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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホットメルト接着剤であって、
　（ａ）１５～２０質量％の、トルエン中で２５質量％、２２．８℃（７３°Ｆ）での粘
度が２Ｐａ・ｓ（２０００ｃＰ）より大であるような分子量及び、３２質量％未満のスチ
レンを有するスチレン－ブタジエン－スチレンブロックコポリマー、
　（ｂ）５～２０質量％の芳香族エンドブロック樹脂、
　（ｃ）４５～６５質量％の、１００～１０５℃の環球軟化点を有するミッドブロック樹
脂、
　（ｄ）５～２０質量％の油、及び
　（ｅ）０．３～１．５質量％の酸化防止剤
を含む、前記接着剤。
【請求項２】
　請求項１に記載のホットメルト接着剤であって、そこで、前記接着剤は１６２．８℃（
３２５°Ｆ）で３５Ｐａ・ｓ（３５，０００ｃＰ）未満の粘度及びハング－ビーズ時間で
測定して４５秒より大きい凝集強さを有し、かつ、前記接着剤は４０℃で２．１５Ｎ／ｃ
ｍ２（５０ｏｚ／ｉｎ２）より大きいループ粘着性及び１５Ｎ／ｃｍ２（１５×１０５ｄ
ｙｎ／ｃｍ２）未満の剛性を有する、前記接着剤。
【請求項３】
　請求項１に記載のホットメルト接着剤を用いて製造された、使い捨て製品。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は多目的ホットメルト接着剤に向けられており、前記接着剤は組み立て用及び弾性
接着用接着剤の両方として使い捨て物品に用いるのに適切であり、前記接着剤はトルエン
中で２５％で、１Pa・ｓよりも大きい溶液粘度を有する、放射状もしくは線状スチレン－
ブタジエン－スチレンまたは「ＳＢＳ」コポリマーと組み合せて、エンドブロック樹脂を
含む。
【０００２】
【従来の技術】
使い捨て製品の製造において、ホットメルト接着剤は典型的には高温〔約１２１～１７７
℃（２５０～３５０°Ｆ）で加工中の品、典型的には、ポリエチレンまたはポリプロピレ
ンフィルム、不織布、吸収性材料、組織またはフィルムに直接に押し出され、次いで、そ
れは、ホットメルト接着剤を用いて他の不織布、吸収性材料、組織またはフィルムに接着
することができる。接着剤の塗布は細線法、多点法、多線法または噴霧技術により押し出
すことができる。ホットメルト接着剤は積層するのにまたはゴムひもを、特に使い捨てお
むつのウエストまたは脚帯の閉鎖のために接着するのに用いる。弾性接着は積層ももたら
す。
【０００３】
使い捨て物品の組み立てにおいては、種々の材料が広範囲な条件で接着されるから、性能
を最適化するために、使い捨て物品の製造において用いるために別個の接着が発展してき
た。これは特に弾性接着及び積層組み立てにおいて真実である。組み立ては、調節し得る
、比較的に低粘度、長いオープンタイム及び積層物の機械的結合性を維持するのに十分な
接着強度を必要とする。しかしながら、弾性材料を支持体に接着するために、応力をかけ
た時、弾性体が、支持体の表面に呼応して動かないかまたは部分的または完全に離れない
ことを保証する、高耐クリープ性を示す異なった接着剤が用いられる。
【０００４】
各々異なった配合及び性質を有する、積層組み立てのため及び弾性接着目的のための別個
の接着剤を用いることは使い捨て物質を製造する複雑さを増加させ、生産性を低下させる
ことがある。さらに、多数の接着剤が必要なら、棚卸しの問題及び貯蔵の問題は増加する
。弾性接着のために不適当な接着剤が用いられたなら、接着剤層破損をもたらすことがあ
る。また、アプリケーターがつまることがある。上記問題は劣った製品、損失生産または
その両方をもたらすことがある。
【０００５】
したがって、積層用途及び弾性接着用途の両方に適応し得る接着剤を与える性質を有する
単一の接着剤に対する実質的な要求が存在する。
組み立て用接着剤は、軟かく（粘着性）、高剥離強さ、長いオープンタイム及び低い凝集
強さを有する。弾性接着用接着剤は、組み立て用接着剤よりも剛く（それほど粘着性でな
い）、凝集強さが高く、オープンタイムが短い。多目的用途、特に弾性接着のために、剛
性、凝集強さ及びオープンタイムのバランスが良好な性能のために必要である。
