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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ギャザー状の積層弾性ウエブの製造法であって、
　縦方向に第一支持体を供給すること；
　前記縦方向に前記第一支持体と整列される第二支持体を供給すること；
　前記第一および第二支持体の間に弾性ストランド材料列を供給すること、ここで、弾性
ストランド材料は前記縦方向に伸ばされしかも前記第一および第二支持体と整列される；
　硬化性接着剤を前記両支持体の一方に施用すること；
　熱可塑性ホットメルト感圧接着剤を前記弾性ストランド材料または前記両支持体の一方
に施用すること、
　前記両支持体と弾性ストランド材料とを一緒に圧縮して、前記弾性ストランド材料を伸
ばした状態に保持している間に積層弾性ウエブを形成すること；および
　前記弾性ストランド材料にかけた縦方向の張力を解放して前記積層弾性ウエブを収縮さ
せてギャザー状弾性ウエブを形成すること
の各工程を含む前記ギャザー状積層弾性ウエブの製造法。
【請求項２】
　前記ホットメルト感圧接着剤が、スチレン－イソプレン－スチレン(SIS);　スチレン－
ブタジエン－スチレン(SBS);　スチレン－エチレン－ブチレン－スチレン(SEBS);　エチ
レン－酢酸ビニル(EVA);　非晶質ポリ－α－オレフィン(APAO);　およびエチレン－スチ
レンインターポリマー(ESI)からなる群から選択されるポリマーを含む請求項１に記載の
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方法。
【請求項３】
　前記ホットメルト感圧接着剤がスチレン－イソプレン－スチレン系接着剤である請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記硬化性接着剤を単一成分硬化性接着剤および二成分硬化性接着剤からなる群から選
択する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記硬化性接着剤がポリウレタン系接着剤である請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第一支持体が高密度ポリエチレンシートである請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第二支持体がポリオレフィンフイルムである請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第二支持体が低密度ポリエチレンフイルムである請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記感圧ホットメルト接着剤を２～２０ｇ／平方メートルの添加量で施用する請求項１
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記感圧ホットメルト接着剤を１５ｇ／平方メートルの添加量で施用する請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記硬化性接着剤を２～２０ｇ／平方メートルの添加量で施用する請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記硬化性接着剤を６ｇ／平方メートルの添加量で施用する請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記硬化性接着剤を熱硬化性単一成分接着剤、紫外線硬化性単一成分接着剤および湿分
硬化性単一成分接着剤からなる群から選択する請求項４に記載の方法。
【請求項１４】
　前記硬化性接着剤が湿分硬化性ポリウレタンである請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記硬化性接着剤と前記熱可塑性ホットメルト感圧接着剤との双方を同じ支持体に施用
する請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記硬化性接着剤と前記熱可塑性ホットメルト感圧接着剤とを異なる支持体に施用する
