本発明のさらなる特徴が当業者には明らかになる。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　（ｉ）アミンおよび（ｉｉ）炭水化物を含むメイラード反応物を含むバインダーであっ
て、（ｉ）硬化しておらず、かつ（ｉｉ）ホルムアルデヒドを含有しない、バインダー。
（項目２）
　前記アミンは単量体ポリカルボン酸のアンモニウム塩を含む、項目１に記載のバインダ
ー。
（項目３）
　前記アミンは高分子ポリカルボン酸のアンモニウム塩を含む項目１に記載のバインダー
。
（項目４）
　前記炭水化物は単糖を含む、項目１に記載のバインダー。
（項目５）
　前記単糖は還元糖を含む、項目４に記載のバインダー。
（項目６）
　前記還元糖は、デキストロース、キシロース、フルクトース、およびジヒドロキシアセ
トンのうちの少なくとも１つを含む、項目５に記載のバインダー。
（項目７）
　シリコン含有化合物をさらに含む、項目１に記載のバインダー。
（項目８）
　前記シリコン含有化合物はアミノ置換されている、項目７に記載のバインダー。
（項目９）
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　前記シリコン含有化合物はシリルエーテルである、項目７に記載のバインダー。
（項目１０）
　前記シリコン含有化合物は、ガンマ－アミノプロピルトリエトキシシラン、ガンマ－グ
リシドキシプロピルトリメトキシシラン、アミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラ
ン、およびｎ－プロピルアミンシランのうちの少なくとも１つを含む、項目７に記載のバ
インダー。
（項目１１）
　腐食抑制剤をさらに含む、項目１に記載のバインダー。
（項目１２）
　前記腐食抑制剤は、脱塵油、リン酸モノアンモニウム、メタケイ酸ナトリウム五水和物
、メラミン、シュウ酸スズ（ＩＩ）、およびメチル水素シリコン乳液のうちの少なくとも
１つを含む、項目１１に記載のバインダー。
（項目１３）
　前記バインダーはアルカリ性ｐＨを有する水溶液である、項目１に記載のバインダー。
（項目１４）
　前記バインダーは脱水されている、項目１に記載のバインダー。
（項目１５）
　（ｉ）１つ以上のメイラード反応物および（ｉｉ）シリコン含有化合物を含むバインダ
ーであって、該バインダーは（ｉ）硬化しており、かつ（ｉｉ）ホルムアルデヒドを含有
しない、バインダー。
（項目１６）
　前記シリコン含有化合物はアミノ置換されている、項目１５に記載のバインダー。
（項目１７）
　前記シリコン含有化合物はシリルエーテルである、項目１５に記載のバインダー。
（項目１８）
　前記シリコン含有化合物は、ガンマ－アミノプロピルトリエトキシシラン、ガンマ－グ
リシドキシプロピルトリメトキシシラン、アミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラ
ン、およびｎ－プロピルアミンシランのうちの少なくとも１つを含む、項目１５に記載の
バインダー。
（項目１９）
　（ｉ）１つ以上のメイラード反応産物および（ｉｉ）腐食抑制剤を含むバインダーであ
って、該バインダーは（ｉ）硬化しており、かつ（ｉｉ）ホルムアルデヒドを含有しない
、バインダー。
（項目２０）
　前記腐食抑制剤は、脱塵油、リン酸モノアンモニウム、メタケイ酸ナトリウム五水和物
、メラミン、シュウ酸スズ（ＩＩ）、およびメチル水素シリコン乳液のうちの少なくとも
１つを含む、項目１９に記載のバインダー。
（項目２１）
　前記メイラード反応物は１つ以上のメラノイジンを含む、項目１９に記載のバインダー
。
（項目２２）
　１つ以上のポリエステル化合物をさらに含む、項目１９に記載のバインダー。
（項目２３）
　集合体；および
　該集合体上に置かれたバインダー
を含む物質であって、該物質はホルムアルデヒドを含有しておらず；該バインダーは（ｉ
）少なくとも２つのメイラード反応物および（ｉｉ）シリコン含有化合物を含む、物質。
（項目２４）
　前記集合体はガラスファイバーを含む、項目２３に記載の物質。
（項目２５）
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　前記集合体はセルロース繊維を含む、項目２３に記載の物質。
（項目２６）
　集合体；および
　該集合体上に置かれたバインダー
を含む物質であって、該物質はホルムアルデヒドを含有しておらず；該バインダーは（ｉ
）少なくとも２つのメイラード反応物および（ｉｉ）腐食抑制剤を含む、物質。
（項目２７）
　前記集合体はガラスファイバーを含む、項目２６に記載の物質。
（項目２８）
　前記集合体はセルロース繊維を含む、項目２６に記載の物質。
（項目２９）
　項目１に記載のバインダーと接触した集合体を含む物質であって、該バインダーは脱水
されている、物質。
（項目３０）
　項目１に記載のバインダーと接触した集合体を含む物質であって、該バインダーを硬化
している、物質。
（項目３１）
　セルロース集合体；
　および該セルロース集合体上に配置されたバインダー
を含む物質であって、該バインダーは（ｉ）硬化しておらず、（ｉｉ）少なくとも２つの
メイラード反応物を含み；該物質はホルムアルデヒドを含有しない、物質。
（項目３２）
　アミン；
　炭水化物；および
　シリコン含有化合物
を含むバインダーであって、該バインダーは（ｉ）硬化しておらず、かつ（ｉｉ）ホルム
アルデヒドを含有しない、バインダー。
（項目３３）
　前記バインダーはアルカリ性ｐＨを有する、項目３２に記載のバインダー。
（項目３４）
　アミン；
　炭水化物；および
　腐食抑制剤
を含むバインダーであって、該バインダーは（ｉ）硬化しておらず、かつ（ｉｉ）ホルム
アルデヒドを含有しない、バインダー。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、メラノイジンを産生するための多数の具体的な反応物を示す。
【図２】図２は、還元糖とアミノ化合物とを反応させる際のメイラード反応概略図を示す
。
【図３】図３は、本開示の乾燥バインダーの具体的な実施形態のＦＴ－ＩＲスペクトルを
示す。
【図４】図４は、本開示の硬化バインダーの具体的な実施形態のＦＴ－ＩＲスペクトルを
示す。
【図５】図５は、本開示のバインダーの具体的な実施形態で作成した繊維ガラスパイプ断
熱材の６５０°Ｆでの熱面性能を示す。
【図６】図６は、本開示のバインダーの具体的な実施形態で作成した繊維ガラスパイプ断
熱材の１０００°Ｆでの熱面性能を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　詳細な説明
　この発明には種々の修正および代替的な形態を適用することが可能であるが、本明細書
中では特定の実施形態について詳細に説明する。しかしながら、この発明は、記載する特
定の形態に限定されるものではなく、むしろ、発明の精神および範囲に該当する全ての修
正、等価物、および代替物を包含するものであることは言うまでもない。
【００２４】
　本明細書中において用いるように、「ホルムアルデヒドを含有しない」という表現は、
バインダーまたはバインダーを組み込んだ物質が乾燥および／または硬化すると、約１ｐ
ｐｍ未満のホルムアルデヒドを遊離することを意味する。１ｐｐｍは、ホルムアルデヒド
の放出について測定したサンプルの重量を基準とする。
【００２５】
　硬化とは、化学変化を開始するような条件にバインダーを曝露したことを示す。それら
の化学変化の例としては、バインダー成分の（ｉ）共有結合、（ｉｉ）水素結合、および
バインダー中の重合体および／またはオリゴマーの化学的架橋結合が挙げられるがこれら
に限定されない。これらの変化は、未硬化バインダーと比較して、バインダーの持続性お
よび耐溶剤性を増強することが可能である。バインダーの硬化により熱硬化物質を形成す
ることが可能である。さらに、硬化にはメラノイジンの生成が含まれ場合がある。それら
のメラノイジンは、メラノイジン反応化合物のメイラード反応で生成することが可能であ
る。また、未硬化バインダーと比較して、硬化バインダーは、集合体中の物質間の密着性
を増加させることが可能である。硬化は、例えば、熱、電磁放射、または電子ビームによ
って開始することができる。
【００２６】
　バインダーの化学変化により水分の放出、例えば、重合および架橋結合が起こる状況で
は、乾燥だけで放出されるよりも多くの量の水分が放出された場合に硬化したと判定する
ことができる。バインダーが硬化した場合と比較して乾燥時の水分放出量を測定する技術
は当該分野では周知である。
【００２７】
　上述した段落に従えば、未硬化バインダーは硬化していないバインダーである。
【００２８】
　本明細書中において用いるように、「アルカリ性」という用語は、ｐＨが約７以上であ
る溶液を示す。例えば、そのような溶液のｐＨは、約１０以下とすることができる。また
、この溶液は、約７～約１０、約８～約１０、または約９～約１０のｐＨを有してもよい
。
【００２９】
　本明細書中において用いるように、「アンモニウム」という用語は、＋ＮＨ４、＋ＮＨ
３Ｒ１、および＋ＮＨ２Ｒ１Ｒ２（ここで、Ｒ１およびＲ２は＋ＮＨ２Ｒ１Ｒ２において
それぞれ独立して選択され、かつＲ１およびＲ２はアルキル、シクロアルキル、アルケニ
ル、シクロアルケニル、ヘテロシクリル、アリール、およびヘテロアリールから選択され
る）を含むがこれらに限定されない。
【００３０】
　「アルキル」という用語は、任意に分岐させてもよい炭素原子の飽和一価鎖を指し；「
シクロアルキル」という用語は、一部が環状をなす炭素原子の一価鎖を指し；「アルケニ
ル」という用語は、任意に分岐させてもよい少なくとも１つの二重結合を含む炭素原子の
不飽和一価鎖を指し；「シクロアルケニル」という用語は、一部が環状をなす炭素原子の
不飽和一価鎖を指し；「ヘテロシクリル」という用語は、炭素およびヘテロ原子の一価鎖
であって、ヘテロ原子が窒素、酸素、および硫黄から選択され、少なくとも１つのヘテロ
原子を含む一部分が環状をなす一価鎖を指し；「アリール」という用語は、フェニル、ナ
フチル等、炭素原子の芳香族単環または多環を指し；「ヘテロアリール」という用語は、
炭素原子ならびにピリジニル、ピリミジニル、インドリル、ベンゾオキサゾリル等の窒素
、酸素、および硫黄から選択された少なくとも１つのヘテロ原子の芳香族単環または多環
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を指す。アルキル、シクロアルキル、アルケニル、シクロアルケニル、およびヘテロシク
リルの各々は、アルキル、ハロアルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、カルボ
ン酸、およびエステル、アミド、およびニトリルを含むそれらの誘導体、ヒドロキシ、ア
ルコキシ、アシルオキシ、アミノ、アルキルおよびジアルキルアミノ、アシルアミノ、チ
オ等、ならびにそれらの組み合わせ等の独立して選択された基と任意に置換されてもよい
ことは言うまでもない。さらに、アリールおよびヘテロアリールの各々は、ハロ、ヒドロ
キシ、アミノ、アルキルもしくはジアルキルアミノ、アルコキシ、アルキルスルホニル、
シアノ、ニトロ等の１つ以上の独立して選択された置換基と任意に置換されてもよいこと
は言うまでもない。
【００３１】
　本明細書中において用いるように、「ポリカルボン酸」という用語は、ジカルボン、ト
リカルボン、テトラカルボン、ペンタカルボン、および同様の単量体ポリカルボン酸、お
よび無水物、およびそれらの組み合わせ、ならびに高分子ポリカルボン酸、無水物、共重
合体、およびそれらの組み合わせを示す。１つの局面では、上記ポリカルボン酸アンモニ
ウム塩反応物は、そのメイラード反応の炭水化物反応物との反応に利用可能であり続ける
（後述する）能力を最大化するために十分に不揮発性である。他の局面では、上記ポリカ
ルボン酸アンモニウム塩反応物は、他の化学官能基と置換してもよい。
【００３２】
　具体的には、単量体ポリカルボン酸は、不飽和脂肪族ジカルボン酸、飽和脂肪族ジカル
ボン酸、芳香族ジカルボン酸、不飽和環状ジカルボン酸、飽和環状ジカルボン酸、それら
のヒドロキシ置換誘導体等を含むがこれらに限定されないジカルボン酸であってもよい。
または、具体的には、上記ポリカルボン酸自体が、不飽和脂肪族トリカルボン酸、飽和脂
肪族トリカルボン酸、芳香族トリカルボン酸、不飽和環状トリカルボン酸、飽和環状トリ
カルボン酸、それらのヒドロキシ置換誘導体等を含むがこれらに限定されないトリカルボ
ン酸であってもよい。当然ながら、そのようないずれのポリカルボン酸もヒドロキシ、ハ
ロ、アルキル、アルコキシ等と任意に置換されてもよい。１つの変形例では、上記ポリカ
ルボン酸は、飽和脂肪族トリカルボン酸、クエン酸である。他の適切なポリカルボン酸と
しては、アコニット酸、アジピン酸、アゼライン酸、ブタンテトラカルボン酸二水素化物
、ブタントリカルボン酸、クロレンド酸、シトラコン酸、ジシクロペンタジエン－マレイ
ン酸付加物、ジエチレントリアミン５酢酸、ジペンテンおよびマレイン酸の付加物、エチ
レンジアミン４酢酸（ＥＤＴＡ）、完全にマレイン酸化したロジン（ｆｕｌｌｙ　ｍａｌ
ｅａｔｅｄ　ｒｏｓｉｎ）、マレイン酸化トール油脂肪酸（ｍａｌｅａｔｅｄ　ｔａｌｌ
－ｏｉｌ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ）、フマル酸、グルタル酸、イソフタル酸、イタコン酸
、過酸化カリウムで酸化してアルコールにし、次いでカルボン酸にしたマレイン酸化ロジ
ン、マレイン酸、リンゴ酸、メサコン酸、コルベ－シュミット反応により二酸化炭素と反
応させ３－４カルボキシル基を導入したビフェノールＡまたはビスフェノールＦ、シュウ
酸、フタル酸、セバシン酸、琥珀酸、酒石酸、テレフタル酸、テトラブロモフタル酸、テ
トラクロロフタル酸、テトラヒドロフタル酸、トリメリット酸、トリメシン酸等、ならび
にそれらの無水物および組み合わせを含むがこれらに限定されないものが考えられる。
【００３３】
　具体的には、高分子ポリカルボン酸は、例えば、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、
ポリマレイン酸等の酸、ならびに同様の高分子ポリカルボン酸、それらの共重合体、それ
らの無水物、およびそれらの混合物であってもよい。市販のポリアクリル酸の例としては
、ＡＱＵＡＳＥＴ－５２９（Ｒｏｈｍ＆Ｈａａｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＰＡ，Ｕ
ＳＡ）、ＣＲＩＴＥＲＩＯＮ２０００（Ｋｅｍｉｒａ，Ｈｅｌｓｉｎｋｉ，Ｆｉｎｌａｎ
ｄ，Ｅｕｒｏｐｅ）、ＮＦ１（Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡ）
、およびＳＯＫＡＬＡＮ（ＢＡＳＦ，Ｌｕｄｗｉｇｓｈａｆｅｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ，Ｅｕ
ｒｏｐｅ）が挙げられる。ＳＯＫＡＬＡＮに関しては、これは分子量がおよそ４０００の
アクリル酸とマレイン酸の水溶性ポリアクリル酸共重合体である。ＡＱＵＡＳＥＴ－５２
９は、グリセロールと架橋結合したポリアクリル酸を含有する組成物であり、触媒として
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次亜リン酸ナトリウムも含有する。ＣＲＩＴＥＲＩＯＮ２０００は、ポリアクリル酸の部
分塩の酸性溶液であり、およそ２０００の分子量を有する。ＮＦ１に関しては、これは、
カルボン酸官能価およびヒドロキシ官能価、ならびにいずれの官能価も有さない単位を含
有する共重合体であり；ＮＦ１はまた、次亜リン酸ナトリウムまたは有機リン酸触媒等の
連鎖移動剤も含有する。
【００３４】
　さらに、その開示内容を本明細書中において参考として援用する米国特許第５，３１８
，９９０号、同第５，６６１，２１３号、同第６，１３６，９１６号、および同第６，３
３１，３５０号に記載の組成物等、高分子ポリカルボン酸を含む組成物も本明細書中に記
載のバインダーの調製に有用であると考えられる。特に、米国特許第５，３１８，９９０
号および同第６，３３１，３５０では、高分子ポリカルボン酸、ポリオール、および触媒
の水溶液が記載されている。
【００３５】
　米国特許第５，３１８，９９０号および同第６，３３１，３５０号に記載されるように
、上記高分子ポリカルボン酸は、１つより多くのペンダントカルボキシ基を含有する有機
重合体またはオリゴマーを含む。この高分子ポリカルボン酸は、アクリル酸、メタクリル
酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸、桂皮酸、２－メチルマレイン酸、イタコ
ン酸、２－メチルイタコン酸、α，β－メチレングルタル酸等を含むが必ずしもこれらに
限定されない不飽和カルボン酸から調製された単独重合体または共重合体であってもよい
。あるいは、上記高分子ポリカルボン酸は、マレイン無水物、イタコン無水物、アクリル
酸無水物、メタクリル酸無水物等、およびそれらの混合物を含むが必ずしもこれらに限定
されない不飽和無水物から調製されてもよい。これらの酸および無水物を重合させる方法
は化学分野では周知である。上記高分子ポリカルボン酸は、上記不飽和カルボン酸または
無水物のうちの１つ以上と、スチレン、α－メチルスチレン、アクリロニトリル、メタク
リロニトリル、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、イ