【０００６】
スチレン－イソプレン－スチレンまたは「ＳＩＳ」ブロックポリマーが使い捨て製品にお
ける弾性接着のために一般的に用いられる。同じメルトインデックス及びゴム含量につい
て、他のブロックコポリマーと比較した時に、ＳＩＳポリマーは高い分子量及び軟かい接
着剤製品を与えるから、ＳＩＳが選択される。弾性接着に用いられる接着剤は適当な凝集
を得るために高含量のゴム及びエンドブロック樹脂を含有する必要がある。たとえば、ア
ルパーへの米国特許第５，１４９，７４１号は３５部のＳＩＳコポリマーに組み合わせて
１０部のエンドブロック樹脂を含む弾性接着用接着剤を開示している。
【０００７】
本明細書で用いる時、ポリマーの「ミッドブロック」は実質的に脂肪族であるポリマーブ
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ロックをいう。下記で論ずるように、「ミッドブロック樹脂」はポリマーのミッドブロッ
クと相容する粘着付与剤をいう。ポリマーの「エンドブロック」は実質的に芳香族である
ポリマーブロックをいう。下記に詳細に論ずるように、「エンドブロック樹脂」は実質的
に芳香族で、ポリマーのエンドブロックと相容性である。
【０００８】
同様なポリマー含量、メルトインデックス及びエンドブロック樹脂レベルで、相当するＳ
ＢＳベース接着剤は、高剛性のためＳＩＳほど感圧性でない。より高い剛性はブタジエン
対イソプレンのより低いからみ合い分子量（より高いからみ合い密度）に起因する。米国
特許第５，０７１，５７１号（Malcolm ）は低含量の非常に高分子量のＳＢＳコポリマー
を含む弾性接着のための接着剤を開示している。
【０００９】
エンドブロック樹脂は、感圧接着剤における凝集強さを改良するために、一般的にＳＩＳ
とともに用いる。エンドブロック樹脂が一般的にはＳＢＳとともに用いられないのは、イ
ソプレンミッドブロックに比較してブタジエンミッドブロックは極性が高いため、エンド
ブロック樹脂がエンドブロックに実際に到達することを確実にすることが困難であり、し
たがって、エンドブロック樹脂をミッドブロックに大量に溶解化させる傾向があるからで
ある。さらに、エンドブロック樹脂は一般的にはＳＢＳベースの弾性接着用接着剤に用い
られない。米国特許第４，９４４，９９３（Raykovitz ）号はエンドブロックを有するス
チレン含量が３５％より大きい低分子量の放射状ＳＢＳポリマー及びそれらを組み立て用
及び弾性接着用接着剤として用いることを開示している。
【００１０】
エンドブロック樹脂は前記ブロックコポリマー鎖のスチレン部分と会合する時のみ効果が
ある。ブタジエン及びスチレンの溶解度パラメーターが接近しているため、エンドブロッ
ク樹脂は低分子量ＳＢＳコポリマーのミッドブロックまたはブタジエン部分と会合する。
しかしながら、高分子量ＳＢＳコポリマーにおいては、より長いブタジエン鎖は同じ程度
までこの会合を奨例しない。この影響はレオロジー曲線により示すことができ、ブタジエ
ンブロックのＴｇはこのレオロジー曲線に従うことがある。たとえば、１０部のミッドブ
ロック樹脂をエンドブロック樹脂で置換すると、理論ではミッドブロックのＴｇは低下す
るはずである。上記置換後、ミッドブロックのＴｇが高ければ高いほど、エンドブロック
樹脂はゴムの（エンドブロックの代りに）ミッドブロック中にある。
【００１１】
本発明に従って、エンドブロック樹脂と組み合わせて、低レベルで高分子量ゴムを用いる
ことにより、エンドブロック樹脂とゴムのスチレンブロックとの会合のため、高い凝集強
さの接着剤を得ることができる。さらに、用いられたゴムの量が少ないから、剛性が低く
、したがって、粘着性が高い。同じ理由から、オープンタイムはいまだ、多目的用途のた
めに十分に高い。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明により、弾性接着及び組み立て用の両方に用いるための多目的接着剤
が、高分子量で、高いスチレン含量でない放射状または線状ＳＢＳコポリマー及びエンド
ブロック樹脂から製造できることが、予想外に発見された。
本発明の接着剤は、良好な凝集強さ（弾性接着）並びに良好な積層接着のための長いオー