請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記硬化性接着剤を前記第一支持体に施用し、前記熱可塑性ホットメルト感圧接着剤を
前記弾性ストランド材料および前記第二支持体に同時に施用する請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　　　　　　　　　　　　　　　　発明の分野
　本発明は、弾性化した構造として有用な、そして、さらに具体的には窓水切り(window 
flashing)のような屋外用途に有用な積層した弾性ウエブに関する。
【０００２】
　　　　　　　　　　　　　　　　発明の背景
　多くの使い捨て用または使い捨て用でない物品は、当該物品に一カ所以上の膨張性また
は伸縮性の部分を形成する積層した弾性成分を有する。たとえば、いくらかのこれらの種
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類の物品には、スエットバンド、包袋、および使い捨ておむつの積層した弾性ウエストバ
ンド等がある。典型的には、使い捨ておむつの積層弾性成分は、二層の不織布とその間に
接着させられている弾性ストランドから構成される。この弾性ストランドは伸ばす前の状
態(pre-stretched condition)で不織布層に積層されている。弾性ストランドが緩むと、
不織布材料はギャザー状となる (gather)。積層弾性物品の一体製造のために必要とされ
る機械や道具は非常に複雑である。
【０００３】
　典型的には、弾性ストランドと支持体とはホットメルト感圧接着剤のような接着剤によ
り結合されて一緒になっている。ホットメルト接着剤は、典型的には環境温度で固体のか
たまりとして存在し、熱をかけることにより流動性の液状に変わることができる。これら
の用途では、ホットメルト接着剤を溶融状態まで加熱し、次いで、支持体に塗布する。次
いで、第二の支持体を直ぐに第一の支持体に積層し、接着剤は冷却時凝固し強力な結合を
形成する。ホットメルト接着剤の主要な利点は、液体キャリヤー（水系または溶媒系接着
剤の場合）が無いことであり、それにより、施用時の経費のかかる乾燥工程を排除できる
ことである。さらに、ホットメルト接着剤は比較的短い開放時間を有するように製造でき
、したがって、硬化および／または架橋を必要としない。よって、ホットメルト接着剤は
、典型的には、施用時に高「生(green)」強度を示す。適当なホットメルト接着剤は、関
連する支持体を接着するのに適切な結合強度を有しなければならず、適当な柔軟性、シミ
もしくはシミ通し抵抗性、商業装置で機能する適当な粘度および開放時間、貯蔵条件下で
許容できる安定性、ならびに標準的な施用温度条件下で許容できる熱安定性等も有しなけ
ればならない。
【０００４】
　積層体の構成に用いられるホットメルト接着剤に多くの異なるポリマーが使用されてき
た。この点で、典型的なホットメルト接着剤は、スチレン－イソプレン－スチレン(styre
ne-isoprene-styrene :SIS)；スチレン－ブタジエン－スチレン(styrene-butadiene-styr
ene :SBS)；スチレン－エチレン－ブチレン－スチレン(styrene-ethylene-butylene-styr
ene :SEBS)；エチレン－酢酸ビニル(ethylene-vinyl acetate :EVA)；および非晶質ポリ
－α－オレフィン(amorphous poly-alpha-olefin :APAO)等を含むポリマーを使用してき
た。これらのポリマーは、適切にブレンドされると、おむつ材料や包装材料のような典型
的な使い捨て品構成に使用される殆どの支持体間に許容できる接着性を与えるが、それら
には、窓水切りのような屋外用途に関連してそれらの有用性を損なってきたいくつかの欠
点を示す。
【０００５】
　ホットメルト接着剤のもっとも顕著な欠点の一つはそれらの耐用性に関係する。典型的
なホットメルト接着剤は、夏温度および冬温度が劇的に変動し得る屋外用途のような大き