ソブチルアクリレート、メチルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチル
メタクリレート、グリシジルメタクリレート、ビニルメチルエーテル、ビニルアセテート
等を含むが必ずしもこれらに限定されない１つ以上のビニル化合物の共重合体をさらに含
んでもよい。これらの共重合体を調製する方法は当該分野では周知である。上記高分子ポ
リカルボン酸は、ポリアクリル酸の単独重合体および共重合体を含んでもよい。この高分
子ポリカルボン酸、および特にポリアクリル酸重合体の分子量は、１００００未満、５０
００未満、または約３０００以下であってもよい。例えば、この分子量は２０００であっ
てもよい。
【００３６】
　米国特許第５，３１８，９９０号および同第６，３３１，３５０号に記載されるように
、（高分子ポリカルボン酸を含む組成物中の）ポリオールは、少なくとも２つのヒドロキ
シル基を含有する。このポリオールは、加熱および硬化作業時に上記組成物中の高分子ポ
リカルボン酸との反応に実質的に利用可能であり続けるように十分に不揮発性である必要
がある。このポリオールは、エチレングリコール、グリセロール、ペンタエリトリトール
、トリメチロールプロパン、ソルビトール、スクロース、グルコース、レゾルシノール、
カテコール、ピロガロール、グリコール化尿素、１，４－シクロヘキサンジオール、ジエ
タノールアミン、トリエタノールアミン、および例えば、ビス［Ｎ，Ｎ－ジ（β－ヒドロ
キシエチル）］アジポアミド等のβ－ヒドロキシアルキルアミド等の特定の反応性ポリオ
ール等、少なくとも２つのヒドロキシル基を持ち、分子量が約１０００未満の化合物であ
ってもよく、ポリビニルアルコール、部分的に加水分解されたポリビニルアセテート、お
よびヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート
等の単独重合体または共重合体等、少なくとも２つのヒドロキシル基を含有する付加重合
体であってもよい。
【００３７】
　米国特許第５，３１８，９９０号および同第６，３３１，３５０号に記載されるように
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、（高分子ポリカルボン酸を含む組成物中の）触媒は、アルカリ金属ポリリン酸塩、リン
酸二水素アルカリ金属、ポリリン酸、およびアルキルホスフィン酸等の分子量が約１００
０未満の化合物であり得るリン含有促進剤であってもよく、リン含有基、例えば、次亜リ
ン酸ナトリウムの存在下で形成されたアクリル酸および／またはマレイン酸の付加重合体
、リン塩連鎖移動剤または停止剤の存在下でエチレン性不飽和モノマーから調製された付
加重合体、ならびに例えば、共重合ホスホエチルメタクリレート、および同様のホスホン
酸エステル、および共重合ビニルスルホン酸モノマー、およびそれらの塩等の酸性官能モ
ノマー残基を含有する付加重合体を有するオリゴマーまたは重合体であってもよい。上記
リン含有促進剤は、高分子ポリカルボン酸およびポリオールの総重量を基準として約１～
約４０重量％のレベルで用いてもよい。高分子ポリカルボン酸およびポリオールの総重量
を基準として約２．５～約１０重量％のリン含有促進剤のレベルを用いてもよい。そのよ
うな触媒の例としては、次亜リン酸ナトリウム、亜リン酸ナトリウム、亜リン酸カリウム
、ピロリン酸２ナトリウム、ピロリン酸４ナトリウム、トリボリリン酸ナトリウム、ヘキ
サメタリン酸ソーダ、リン酸カリウム、ポリメタリン酸カリウム、ポリリン酸カリウム、
トリポリリン酸カリウム、トリメタリン酸ナトリウム、およびテトラメタリン酸ナトリウ
ム、ならびにそれらの混合物が挙げられるがこれらに限定されない。
【００３８】
　本明細書中に記載のバインダーの調製に有用であると考えられる米国特許第５，６６１
，２１３号および同第６，１３６，９１６号に記載の高分子ポリカルボン酸を含む組成物
は、高分子ポリカルボン酸、少なくとも２つのヒドロキシル基を含有するポリオール、お
よびリン含有促進剤の水溶液であって、カルボン酸基の等価物とヒドロキシル基の等価物
の数の割合が約１：０．０１～約１：３である水溶液を含む。
【００３９】
　米国特許第５，６６１，２１３号および同第６，１３６，９１６号に開示されるように
、上記高分子ポリカルボン酸は、少なくとも２つのカルボン酸基を含有するポリエステル
、または少なくとも２つの共重合カルボン酸性官能モノマーを含有する付加重合体または
オリゴマーであってもよい。この高分子ポリカルボン酸は、少なくとも１つのエチレン性
不飽和モノマーから形成された付加重合体であることが好ましい。この付加重合体は、塩
基性媒体中で可溶化されたアルカリ溶解性樹脂等の付加重合体を水媒体に溶解した形態；
例えば、乳化重合分散液等の水分散液の形態；または水性懸濁液の形態であってもよい。
上記付加重合体は、少なくとも２つのカルボン酸基、無水物基、またはそれらの塩を含有
している必要がある。メタクリル酸、アクリル酸、クロトン酸、フマル酸、マレイン酸、
２－メチルマレイン酸、イタコン酸、２－メチルイタコン酸、α，β－メチレングルタル
酸、モノアルキルマレアート、およびモノアルキルフマレート等のエチレン性不飽和カル
ボン酸；例えば、マレイン無水物、イタコン無水物、アクリル酸無水物、およびメタクリ
ル酸無水物等のエチレン性不飽和無水物；ならびにそれらの塩を、付加重合体の重量を基
準として約１～１００重量％のレベルで用いてもよい。さらなるエチレン性不飽和モノマ
ーは、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ブチルアクリレート、２－エチルヘキ
シルアクリレート、デシルアクリレート、メチルメタクリレート、ブチルメタクリレート
、イソデシルメタクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルメタク
リレート、およびヒドロキシプロピルメタクリレートを含むアクリル酸エステルモノマー
；アクリルアミドまたは置換アクリルアミド；スチレンまたは置換スチレン；ブタジエン
；ビニルアセテートまたは他のビニルエステル；アクリロニトリルまたはメタクリロニト
リル等を含んでもよい。上記少なくとも２つのカルボン酸基、無水物基、またはそれらの
塩を含有する付加重合体は、約３００～約１０，０００，０００の分子量を有してもよい
。約１０００～約２５０，０００の分子量を用いてもよい。上記付加重合体が、カルボン
酸、無水物、またはそれらの塩を付加重合体の総重量を基準として、約５～約３０重量％
の含有率で有するアルカリ溶解性樹脂である場合、約１０，０００～約１００，０００の
分子量を用いてもよい。これらの付加重合体を調整する方法は当該分野では周知である。
【００４０】
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　米国特許第５，６６１，２１３号および同第６，１３６，９１６号に記載されるように
、（高分子ポリカルボン酸を含む組成物中の）ポリオールは、少なくとも２つのヒドロキ
シル基を含有し、加熱および硬化作業時に上記組成物中の高分子ポリカルボン酸との反応
に実質的に利用可能であり続けるように十分に不揮発性である必要がある。このポリオー
ルは、例えば、エチレングリコール、グリセロール、ペンタエリトリトール、トリメチロ
ールプロパン、ソルビトール、スクロース、グルコース、レゾルシノール、カテコール、
ピロガロール、グリコール化尿素、１，４－シクロヘキサンジオール、ジエタノールアミ
ン、トリエタノールアミン、ならびに特定の反応性ポリオール、例えば、ビス－［Ｎ，Ｎ
－ジ（β－ヒドロキシエチル）］アジポアミド、ビス［Ｎ，Ｎ－ジ（β－ヒドロキシプロ
ピル）］アゼラミド、ビス［Ｎ－Ｎ－ジ（β－ヒドロキシプロピル）］アジポアミド、ビ
ス［Ｎ－Ｎ－ジ（β－ヒドロキシプロピル）］グルタルアミド、ビス［Ｎ－Ｎ－ジ（β－
ヒドロキシプロピル）］スクシンアミド、およびビス［Ｎ－メチル－Ｎ－（β－ヒドロキ
シエチル）］オキサミド等のβ－ヒドロキシアルキルアミド等、少なくとも２つのヒドロ
キシル基を持ち、分子量が約１０００未満の化合物であってもよく、またはポリビニルア
ルコール、部分的に加水分解されたポリビニルアセテート、ならびにヒドロキシエチル（
メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート等の単独重合体または共
重合体等、少なくとも２つのヒドロキシル基を含有する付加重合体であってもよい。
【００４１】
　米国特許第５，６６１，２１３号および同第６，１３６，９１６号に記載されるように
、（高分子ポリカルボン酸を含む組成物中の）リン含有促進剤は、アルカリ金属次亜リン
酸塩、アルカリ金属亜リン酸塩、アルカリ金属ポリリン酸塩、アルカリ金属リン酸二水素
、ポリリン酸、およびアルキルホスフィン酸等の分子量が約１０００未満の化合物であっ
てもよく、または次亜リン酸ナトリウムの存在下で形成されたアクリル酸および／または
マレイン酸の付加重合体、リン塩連鎖移動剤または停止剤の存在下でエチレン性不飽和モ
ノマーから調製された付加重合体、ならびに共重合ホスホエチルメタクリレート、および
同様のホスホン酸エステル、および共重合ビニルスルホン酸モノマー、およびそれらの塩
等の酸性官能モノマー残基を含有する付加重合体等のリン含有基を持ったオリゴマーまた
は重合体であってもよい。上記リン含有促進剤は、多価酸およびポリオールの総重量を基
準として、約１～約４０重量％のレベルで用いてもよい。多価酸およびポリオールの総重
量を基準として約２．５～約１０重量％のリン含有促進剤のレベルを用いてもよい。
【００４２】
　本明細書中において用いるように、「アミン塩基」という用語は、本明細書中において
定義するように、アンモニア、１級アミン、すなわち、ＮＨ２Ｒ１、および２級アミン、
すなわち、ＮＨＲ１Ｒ２（ここで、Ｒ１およびＲ２はＮＨＲ１Ｒ２においてそれぞれ独立
して選択され、Ｒ１およびＲ２はアルキル、シクロアルキル、アルケニル、シクロアルケ
ニル、ヘテロシクリル、アリール、およびヘテロアリールから選択される）を含むがこれ
らに限定されない。具体的には、このアミン塩基は、熱硬化中に熱硬化バインダーの形成
を促進するために十分な条件下で実質的に揮発性であっても、実質的に不揮発性であって
もよい。具体的には、上記アミン塩基は、アンモニア、エチルアミン、ジエチルアミン、
ジメチルアミン、およびエチルプロピルアミン等、実質的に揮発性の塩基であってもよい
。あるいは、上記アミン塩基は、例えば、アニリン、１－ナフチルアミン、２－ナフチル
アミン、およびパラアミノフェノール等、実質的に不揮発性の塩基であってもよい。
【００４３】
　本明細書中において用いるように、「還元糖」は、アルデヒド基を含有する１つ以上の
糖か、または異性化、すなわち、互変異性化してメイラード反応条件下でアミノ基と反応
し、例えば、Ｃｕ＋２で酸化しカルボン酸を得ることが可能なアルデヒド基を含有し得る
１つ以上の糖を示す。また、当然のことながら、そのような炭水化物反応物のいずれもが
、ヒドロキシ、ハロ、アルキル、アルコキシ等と任意に置換されてもよい。さらに、当然
のことながら、そのような炭水化物反応物のいずれにおいても、１つ以上のキラル中心が
存在し、各キラル中心に存在し得る光学異性体の両方が本明細書中に記載の発明に含まれ
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ることが企図される。さらに、ラセミ混合物、またはそのようなあらゆる炭水化物反応物
の各種光学異性体ならびにそれらの各種幾何異性体の他のジアステレオマー混合物を含む
各種混合物を本明細書中に記載の１つ以上の実施形態において用いてもよいことは言うま
でもない。
【００４４】
　本明細書中において用いるように、「繊維ガラス」という用語は、高温に対抗するに適
した耐熱性繊維を示す。そのような繊維の例としては、鉱物繊維、アラミド繊維、セラミ
ック繊維、金属繊維、炭素繊維、ポリイミド繊維、特定のポリエステル繊維、レーヨン繊
維、およびガラスファイバーが挙げられるがこれらに限定されない。具体的には、そのよ
うな繊維は、約１２０℃よりも高い温度に曝露されても実質的に影響を受けない。
【００４５】
　図１は、メイラード反応のための反応物の例を示す。アミン反応物の例としては、タン
パク質、ペプチド、アミノ酸、高分子ポリカルボン酸のアンモニウム塩、および単量体ポ
リカルボン酸のアンモニウム塩が挙げられる。図示されるように、「アンモニウム」は、
［＋ＮＨ４］ｘ、［＋ＮＨ３Ｒ１］ｘ、および［＋ＮＨ２Ｒ１Ｒ２］ｘ（ここで、ｘは少
なくとも約１である）とすることができる。＋ＮＨ２Ｒ１Ｒ２に関しては、Ｒ１およびＲ
２は、それぞれ独立して選択される。またさらには、Ｒ１およびＲ２は、上述したように
、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、シクロアルケニル、ヘテロシクリル、アリー
ル、およびヘテロアリールから選択される。図１はまた、メラノイジンを産生するための
還元糖反応物を例示しており、それらは、アルドースまたはケトースの形態の単糖類、多
糖類、またはそれらの組み合わせを含む。メラノイジンを産生するための具体的な非炭水
化物カルボニル反応物も図１に示されており、各種アルデヒド類、例えば、ピルビンアル
デヒドおよびフルフラール、ならびにアスコルビン酸およびキノン等の化合物が含まれる
。
【００４６】
　図２は、メラノイジンの産生に至るメイラード反応の概略図を示す。最初の段階では、
メイラード反応には炭水化物反応物、例えば、還元糖が伴う（なお、この炭水化物反応物
はメイラード反応条件下で還元糖を産生可能な物質から得てもよい）。この反応はまた、
炭水化物反応物（例えば、還元糖）とアミン反応物、すなわち、アミノ基を有する化合物
の縮合を伴う。換言すれば、炭水化物反応物およびアミン反応物がメイラード反応のため
のメラノイジン反応物である。これら２つの構成物質の縮合によりＮ置換グリコシルアミ
ンが産生される。メイラード反応のより詳細な説明については、その開示内容を本明細書
中において参考として援用するＨｏｄｇｅ，Ｊ．Ｅ．Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｂｒｏ
ｗｎｉｎｇ　Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｏｄｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｊ．Ａｇｒｉｃ
．Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．１９５３，１，９２８－９４３を参照されたい。メイラード反応
において遊離アミノ基を有する化合物は、アミノ酸の形態で存在してもよい。この遊離ア
ミノ基は、それらが、例えば、リジン残基のε－アミノ基および／または末端アミノ酸の
α－アミノ基の形態で利用可能なタンパク質から得ることもできる。
【００４７】
　本明細書中に記載のメイラード反応を行う他の局面では、まず、上述した（バインダー
でもある）メイラード反応物水溶液がアルカリ性のｐＨを有する。しかしながら、この溶
液が非結合または疎結合集合体に塗布されて硬化が始まると、ｐＨが低下する（すなわち
、バインダーが酸性になる）。物質を作成する際、バインダーが硬化した後（すなわち、
バインダーが酸性であるとき）と比較して、バインダーと、作成に用いる機械の構成要素
との接触量が硬化前（すなわち、バインダー溶液がアルカリ性であるとき）の方がより多
いことは言うまでもない。アルカリ性組成物は、酸性組成物よりも腐食性が低い。従って
、作成過程での腐食性が低減する。
【００４８】
　当然のことながら、上述したように、メイラード反応物溶液のｐＨがアルカリ性である
ため、本明細書中に記載のメイラード反応物水溶液を用いることにより、繊維ガラスを作
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成するために用いられる機械が酸性溶液に曝露されることはほとんどない。さらに、作成
中に酸性条件が発達するのは、バインダーがガラスファイバーに適用されるときだけであ
る。バインダーがガラスファイバーに適用されると、バインダーおよびバインダーを組み
込んだ物質と機械の構成要素とが接触する機会は、バインダーをガラスファイバーに適用
する前と比較して相対的に少ない。従って、繊維ガラスの作成（および他の物質の作成）
の腐食性が低減する。
【００４９】
　理論にとらわれなければ、本明細書中に記載のように実質的に熱硬化中に発生し、各種
構造の褐色の窒素重合体および共重合体メラノイジンを産生するメイラード反応のポリカ
ルボン酸アンモニウム塩と還元糖反応物の共有反応では、図２に示すように、最初にアン
モニアと還元糖炭水化物反応物のアルデヒド部分のメイラード反応を伴うことでＮ置換グ
リコシルアミンが得られると考えられる。アンモニアおよび還元糖炭水化物反応物の組み
合わせが潜在的酸触媒として機能する状態で、そのようにアンモニアを消費することによ
り、ｐＨが低減すると予期されるが、その低減がエステル化過程および／またはポリカル
ボン酸の脱水を促進して、対応する無水物誘導体を得ると思われる。ｐＨ≦７では、Ｎ置
換グリコシルアミンのアマドリ転位産物、すなわち、１－アミノ－１－デオキシ－２－ケ
トースが、主に１，２－エノール化し、メラノイジンの産生の前兆として、例えば、ペン
トースが関与する場合にはフルフラールが形成され、例えば、ヘキソースが関与する場合
には、ヒドロキシメチルフルフラールが形成されると予期される。メラノイジンの産生と
同時に、同時期に、または連続して、メラノイジン、ポリカルボン酸および／またはそれ