プンタイム及び低剛性の両方を有している。高分子量ＳＢＳコポリマーは、低分子量ＳＢ
Ｓコポリマーを用いることに比較した時、軟かく、長いオープンタイムを有するより感圧
性の接着剤を与える、より少ない量の高分子量ＳＢＳコポリマーを用いることを可能にす
る。さらに、エンドブロック樹脂の存在は、同じ増加したレベルの凝集を得るために系に
より多くのコポリマーを加えることに比較した時、より低粘度で、より高い凝集を与える
。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
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本発明はエンドブロック樹脂と、トルエン中で２５％で粘度が１Pa・ｓ（１０００cP）よ
りも高いような分子量を有する、高分子量スチレン－ブタジエンブロックコポリマーを含
む、使い捨て組み立て物に適切なホットメルト接着剤に向けられている。
本発明に従って、高分子量のゴムポリマーを有するエンドブロック樹脂を使用することは
、組み立て用及び弾性接着用接着剤の両方として用いるのに適切な多目的ホットメルト接
着剤を与えることが分かった。特に、トルエン中で２５％で１Pa・ｓより大きい溶液粘度
を有する放射状または線状ＳＢＳコポリマーと組み合せてエンドブロック樹脂を含む、高
レベルの耐クリープ性、結合強さ及び低粘度プロフィルを有する多目的接着剤を製造する
ことができることが分かった。本発明の接着剤は、長いオープンタイム、低い剛性及び良
好な凝集強さを持ち、これらのすべての性質はこの接着剤を有効な多目的接着剤と評価す
るだろう。
【００１４】
本発明は、トルエン中で２５％で、粘度が１Pa・ｓよりも大きいような分子量のＳＰＳポ
リマー及びエンドブロック樹脂を含む多目的ホットメルト接着剤に向けられている。
【００１５】
　本発明のホットメルト接着剤において有用なポリマーは、次の一般的配置の内１つを有
するブロックまたは多ブロックコポリマーであって、
　（Ａ－Ｂ）n －Ａまたは（ＡＢ）n －Ｘまたは（Ａ－Ｂ）n

式中、Ｘは２以上の官能性を有する多価カップリング剤で、ポリマーブロックＡは非エラ
ストマーポリマーブロックで、ポリマーブロックＢはブタジエンのエラストマーポリマー
ブロックである。変数「ｎ」は１以上の整数である。本発明で有用なコポリマーは線状ま
たは放射状である。放射状コポリマーにあっては、Ｘの官能性は３以上である。好ましく
はコポリマーは線状である。あるレベルのジブロックコポリマー、ＡＢ、は設計によるか
またはＡＢ腕の不完全なカップリングのために存在し得る。ジブロックは、粘着性、剥離
性及びオープンタイムの増化のためには有益であるが、これはその凝集強さの低下の影響
と釣り合わさなければならない。ジブロックレベルは一般に５０％未満、好ましくは３０
％未満である。
【００１６】
カップリング剤、「ｘ」の例は２官能性のジブロムエタン、両方共３官能性の、トリスノ
ニルフェニルホスファイト及びトリクロルメチルシラン及び４官能性のテトラクロルシラ
ンを含む。
非－エラストマーブロックＡは、ビニルモノマー、たとえば、ビニルアレーン、ビニルピ
リジン、ハロゲン化ビニル及びビニルカルボキシレート並びにアクリルモノマー、たとえ
ば、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリル酸のエステル等を含むことができ
る。モノビニル芳香族炭化水素は、スチレン、ビニルトルエン、ビニルキシレン、エチル
ビニルベンゼン、並びに２環式モノビニル化合物、たとえば、ビニルナフタレン等を含む
。他の非エラストマーポリマーブロックは、α－オレフィン、アルキレンオキシド、アセ
タール、ウレタン等に由来し得る。全コポリマー組成物の３５質量％未満の量のスチレン
が好ましく、２５～３２質量％のスチレンがより好ましいが、できるだけ少量でスチレン
が用いられることが最も好ましい。
【００１７】
コポリマーの残部を構成する、エラストマーブロック成分であるＢは、部分的にまたは実
質的に水素添加されていても、いなくてもよいブタジエンである。ブタジエン単位の水素
添加は当業者が熟知している条件下で起こる。