な温度の両極端を含む条件下でよく性能を発揮しない。さらに、ホットメルト接着剤の長
期間の老化、すなわちUV安定性は、太陽光にさらされる屋外用途に伴う関心事でもある。
このように、長期間の強度を与え、UV安定性があり、そして広範囲の温度変動条件下でよ
く性能を発揮し、屋外用途において使用するために互いに積層構造物を結合する接着剤の
使用が論理上必然であるようである。しかし、このような特性を得るために、ポリウレタ
ン系接着剤のような硬化性または架橋性接着剤に向けて注意が向けられるに違いない。残
念なことに、硬化性および／または架橋性の必要性のため、そしてこのような硬化性およ
び架橋性に関連する時間のために、このような接着剤は低「生」強度しか示さず、したが
って、施用開始時適切でない結合能力しか示さない。結果として、弾性化した積層ウエブ
においてポリウレタンのような硬化性または架橋性接着剤の使用は、ウエブが製造後バラ
バラになる可能性があるので、実用的でない。
【０００６】
　　　　　　　　　　　　　　　　発明の概要
　本発明は積層したギャザー状(gathered)弾性ウエブの製造法を提供する。この方法は、
縦方向(machine direction)に第一支持体を供給すること、縦方向に第一支持体と整列し
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た第二支持体を供給すること、および第一および第二支持体間に、弾性ストランド材料が
縦方向に引っ張り第一および第二支持体と整列するように弾性ストランド材料の列を供給
することの各工程を含む。スチレン－イソプレン－スチレン系接着剤のようなホットメル
ト感圧接着剤を弾性ストランド材料に施用し、ポリウレタン系接着剤のような硬化性接着
剤を一方の支持体に施用する。その後、これら二層の支持体と弾性ストランド材料を圧縮
して積層弾性ウエブを形成し、一方でその引っ張った状態に弾性ストランド材料を維持す
る。縦方向の引っ張りを、ホットメルト接着剤が冷えしかも層を一緒に接合するまで積層
体上に維持する。その後、縦方向へのひっぱりを緩め、弾性ウエブを縮ませてギャザー状
(gathered)弾性ウエブを形成する。
【０００７】
　感圧ホットメルト接着剤は、積層した弾性ウエブを開始時に一緒に接合するのに必要な
生強度を与える熱可塑性接着剤であり、一方、硬化性接着剤は両端の温度範囲にわたって
構造物に対して長期間の強度を与え、さらに窓水切りのような屋外用途に望ましい卓越し
た紫外線安定性を与える。感圧ホットメルト接着剤は弾性ストランドを適所に開始時接着
をするのに足る強度を示すホットメルト接着剤である。一好適実施例は、おむつのような
使い捨て物品において接合性弾性ストランドに使用されるホットメルト接着剤である。硬
化性接着剤は種々の単一成分系または二成分系接着剤のいずれかのものであることができ
る。硬化性接着剤は、好ましくは、ホットメルト塗布装置を使用して施用される。たとえ
ば、単一成分系の場合、接着剤は熱硬化性または湿分硬化性であることができるが、好ま
しくは、湿分硬化性ポリウレタン系である。二成分の場合、硬化性接着剤はウレタン系で
あることも、またはエポキシ系であることもできる。
【０００８】
　支持体は、好ましくは、スパンボンド高密度ポリエチレンウエブおよび低密度ポリエチ
レンフイルムから構成される。感圧ホットメルト接着剤は、１平方メートル当たり約２～
約２０ｇの付加量で施用されるが、好ましくは、１平方メートル当たり約１５ｇである。
同様に、硬化性接着剤は、１平方メートル当たり約２～約２０ｇの付加量で施用されるが
、好ましくは、１平方メートル当たり約６ｇである。
【０００９】
　こうして、本発明の方法は各個々の接着剤の欠点を克服し、特に屋外用途に適したギャ
ザー状積層弾性ウエブの製造法を提供する。本発明の種々のその他の利点は図面および図
面の説明を検討するとき当業者に明らかとなるであろう。
【００１０】
　図面は発明を実施することを現在考えられている最適のモードを例証する。
　　　　　　　　　　　　　　本発明の詳細な記述
　図１は、本発明により構成された細長いギャザー状、積層弾性ウエブ１０を示す。図１