が対応する無水物誘導体、ならびに残留炭水化物が関与するエステル化過程が発生し、そ
れらの過程が大規模な架橋結合に繋がることがある。重合する可能性がある共役二重結合
が生じる糖の脱水反応に伴って、炭素－炭素単結合ネットワークにより相互結合されたポ
リエステル付加物からなる耐水性熱硬化バインダーが産生される。上記反応のシナリオの
とおり、本明細書中に記載の硬化バインダーのＦＴ－ＩＲスペクトルでは１７３４ｃｍ－
１の近くで強力な吸収が生じるが、この吸収は、エステルカルボニルＣ－Ｏ振動について
予期される１７５０～１７３０ｃｍ－１の範囲内である。上述のスペクトルは図４に示し
ている。
【００５０】
　以下の議論は、（ｉ）メイラード反応に使用可能な炭水化物およびアミン反応物の例、
および（ｉｉ）これらの反応物をどのように組み合わせることができるかに関する。まず
、当然のことながら、メイラード反応において反応物として作用する１級または２級アミ
ノ基を有するいずれの炭水化物および／または化合物も本発明のバインダーにおいて利用
できる。そのような化合物は、当業者であれば、本明細書中に開示するガイドラインに沿
って特定し利用することができる。
【００５１】
　例示的な反応物に関しては、当然のことながら、アミン反応物として使用するポリカル
ボン酸のアンモニウム塩はメイラード反応における有効な反応物である。ポリカルボン酸
のアンモニウム塩は、酸性基をアミン塩基で中和してポリカルボン酸アンモニウム塩基を
産生することにより生成することができる。完全な中和、すなわち、等価物を基準として
算出して約１００％の中和により、バインダー形成前にポリカルボン酸中の酸性基を滴定
または部分的に中和する必要をなくしてもよい。しかしながら、完全中和未満では、バイ
ンダーの形成が抑制されないことが予期される。なお、ポリカルボン酸の酸性基の中和は
、ポリカルボン酸と炭水化物の混合前または後のいずれかに実施可能であることに留意さ
れたい。
【００５２】
　炭水化物反応物に関しては、１つ以上の還元糖を有する１つ以上の反応物を含んでもよ
い。１つの局面では、いずれの炭水化物反応物も、そのポリカルボン酸アンモニウム塩反
応物との反応に利用可能であり続けるという能力を最大化するために十分に不揮発性でな
ければならない。この炭水化物反応物は、トリオース、テトロース、ペントース、ヘキソ
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ース、もしくはヘプトースを含むアルドースまたはケトースの形態の単糖類；または多糖
類；またはそれらの組み合わせであってもよい。炭水化物反応物は還元糖であってもよく
、熱硬化条件下においてそのままの状態で１つ以上の還元糖をもたらすものであってもよ
い。例えば、トリオースが炭水化物反応物として作用する場合、または他の還元糖および
／または多糖類と組み合わせて用いられる場合、それぞれグリセルアルデヒドおよびジヒ
ドロキシアセトン等のアルドトリオース糖またはケトトリオース糖を利用してもよい。テ
トロースが炭水化物反応物として作用する場合、または他の還元糖および／または多糖類
と組み合わせて用いられる場合、エリトロースおよびトレオース等のアルドテトロース糖
；ならびにエリトルロース等のケトテトロース糖を利用してもよい。ペントースが炭水化
物反応物として作用する場合、または他の還元糖および／または多糖類と組み合わせて用
いられる場合、リボース、アラビノース、キシロース、およびリキソース等のアルドペン
トース糖；ならびにリブロース、アラブロース、キシルロース、およびリキシロース等の
ケトペントース糖を利用してもよい。ヘキソースが炭水化物反応物として作用する場合、
または他の還元糖および／または多糖類と組み合わせて用いられる場合、グルコース（す
なわち、デキストロース）、マンノース、ガラクトース、アロース、アルトロース、タロ
ース、グロース、およびイドース等のアルドヘキソース糖；ならびにフルクトース、プシ
コース、ソルボースおよびタガトース等のケトヘキソース糖を利用してもよい。ヘプトー
スが炭水化物反応物として作用する場合、または他の還元糖および／または多糖類と組み
合わせて用いられる場合、セドヘプツトース等のケトヘプトース糖を利用してもよい。そ
のような炭水化物反応物の天然で発生することが知られていない他の立体異性体も、本明
細書中に記載されるバインダー組成物の調製に有用であると考えられる。多糖類が炭水化
物として作用する場合、または単糖類と組み合わせて用いられる場合、スクロース、ラク
トース、マルトース、スターチ、およびセルロースを利用してもよい。
【００５３】
　さらに、メイラード反応における炭水化物反応物を非炭水化物ポリヒドロキシ反応物と
組み合わせて用いてもよい。炭水化物反応物と組み合わせて用いることができる非炭水化
物ポリヒドロキシ反応物の例としては、トリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタ
エリトリトール、ポリビニルアルコール、部分的に加水分解されたポリビニルアセテート
、完全に加水分解されたポリビニルアセテート、およびそれらの混合物が挙げられるがこ
れらに限定されない。１つの局面では、上記非炭水化物ポリヒドロキシ反応物は、その単
量体または高分子ポリカルボン酸反応物との反応に利用可能であり続けるという能力を最
大化するために十分に不揮発性である。当然のことながら、上記非炭水化物ポリヒドロキ
シ反応物の疎水性が本明細書中に記載のとおり調製されるバインダーの物理的特性を決定
するファクターであってもよい。
【００５４】
　部分的に加水分解されたポリビニルアセテートが非炭水化物ポリヒドロキシ反応物とし
て作用する場合、８７～８９％加水分解されたポリビニルアセテート等の市販の化合物（
例えば、ＤｕＰｏｎｔ　ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０５等）を利用してもよい。ＤｕＰｏｎｔ
　ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０５は、分子量が約２２，０００～２６，０００Ｄａであり、粘
度が約５．０～６．０センチポアズである。本明細書中に記載のバインダー組成物の調製
に有用であると思われる他の部分的に加水分解されたポリビニルアセテートは、例えば、
ＤｕＰｏｎｔ　ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０４、ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０８、ＥＬＶＡＮＯＬ
５０－１４、ＥＬＶＡＮＯＬ５２－２２、ＥＬＶＡＮＯＬ５０－２６、ＥＬＶＡＮＯＬ５
０－４２等、ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０５と分子量および粘度が異なる８７～８９％加水分
解されたポリビニルアセテート；ならびにＤｕＰｏｎｔ　ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０３（８
６～８９％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－１４（９５．０～９７．０％の加水分解
）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－２７（９５．５～９６．５％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ６
０－３０（９０～９３％の加水分解）等、ＥＬＶＡＮＯＬ５１－０５と分子量、粘度、お
よび／または加水分解度が異なる部分的に加水分解されたポリビニルアセテートを含むが
これらに限定されない。本明細書中に記載のバインダー組成物の調製に有用であると考え
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られる他の部分的に加水分解されたポリビニルアセテートは、Ｃｌａｒｉａｎｔ　ＭＯＷ
ＩＯＬ１５－７９、ＭＯＷＩＯＬ３－８３、ＭＯＷＩＯＬ４－８８、ＭＯＷＩＯＬ５－８
８、ＭＯＷＩＯＬ８－８８、ＭＯＷＩＯＬ１８－８８、ＭＯＷＩＯＬ２３－８８、ＭＯＷ
ＩＯＬ２６－８８、ＭＯＷＩＯＬ４０－８８、ＭＯＷＩＯＬ４７－８８、およびＭＯＷＩ
ＯＬ３０－９２、ならびにＣｅｌａｎｅｓｅ　ＣＥＬＶＯＬ２０３、ＣＥＬＶＯＬ２０５
、ＣＥＬＶＯＬ５０２、ＣＥＬＶＯＬ５０４、ＣＥＬＶＯＬ５１３、ＣＥＬＶＯＬ５２３
、ＣＥＬＶＯＬ５２３ＴＶ、ＣＥＬＶＯＬ５３０、ＣＥＬＶＯＬ５４０、ＣＥＬＶＯＬ５
４０ＴＶ、ＣＥＬＶＯＬ４１８、ＣＥＬＶＯＬ４２５、およびＣＥＬＶＯＬ４４３を含む
がこれらに限定されない。また、有用であると考えられるものとしては、他の民間製造業
者から入手可能な同様または類似の部分的に加水分解されたポリビニルアセテートがある
。
【００５５】
　完全に加水分解されたポリビニルアセテートが非炭水化物ポリヒドロキシ反応物として
作用する場合、分子量が約２７，０００ＤａであるＣｌａｒｉａｎｔ　ＭＯＷＩＯＬ４－
９８を利用してもよい。有用であると考えられる他の完全に加水分解されたポリビニルア
セテートは、ＤｕＰｏｎｔ　ＥＬＶＡＮＯＬ７０－０３（９８．０～９８．８％の加水分
解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－０４（９８．０～９８．８％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ
７０－０６（９８．５～９９．２％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ９０－５０（９９．０
～９９．８％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－２０（９８．５～９９．２％の加水分
解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－３０（９８．５～９９．２％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ
７１－３０（９９．０～９９．８％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－６２（９８．４
～９９．８％の加水分解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－６３（９８．５～９９．２％の加水分
解）、ＥＬＶＡＮＯＬ７０－７５（９８．５～９９．２％の加水分解）、Ｃｌａｒｉａｎ
ｔ　ＭＯＷＩＯＬ３－９８、ＭＯＷＩＯＬ６－９８、ＭＯＷＩＯＬ１０－９８、ＭＯＷＩ
ＯＬ２０－９８、ＭＯＷＩＯＬ５６－９８、ＭＯＷＩＯＬ２８－９９、ならびにＣｅｌａ
ｎｅｓｅ　ＣＥＬＶＯＬ１０３、ＣＥＬＶＯＬ１０７、ＣＥＬＶＯＬ３０５、ＣＥＬＶＯ
Ｌ３１０、ＣＥＬＶＯＬ３２５、ＣＥＬＶＯＬ３２５ＬＡ、およびＣＥＬＶＯＬ３５０に
加えて、他の民間製造業者からの同様または類似の完全に加水分解されたポリビニルアセ
テートを含むがこれらに限定されない。
【００５６】
　上記のメイラード反応物を組み合わせて炭水化物反応物およびアミン反応物を含む水性
組成物を作ってもよい。これらの水性バインダーは未硬化バインダーの一例である。下記
で議論するように、これらの水性組成物を本発明のバインダーとして用いることができる
。これらのバインダーは、ホルムアルデヒドを含有しない硬化可能なアルカリ性の水性バ
インダー組成物である。さらに、上記したように、メイラード反応物の炭水化物反応物を
、非炭水化物ポリヒドロキシ反応物と組み合わせて用いてもよい。従って、炭水化物反応
物と呼ぶ場合には、非炭水化物ポリヒドロキシ反応物と組み合わせて使用可能であること
は言うまでもない。
【００５７】
　１つの具体的な実施形態では、上記メイラード反応物の水溶液は、（ｉ）１つ以上のポ
リカルボン酸反応物のアンモニウム塩、および（ｉｉ）還元糖を有する１つ以上の炭水化
物反応物を含んでもよい。この溶液のｐＨは、結合すべき物質と接触させる前には約７以
上とすることができる。また、この溶液は、ｐＨを約１０以下とすることができる。ポリ
カルボン酸反応物と炭水化物反応物のモル数の比は、約１：４～約１：１５の範囲とする
ことができる。一例としては、バインダー組成物におけるポリカルボン酸反応物と炭水化
物反応物のモル数の比は約１：５である。他の例では、ポリカルボン酸反応物と炭水化物
反応物のモル数の比は約１：６である。さらに他の例では、ポリカルボン酸反応物と炭水
化物反応物のモル数の比は約１：７である。
【００５８】
　上述のとおり、上記水性バインダー組成物は、（ｉ）１つ以上のポリカルボン酸反応物
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のアンモニウム塩、および（ｉｉ）還元糖を有する１つ以上の炭水化物反応物を含む。当
然のことながら、単量体または高分子ポリカルボン酸のアンモニウム塩をアミン反応物と
して用いる場合、アンモニウムイオンの質量等価物は、ポリカルボン酸上に存在する酸性
塩基の質量等価物と同じであってもなくてもよい。１つの具体的な例では、トリカルボン
酸をポリカルボン酸反応物として用いる場合、アンモニウム塩は、一塩基、二塩基、また
は三塩基であってもよい。よって、アンモニウムイオンの質量等価物は、ポリカルボン酸
中に存在する酸性塩基の質量等価物とほぼ同量以下の量で存在してもよい。従って、ポリ
カルボン酸反応物がジカルボン酸である場合、上記塩を一塩基または二塩基とすることが
できる。さらに、アンモニウムイオンの質量等価物は、高分子ポリカルボン酸中等に存在
する酸性塩基の質量等価物とほぼ同量以下の量で存在してもよい。ジカルボン酸の一塩基
性塩を用いる場合、もしくはトリカルボン酸の二塩基性塩を用いる場合、またはアンモニ
ウムイオンの質量等価物が高分子ポリカルボン酸中に存在する酸性塩基の質量等価物より
少ない量で存在する場合、バインダー組成物のｐＨをアルカリ性にするような調節を必要
とすることがある。
【００５９】
　未硬化のホルムアルデヒドを含有しない熱硬化可能なアルカリ性の水性バインダー組成
物を用いて多数の異なる物質を作成することができる。特に、これらのバインダーを用い
ることにより、結合すべき物質とバインダーとを接触させることでその非結合体または疎
結合体に凝集を生じるかまたは促進することができる。任意の数の周知技術を採用するこ
とにより、結合すべき物質と水性バインダーを接触させることができる。例えば、ロール
コーティング装置を介して、（例えば、ガラスファイバーの結合時に）上記水性バインダ
ーを上に吹き付けたり、塗布することができる。
【００６０】
　これらの水性バインダーは、繊維ガラス断熱製品の製造中にガラスファイバーマットに
塗布する（例えば、マット上に吹き付ける）ことができる。水性バインダーがガラスファ
イバーと接触すると、ガラスファイバーの残留熱（ガラスファイバーは溶融ガラスで構成
されるため残留熱を有することに留意されたい）および繊維マットを通過した空気流がバ
インダーの水分を蒸発させる（すなわち、除去する）。水分を除去することで、繊維上に
残ったバインダーの成分が粘着性または半粘着性のハイソリッド液コーティングとして残
る。この粘着性または半粘着性ハイソリッド液コーティングは、バインダーとして機能す
る。この時、マットは硬化していない。換言すれば、未硬化バインダーがマット中のガラ
スファイバーを結合する機能をする。
【００６１】
　さらに、上述した水性バインダーは硬化可能であることは言うまでもない。例えば、上
述した水性バインダーのいずれかを結合すべき物質上に塗布し（例えば、吹き付け）、加
熱することができる。例えば、繊維ガラス断熱製品を作る場合、水性バインダーをマット
に適用した後、バインダーでコーティングしたマットを硬化炉に移す。硬化炉内でマット
を加熱し（例えば、約３００°Ｆ～約６００°Ｆ）、バインダーを硬化する。この硬化バ
インダーは、マットのガラスファイバーを一体的にくっつけるホルムアルデヒドを含有し
ない耐水性熱硬化バインダーである。なお、乾燥および熱硬化は連続して、同時期に、ま
たは同時に行なってもよいことに留意されたい。
【００６２】
　硬化時に不水溶性になるバインダーの作製に関しては、当然のことながら、ポリカルボ
ン酸反応物上に存在する酸性塩基の質量等価物と炭水化物反応物上に存在するヒドロキシ
ル基の質量等価物の数の比は、約０．０４：１～約０．１５：１の範囲であってもよい。
硬化後、これらの調合物は耐水性熱硬化バインダーとなる。１つの変形例では、炭水化物
反応物上に存在するヒドロキシル基の質量等価物の数は、ポリカルボン酸反応物上に存在
する酸性塩基の質量等価物の数の約２５倍多い。他の変形例では、炭水化物反応物上に存
在するヒドロキシル基の質量等価物の数は、ポリカルボン酸反応物上に存在する酸性塩基
の質量等価物の数の約１０倍多い。さらに他の変形例では、炭水化物反応物上に存在する
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ヒドロキシル基の質量等価物の数は、ポリカルボン酸反応物上に存在する酸性塩基の質量
等価物の数の約６倍多い。
【００６３】
　この発明の他の実施形態では、すでに硬化したバインダーを結合すべき物質上に塗布す
ることができる。上記したように、硬化バインダーの多くは、典型的には、不水溶性メラ
ノイジンを含有する。従って、これらのバインダーも耐水性熱硬化バインダーとなる。
【００６４】
　下記で議論するように、各種添加物をバインダー組成物に組み込むことができる。それ