本明細書で用いるのに最も好ましいのは、エラストマーブロックがブタジエンで、非－エ
ラストマーブロックがスチレンで、かつ、コポリマーが、トルエン中で２５％での溶液粘
度が１Pa・ｓ（１０００cP）より大きく、好ましくは２Pa・ｓ（２０００cP）より大きく
、最も好ましくは約４Pa・ｓ（４０００cP）であるような分子量を有する、線状Ａ－Ｂ－
Ａ　３ブロックコポリマーである。
【００１８】
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本明細書で有用な、典型的なゴム状ブロックコポリマーはポリスチレン－ポリブタジエン
－ポリスチレン及び、たとえば、ポリスチレン－ポリ（エチレン－ブチレン）－ポリスチ
レンである。重合条件に依存して、ポリブタジエンミッドブロックは種々の割合のシス－
１，４付加、トランス－１，４付加及び１，２付加を含有するだろう。１，２付加のレベ
ルが高い程、与えられた分子量の粘度を低くするのに望ましいかもしれない。これらのコ
ポリマーは当業者に熟知されている方法を用いて製造し得る。代りに、これらのポリマー
は、シェルケミカルカンパニーから、Ｋｒａｔｏｎ　Ｄ１１０１の商品名｛３１％のスチ
レン含量及びトルエン中で２５％での粘度４Pa・ｓ（４０００cP）｝及びＫｒａｔｏｎ　
Ｄ１１８４の商品名｛３０％のスチレン含量及びトルエン中で２５％の粘度２０Pa・ｓ（
２０，０００cP）｝で得ることができる。他の市販のコポリマーの例は、EniChem Americ
as (Agip USA Inc. ）から入手できる、ＳＯＬＴ　６３０２｛スチレン３０％、トルエン
中２５％での粘度、４Pa・ｓ（４０００cP）及びDexco から入手できる、ＤＰＸ５６３｛
３１％のスチレン含量及びトルエン中２５％の粘度７．９７０Pa・ｓ（７９７０cP）｝を
含む。
これらのスチレン含有コポリマーと他の相容性ブロックコポリマーとのブレンドも用い得
る。
【００１９】
接着剤中で用いられるコポリマーの最適量は最終用途に依存して変わるだろうが、コポリ
マーは一般に接着剤配合物中で、３５％未満、好ましくは約１５～２０質量％、最も好ま
しくは約１８質量％のレベルで存在するだろう。本発明のホットメルト接着剤において用
いられるコポリマーは、高分子量のコポリマーであるから、長いオープンタイム及び軟か
い生成物をもたらすのにほんの少量を用いる必要がある。
本発明のホットメルト接着剤組成物は、ＳＢＳコポリマーのミッドブロックと相容性の粘
着付与剤も含み得る。代表的な樹脂は、Ｃ5 ／Ｃ9 炭化水素樹脂、合成ポリテルペン、ロ
ジン、ロジンエステル、天然テルペンなどを含む。
【００２０】
より詳細には有用な粘着付与樹脂は、あらゆる相容性樹脂またはそれらの混合物、たとえ
ば、（１）ガムロジン、ウッドロジン、トール油ロジン、蒸留ロジン、水素添加ロジン、
２量化ロジン及び重合ロジンを含む天然並びに変性ロジン、（２）淡色ウッドロジンのグ
リセロールエステル、水素添加ロジンのグリセロールエステル、重合ロジンのグリセロー
ルエステル、水素添加ロジンのペンタエリスリトールエステル及びロジンのフェノール変
性ペンタエリスリトールエステルを含む、天然ロジン及び変性ロジンのグリセロールエス
テル並びにペンタエリスリトールエステル、（３）天然テルペンのコポリマー及びターポ
リマー、たとえば、スチレン／テルペン及びα－メチルスチレン／テルペン、（４）テル
ペン炭化水素、たとえば、ピネンとして知られる２環式モノテルペンのフリーデル－クラ
フト触媒の存在下における適度に低い温度での重合に一般的に起因するポリテルペン樹脂
、水素添加ポリテルペン樹脂も含まれる、（５）フェノール変性テルペン樹脂及びそれら
の水素添加誘導体、たとえば、２環式テルペン及びフェノールの酸性媒体中での縮合から
生じる樹脂生成物、（６）主としてオレフィン及びジオレフィンからなるモノマーの重合
から生じる脂肪族石油炭化水素樹脂、水素添加脂肪族石油炭化水素樹脂も含まれる、及び
（７）環式石油炭化水素樹脂及びそれらの水素添加誘導体を含む。
【００２１】
上掲樹脂も選択された樹脂の分子量に依存して固体または液体でよい。２以上の上記粘着
付与樹脂の混合物がある配合物に必要とされる。環式または非環式Ｃ5 樹脂及び芳香族変