には積層弾性ウエブ１０の一部しか示されていないが、積層弾性ウエブ１０は、最終使用
者により所望の長さに後に切断される連続長であると理解すべきである。その好適な実施
態様では、積層弾性ウエブ１０はほぼ８インチ幅であるが、用途に依存して積層弾性ウエ
ブ１０の幅は変動できる。本発明の好適な実施態様では、積層弾性ウエブ１０は、ウエブ
１０の連続長に沿う縦方向において長手方向に延びる４６本の個々の弾性ストランドを含
む。本発明では、積層弾性ウエブ１０の特定の最終使用に依存して、それより長いまたは
それより短い弾性ストランド１４を使用できることを了解すべきである。好適な実施態様
では、弾性ストランド１４は、DuPontから商業的に入手できるLycra（登録商標） XA（区
分(segmented)ポリウレタン）からなる個々のストランドである。ウエブ１０に所望の弾
性を与える限り、弾性ストランド１４に代わり、種々のフイルム、糸または接着剤のよう
なその他のタイプの弾性材料と置換することができると考えられる。
【００１１】
　今、特に図６に言及すると、積層弾性ウエブ１０は、好ましくは、第一支持体すなわち
層１６および第二支持体すなわち層１８を含有する。本発明はこの二層を有する積層体に
限定されないことが指摘されるべきである。本明細書中で開示する製造技術は、三層以上
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の積層弾性ウエブについて、あるいは、単層を有する積層弾性ウエブについてさえ使用で
きる。図６に示した好適な形態では、第一層１６および第二層１８は、その間に弾性スト
ランド１４を捉え、挟む。一定の場合では、第一層１６および第二層１８は同類の材料で
あることができ、他の場合では、類似していない種類の材料であってもよく、ウエブ１０
の所望の最終用途に依存する。特定の実施例として、第一層１６の好適組成物は、Du Pon
tからTyvek(登録商標）という販売名で商業的に入手できるスパンボンド高密度ポリエチ
レンウエブ材料である。第二層１８は、Clopay, Inc.のような多くの供給者から入手でき
る線状低密度ポリエチレンフイルム材料が好ましいが、その他の多くのポリオレフィンフ
イルムのいずれかから構成することもできる。
【００１２】
　図６および図７に言及すると、接着剤層２０により第一層１６および第二層１８の間に
弾性ストランド１４を保持する。層２０の適当な接着剤は、両層１６および１８間で弾性
ストランド１４が滑らないような適当な接着特性を示す。さらに、選択した接着剤層２０
は、第一層１６を第二層１８に接着させるのに適した結合を与えるべきである。本発明の
好適な実施態様では、接着剤層２０は二種の異なる接着剤、すなわち、Bostik Findley, 
Inc.(本願の出願人）から入手できるスチレン－イソプレン－スチレン(SIS)系接着剤製品
番号H2385のような感圧ホットメルト接着剤と、Bostik Findley, Inc.から入手できる脂
肪族湿分硬化ポリウレタン系接着剤製品番号XPU 18228（これも、Bostik Findley, Inc.
から入手できる）のような硬化性接着剤とから実際に構成される。
【００１３】
　現在の本発明の積層体１０は、図２に概略的に示したような高速(たとえば、300-600 f
pm)積層機を使用して、第一層１６および第二層１８ならびに弾性ストランド材料１４の
列を一緒にあわせることにより製造できる。用語「列」は、支持体１６および１８間で結
合されたストランド１４の配列またはパターンを称する。現今の積層ウエブ１０では、ス
トランド１４を単一平面状に互いに平行で間隔を置いて供給される。当業者は、異なる列
を使用できることを認識するであろう。さらに、図２は都合上単一線としてストランド１
４の列を示すことも了解すべきであり、したがって、図２のこの線はストランド１４の全
列を表す。第一シート層１６は供給ロール２２から配され、予め定められた速度で接着剤
塗布装置２８、回転ロール２６、ニップロール２４および２４’により形成されるニップ
２５に向けて供給される。一列の弾性ストランド１４が縦方向に整列し、積層プロセスの