らの添加物は、本発明のバインダーにさらなる所望の特徴を与える。例えば、バインダー
は、シリコン含有カップリング剤を含んでもよい。多くのシリコン含有カップリング剤が
Ｄｏｗ－Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｐｅｔｒａｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
、およびＧｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙにより市販されている。具
体的には、シリコン含有カップリング剤は、各々がハロゲン、アルコキシ、アミノ等と任
意で置換され得るシリルエーテルおよびアルキルシリルエーテル等の化合物を含む。１つ
の変形例では、上記シリコン含有化合物は、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン（Ｇ
ｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ，ＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０
１；Ｗｉｌｔｏｎ，ＣＴ；ＵＳＡ）等のアミノ置換シランである。他の変形例では、上記
シリコン含有化合物は、例えば、アミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラン（Ｄｏ
ｗ　Ｚ－６０２０；Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ，Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ；ＵＳＡ）等のア
ミノ置換シランである。他の変形例では、上記シリコン含有化合物は、γ－グリシドキシ
プロピルトリメトキシシラン（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ
，ＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１８７）である。さらに他の変形例では、上記シリコン含有化
合物は、ｎ－プロピルアミンシラン（Ｃｒｅａｎｏｖａ（旧ＨｕＩｓ　Ａｍｅｒｉｃａ）
ＨＹＤＲＯＳＩＬ　２６２７；Ｃｒｅａｎｏｖａ；Ｓｏｍｅｒｓｅｔ，Ｎ．Ｊ．；Ｕ．Ｓ
．Ａ．）である。
【００６５】
　上記シリコン含有カップリング剤は、典型的には、溶解した固形バインダーを基準とし
て約０．１～約１重量パーセント（すなわち、水溶液に加えられた固体の重量を基準とし
て約０．１～約１パーセント）の範囲でバインダー中に存在する。１つの用途では、これ
らのシリコン含有化合物の１つ以上を未硬化の水性バインダーに加えることができる。そ
して、バインダーが結合すべき物質に適用される。その後、所望であれば、バインダーを
硬化してもよい。これらのシリコン含有化合物は、バインダーが塗布されたガラスファイ
バー等の物質に対してバインダーが付着する能力を強化する。バインダーの物体に付着す
る能力を強化することにより、例えば、非結合または疎結合物質に凝集を生じるかまたは
促進する能力が改善される。
【００６６】
　シリコン含有カップリング剤を含むバインダーは、アミン塩基ですでに中和されたまた
はそのままの状態で中和された１つ以上のポリカルボン酸反応物の約１０～約５０重量パ
ーセント水溶液を、還元糖を有する１つ以上の炭水化物反応物の約１０～５０重量パーセ
ント水溶液および有効量のシリコン含有カップリング剤と混合することにより調製するこ
とができる。１つの変形例では、１つ以上のポリカルボン酸反応物および１つ以上の炭水
化物反応物（後者は還元糖を有する）を固体として組み合わせて水と混合してから、その
混合物をアミン塩基水溶液（１つ以上のポリカルボン酸反応物を中和するため）およびシ
リコン含有カップリング剤で処理し、各ポリカルボン酸反応物および各炭水化物反応物中
において１０～５０重量パーセントの水溶液を生成してもよい。
【００６７】
　他の具体的な実施形態では、本発明のバインダーは、１つ以上の腐食抑制剤を含んでも
よい。それらの腐食抑制剤は、酸によって引き起こされる化学分解による金属等の物質の
摩滅または磨耗を防止または抑制する。腐食抑制剤が本発明のバインダーに含まれる場合
、このバインダーの腐食性は抑制剤が存在しないバインダーの腐食性と比較して低減する



(19) JP 2013-64151 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

。１つの実施形態では、それらの腐食抑制剤を利用して本明細書中に記載のガラスファイ
バー含有組成物の腐食性を低減することができる。具体的には、腐食抑制剤は、以下の１
つ以上を含む：脱塵油、またはリン酸モノアンモニウム、メタケイ酸ナトリウム五水和物
、メラミン、シュウ酸スズ（ＩＩ）、および／またはメチル水素シリコーン乳液。本発明
のバインダーに含まれる場合、腐食抑制剤は、典型的には、溶解した固形バインダーを基
準として、約０．５～約２重量パーセントの範囲でバインダー中に存在する。
【００６８】
　当業者は、開示したガイドラインに従って、水性バインダーの反応物濃度を変更し、多
様なバインダー組成物を産生することができる。特に、バインダー組成物水溶液をアルカ
リ性のｐＨを有するように調合することができる。例えば、約７以上～約１０以下の範囲
のｐＨ。操作できるバインダー反応物の例としては、（ｉ）ポリカルボン酸反応物、（ｉ
ｉ）アミン塩基、（ｉｉｉ）炭水化物反応物、（ｉｖ）シリコン含有カップリング剤、お
よび（ｖ）腐食抑制化合物が挙げられる。本発明の水性バインダー（例えば未硬化バイン
ダー）のｐＨをアルカリ性の範囲内にすることにより、製造処理（例えば、繊維ガラスの
製造）において用いられる機械等、バインダーが接触する物質の腐食が抑制される。なお
、本発明のバインダーと比較した場合、酸性バインダーの腐食性に特にその傾向が強いこ
とに留意されたい。従って、機械類の「寿命」が延びる一方で、それら機械の維持費が減
少する。さらに、本発明のバインダーとともに、酸性バインダーと接触するステンレスの
構成要素等の相対的に耐腐食性を有する機械の構成要素を利用する必要はなく、標準的な
設備を用いることができる。それゆえ、本明細書中に記載するバインダーは、結合物質の
製造費を低減する。
【００６９】
　以下の例では、特定の実施形態をさらに詳細に示す。これらの例は、例示目的のためだ
けに示されるものであり、発明または発明概念を特定の物理構成に限定するものでは決し
てない。例えば、実施例１においてクエン酸トリアンモニウムおよびデキストロース一水
和物各々の２５％（重量パーセント）水溶液を混合して水性バインダーを調製するが、本
明細書中に記載の各実施形態の変形例では、ポリカルボン酸アンモニウム塩反応物水溶液
の重量パーセント、還元糖炭水化物反応物水溶液の重量パーセントを、記載の発明の性質
に影響を与えることなく変更可能なことは言うまでもない。例えば、重量パーセントが約
１０～５０重量パーセントの範囲内のポリカルボン酸アンモニウム塩反応物および還元糖
炭水化物反応物の水溶液を混合する。さらに、実施例８～１２ではクエン酸トリアンモニ
ウムおよびデキストロース一水和物溶解固体の１０～５０％（重量パーセント）水溶液を
用いてバインダー／ガラスファイバー組成物を調製したが、ポリカルボン酸アンモニウム
塩反応物含有水溶液／還元糖炭水化物反応物含有水溶液の重量パーセントを、記載の発明
の性質に影響を与えることなく変更可能であることは言うまでもない。例えば、重量パー
セントが約１０～５０重量パーセントの範囲外にあるポリカルボン酸アンモニウム塩反応
物および還元糖炭水化物反応物を含む水溶液を調製する。また、以下の例では、ポリカル
ボン酸のアンモニウム（すなわち、＋ＮＨ４）塩がポリカルボン酸アンモニウム塩反応物
として含まれるが、記載の発明の性質に影響を与えることなく、ポリカルボン酸の１級ア
ミン塩または２級アミン塩を含むような代替的なアミン反応物を使用可能であることは言
うまでもない。
【実施例】
【００７０】
　実施例１
　水性クエン酸トリアンモニウム－デキストロースバインダーの調製
　水性クエン酸トリアンモニウム－デキストロースバインダーを以下の手順に従って調製
した：クエン酸トリアンモニウム（クエン酸８１．９ｇ、水２０３．７ｇ、および１９％
パーセントアンモニア溶液１１４．４ｇ）およびデキストロース一水和物（水１５０．０
ｇ中にデキストロース一水和物５０．０ｇ）の水溶液（２５％）を、室温にて以下の容積
割合１：２４、１：１２、１：８、１：６、１：５、１：４、および１：３（ここで、ク
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エン酸トリアンモニウムの相対容積を「１」とする）で組み合わせた。例えば、１０ｍＬ
の水性クエン酸トリアンモニウムと５０ｍＬの水性デキストロース一水和物とを混合して
「１：５」溶液を得た（ここで、クエン酸トリアンモニウムとデキストロース一水和物の
質量比は約１：５、クエン酸トリアンモニウムとデキストロース一水和物のモル比は約１
：６、クエン酸トリアンモニウム上に存在する酸性塩基の質量等価物とデキストロース一
水和物上に存在するヒドロキシル基の質量等価物の数の比は約０．１０：１である）。こ
の結果得られた溶液を室温で数分間かき混ぜたが、この時に、実施例２に示すように、２
ｇのサンプルを取り出して熱硬化させた。
【００７１】
　実施例２
　水性クエン酸トリアンモニウム－デキストロースバインダーからの硬化クエン酸トリア
ンモニウム－デキストロースバインダーサンプルの調製
　実施例１で調製した各バインダーの２ｇのサンプルを３つの個別の１ｇアルミニウム製
ベークアウトパンの各々に入れた。次いで、各バインダーを、予熱した温度調節付対流オ
ーブンにおいて以下の３つの従来条件：４００°Ｆで１５分間、３５０°Ｆで３０分間、
および３００°Ｆで３０分間焼出／硬化し、対応する硬化バインダーサンプルを産生した
。
【００７２】
　実施例３
　水性クエン酸トリアンモニウム－デキストロースバインダーから産生した硬化クエン酸
トリアンモニウム－デキストロースバインダーサンプルの試験／評価
　実施例２で調製した各硬化クエン酸トリアンモニウム－デキストロースバインダーサン
プルの湿潤強度を、アルミニウム製ベークアウトパンに水を加えてから室温にした後、硬
化バインダーサンプルが完全な状態を維持し溶解していない状態で判定した。湿潤強度は
、溶解（湿潤強度なし）、部分的溶解（低湿潤強度）、軟化（中湿潤強度）、または影響
なし（高湿潤強度、不水溶性）で示した。硬化クエン酸アンモニウム－デキストロースバ
インダーサンプルと接触した水の色も判定した。下記の表１は、実施例１に従って調製し
たクエン酸トリアンモニウム－デキストロースバインダーの具体例、実施例２に従った硬
化条件、実施例３に従った試験および評価結果を示す。
【００７３】
　実施例４
　硬化クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダーサンプルの元素
分析
　実施例１に記載のとおり調製し、下記のとおり硬化させた１５％クエン酸トリアンモニ
ウム－デキストロース（１：６）バインダーの５ｇのサンプルであって、その０．７５ｇ
の硬化サンプルが約１：６のモル比でクエン酸トリアンモニウムおよびデキストロース一
水和物を含んだ、サンプルに、炭素、水素、および窒素（すなわち、Ｃ、Ｈ、Ｎ）につい
ての元素分析を行なった。バインダーサンプルを以下の温度および時間に応じて硬化した
：３００°Ｆで１時間；３５０°Ｆで０．５時間；および４００°Ｆで０．３３時間。Ｋ
ｎｏｘｖｉｌｌｅ，ＴＮのＧａｌｂｒａｉｔｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．で
元素分析を行なった。表２に示すように、元素分析により、３００°Ｆ～３５０°Ｆの範
囲ではＣ：Ｎ比が温度上昇に応じて上昇することが明らかになったが、これらの結果は調
製したメラノイジン含有バインダーと一致している。さらに、温度上昇に応じたＣ：Ｎ比
の上昇も表２に示しているが、これらの結果は、バインダー硬化時に発生するメラノイジ
ンの形成時に発生することが分かっている過程である脱水と一致している。
【００７４】
　実施例５
　ガラスビーズシェルボーン（Ｇｌａｓｓ　Ｂｅａｄ　Ｓｈｅｌｌ　Ｂｏｎｅｓ）、ガラ
スファイバー含有マット、および木質繊維板組成物の構築に用いられるアンモニウムポリ
カルボキシレート－糖バインダーの調製
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　ガラスビーズシェルボーンおよびガラスファイバー含有マットの構築に用いられたバイ
ンダーである水性クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダーを以
下の基本手順に従って調製した：８８０ｇの蒸留水を加えた１ガロン反応槽内で粉末デキ
ストロース一水和物（９１５ｇ）および粉末無水クエン酸（１５２．５ｇ）を組み合わせ
た。この混合物に２６５ｇの１９％アンモニア水溶液を撹拌しながら加え、数分間撹拌を
継続して固体を完全に溶解させた。この結果得られた溶液に３．３ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ
　Ａ－１１０１シランを加えてｐＨが～８から９の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生した
が、この溶液はおよそ５０％（溶液の総重量におけるパーセンテージ）の溶解デキストロ
ース一水和物およびクエン酸アンモニウム固体を含有しており；この溶液の２ｇのサンプ
ルは、４００°Ｆで３０分間熱硬化した際に３０％の固体をもたらした（重量損失は熱硬
化バインダー形成時の脱水による）。クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：
６）バインダーにＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１以外のシランが含まれる場合、ＳＩＬ
ＱＵＥＳＴ　Ａ－１８７シラン、ＨＹＤＲＯＳＩＬ　２６２７シラン、またはＺ－６０２
０シランで置換した。クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー
に添加物を含めてバインダーの変形例を産生する場合、基準となる溶液を３００ｇアリコ
ートで数本のボトルに分けてから個別に添加物を与えた。
【００７５】
　真空乾燥した３０％（溶解したバインダー固体）バインダーの１０ｇのサンプルから顕
微鏡薄膜として得た、乾燥（未硬化）クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：
６）バインダーのＦＴ－ＩＲスペクトルを図３に示す。硬化後の３０％バインダー（溶解
したバインダー固体）の１０ｇのサンプルから顕微鏡薄膜として得た、硬化クエン酸トリ
アンモニウム－デキストロース（１：６）メイラードバインダーのＦＴ－ＩＲスペクトル
を図４に示す。
【００７６】
　クエン酸以外のポリカルボン酸、デキストロース以外の糖、および／または添加物を用
いて水性アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダーの変形例を調製し、上述した
ものと同じ基本手順を用いて水性クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）
バインダーを調製した。アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダーの変形例に対
して、必要に応じて調節を行ない、クエン酸の代わりに、例えば、ジカルボン酸または高
分子ポリカルボン酸、またはデキストロースの代わりに、例えば、トリオースを含めるこ
とを容易にしたり、または、例えば、１つ以上の添加物を含めることを容易にした。この
ような調節には、例えば、アンモニウム塩の生成に必要なアンモニア水溶液の容積調節、
アンモニウムポリカルボキシレートと糖を所望のモル比にするために必要な反応物のグラ
ム量調節、および／または所望の重量パーセントで添加物を含むことが含まれる。
【００７７】
　実施例６
　アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダーで調製したガラスビーズシェルボー
ン組成物の調製／風化／試験
　乾燥および「風化」引張強度について評価した際、所与のバインダーで調製したガラス
ビーズ含有シェルボーン組成物は、その特定のバインダーで調製した繊維ガラス断熱材の
適切な引張強度および適切な持続性をそれぞれ示す。予想持続性はシェルボーンの風化引
張強度対乾燥引張強度の比に基づく。シェルボーンの調製、風化および試験は以下のとお
りに行った：
　シェルボーンの調製手順：
　シェルボーンモールド（Ｄｉｅｔｅｒｔ　Ｆｏｕｎｄｒｙ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ；Ｈｅａｔｅｄｅｄ　Ｓｈｅｌｌ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ，Ｍｏ
ｄｅｌ　３６６、およびＳｈｅｌｌ　Ｍｏｌｄ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ）を所望の温度（概
ね４２５°Ｆ）に設定し、少なくとも１時間過熱した。シェルボーンモールドを加熱して