性非環式または環式樹脂も含む。芳香族変性環式または非環式Ｃ5 樹脂が好ましい。
好ましい粘着付与剤は、１００～１０５℃の環球軟化点を有する石油由来のＣ5 ／Ｃ9 炭
化水素樹脂である。粘着付与剤（「ミッドブロック樹脂」ともいう）は、本発明の接着剤
組成物中に、組成物の３０～７０質量％、好ましくは、５０～６５質量％の量で存在する
。
【００２２】
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本発明は、２～３０質量％の実質的に芳香族である、エンドブロック樹脂も包含する。上
記エンドブロック樹脂の例は、重合性の不飽和基を有するあらゆる実質的に芳香族モノマ
ーから製造し得る。上記芳香族モノマーの典型的な例は、スチレン性モノマーである、ス
チレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン、メトキシスチレン、第３級ブチルスチレ
ン、クロルスチレンなど、インデン及びメチルインデンを含むインデンモノマーを含む。
芳香族エンドブロック樹脂は好ましくは５～２０質量％の量で存在する。好ましいのは、
両方共、ハーキュレス・インコーポレイティドから入手できるα－メチルスチレン樹脂で
ある、ＨＥＲＣＯＬＩＴＥ２４０またはＫＲＩＳＴＡＬＥＸ５１４０である。
【００２３】
本発明のホットメルト接着剤は０～３０質量％の油希釈剤も含む。適切な可塑化油または
増量油はオレフィンオリゴマー及び低分子量ポリマー並びに植物油及び動物油及びそれら
の誘導体を含む。用い得る石油由来の油は、ほんの少割合の芳香族炭化水素（好ましくは
、油の３０質量％未満、より好ましくは１５質量％未満）を含有する比較的に高沸点の物
質である。代りに油は全体的に非－芳香族であってもよい。適切なオリゴマーは、約３５
０～約１０，０００の平均分子量のポリプロピレン、ポリブテン、水素添加ポリイソプレ
ン、水素添加ポリブタジエン等を含む。好ましいのは、ペトロカナダから入手できる鉱油
であるＬＵＭＩＮＯＬ　Ｔ３５０及びウィトコ・コーポレイションから入手できるＫＡＹ
ＤＯＬ
ＯＩＬである。
【００２４】
本発明のホットメルト接着剤は０～３質量％、好ましくは、０．３～３．０質量％の酸化
防止剤も含む。本明細書に包含される利用し得る安定剤または酸化防止剤の中では、ヒン
ダードフェノールまたはヒンダードフェノールと第２級酸化防止剤、たとえば、チオジプ
ロピオン酸ジステアリル（「ＤＳＴＤＰ」）またはチオジプロピオン酸ジラウリル（「Ｄ
ＬＴＤＰ」）との組み合わせである。本明細書で用いられるヒンダードフェノールは、フ
ェノール化合物のフェノール性水酸基に近接して立体的にかさばった基を含有するフェノ
ール化合物である。水酸基の近くにこれらの立体的にかさばった置換基が存在することは
、その延伸頻度を遅らせ、結果として反応性を遅らせることに役だつ。この立体障害はフ
ェノール化合物に安定化特性を与える。
【００２５】
代表的ヒンダードフェノールは次のものを包含する。１，３，５－トリメチル２，４，６
－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、テトラキス－
３（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸ペンタエリスリチ
ル、テトラキス（３－ラウリルチオジプロピオン酸）ペンタエリスリトール、（３，５－
ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェノール）プロピオン酸ｎ－オクタデシル、４，４′
－メチレンビス（２，６－ｔ－ブチルフェノール）、４，４′－チオビス（６－ｔ－ブチ
ル－０－クレゾール）、２，６－ジ－ｔ－ブチルフェノール、６－（４－ヒドロキシフェ
ノキシ）－２，４－ビス（ｎ－オクチル－チオ）－１，３，５－トリアジン、３，５－ジ
－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ベンジル－ホスホン酸ジ－ｎ－オクタデシル、３，５－
ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ安息香酸２－（ｎ－オクチルチオ）エチル及びヘキサ〔