間、好ましくは伸ばす前の長さの約１５０％～３５０％、そして最も好ましくは約２００
％～３００％伸ばした状態に縦方向に張力をかける。弾性ストランドは第一層１６、第二
層１８を収縮させるのに足るよう伸ばされるべきであるが、弾性ストランド１４が破壊し
プロセスの中断をもたらすような伸ばしではない。
【００１４】
　弾性ストランド１４の列は、弾性ストランドアンワインドステーション３０からニップ
２５に供給される。弾性ストランドアンワインドステーション３０は、個々の弾性ストラ
ンド１４を分配するための複数のスプール（図示せず）を含む。ステーション３０内のス
プールから弾性ストランド１４を引っ張り、それらの伸ばしていない長さの少なくとも１
５０％に予め伸ばす。本発明の好適な実施態様では、弾性ストランド１４をその伸ばして
いない長さのほぼ２８０％まで予め伸ばす。
【００１５】
　予備伸張させた弾性ストランド１４を回転ロール２６を経てニップ２５に供給する。積
層機を、約３００フィート／分の一定のライン速度で操作するが、条件に依存してこれを
調節できる。第二シート層１８は、供給ロール３２から運ばれ、層１６およびストランド
１４と整列し、層１６およびストランド１４と同じライン速度で機械のニップ２５に供給
される。好ましくは、第一層１６および第二層１８は約８インチ幅の材料からなるウエブ
である。ウエブは積層用機械において究極的にスライスされることができ、各が所望の幅
の一定数の積層ウエブを形成できる。
【００１６】
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　湿分硬化性接着剤のような硬化性接着剤を、接着剤塗布装置２８を使用して層１６上に
施用する。場合により、硬化性接着剤は、塗布装置４４を使用して層１８上に施用するこ
ともできる。適当な塗布装置の例はスプレーおよびスロットコーターであり、好ましくは
スロットコーターである。
【００１７】
　感圧ホットメルト接着剤のような接着剤を、接着剤塗布装置３５を使用してストランド
１４上に塗布する。適当な接着剤塗布装置の例はスプレーおよびスロットコーターである
。ホットメルト接着剤を熱貯蔵装置中で溶融状態に保持し、そこから、それぞれ、ノズル
またはダイオリフィスを経てポンプ押し出し、ストランド１４に施用できる。図１に示し
た実施態様では、弾性ストランド１４の列上に溶融吹込(meltblown)噴霧されている。第
一層がスパンボンド高密度ポリエチレンウエブであり、第二層が線状低密度ポリエチレン
フイルムである場合の好適な実施態様では、接着剤は、好ましくは、低密度ポリエチレン
シートに面するストランド１４側に施用する。さらに、まず層１６に硬化性接着剤を塗布
し、その後、ストランド１４上にホットメルトを塗布するのが好ましい。
【００１８】
　第一シート層１６および弾性ストランドの列は第二層１８と接触状態をもたらし、この
第二層１８は、供給ロール３２から二重反転ニップロール２４および２４’により形成さ
れるロールニップ２５に向けて配送される。第一層１６および第二層１８を強制的に（圧
縮することにより）引っ張って伸ばした弾性ストランド１４の列、ホットメルト接着剤お
よび硬化性接着剤とロールニップ２５で直接接触させ、第一シート層１６と第二シート層
１８との間に挟まれた引っ張って伸ばした弾性ストランド１４と一緒になってぴんと張っ
た積層体３４を形成する。張力は、積層体３４が張力用ロール３６、３６’を通過するま
で積層体３４上に保持する。図５にぴんと張ったまたは引っ張って伸ばされた積層体を概
略的に示す。これにより、ホットメルト接着剤が冷えて層１６、１８が一緒に接合してか
ら、縦方向の張力を緩める。ロール３６、３６’後で縦方向張力を緩め、弾性ストランド
１４が収縮して蛇腹状に層が収縮するため、積層体の長さの減少をもたらし、ギャザー状
の積層体１０を形成する。この収縮過程を図３に概略的に示す。ギャザー状積層体１０を
Ｊ－ボックス４０のような集積室に供給する。Ｊ－ボックス４０は、アキュムレーターと
して作用し、集積室を入るギャザー状積層体と、積層体１０が入る速度よりも遅い速度で
出るような集積室を出る積層体との間に別の速度差を形成する。さらに積層体が緩めるこ