いる間、およそ１００ｇの水性アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダー（バイ
ンダー固体中で概ね３０％）を実施例５に記載のとおりに調製した。大型のガラスビーカ
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ーを用いて、７２７．５ｇのガラスビーズ（Ｐｏｔｔｅｒｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ｉ
ｎｃ．のＱｕａｌｉｔｙ　Ｂａｌｌｏｔｉｎｉ　Ｉｍｐａｃｔ　Ｂｅａｄｓ，Ｓｐｅｃ．
ＡＤ，ＵＳ　Ｓｉｅｖｅ　７０－１４０，１０６－２１２　ｍｉｃｒｏｎ－＃７）の重量
差を測定した。清潔かつ乾燥したミキシングボウルにガラスビーズを入れ、そのボウルを
電動ミキサースタンドに載せた。およそ７５ｇの水性アンモニウムポリカルボキシレート
－糖バインダーが得られ、次いで、そのバインダーをミキシングボウル内のガラスビーズ
にゆっくりと注いだ。次いで、電動ミキサーの電源を入れ、ガラスビーズ／アンモニウム
ポリカルボキシレート－糖バインダー混合物を１分間撹拌した。大型のへらを用いて、泡
立て器（ミキサー）の側面を擦ってバインダーの固まりをなくすとともに、ガラスビーズ
があるボウルの底のへりも擦った。次いで、再度ミキサーの電源をさらに１分間入れて、
泡立て器（ミキサー）を装置から外した後、ガラスビーズ／アンモニウムポリカルボキシ
レート－糖バインダー混合物が入ったミキシングボウルを取り外した。大型のへらを用い
て、泡立て器（ミキサー）に付着したバインダーおよびガラスビーズをできる限り少なく
してから撹拌してミキシングボウル内にガラスビーズ／アンモニウムポリカルボキシレー
ト－糖バインダー混合物を得た。次いで、ボウルの側面を擦って側面に溜まった残りのバ
インダーを混合した。この時点で、ガラスビーズ／アンモニウムポリカルボキシレート－
糖バインダー混合物をシェルボーンモールドで成形する準備ができた。
【００７８】
　下側モールド取付盤内でのシェルボーンモールドのスライド部の位置合わせを確認した
。次いで、大型のへらを用いて、シェルボーンモールド内の３つの型穴にガラスビーズ／
アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダー混合物を迅速に加えた。各穴の混合物
の表面を平坦にする一方、余分な混合物を擦り取り、シェルボーンに対する表面領域を均
一にした。いずれかの穴に不均一部分またはギャップが存在する場合には、ガラスビーズ
／アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダー混合物をさらに充填して平坦にした
。ガラスビーズ／アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダー混合物をシェルボー
ンの穴に入れ、混合物を熱に暴露すると、硬化が始まった。操作時間は試験結果に影響す
る可能性があり、例えば、異なる方法で硬化された２つの層を有するシェルボーンが産生
される可能性があるため、シェルボーンを連続して素早く調製した。シェルボーンモール
ドを充填した状態で、上側取付盤を下側取付盤上に迅速に置いた。同時に、またはすぐ直
後に、ストップウォッチを用いて硬化時間の測定を開始したが、この硬化時の下側取付盤
の温度は約４００°Ｆ～約４３０°Ｆの範囲であり、上側取付盤の温度は約４４０°Ｆ～
約４７０°Ｆの範囲であった。７分間経過した後、上側取付盤を取り外し、スライド部を
引き出して３つのシェルボーン全てを取り出した。次いで、その新たに作ったシェルボー
ンをシェルボーンモールド取付盤に隣接するワイヤーラック上に置き、室温まで冷却した
。その後、各シェルボーンにラベルを付して、それぞれ適切なラベルを付けた保存用ビニ
ール袋に入れた。シェルボーンを調製した日に試験ができない場合には、シェルボーンを
入れたビニール袋をデシケータユニットに入れた。
【００７９】
　シェルボーンの調整（風化）手順：
　Ｂｌｕｅ　Ｍ湿度室の電源を入れて、９０°Ｆおよび相対湿度９０％の風化条件（すな
わち、９０°Ｆ／９０％ｒＨ）に設定した。通常、電源投入毎に湿度室横の貯水槽を定期
的に確認して満水にした。典型的には平衡期間１日で、湿度室は、少なくとも４時間で指
定の風化条件に達することができた。開放した湿度室の扉から風化すべきシェルボーンを
湿度室の上部スロット棚に一度に１つずつ迅速に載せた（扉を開けている間に湿度および
温度の両方が低下するため）。シェルボーンを湿度室に入れた時間を記録し、２４時間風
化を行なった。その後、湿度室の扉を開けて、シェルボーンを一度に１セットずつ迅速に
取り出し、完全密封したそれぞれの保存用ビニル袋に個別に入れた。一般に、シェルボー
ンを一度に１～４セットずつ上述のとおりに風化させた。すぐに風化シェルボーンをＩｎ
ｓｔｒｏｎ室に入れ試験した。
【００８０】
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　シェルボーンの破断試験手順：
　Ｉｎｓｔｒｏｎ室において、シェルボーン試験方法を５５００　Ｒ　Ｉｎｓｔｒｏｎ装
置にロードしながら、適切なロードセル（すなわち、Ｓｔａｔｉｃ　Ｌｏａｄ　Ｃｅｌｌ
　５ｋＮ）を確実に設置し、装置を１５分間暖気運転させた。この間に、シェルボーン試
験グリップが装置に設置されているかを確かめた。ロードセルをゼロに合わせてバランス
をとり、シェルボーンを以下のように一度１セットずつ試験した：保存用ビニル袋からシ
ェルボーンを取り出して重量を測った。次いで、重量（グラム単位）をＩｎｓｔｒｏｎ装
置に繋げたコンピュータに入力した。次いで、測定したシェルボーンの厚さ（インチ単位
）を試験片厚さとして、Ｉｎｓｔｒｏｎ装置に繋げたコンピュータに３回入力した。次い
で、シェルボーン試験片をＩｎｓｔｒｏｎ装置のグリップに置き、Ｉｎｓｔｒｏｎ装置の
キーパッドを介して試験を開始した。シェルボーン試験片を取り出した後、測定した破断
点をＩｎｓｔｒｏｎ装置に繋げたコンピュータに入力し、セット内の全てのシェルボーン
が試験されるまで試験を継続した。
【００８１】
　試験結果を表３～６に示しているが、これらの結果は、平均乾燥引張強度（ｐｓｉ）、
平均風化引張強度（ｐｓｉ）、および風化対乾燥引張強度の比である。
【００８２】
　実施例７
　アンモニウムポリカルボキシレート－糖（１：６）バインダーで調製したガラスファイ
バー含有マットの調製／風化／試験
　乾燥および「風化」引張強度について評価した際、所与のバインダーで調製したガラス
ファイバー含有マットは、その特定のバインダーで調製した繊維ガラス断熱材の適切な引
張強度および適切な持続性をそれぞれ示す。予想持続性は、ガラスファイバーマットの「
風化」引張強度対乾燥引張強度の比に基づく。ガラスファイバーマットの調製、風化、お
よび試験は以下のとおりに行った：
　ガラスファイバー含有マットの調製手順：
　「デッケルボックス」（高さ１３インチ×幅１３インチ×奥行１４インチ）を透明アク
リル板で作製し、ヒンジ付金属フレームに取り付けた。デッケルボックスの下には、ボッ
クスから３インチ排水管までの移行部として、多孔板および粗い金属網からなる系が設置
された。プラスチックの編みベルト（「ワイヤ」と呼ぶ）をデッケルボックスの下に固定
した。混合のために、内部に縦リブを設けた５ガロンバケツおよび高速せん断空気圧モー
ターミキサーを用いた。典型的には、４ガロンの水およびＥガラス（すなわち、高温ガラ
ス）ファイバー（１１ｇ、２２ｇ、または３３ｇ）を２分間混合した。典型的なＥガラス
は、以下の重量パーセントの組成を有した：ＳｉＯ２、５２．５％；Ｎａ２Ｏ、０．３％
；ＣａＯ、２２．５％；ＭｇＯ、１．２％；Ａｌ２Ｏ３、１４．５％；ＦｅＯ／Ｆｅ２Ｏ
３、０．２％；Ｋ２Ｏ、０．２％；およびＢ２Ｏ３、８．６％。ワイヤの下の排水管およ
び移行部には、デッケルボックスの底が濡れるように予め水を張った。ガラスファイバー
混合物水溶液をデッケルボックスに注ぎ、四十九（４９）個の１インチ穴を有するプレー
トで垂直方向に撹拌した。排水線下部のスライド弁を素早く開き、ワイヤ上にガラスファ
イバーを集めた。すでにワイヤの下に設置した網で覆ったフレームによりガラスファイバ
ーサンプルの移動を容易にした。２５～４０インチの水柱吸入管を備えた抽出スロット上
を通過させることによりサンプルの水分を取り除いた。１１ｇのサンプルには１つのパス
を用い、２２ｇのサンプルには２つのパスを用い、３３ｇのサンプルには３つのパスを用
いた。第２の網で覆ったフレームにサンプルを移動し、成形ワイヤを取り外した。次いで
、サンプルを乾燥させ網から剥がした。続いて、ガラスファイバーがバインダーで飽和し
た（実施例５に記載のとおり調製した１５％溶解バインダー固体を含有する）水性アンモ
ニウムポリカルボキシレート－糖バインダーが入った水槽内で回転する３インチ径のアプ
リケータロール上をサンプルを通過させた。再度抽出スロット上を通過させて余分なバイ
ンダーを抽出しガラスファイバー含有マットを産生し、そのマットを上昇対流空気を生じ
る炉中において３７５°Ｆにて３０分間硬化した。
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【００８３】
　ガラスファイバーマットの調整（風化）手順：
　調整すべきガラスファイバー含有マットサンプルをテフロン（登録商標）加工したコー
ス織ベルト（ｃｏｕｒｓｅ－ｗｅａｖｅ　ｂｅｌｔ）上に載せ、重しをして浮き上がりを
防止した。評価中のアンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダーごとに１対のサン
プルマットを調製した。空気調節しているが湿度調節していない部屋において少なくとも
１日間周囲温度および湿度でこれらのマットを調整した。適切な形状のダイを用いて各マ
ットから７つの試験片を切り出し；６つの試験片を一方向に切断し、１つの試験片を直交
方向に切断して各試験片を分離した。各試験片は幅２インチであり、中央部が１インチ幅
まで狭まっており、長さがおよそ１２インチであった。各マットからの３つの試験片を３
７～３８℃および相対湿度９０％の「風化」チャンバに２４時間留置した。それら風化試
験片をチャンバから取り出し、それぞれ湿ったペーパータオルを入れた密封可能なビニー
ル袋に試験直前まで保存した。
【００８４】
　ガラスファイバーマットの破断試験手順：
　引張試験機のクロスヘッド速度を０．５インチ毎分に設定した。締め付け金具は２イン
チ幅で、およそ１．５インチのグリップを有していた。各マットから３つの乾燥試験片お
よび３つの風化試験片を試験した。乾燥試験片を用いて、強熱減量（ＬＯＩ）で判定する
バインダー含有量測定を行なった。
【００８５】
　試験結果を表７に示すが、これらの結果は平均％ＬＯＩ、平均乾燥引張強度（Ｉｂ力）
、平均風化引張強度（Ｉｂ力）、および風化対乾燥引張強度の比である。
【００８６】
　実施例８
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／ガラスファイバー
組成物の調製：未硬化ブランケットおよび硬化ブランケット
　粉末デキストロース一水和物（３００ポンド）および粉末無水クエン酸（５０ポンド）
を２６０ガロンのトート内で組み合わせた。次いで、軟水を加えて容積を２３５ガロンに
した。この混合物に９．５ガロンの１９％アンモニア水溶液を加え、その結果得られた混
合物を撹拌して固体を完全に溶解した。その結果得られた溶液に０．５６ポンドのＳＩＬ
ＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１シランを加え、溶解デキストロース一水和物および溶解クエン
酸アンモニウム固体中に１５．５％溶液（溶液の総重量におけるパーセンテージ）を産生
し；この溶液の２ｇのサンプルは、４００°Ｆにて３０分間の熱硬化時に、９．３％の固
体をもたらした（重量損失は熱硬化バインダー形成時の脱水による）。この溶液を数分間
撹拌した後、バインダーポンプに移して、ガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「
ウェットブランケット」（すなわち、未硬化ブランケット）、および「アンバーブランケ
ット」（すなわち、硬化ブランケット）と呼ばれる物質の形成に用いた。
【００８７】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いて未硬化ブランケットおよび硬化ブランケットを調製
した；そのような手順は下記、およびその開示内容を本明細書中において参考として援用
する米国特許第５，３１８，９９０号に一般的に記載されている。典型的には、ガラスフ
ァイバーを産生してマットを形成しているときにバインダーを適用し、水分をバインダー
から揮発させ、ハイソリッドバインダーでコーティングした繊維ガラスマットを加熱して
バインダーを硬化することで、例えば、断熱または防音製品、続いて産生される複合材用
の強化材等として使用可能な完成繊維ガラスバットを産生する。
【００８８】
　溶融ガラスを繊維に分解して、移動するコンベア上ですぐに繊維ガラスマットを形成す
ることで繊維ガラスの有孔マットを産生した。ガラスをタンク内で溶融し、紡績機または
ブッシング等の繊維形成デバイスに供給した。ガラス繊維をデバイスから引き出してから
、成形チャンバ内で概ね下方向に向けて広げた。ガラスファイバーは、典型的には、直径
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が約２～約９ミクロンであり、長さが約０．２５インチ～約３インチである。典型的には
、ガラスファイバーは、直径が約３～約６ミクロンの範囲であり、長さが約０．５インチ
～約１．５インチである。ガラスファイバーを多孔環状成形コンベア上に載せた。ガラス
ファイバーの形成中に、適切な噴霧機を用いてバインダーを適用し、形成した繊維ガラス
マット全体にバインダーを分布させた。成形コンベアの下方からマットを介して真空を引
くことにより、成形チャンバ内で未硬化バインダーが付着したガラスファイバーを集めて
環状コンベア上でマットを形成した。ガラスファイバー内に閉じ込められた残留熱および
マットを介した空気流により、成形チャンバから出る前に大部分の水分がマットから揮発
した。（未硬化バインダーがバインダーとして機能する範囲で水分が除去される；当業者
は特定の用途のために除去すべき水分量を通常の実験により判断することができる）
　ハイソリッドバインダーでコーティングされた繊維ガラスマットが成形チャンバから現
れると、ガラスファイバーの弾力性により縦方向に伸張した。次いで、伸張したマットを
硬化炉に送り、その中を通過させることにより、加熱された空気がマット内を通過してバ
インダーが硬化する。マットの上側および下側のフライトがマットを僅かに圧縮し、所定
の厚さで表面仕上げした完成品が得られる。典型的には、硬化炉は約３５０°Ｆ～約６０
０°Ｆの範囲の温度で稼働させた。一般に、約０．５分から約３分の間、マットを炉内に
留置した。従来の断熱または防音製品の製造では、この時間は約０．７５分～約１．５分
間の範囲である。硬化した剛体バインダー基材を有する繊維ガラスが炉から現れたときに
は、梱包および配送のために圧縮されており、その後圧縮を解いた際に実質的に完成時の
垂直寸法に戻るバットの形態をしている。一例として、成形チャンバから出たときの厚さ
が約１．２５インチである繊維ガラスマットは、移送ゾーンでは垂直厚が約９インチに広
がり、硬化炉内で僅かに圧縮されて約６インチの垂直厚になる。
【００８９】
　上述のとおり調製した硬化ブランケット製品の基準仕様は、重量が約０．０９ポンド／
平方フィート、密度が約０．７ポンド／立方フィート、厚さが約１．５インチ、繊維径が
約２２０万分の１インチ（５．６ミクロン）、硬化後のバインダー含有量が約１１％、お
よび脱塵用鉱油（脱塵油）含有量が約０．７％であった。硬化炉温度は約４６０°Ｆに設
定した。成形チャンバを出た未硬化ブランケットの見た目の色は白～オフホワイトであり
、炉から出た硬化ブランケットの見た目の色は暗褐色であり良好に結合していた。数ロー
ル分の硬化ブランケットを回収した後、炉の前でマットを破断し、未硬化ブランケットも
実験のために回収した。
【００９０】
　実施例９
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／ガラスファイバー
組成物の調製：エアダクトボード
　粉末デキストロース一水和物（１８００ポンド）および粉末無水クエン酸（３００ポン
ド）を７４３．２ガロンの軟水が入った２０００ガロンの混合タンク内で組み合わせた。
この混合物に５２．９ガロンの１９％アンモニア水溶液を撹拌しながら加え、およそ３０
分間撹拌を継続して固体を完全に溶解した。この結果得られた溶液に９ポンドのＳＩＬＱ
ＵＥＳＴ　Ａ－１１０１シランを加え、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生し
たが、この溶液はおよそ２５％の溶解デキストロース一水和物および溶解クエン酸アンモ
ニウム固体（溶液の総重量におけるパーセンテージ）を含んでおり；この溶液の２ｇのサ
ンプルは、４００°Ｆにて３０分間熱硬化したときに、１５％の固体がもたらした（重量
損失は熱硬化バインダー形成時の脱水による）。この溶液を数分間撹拌してからバインダ
ー貯蔵タンクに移し、そこからガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「エアダクト
ボード」と呼ばれる製品の形成に使用した。