３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）－プロピオン酸〕ソルビトー
ル。好ましい酸化防止剤は、住友化学株式会社から入手できる第２級酸化防止剤である、
ＳＵＭＩＬＩＺＥＲ　ＴＤＰ及びチバ－ガイギーから入手できるヒンダードフェノール第
１級酸化防止剤である、ＩＲＧＡＮＯＸ　１０１０である。安定剤は０．３～３質量％、
好ましくは０．８質量％の量で存在する。
【００２６】
任意の添加剤を、組成物の最終用途に依存して、ホットメルト組成物に組み入れることが
できる。これらの添加剤のなかでも、着色剤、たとえば、２酸化チタン及び充てん剤、た
とえば、タルク及び粘土等並びに少量（たとえば、約５％未満）の石油由来ワックスが包
含される。



(7) JP 5053474 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明１態様は、多目的ホットメルト接着剤であって、
（ａ）３５質量％未満の、トルエン中で２５％での粘度が１Pa・ｓ（１０００cP）よりも
大であるような分子量を有するスチレン－ブタジエン－スチレンブロックコポリマー、
（ｂ）２～３０質量％のエンドブロック樹脂、
（ｃ）３０～７０質量％の粘着付与剤、
（ｄ）０～３０質量％の油及び
（ｅ）０～３質量％の酸化防止剤
を含む前記接着剤である。
【００２８】
他の態様では、接着剤は、
（ａ）３５質量％未満の、トルエン中で２５％での粘度が２Pa・ｓ（２０００cP）よりも
大である分子量を有し、スチレンが３２％未満であるスチレン－ブタジエン－スチレンブ
ロックコポリマー、
（ｂ）２～３０質量％のエンドブロック樹脂、
（ｃ）３０～７０質量％の粘着付与剤、
（ｄ）０～３０質量％の油及び
（ｅ）０～３質量％の酸化防止剤を含む。
【００２９】
さらなる態様では、接着剤は、
（ａ）２５質量％未満の、トルエン中で２５％での粘度が２Pa・ｓ（２０００cP）より大
であるような分子量を有し、スチレンが３２質量％未満であるスチレン－ブタジエン－ス
チレンブロックコポリマー、
（ｂ）５～２０質量％のエンドブロック樹脂、
（ｃ）４５～６５質量％の粘着付与剤、
（ｄ）０～３０質量％の油及び
（ｅ）０～３質量％の酸化防止剤を含む。
【００３０】
好ましい態様では、本発明は多目的ホットメルト接着剤であって、
（ａ）１５～２０質量％の、トルエン中で２５％での粘度が２Pa・ｓ（２０００cP）より
大であるような分子量を有し、スチレンが３２％未満であるスチレン－ブタジエン－スチ
レンブロックコポリマー、
（ｂ）５～２０質量％のエンドブロック樹脂、
（ｃ）４５～６５質量％の粘着付与剤、
（ｄ）５～２０質量％の油及び
（ｅ）０．３～１．５質量％の酸化防止剤を含む接着剤に向けられている。
【００３１】
得られた接着剤は、限定されるわけではないが、使い捨ておむつ、使い捨て女性用製品、
成人用失禁製品、病院用ガウン、ベッドパッド等を含む使い捨て物品の組み立てまたは構
築に用い得る。特に、接着剤は、少なくとも１種のポリエチレンまたはポリプロピレン基
材が少なくとも１種のティッシュ、不織ポリエチレンまたはポリプロピレン基材に接着さ
れる使い捨て物品の組み立てに有用である。さらに、接着剤は、たとえば、耐伸長性ギャ
ザーを与えるために、ポリエチレン、ポリプロピレンまたは不織基材にゴムひもを接着す
るのに有用である。接着剤は、あまり多くを要求しない使い捨て組み立て用用途、たとえ
ば、末端または周囲のシールのために用いることもできる。
【００３２】
高分子量コポリマーの使用は、より少量のポリマーの使用を可能とし、感圧接着のために
望ましい剛性の少ない接着剤配合物を生じる。本発明の接着剤は、４０℃で１５Ｎ／cm2 

（１５×１０5dyne ／cm2 ）未満、好ましくは４０℃で１０Ｎ／cm2 （１０×１０5dyne 
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低剛性と高損失弾性率が組み合わさって、高ループ粘着性をもたらす。ループ粘着性は接
着剤の定着性の測定である。高ループ粘着性は接着剤が低適用圧力でもって良好な感圧接