とができるようにするために、ループステーション(festooning station)４２で積層体を
集めることができ、そこで積層体１０を前後の動きで方向付けしてボックス中に層を形成
する。ギャザー状ウエブまたは積層体を図４に断面の概略図を示す。
【００１９】
　弾性ストランド１４の張力が解放されるとき、ホットメルト接着剤が第一層１６および
第二層１８と弾性ストランド１４列との間で強力な接着剤結合を形成していることが重要
である。よって、ホットメルト接着剤が高い初期粘着を与え、ストランド１４と層１６、
１８との間に強力な結合を迅速に与えることが重要である。好ましくは、接着剤が良好な
上昇温度耐クリープ性を示し、ストランドを適所に適切に結合することも望ましい。好適
な例には、スチレン－イソプレン－スチレン(SIS)、スチレン－ブタジエン－スチレン(SB
S)、スチレン－エチレン－ブチレン－スチレン(SEBS)、エチレン－酢酸ビニル(EVA)、非
晶質ポリ－α－オレフィン(APAO)、およびエチレン－スチレンインターポリマー(ethylen
e-styrene interpolymer :ESI)からなる群から選択されるポリマーを有する熱可塑性ホッ
トメルト感圧接着剤等がある。最も好適なものはスチレン－イソプレン－スチレン(SIS)
ブロックコポリマーに基づく接着剤である。好適なホットメルト感圧接着剤は、Bostik F
indley, Inc.製の製品番号H2385の下で入手できるSIS系製品である。
【００２０】
　ホットメルト接着剤は、好ましくは、該接着剤が層間で良好な結合強度を与えるように
選択され、良好な紫外線および熱安定性も与える。ホットメルト接着剤組成物の組み合わ
せは異なる貯蔵装置からの別のオリフィスに供給することにより使用できる。たとえば、
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おむつ製造に使用されるのに当業界で公知のスチレン－イソプレン－スチレンのような高
い初期粘着を与える第一ホットメルト接着剤を施用し、ついで、別のオリフィスから供給
される別のホットメルト接着剤を施用できる。後者の接着剤は雨押さえのような屋外用途
にも望ましい高い柔軟性のようなその他の望ましい特性を与える。
【００２１】
　上述したホットメルト感圧接着剤に加えて、本発明の方法は硬化性接着剤を利用し、積
層体１０に長期強度と耐久性を与える。このような窓雨押さえのような用途において、積
層体１０は、夏温度および冬温度ならびに太陽光による広範囲の温度の両端を受け得る（
太陽光は積層体が優れた長期間老化、すなわち、UV安定性、特性を有することを必要とす
る）。上述したように、ホットメルト感圧接着剤が優れた「生」強度を与え、製造時初期
に共に積層を保持するが、このようなホットメルト接着剤は適切な長期間の強度、温度抵
抗性および耐久性を与えない。したがって、硬化性接着剤、たとえば、熱硬化性、紫外光
硬化性（UV硬化性）、もしくは湿分硬化性である一成分接着剤、または架橋可能な二成分
接着剤のような接着剤を使用できる。好適な硬化性接着剤はポリウレタン系であり、そし
て最も好ましくは、Bostik Findley, Inc.よりXPU18228称呼で入手できる脂肪族湿分硬化
ポリウレタンである。その他の例には二成分ポリウレタン接着剤および二成分エポキシ接
着剤等がある。湿分硬化性接着剤を使用するとき、少なくとも一方の支持体を水分透過性
にすべきである。硬化性接着剤をスロット塗布装置２８を使用して層１６および／または
スロット塗布装置４０を使用して層１８に直接施用する。ついで、ホットメルト感圧接着
剤を弾性ストランド１４上に溶融吹きつけ噴霧をし、当該ストランド１４は支持体１８上
約１インチに位置し、それからニップ２５に入る。硬化性接着剤を約２～約２０ｇ／平方
メートルの量の添加範囲で施用できるが、好ましくは、約６ｇ／平方メートルの量の添加
で施用する。同様に、感圧ホットメルト接着剤を約２～約２０ｇ／平方メートルの量の添
加範囲で施用できるが、しかし、約１５ｇ／平方メートルの量の添加で溶融吹きつけ噴霧
が好ましい。好適なホットメルト感圧接着剤はSIS系製品でBostik Findley, Inc.から製