【００９１】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてエアダクトボードを調製した；そのような手順は、
実施例８に一般的に記載されている。このエアダクトボード製品の基準仕様は、密度が約
０．４ポンド／平方フィート、１インチ厚での密度が約４．５ポンド／立方フィートで、
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繊維径が約３２０万分の１インチ（８．１ミクロン）であり、バインダー含有量が約１４
．３％で、脱塵用鉱油（脱塵油）が０．７％であった。硬化炉温度は約５５０°Ｆに設定
した。炉から出した製品の見た目の色は暗褐色であり良好に結合していた。
【００９２】
　実施例１０
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／ガラスファイバー
組成物の調製：Ｒ３０家庭用ブランケット
　粉末デキストロース一水和物（１２００ポンド）および粉末無水クエン酸（２００ポン
ド）を１１０４ガロンの軟水が入った２０００ガロンの混合タンク内で組み合わせた。こ
の混合物に４２．３ガロンの１９％アンモニア水溶液を撹拌しながら加え、およそ３０分
間撹拌を継続して固体を完全に溶解した。この結果生じた溶液に６ポンドのＳＩＬＱＵＥ
ＳＴ　Ａ－１１０１シランを加えてｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生したが
、この溶液はおよそ１３．４％の溶解デキストロース一水和物および溶解クエン酸アンモ
ニウム固体（溶液の総重量におけるパーセンテージ）を含んでおり；この溶液の２ｇのサ
ンプルは、４００°Ｆにて３０分間の熱硬化時に、８％の固体をもたらした（重量損失は
熱硬化バインダー形成時の脱水による）。この溶液を数分間撹拌してからバインダー貯蔵
タンクに移し、そこからガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「Ｒ３０家庭用ブラ
ンケット」と呼ばれる製品の形成に使用した。
【００９３】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてＲ３０家庭用ブランケットを調製した；そのような
手順は、実施例８に一般的に記載されている。このＲ３０家庭用ブランケット製品の基準
仕様は、重量が約０．４ポンド／平方フィート、巻き終り位置での目標復元厚さが１０イ
ンチであり、繊維径が１８０万分の１インチ（４．６ミクロン）、バインダー含有率が３
．８％、脱塵用鉱油（脱塵油）の含有量が０．７％であった。硬化炉温度は約５７０°Ｆ
に設定した。炉から出した製品の見た目の色は褐色であり良好に結合していた。
【００９４】
　実施例１１
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／ガラスファイバー
組成物の調製：Ｒ１９家庭用ブランケット
　束Ａ－１：
　粉末デキストロース一水和物（１２００ポンド）および粉末無水クエン酸（２００ポン
ド）を１１０４ガロンの軟水が入った２０００ガロンの混合タンクで組み合わせた。この
混合物に３５．３ガロンの１９％アンモニアを撹拌しながら加え、撹拌をおよそ３０分間
継続して固体を完全に溶解した。この結果生じた溶液に６ポンドのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ
－１１０１シランを加えて、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生したが、この
溶液は約１３．３％の溶解デキストロース一水和物およびクエン酸アンモニウム固体（溶
液の総重量におけるパーセンテージ）を含んでおり；この溶液の２ｇのサンプルは、４０
０°Ｆにて３０分間熱硬化時に、８％の固体をもたらす（重量損失は熱硬化バインダー形
成時の脱水による）。この溶液を数分間撹拌してからバインダー貯蔵タンクに移し、そこ
からガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「Ｒ１９家庭用ブランケット」と呼ばれ
る製品の形成に使用した。
【００９５】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてＲ１９家庭用ブランケット（束Ａ－１）を調製した
；そのような手順は、実施例８に一般的に記載されている。このＲ１９家庭用ブランケッ
ト製品の基準仕様は、重量が約０．２ポンド／平方フィート、密度が０．２ポンド／立方
フィート、巻き終り位置での目標復元厚さが６．５インチ、繊維径が１８０万分の１イン
チ（４．６ミクロン）、バインダー含有率が３．８％、（脱塵用）鉱油の含有量が０．７
％であった。硬化炉温度は約５７０°Ｆに設定した。炉から出した製品の見た目の色は褐
色であり良好に結合していた。
【００９６】
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　束Ａ－２：
　粉末デキストロース一水和物（１２００ポンド）および粉末無水クエン酸（２００ポン
ド）を５５８ガロンの軟水が入った２０００ガロンの混合タンク内で組み合わせた。この
混合物に３５．３ガロンの１９％アンモニアを撹拌しながら加え、およそ３０分間撹拌を
継続して固体を完全に溶解した。この結果生じた溶液に５ポンドのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ
－１１０１シランを加えて、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生したが、この
溶液は約２０．５％の溶解デキストロース一水和物およびクエン酸アンモニウム固体（溶
液の総重量におけるパーセンテージ）を含んでおり；この溶液の２ｇのサンプルは、４０
０°Ｆにて３０分間の熱硬化時に、１２％の固体をもたらした（重量損失は熱硬化バイン
ダー形成時の脱水による）。この溶液を数分間撹拌してからバインダー貯蔵タンクに移し
、そこからガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「Ｒ１９家庭用ブランケット」と
呼ばれる製品の形成に使用した。
【００９７】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてＲ１９家庭用ブランケット（束Ａ－２）を調製した
；そのような手順は、実施例８に一般的に記載されている。このＲ１９家庭用ブランケッ
ト製品の基準仕様は、重量が約０．２ポンド／平方フィート、密度が０．４ポンド／立方
フィート、巻き終り位置での目標復元厚さが６．５インチ、繊維径が１８０万分の１イン
チ（４．６ミクロン）、バインダー含有率が３．８％、（脱塵用）鉱油の含有量が０．７
％であった。硬化炉温度は約５７０°Ｆに設定した。炉から出した製品の見た目の色は褐
色であり良好に結合していた。
【００９８】
　束Ｂ：
　粉末デキストロース一水和物（３００ポンド）および粉末無水クエン酸（５０ポンド）
をすでに１６７ガロンの蒸留水が入った２６０ガロンのＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂ
ｕｌｋ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ（ＩＢＣ）内で組み合わせた。この混合物に１０．６ガロン
の１９％アンモニアを撹拌しながら加え、撹拌をおよそ３０分間継続して固体を完全に溶
解した。この結果生じた溶液に１．５ポンドのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１シランを
加えて、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生したが、この溶液はおよそ２０．
１％の溶解デキストロース一水和物およびクエン酸アンモニウム固体（溶液の総重量にお
けるパーセンテージ）を含有しており；この溶液の２ｇのサンプルは、４００°Ｆにて３
０分間の熱硬化時に、１２％の固体をもたらす（重量損失は熱硬化バインダー形成時の脱
水による）。この水性バインダーを入れたＩＢＣを移動し、その場所で、バインダーを成
形フード内のバインダースプレーリングに送り、蒸留水で希釈して、ガラスファイバー断
熱材の製造、詳細には、「Ｒ１９家庭用ブランケット」と呼ばれる製品の形成に使用した
。
【００９９】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてＲ１９家庭用ブランケット（束Ｂ）を調製した；そ
のような手順は、実施例８に一般的に記載されている。作ったＲ１９家庭用ブランケット
製品の基準仕様は、重量が約０．２ポンド／平方フィート、密度が０．４ポンド／立方フ
ィート、巻き終り位置での目標復元厚さが６．５インチ、繊維径が１８０万分の１インチ
（４．６ミクロン）、バインダー含有率が３．８％、（脱塵用）鉱油の含有量が０．７％
であった。硬化炉温度は約５７０°Ｆに設定した。炉から出した製品の見た目の色は褐色
であり良好に結合していた。
【０１００】
　束Ｃ：
　粉末デキストロース一水和物（３００ポンド）および粉末無水クエン酸（５０ポンド）
をすでに１６７ガロンの蒸留水が入った２６０ガロンのＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂ
ｕｌｋ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ（ＩＢＣ）内で組み合わせた。この混合物に１０．６ガロン
の１９％アンモニアを撹拌しながら加え、撹拌を約３０分間継続して固体を完全に溶解し
た。この結果生じた溶液に１．５ポンドのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１シランを加え
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た後、１．８０ガロンのメチル水素乳剤ＢＳ　１０４０（Ｗａｃｋｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製）を加えて、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産
生したが、この溶液はおよそ２０．２％の溶解デキストロース一水和物およびクエン酸ア
ンモニウム固体（溶液の総重量におけるパーセンテージ）を含有しており；この溶液の２
ｇのサンプルは、４００°Ｆにて３０分間の熱硬化時に、１２％の固体をもたらした（重
量損失は熱硬化バインダー形成時の脱水による）。この水性バインダーを入れたＩＢＣを
移動し、その場所で、バインダーを成形フード内のバインダースプレーリングに送り、蒸
留水で希釈して、ガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「Ｒ１９家庭用ブランケッ
ト」と呼ばれる製品の形成に使用した。
【０１０１】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてＲ１９家庭用ブランケット（束Ｃ）を調製した；そ
のような手順は、実施例８に一般的に記載されている。作ったＲ１９家庭用ブランケット
製品の基準仕様は、密度が約０．２ポンド／平方フィート、重量が０．４ポンド／立方フ
ィート、巻き終り位置での目標復元厚さが６．５インチ、繊維径が１８０万分の１インチ
（４．６ミクロン）、バインダー含有率が３．８％、（脱塵用）鉱油の含有量が０．７％
であった。硬化炉温度は約５７０°Ｆに設定した。炉から出した製品の見た目の色は褐色
であり良好に結合していた。
【０１０２】
　束Ｄ：
　粉末デキストロース一水和物（３００ポンド）および粉末無水クエン酸（５０ポンド）
をすでに１６７ガロンの蒸留水が入った２６０ガロンのＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂ
ｕｌｋ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ（ＩＢＣ）内で組み合わせた。この混合物に１０．６ガロン
の１９％アンモニアを撹拌しながら加え、撹拌をおよそ３０分間継続して固体を完全に溶
解した。この結果生じた溶液に１．５ポンドのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１シランを
加えた後、２２ポンドの粘度製品Ｂｅｎｔａｌｉｔｅ　Ｌ１０（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌ
ａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ製）を加えて、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生し
たが、この溶液は約２１．０％の溶解デキストロース一水和物およびクエン酸アンモニウ
ム固体（溶液の総重量におけるパーセンテージ）を含有しており；この溶液の２ｇのサン
プルは、４００°Ｆにて３０分間の熱硬化時に、１２．６％固体をもたらした（重量損失
は熱硬化バインダー形成時の脱水による）。この水性バインダーを入れたＩＢＣを移動し
、その場所で、バインダーを成形フード内のバインダースプレーリングに送り、蒸留水で
希釈して、ガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「Ｒ１９家庭用ブランケット」と
呼ばれる製品の形成に使用した。
【０１０３】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いてＲ１９家庭用ブランケット（束Ｄ）を調製した；そ
のような手順は、実施例８に一般的に記載されている。この日に作ったＲ１９家庭用ブラ
ンケット製品の基準仕様は、重量が約０．２ポンド／平方フィート、密度が０．４ポンド
／立方フィート、巻き終り位置での目標復元厚さが６．５インチ、繊維径が１８０万分の
１インチ（４．６ミクロン）、バインダー含有率が３．８％、（脱塵用）鉱油の含有量が
０．７％であった。硬化炉温度は約５７０°Ｆに設定した。炉から出した製品の見た目の
色は褐色であり良好に結合していた。
【０１０４】
　実施例１２
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／ガラスファイバー
組成物の調製：未硬化パイプ断熱材
　粉末デキストロース一水和物（１２００ポンド）および粉末無水クエン酸（２００ポン
ド）を２１５ガロンの軟水が入った２０００のガロン混合タンク内で組み合わせた。この
混合物に４２．３ガロンの１９％アンモニア水溶液を撹拌しながら加え、撹拌をおよそ３
０分間継続して固体を完全に溶解した。この結果生じた溶液に６ポンドのＳＩＬＱＵＥＳ
Ｔ　Ａ－１１０１　シランを加えて、ｐＨが～８の溶液（ｐＨ試験紙を使用）を産生した
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が、この溶液はおよそ４１．７％の溶解デキストロース一水和物および溶解クエン酸アン
モニウム固体（溶液の総重量におけるパーセンテージ）を含有しており；この溶液の２ｇ
のサンプルは、４００°Ｆにて３０分間熱硬化時に、２５％の固体をもたらした（重量損
失は熱硬化バインダー形成時の脱水による）。この溶液を数分間撹拌してからバインダー
貯蔵タンクに移し、そこからガラスファイバー断熱材の製造、詳細には、「未硬化パイプ
断熱材」と呼ばれる製品の形成に使用した。
【０１０５】
　従来の繊維ガラス製造手順を用いて未硬化パイプ断熱材を調製した；そのような手順は
、実施例８に一般的に記載されている。この未硬化パイプ断熱製品の基準仕様は、重量が
約０．０７ポンド／平方フィート、密度が０．８５ポンド／立方フィート、推定厚さが１
インチ、繊維径が３００万分の１インチ（７．６ミクロン）、硬化時のバインダー含有量
が７％であった。未硬化パイプ断熱材をパイプ断熱材成形エリアに移し、パイプ断熱材と
して使用するために、６インチの壁部、および３インチ径の穴、および４ポンド／立方フ
ィートの密度を有する円筒シェルに流した。これらのシェルをおよそ４５０°Ｆに設定し
た硬化炉で硬化し、暗褐色で良好に結合したパイプ断熱製品を産生した。より高い温度で
硬化させたシェルは焼損し、試験用にさらに使用することができなかった。
【０１０６】
　実施例１３
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／セルロース繊維組
成物の調製：木質繊維ボード
　いくつかの方法を用いてクエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バイン
ダーで結合した木質繊維ボード／シートを作製した。強靭で均一のサンプルを産生した代
表的な方法は以下のとおりである：様々な松の木屑およびおがくず状の木材を近くの農機
具店で購入した。木質繊維ボードサンプルを「そのままの状態」の木材、ならびに木屑お
よびおがくず成分に分離した物質で作った。まず、木材を炉内でおよそ２００°Ｆにて一
晩乾燥させ、この乾燥により、木屑については１４～１５％の脱湿、おがくずについては
約１１％の脱湿ができた。その後、乾燥した木材を高さ８インチ×幅１２インチ×奥行１
０．５インチのプラスチック容器（概寸）に入れた。クエン酸トリアンモニウム－デキス
トロース（１：６）バインダーを実施例５に記載のとおり調製し（バインダー固体中３６
％）、１６０ｇのバインダーを散水ノズルを介してプラスチック容器内の４００ｇのサン