着を形成するだろうことを示す。本発明の感圧性ホットメルト接着剤は、好ましくは、約
２．１５Ｎ／cm2 （５０oz／in2 ）より大、最も好ましくは、約３．８８～８．６２Ｎ／
cm2 （２０～２００oz／in2 ）のループ粘着性値を示すだろう。
【００３３】
得られる接着剤配合物の粘度は、約１６２．８℃（３２５°Ｆ）で、３５Pa・ｓ（３５，
０００cP）未満であって、最も慣用の接着剤塗布装置で用いることを可能とする。より好
ましい態様では、本発明の接着剤配合物の粘度は、１５Pa・ｓ（１５，０００cP）未満で
あって、接着剤に噴霧適性及び加工性を与える。
本発明のホットメルト接着剤のために好ましい組成物（噴霧可能で、弾性接着に適切であ
る）は、約１６２．８℃で３５Pa・ｓ未満の粘度と、ハング－ビーズ（Hang-Bead ）時間
で測定して４５秒より大の凝集強さを有し、ＳＢＳブロックポリマーは好ましくは３５％
未満のスチレンを有するだろう。
【００３４】
本発明の多目的接着剤のために好ましい組成物は、約１６２．８℃で３５Pa・ｓ未満の粘
度、ハング－ビーズ時間で測定して４５秒より大きい凝集強さ、約２．１５Ｎ／cm2 （５
０oz／in2 ）より大きいループ粘着性、４０℃で１５Ｎ／cm2 （１５×１０5dyn／cm2 ）
未満の剛性を有し、好ましくはＳＢＳブロックコポリマーは３５％未満のスチレンを含む
。
【００３５】
弾性接着に適切であることに加えて、本発明の接着剤配合物は、長いオープンタイムと高
感圧性を有し、組み立て用接着剤として非常に良好なものとする。さらに、本発明の接着
剤は、ハング－ビーズ時間で測定して良好な凝集強さを有するだろう。ハング－ビーズ時
間は、凝集強さの相対的測定であって、本発明の接着剤は少なくとも４５秒、好ましくは
１５０秒より大きいまたは最も好ましくは５００秒より大きいハング－ビーズ時間を有す
るだろう。
【００３６】
次の例は単に説明のためであって、いかなるようにも本発明の特許請求の範囲を限定する
つもりはない。
例
本発明の接着剤を次の手順を用いて製造した。
約１６３℃に加熱したシグマブレードミキサーに、ゴム並びに酸化防止剤、粘着付与樹脂
及び鉱油を装填した。ゴム対可塑剤（油＋樹脂）比は約１：１．５であった。均質な混合
物が得られるまで、内容物の混合を継続した。この時点で、樹脂の残りをゆっくりと加え
、続いて鉱油の残りを加えた。次いで、約１０分間混合を継続した。次いで、溶融した接
着剤をシリコーン剥離被覆コンテナーに注ぎ、室温まで冷却させた。
【００３７】
次のコポリマーを用いた。
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* 混ざりもののないポリマー濃度、トルエン中で２５質量％、約２２．８℃（７３°Ｆ）
で
Ｓｏｌ　Ｔ６４１４はエニケム・アメリカズ（EniChem Americas, Agip USA Inc. ）から
入手でき、Ｄ１１２２Ｘはシェル・ケミカル・カンパニーから入手できる。
【００３８】
次の試験は、粘度、凝集強さ、剥離強さ及び剛性を測定するために接着剤について実施し
た。
粘度
粘度測定は約１６２．８℃（３２５°Ｆ）でブルックフィールド粘度計で行い、Pa・ｓ（
cP）単位で示す。
【００３９】
凝集強さ測定
使い捨て物品において、決まった場所にゴムひもを保持するためには、ゴムひもの応力下
での高い耐クリープ性または高「凝集強さ」を備えた接着剤が必要である。凝集強さの種
々の測定が過去に用いられてきた。この点で、凝集強さは、１つのビーズの接着剤につい
てのクリープ試験を用いて測定した。ビーズを０．５３ｇ／ｍで板に塗る。板はビーズを
塗る方向を横切って、スリット切り口を含有する。各スリットの幅は約０．３２cm（１／
８インチ）で、板の１側に延びる。接着剤のビーズを板に塗布し、ビーズがスリット自体
の中に垂れないように、スリット上を埋める。次いで板を約４０．６℃（１０５°Ｆ）の
炉中に入れ、２０分間平衡化させる。次いで、紙クリップに結合した４０ｇ重をスリット
の上方の部分において、紙クリップ（BT Office Products Internationalから入手できる
サイズ＃１のＧＥＭ　ＣＬＩＰ）の他端を用いて接着剤のビーズを吊るす。接着剤ビーズ