品番号H2385で入手できる。
【００２２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　実施例１
　本実施例は、エンボスでクレープフラッシュスパン不織布高密度ポリエチレンからなる
第一層、線状低密度ポリエチレンフイルムを含む第二層、およびこれらの二層の間に挟ま
れた一連のスパンデックスヤーンを含む収縮した積層体を示すが、これらの二層は二種類
の接着剤の組み合わせを使用して結合されており、その一種は熱可塑性ホットメルトであ
り、もう一種は水分硬化性ポリウレタン接着剤である。本実施例では、上述した（図１）
装置と方法を使用した。
【００２３】
　積層速度３００フィート／分で、１フィラメント当たり６２０decitexの線状密度を有
する(E.I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington Delawareから入手)一連の４８本のス
トランドLycra（登録商標）XAスパンデックス(E.I. du Pont de Nemours & Co., Wilming
ton Delawareから入手)を用いて上記二層を積層した。第一層のエンボス側はスパンデッ
クス列に隣接させた。個々のスパンデックスストランドは最外ストランド間７．６２５イ
ンチ（１９．４ｃｍ）で等しい間隔だった。積層中、Lycra（登録商標）XAスパンデック
スを２８０％の伸び率に引っ張った。計測ヘッドにおいて空気温度３９０°Ｆ、空気圧10
 psi条件下で Bostik Findley, Inc.製H-2385スチレン－イソプレン－スチレンホットメ
ルト接着剤をJ&M Laboratories (Dawsonville, Georgia)製のDF2スプレーを使用してシー
ト１６上に直接施用し、Bostik Findley, Inc.製XPU 18288ポリウレタン硬化性接着剤を
、幅８．５インチ(21.6 cm)のシート１８上に直接スロットダイ塗布装置を使用して施用
した。スチレン－イソプレン－スチレン(H-2385)ホットメルト接着剤を３８０°Ｆのタン
ク中に保持し、１５ｇ／ｍ2の追加施用をし、ポリウレタン接着剤を２５０°Ｆのタンク
中に保持し、６ｇ／ｍ2の追加施用をした。開放時間（シート１６上にホットメルトをス
プレーした点と、ニップロールにTyvek（登録商標）シート、Lycra（登録商標）AXスパン
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デックス、ホットメルト、ポリウレタンおよびポリエチレンが合致する点との間の時間）
は０．４３秒（１３インチ(33 cm)の距離に相当）だった。ニップロール圧を４０ｐｓｉ
に設定した。幅８インチ(20.3 cm)のスリッターをプロセスの終わりに配置した。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明にしたがって製造されたギャザー状積層弾性ウエブの斜視図であ
る。
【図２】図２は、図１に示したギャザー状積層弾性ウエブを製造するのに使用される装置
を例証する概略図である。
【図３】図３は、ウエブの弾性が緩むにつれて、積層弾性ウエブの種々の伸縮度を例証す
る、図１に示された積層弾性ウエブの平面図である。
【図４】図４は、比較的ギャザーの強い状態の積層弾性ウエブを例証する図３の線４－４
に沿ってとった部分断面図である。
【図５】図５は、伸ばした状態の積層弾性ウエブを例証する図３の線５－５に沿ってとっ
た部分断面図である。
【図６】図６は、二層の支持体層およびその中で貫通して伸びる弾性ストランド間の接着
剤結合を例証し、分かりやすく見せた、線６－６に沿ってとった部分断面図である。
【図７】図７は、二層の支持体層間に保持された弾性ストランドをさらに例証する図６の
線７－７に沿ってとった部分断面図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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