プル木材上に噴霧しながら容器を鉛直方向から３０～４０度傾けてゆっくりと回転させた
（およそ５～１５ｒｐｍ）。この処理の間、木材を軽く転がし均一にコーティングした。
【０１０７】
　樹脂加工した木材のサンプルを折畳フレームに入れ、以下の条件で、加熱した取付盤の
間で圧縮した：樹脂加工した木屑３００ｐｓｉ；樹脂加工したおがくず６００ｐｓｉ。樹
脂加工したサンプル各々について、硬化条件は、３５０°Ｆにて２５～３０分間であった
。この結果生じたサンプルボードは、整形前において、およそ長さ１０インチ×幅１０イ
ンチ、および約０．４インチの厚さであり、内部が良好に結合し、滑らかな表面をしてお
り、帯のこで整形した際にはきれいに切断できた。整形後のサンプル密度および整形した
各サンプルボードの大きさは以下のとおりである：木屑のサンプルボード、密度～５４ｐ
ｃｆ、サイズ長さ～８．３インチ×幅９インチ×厚さ０．３６インチ；おがくずのサンプ
ルボード、密度～４４ｐｃｆ、サイズ長さ～８．７インチ×幅８．８インチ×厚さ０．４
１インチ。各サンプルボードの推定バインダー含有量は～１２．６％であった。
【０１０８】
　実施例１４
　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／ガラスファイバー
組成物の試験／評価
　実施例８～１２のクエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー／
ガラスファイバー組成物、すなわち、硬化ブランケット、エアダクトボード、Ｒ３０家庭
用ブランケット、Ｒ１９家庭用ブランケット、および未硬化パイプ断熱材を、対応するフ
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ェノール－ホルムアルデヒド（ＰＦ）バインダー／ガラスファイバー組成物と対比して、
以下の１つ以上について試験した：製品放出量、密度、強熱減量、厚さ復元、塵、引張強
度、分断強度、分断強度の持続性、結合強度、吸水率、熱面性能、鉄腐食性、曲げ剛性、
剛柔度－剛性、耐圧縮性、調整耐圧縮性、圧縮率、調整圧縮率、および強熱時の煙発生量
。これらの試験結果を表８～１３に示す。実施例８の硬化ブランケットの熱分解時に産生
した気体化合物、および実施例１２の未硬化パイプ断熱材の熱硬化時に産生した気体化合
物についても判定を行なっており；これらの試験結果は表１４～１５に示す。硬化パイプ
断熱材の熱面性能を図５および図６に示す。実施した特定の試験およびこれらの試験の実
施条件は以下のとおりである：
　製品放出量試験
　実施例８の硬化ブランケットおよび実施例９のエアダクトボードの製品放出量は、ＡＱ
Ｓ　Ｇｒｅｅｎｇｕａｒｄ　Ｔｅｓｔｉｎｇの手順に従って判定した。断熱製品を総揮発
性有機化合物（ＴＶＯＣ）の放出物、ホルムアルデヒド、全選択アルデヒドについて、Ａ
ＳＴＭ　Ｄ５１１６（”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｇｕｉｄｅ　ｆｏｒ　Ｓｍａｌｌ－Ｓｃａｌ
ｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｃｈａｍｂｅｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｓ　ｏ
ｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　Ｉｎｄｏｏｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ／Ｐｒｏｄｕｃｔｓ”），ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ
ｎｔａｌ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ａｇｅｎｃｙ（ＵＳＥＰＡ）、およびｔｈｅ　Ｓｔａ
ｔｅ　ｏｆ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　ＩＡＱ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｊａ
ｎｕａｒｙ，１９９４に従って観察した。放出物データを１週間の曝露期間に収集し、そ
の結果得られた大気中濃度を上記の各物質について判定した。標準的な室内設置およびＡ
ＳＨＲＡＥ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　６２－１９９９の通気条件を含むワシントン州の要件に
基づいて、推定大気中濃度をコンピュータで観察した。製品の設置は、３２ｍ３の室内に
おける２８．１ｍ２の標準的壁の使用に基づく。
【０１０９】
　放射物試験－選択アルデヒド
　容積が０．０８５５ｍ３の小型の環境室で化学放出物を分析的に測定して断熱製品を試
験した。ホルムアルデヒドを含む選択アルデヒドの放出をＡＳＴＭ　Ｄ５１９７（”Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｃａｒｂｏｎｙｌ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ
ｓ　ｉｎ　Ａｉｒ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｓａｍｐｌｅｒ　Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｌｏｇｙ））に
従って高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を用いて測定した。２，４－ジニトロフ
ェニルヒドラジン（ＤＮＰＨ）の固体吸着剤カートリッジを用いて室内空気中のホルムア
ルデヒドおよび他の低分子量カルボニル化合物を収集した。カートリッジ内のＤＮＰＨ試
薬を、収集したカルボニル化合物と反応させ、安定したヒドラゾン誘導体を形成してカー
トリッジに保持した。このヒドラゾン誘導体を、ＨＰＬＣ等級のアセトニトリルのカート
リッジから溶出した。逆相高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を用いてＵＶ検出法
によりサンプルのアリコートを低分子量アルデヒドヒドラゾン誘導体について解析した。
誘導体の吸収度の測定値は３６０ｎｍであった。この結果得られたピークの質量応答を、
ヒドラゾン誘導体の基準溶液で用意した多点較正曲線を用いて判定した。測定値は、４５
Ｌの基準気積収集に基づいて０．２ｕｇの定量化可能なレベルまで報告する。
【０１１０】
　放射物試験－揮発性有機化合物（ＶＯＣ）
　ガスクロマトグラフィーを用いて質量分析検出法（ＧＣ／ＭＳ）によりＶＯＣ測定を行
なった。室内空気を固体吸着剤上に集めてＧＣ／ＭＳに熱脱離した。ＵＳＥＰＡおよび他
の研究所により提供される技術から吸着剤収集技術、分離、および検出解析法を適合させ
た。この技術は、ＵＳＥＰＡ　Ｍｅｔｈｏｄ　１Ｐ－１Ｂに従っており、３５℃～２５０
℃の範囲の沸点でＣ５－Ｃｉ６有機化学品に対して一般的に適用可能である。測定値は、
１８Ｌの基準気積収集に基づいて０．４ｕｇの定量化可能なレベルまで報告する。個々の
ＶＯＣを分離して、ＧＣ／ＭＳ法により検出した。質量分析計で得られた個々のＶＯＣ応
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答の全てを加え、トルエンに関して総質量を較正することにより総ＶＯＣ測定を行なった
。
【０１１１】
　放射物試験－大気中濃度判定
　コンピュータ曝露モデルにおいて、ホルムアルデヒド、全アルデヒド、およびＴＶＯＣ
の放出率を用いて物質の潜在的な大気中濃度を判定した。このコンピュータモデルでは、
測定した放出率の１週間での変化を使用して、それに応じて発生する大気中濃度の変化を
判定した。以下の仮定を元にモデル測定を行なった：建物内の開けたオフィスエリアの空
気は、占有された空間の呼吸を行なう高さの位置では十分に混ざっている；環境条件は、
５０％の相対湿度および７３°Ｆ（２３℃）に維持される；これらの物質にはさらなる発
生源が存在しない；上記空間内にこれらの物質の掃溜めまたは潜在的な再放出源が存在し
ない。ＵＳＥＰＡのＩｎｄｏｏｒ　Ａｉｒ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　Ｍｏｄｅｌ，Ｖｅｒｓｉ
ｏｎ　２．０を特異的に改変してこの製品および該当する化学品に合わせた。通気および
占有パラメータは、ＡＳＨＲＡＥ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　６２－１９９９において規定され
た。
【０１１２】
　密度
　ＡＳＴＭ　Ｃ　１６７と実質的に同一の試験法である内部試験法ＰＴＬ－１、”Ｔｅｓ
ｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　ａｎｄ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｏｆ　Ｂｌ
ａｎｋｅｔ　ｏｒ　Ｂａｔｔ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”に従って、実施
例８の硬化ブランケットの密度を判定した。ＡＳＴＭ　Ｃ　３０３と実質的に同一の試験
法である内部試験法ＰＴＬ－３、”Ｔｅｓｔ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｄｅｎｓｉ
ｔｙ　Ｐｒｅｆｏｒｍｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｔｙｐｅ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｉ
ｏｎ”に従って、実施例９のエアダクトボードの密度を判定した。
【０１１３】
　強熱減量（ＬＯＩ）
　内部試験法Ｋ－１５７、”Ｉｇｎｉｔｉｏｎ　Ｌｏｓｓ　ｏｆ　Ｃｕｒｅｄ　Ｂｌａｎ
ｋｅｔ（ＬＯＩ）”に従って、実施例８の硬化ブランケットおよび実施例９のエアダクト
ボードの強熱減量を判定した。この試験を１０００°Ｆ＋／－５０°Ｆにて１５～２０分
間ファーネスに入れたワイヤトレイ内のサンプルに実施して確実に完全酸化させ、この処
理の後、この結果生じたサンプルの重量を測定した。
【０１１４】
　分断強度
　ＡＳＴＭ　Ｃ　６８６、”Ｐａｒｔｉｎｇ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｏｆ　Ｍｉｎｅｒａｌ
　Ｆｉｂｅｒ　Ｂａｔｔ　ａｎｄ　Ｂｌａｎｋｅｔ－Ｔｙｐｅ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”
と実質的に同一の試験法である内部試験法ＫＲＤ－１６１に従って、実施例８の硬化ブラ
ンケット、実施例１０のＲ３０家庭用ブランケット、および実施例１１のＲ１９家庭用ブ
ランケットの分断強度を判定した。
【０１１５】
　分断強度の持続性
　ＡＳＴＭ　Ｃ　６８６、”Ｐａｒｔｉｎｇ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｏｆ　Ｍｉｎｅｒａｌ
　Ｆｉｂｅｒ　ＢａｔｔおよびＢｌａｎｋｅｔ－Ｔｙｐｅ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”に従
って、実施例１０のＲ３０家庭用ブランケットおよび実施例１１のＲ１９家庭用ブランケ
ットについての分断強度の持続性を、９０°Ｆおよび相対湿度９５％で１週間調整した後
に判定した。
【０１１６】
　引張強度
　内部試験法ＫＲＤ－１６１、”Ｔｅｎｓｉｌｅ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ＴｅｓｔＰｒｏｃ
ｅｄｕｒｅ”に従って、実施例８の硬化ブランケットおよび実施例１１のＲ１９家庭用ブ
ランケットの引張強度を判定した。この試験を流れ方向および横断流れ方向の両方向にダ
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イス切断したサンプルに実施した。７５°Ｆおよび相対湿度５０％で２４時間サンプルを
調整した。７５°Ｆ、相対湿度５０％の試験環境で、各流れ方向において１０個のサンプ
ルを試験した。ドッグボーン試験片をＡＳＴＭ　Ｄ６３８、”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓ
ｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｔｅｎｓｉｌｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔ
ｉｃｓ”で示されるとおりにした。全ての試験について２インチ／分のクロスヘッドスピ
ードを用いた。
【０１１７】
　結合強度
　内部試験法ＫＲＤ－１５９、”Ｂｏｎｄ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｏｆ　Ｆｉｂｅｒｇｌａ
ｓｓ　Ｂｏａｒｄ　ａｎｄ　Ｂｌａｎｋｅｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ”を用いて、実施例８の
硬化ブランケット、実施例１０のＲ３０家庭用ブランケット、および実施例１１のＲ１９
家庭用ブランケットの層間結合強度を判定した。６インチ×６インチの断面積を有する成
形試験片を６インチ×７インチの試験片取付板に接着し、試験片の表面に直交する力を働
かせる固定具に載せた。全ての試験について１２インチ／分のクロスヘッドスピードを用
いた。
【０１１８】
　厚さ復元
　内部試験法Ｋ－１２３、”Ｒｅｃｏｖｅｒｅｄ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ－Ｅｎｄ　ｏｆ　
Ｌｉｎｅ　Ｄｅａｄ　Ｐｉｎ　Ｍｅｔｈｏｄ－Ｒｏｌｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ”、およびＫ
－１０９、”Ｔｅｓｔ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｒｅｃｏｖｅｒｅｄ　Ｔｈｉｃｋ
ｎｅｓｓ　ｏｆ　Ｒｏｌｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ－Ｒｏｌｌｏｖｅｒ　Ｍｅｔｈｏｄ”を用
いて、実施例８の硬化ブランケットにパッケージ外巻厚試験（Ｏｕｔ－ｏｆ－ｐａｃｋａ
ｇｅ　ａｎｄ　ｒｏｌｌｏｖｅｒ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｔｅｓｔｓ）を実施した。梱包
１５分後またはそれ以降の時点のいずれかにおいて、ピンがサンプルの下にある平坦な硬
質面と接触するまでロール製品の硬化ブランケットのサンプルにピンゲージを突き刺し、
鋼尺を用いて復元厚さを測定することにより復元厚さを測定した。ともにＡＳＴＭ　Ｃ　
１６７、”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ
　ａｎｄ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｂｌａｎｋｅｔ　ｏｒ　Ｂａｔｔ　Ｔｈｅｒｍａｌ　
Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｓ”と同様の試験法である内部試験法Ｋ－１２０、”Ｔｅｓｔ　Ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　Ｅｎｄ－ｏｆ－Ｌｉｎｅ　Ｄｅａ
ｄ－Ｐｉｎ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ－Ｂａｔｔｓ”、およびＫ－１２８、”Ｔｅｓｔ　Ｐｒ
ｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｒｅｃｏｖｅｒｅｄ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｏｆ　Ｂａｔｔ　
Ｐｒｏｄｕｃｔｓ－Ｄｒｏｐ　Ｍｅｔｈｏｄ”を用いて、実施例１０のＲ３０家庭用ブラ
ンケットおよび実施例１１のＲ１９家庭用ブランケットに厚さ試験を実施した。
【０１１９】
　塵試験
　内部試験手順Ｋ－１０２、”Ｐａｃｋａｇｅｄ　Ｆｉｂｅｒ　Ｇｌａｓｓ　Ｄｕｓｔ　
Ｔｅｓｔ，Ｂａｔｔ　Ｍｅｔｈｏｄ”を用いて、実施例８の硬化ブランケット、実施例１
０のＲ３０家庭用ブランケット、および実施例１１のＲ１９家庭用ブランケットに塵試験
を行なった。集塵箱に入れた硬化ブランケット、Ｒ３０家庭用ブランケット、およびＲ１
９家庭用ブランケットの無作為に選択したサンプル（バット）から遊離した塵をフィルタ
ー上に集めて、差分計量により塵の量を判定した。
【０１２０】
　吸水率
　ＡＳＴＭ　Ｃ　１１０４、”Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎ
ｇ　ｔｈｅ　Ｗａｔｅｒ　Ｖａｐｏｒ　Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｕｎｆａｃｅｄ　
Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｆｉｂｅｒ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”を用いて、実施例８の硬化ブラン
ケットおよび実施例１１のＲ１９家庭用ブランケットに吸水率（重量％）試験を実施した
。
【０１２１】
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　曲げ剛性（ＥＩ）
　ＮＡＩＭＡ　ＡＨＳ　１００－７４、”Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｆｌｅｘｕ
ｒａｌ　Ｒｉｇｉｄｉｔｙ　ｏｆ　Ｒｅｃｔａｎｇｕｌａｒ　Ｒｉｇｉｄ　Ｄｕｃｔ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌｓ”に従って、剛性エアダクトボードを曲げるために必要な偶力、すなわ
ち、Ｅ（弾性係数）とＩ（曲げ慣性モーメント）の積である実施例９のエアダクトボード
の曲げ剛性を判定した。
【０１２２】
　剛柔度－剛性
　内部試験手順Ｋ－１１７、”Ｔｅｓｔ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｒｉｇｉｄｉｔ
ｙ　ｏｆ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”を用いて、実施例１１のＲ１９家
庭用ブランケットに剛柔度－剛性試験を実施した。中心支持棒の真後ろに分度器を含む装
置である剛柔度試験装置の中心支持棒上に、長さがおよそ４７．５インチ（±０．５イン
チ）のＲ１９家庭用ブランケットのサンプルを載せた。サンプルの端部を固定せずにぶら
下げた状態で、サンプルの下端に沿って観察しながら分度器の目盛りを読んでサンプルの
各端部の角（度数）を記録した。
【０１２３】
　耐圧縮性
　ＡＳＴＭ　Ｃ　１６５、”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍｅ
ａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｓ”に従って、実施例９のエアダクトボードの耐圧縮性を判定
した。
【０１２４】
　調整耐圧縮性
　ＡＳＴＭ　Ｃ　１６５、”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍｅ
ａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｓ”に従って、９０°Ｆおよび相対湿度９５％で１週間後の実
施例９のエアダクトボードの調整耐圧縮性を判定した。
【０１２５】
　圧縮率
　ＡＳＴＭ　Ｃ　１６５、”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍｅ
ａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｓ”に従って、実施例９のエアダクトボードの圧縮率を判定し
た。
【０１２６】
　調整圧縮率
　ＡＳＴＭ　Ｃ　１６５、”Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍｅ
ａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｓ”に従って、９０°Ｆおよび相対湿度９５％で１週間後の実
施例９のエアダクトボードの調整圧縮率を判定した。
【０１２７】
　熱面性能
　ＡＳＴＭ　Ｃ　４１１、”Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｈｏｔ　Ｓｕｒｆａｃｅ
　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｔｈｅｒｍａｌ
　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”を用いて、実施例８の硬化ブランケット、実施例１０のＲ３０
家庭用ブランケット、および実施例１１のＲ１９家庭用ブランケットに熱面性能試験を行
なった。ＡＳＴＭ　Ｃ　４１１、”Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｈｏｔ　Ｓｕｒｆ
ａｃｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｔｈｅｒ
ｍａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ”を用いて、６５０°Ｆおよび１０００°Ｆにて実施例１
２の硬化パイプ断熱製品の３×６インチ切片の熱面性能試験を行なった。断熱材にはパイ
プ熱面温度より高い測定可能な内部温度上昇はなかった。
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【０１２８】
　鉄腐食性
　ＡＳＴＭ　Ｃ　６６５と実質的に同一である内部試験手順Ｋｎａｕｆ　ＰＴＬ－１４を
用いて、実施例１０のＲ３０家庭用ブランケットおよび実施例１１のＲ１９家庭用ブラン
ケットの腐食性試験をスティールクーポンと対比して行なった。
【０１２９】
　強熱時の煙発生量
　ＡＳＴＭ　Ｅ　１３５４、”Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｈｅａｔ　ａｎｄ　Ｖ
ｉｓｉｂｌｅ　Ｓｍｏｋｅ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
　ａｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｕｓｉｎｇ　ａｎ　Ｏｘｉｇｅｎ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏ
ｎ　Ｃａｌｏｒｉｍｅｔｅｒ”を用いて、コーン熱量測定法により、比消化面積（ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ　ｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎ　ａｒｅａ）（ＳＥＡ）を計算して実施例８の硬化ブ
ランケットの強熱時の煙発生量を判定した。
【０１３０】
　熱分解時発生気体化合物
　実施例８の硬化ブランケットの熱分解時発生気体化合物を以下のように判定した：およ
そ１０ｇの硬化ブランケットを試験管に入れて２．５分間１０００°Ｆまで加熱した時点
でヘッドスペースからサンプルを採取し、ガスクロマトグラフィー／質量分析（ＧＣ／Ｍ
Ｓ）法により以下の条件で分析を行なった：炉、５０℃にて１分間（１０℃／分で１０分
間３００℃まで；注入口、２８０℃のスプリットレス；カラム、ＨＰ－５　３０ｍｍ×０
．３２ｍｍ×０．２５ｕｍ；カラム流量、１．１１ｍＬ／分（ヘリウム）；検出器、ＭＳ
Ｄ　２８０℃；注入量、１ｍＬ；検出器モード、スキャン３４～７００ａｍｕ；閾値、５
０；および抽出率、２２スキャン／秒。Ｗｉｌｅｙ質量スペクトルライブラリーでサンプ
ルのクロマトグラフピークの質量スペクトルをコンピュータ検索した。最良一致を報告し
た。０～９９の範囲の品質指数（ライブラリスペクトルに対する一致度の近さ）を生成し
た。品質指数が９０以上の同一性のピークのみ報告した。
【０１３１】
　熱硬化時発生気体化合物
　実施例１２の未硬化パイプ断熱材の熱硬化時発生気体化合物を以下のように判定した：
およそ０．６ｇの未硬化パイプ断熱材を試験管内に入れて２．５分間５４０°Ｆまで加熱
した時点でヘッドスペースからサンプルを採取し、ガスクロマトグラフィー／質量分析法
により以下の条件で分析を行なった：炉、５０℃にて１分間（１０℃／分で１０分間３０
０℃まで；注入口、２８０℃のスプリットレス；カラム、ＨＰ－５　３０ｍｍ×０．３２
ｍｍ×０．２５ｕｍ；カラム流量、１．１１ｍＬ／分（ヘリウム）；検出器、ＭＳＤ　２
８０℃；注入量、１ｍＬ；検出器モード、スキャン３４～７００ａｍｕ；閾値、５０；お
よび抽出率、２２スキャン／秒。Ｗｉｌｅｙ質量スペクトルライブラリーでサンプルのク
ロマトグラフピークの質量スペクトルをコンピュータ検索した。最良一致を報告した。０
～９９の範囲の品質指数（ライブラリスペクトルに対する一致度の近さ）を生成した。品
質指数が９０以上の同一性のピークのみ報告した。
【０１３２】
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【化１】

　表２　温度および時間に応じた硬化クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：
６）バインダーサンプルａの元素分析結果
【０１３３】
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ａ実施例４
　表３　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダーｂで調製した
ガラスビーズシェルボーン組成物ａ対基準ＰＦバインダーの測定引張強度
【０１３４】
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【化３】

ａ実施例６　ｂ実施例５　ｃ９個のシェルボーンサンプルの平均値
ｄ５ヶ月かけて作ったクエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー
の７つの異なる束のうちの１つ
ｅ５ヶ月かけて作ったクエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー
の７つの異なる束の平均値
　表４　クエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー変形例ｂで調
製したガラスビーズシェルボーン組成物ａ対基準ＰＦバインダーの測定引張強度
【０１３５】
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【化４】

【０１３６】
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【化５】

ａ実施例６
ｂ実施例５
ｃ９個のシェルボーンサンプルの平均値
ｄ５ヶ月かけて作ったクエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー
の７つの異なる束の平均値
ｅメチル水素ポリシロキサンの５０％固体乳剤となるＳｉｌｒｅｓ　ＢＳ　１０４２
ｆ同型サンプル
ｇ同型サンプル
ｈポリジメチルシロキサンの３５％固体乳剤となるＬＥ　４６
ｉアルキルシランの４０％乳剤となるＴＰＸ５６８８／ＡＱＵＡ－ＴＲＥＴＥ　ＢＳＭ４
０
ｊＰＧＮ、Ｎａｎｏｃｏｒの粘土（モンモリロナイト）の等級
ｋＣｌｏｉｓｉｔｅ　ＮＡ＋、Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓの粘土の
ナトリウム塩
ｌ吹込大豆乳剤（２５％）、ＰＥＧ　４００ジオレート（４％固体）およびグアーガム（
１％固体）を有する大豆油の２５％固体乳剤
ｍＢｅｎｔｏｌｉｔｅ　Ｌ－１０、Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓの粘
土
ｎＭｉｃｈｅｍ　４５７４５　ＰＥ乳剤（５０％）、低分子量ポリエチレンの２５％固体
乳剤
ｏボーン接着溶液、３０％固体溶液
ｐＡｘｅｌ　ＩＮＴ－２６－ＬＦ９５、脂肪系離型剤／乳剤
ｑＩＳＯ　Ｃｈｉｌｌ　Ｗｈｅｙ　９０１０
ｒ計算なし
ｓ測定なし
　表５　アンモニウムポリカルボキシレート－デキストロースバインダー変形例ｂで調製
したガラスビーズシェルボーン組成物ａ対ポリカルボン酸系バインダー対基準ＰＦバイン
ダーの測定引張強度
【０１３７】
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ａ実施例６
ｂ実施例５
ｃ９個のシェルボーンサンプルの平均値
ｄ５ヶ月かけて作ったクエン酸トリアンモニウム－デキストロース（１：６）バインダー
の７つの異なる束の平均値
ｅ３０％溶液となる２００ｇのＡＱＵＡＳＥＴ－５２９＋８７ｇの１９％アンモニア＋３
０１ｇのデキストロース＋３０１ｇの水
ｆバインダーｅ＋０．３２ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１の３００ｍＬ溶液
ｇ２００ｇのＡＱＵＡＳＥＴ－５２９＋８７ｇの１９％アンモニア＋１０１ｇの水＋０．
６ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１
ｈＡＱＵＡＳＥＴ－５２９＋ＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１（０．５％のバインダー固
体）を３０％固体に希釈
ｉ１３６ｇのペンタエリトリトール＋９８ｇのマレイン無水物＋１３０ｇの水を３０分間
還流；この結果得られた２３２ｇの溶液を１７０ｇの水および０．６ｇのＳＩＬＱＵＥＳ
Ｔ　Ａ－１１０１と混合
ｊ１３６ｇのペンタエリトリトール＋９８ｇのマレイン無水物＋１３０ｇの水＋１．５ｍ
Ｌの６６％ρ－トルエンスルホン酸を３０分間還流；この結果得られた２３２ｇの溶液を
１７０ｇの水および０．６ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１と混合
ｋ２２０ｇのバインダーｉ＋３９ｇの１９％アンモニア＋１３５ｇのデキストロース＋９
７ｇの水＋０．６５ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１
ｌ１２８ｇのクエン酸＋４５ｇのペンタエリトリトール＋１２５ｇの水を２０分間還流；
この結果得られた混合物を３０％固体に希釈、０．５％固体のＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１
１０１を添加
ｍ２００ｇのＫｅｍｉｒａ　ＣＲＩＴＥＲＩＯＮ　２０００＋２３ｇのグリセロール＋１
２３ｇの水＋０．５ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１
ｎ２００ｇのＫｅｍｉｒａ　ＣＲＩＴＥＲＩＯＮ　２０００＋３０ｇのグリセロール＋１
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ｏ１００ｇのＢＡＳＦ　ＳＯＫＡＬＡＮ　ＣＰ　１０　Ｓ＋５７ｇの１９％アンモニア＋
１９８ｇのデキストロース＋１８０ｇの水＋０．８ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１
ｐ２１１ｇのＨ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　ＮＦ１＋９３ｇの１９％アンモニア＋３２１ｇのデ
キストロース＋２２２ｇの水＋１．３３ｇのＳＩＬＱＵＥＳＴ　Ａ－１１０１
　表６　アンモニウムポリカルボキシレート－糖バインダー変形例ｂで調製したガラスビ
ーズシェルボーン組成物ａ対基準ＰＦバインダーの測定引張強度
【０１３８】
【化７】

ａ実施例６
ｂ実施例５
ｃ９個のシェルボーンサンプルの平均値
ｄ７つの異なる束の平均値
ｅＤＨＡ＝ジヒドロキシアセトン
ｆモノカルボキシレート
ｇ非カルボン酸
ｈｐＨ≧７
　表７　アンモニウムポリカルボキシレート－糖（１：６）バインダー変形例ｂで調製し
たガラスビーズシェルボーン組成物ａ対基準ＰＦバインダーの測定引張強度および強熱減
量
【０１３９】
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ａ実施例７
ｂ実施例５
ｃ３つのガラスファイバーマットの平均値
ｄＤｅｘ＝デキストロース
ｅＦｒｕｃ＝フルクトース
ｆＤＨＡ＝ジヒドロキシアセトン
ｇ２５％重量のＤＨＡと置換されたグリセロール
ｈＰＥＴｏｌ＝２５％重量のＤＨＡと置換されたペンタエリトリトール
ｉＰＶＯＨ＝２０％重量のＤＨＡと置換されたポリビニルアルコール（８６～８９％加水
分解されたポリビニルアセテート、ＭＷ～２２Ｋから２６Ｋ）
ｊＤｕｃｔｌｉｎｅｒバインダー
【０１４０】
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　表９　実施例８の硬化ブランケットの強熱時の煙発生量：クエン酸トリアンモニウム－
デキストロース（１：６）バインダー対基準ＰＦバインダー
【０１４１】
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ａＳＥＡ＝比消化面積
【０１４２】
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　表１１．　実施例１０のＲ３０家庭用ブランケットの試験結果：クエン酸トリアンモニ
ウム－デキストロース（１：６）バインダー対基準ＰＦバインダー
【０１４３】
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ａメラノイジンバインダー；５％の強熱減量を生じる基準機械条件
ｂメラノイジンバインダー；強熱減量を６．３％に上昇させる機械調整
ｃメラノイジンバインダー；強熱減量を６．６％に上昇させる機械調整
ｄ測定なし
【０１４４】
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【０１４５】
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【０１４６】
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　本発明の特定の実施形態について説明および／または例示したが、それらの有意な変形
および修正が可能であると考えられる。よって、本発明は、本明細書中に記載および／ま
たは例示した特定の実施形態に限定されない。
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