が壊れるのに必要な時間を「ハング－ビーズ時間」という。
【００４０】
剥離強度測定
剥離強さは、インストロンを用いて高密度ポリエチレン（「ＨＤＰＥ」）基材について１
８０°剥離試験を実施することにより測定する。接着剤の約０．０５０８～０．０７６２
mm（２～３ミル）の厚さの塗膜を加熱ローラーを用いてマイラーフィルム上に塗布し、シ
リコーン被覆した剥離紙に接着させる。各々寸法約７．６２cm×２．５４cm（３インチ×
１インチ）の３枚の試験片を被覆マイラーから機械方向に対して垂直に切断した。約２２
．２℃（７２°Ｆ）、相対湿度５０％で１晩状態調節後、剥離紙を除去し、試験片をＨＤ
ＰＥ板に接着する。次いで、約２．０４kg（４．５lb）のローラーを用いて、接着をロー
ラーでならす。接着を約１時間半状態調節後、インストロン中で約５．０８cm（２インチ
）／分で剥離させる。ＨＤＰＥ板は固定ジョーの中にあり、マイラーは可動ジョーの中に
ある。結果をｇでの平均負荷として報告する。
【００４１】
ループタック測定
ループタックは、機械方向に沿って、マイラー被覆積層体の約１２．７cm×２．５cm（５
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インチ×１インチ）寸法の試験片を切断することにより作製したＴＭＩループタックテス
ターを用いて測定した。約２２．２℃及び相対湿度５０％での１晩の状態調節後、積層物
を末端をいっしょに接着することによりループに折りたたむ。次いで、ループをループタ
ックテスター上に固定し、ステンレススチール板をテスターの基部にクランプする。試験
を始める時、ループをステンレススチール板と接触させるようにして、次いで、引く。板
からそれを引くのにかかる負荷をループタックとしてＮ／cm2 （oz／in2 ）で記録する。
【００４２】
レオロジー研究
流動動的機械的分析機（型ＲＤＡ７００）を弾性率（「Ｇ′」）及び損失弾性率（「Ｇ″
」）対温度を得るのに用いた。計器をリオス（Ｒｈｉｏｓ）ソフトウェア・バージョン４
．３．２により制御した。直径８mmで約２mmのギャップにより分離された平行な板を用い
た。試料を積せ、次いで約－１００℃に冷却し、タイムプログラムをスタートさせた。プ
ログラム試験は５℃間隔で温度を増加させ、続いて各温度で１０秒のソーク（ｓｏａｋ）
時間をとった。試料を含有する熱対流炉を連続的に窒素でフラッシュした。周期数を１０
rad ／ｓに維持した。
【００４３】
試験開始時の初期歪は（板の外側端で）０．０５％であった。試験の間中正確に測定し得
るトルクを維持するためにソフトウェア中の自動歪オプションを用いた。オプションは、
ソフトウェアにより可能とされた最大適用歪が８０％であるように、オプションのコンフ
ィグレーションを行った。自動歪プログラムは、次の手順を用いて、保証するなら、各温
度増加量で歪を調整した。トルクが２００ｇ－cmより低いなら、歪を現在値の２５％増加
させた。トルクが１２００より高いなら歪を現在値の２５％減少させた。２００～１２０
０ｇ－cmの間のトルクでは、その温度増加で、歪の変化をさせなかった。剪断貯蔵または
弾性率（Ｇ′）及び剪断損失弾性率（Ｇ″）をトルク及び歪データからソフトウェアによ
り計算した。それらの比であるＧ″／Ｇ′（タン　デルタとしても知られる）も計算した
。ミッドブロックと関連したｔａｎδに相当する温度をミッドブロックＴｇとして報告す
る。
次の表で、剛性値Ｇ′は４０℃で１Ｎ／cm2 （１０5dyne ／cm2 ）の単位で報告する。
【００４４】
オープンタイムの測定
接着剤のオープンタイムをカネボー（Kanebo）接着剤テスター中でポリエチレンとポリエ
チレンとを接着することにより測定した。約１７６．７℃（３５０°Ｆ）の既知量の接着
剤を板に固定したポリエチレン上に１滴として塗布する。オープンタイムはあらゆる所望
の値に接着剤テスター中において調節する。オープンタイム経過後、テスターは、板に固
定した他のポリエチレンシートを一定荷重下の前記接着剤ビーズ上に接着する。ビーズの
幅をオープンタイムの関数として測定する接着剤のオープンタイムは、ビーズの幅が２mm
以上から２mm未満に変化した時の時間とみなす。
【００４５】
例１
表Ｉは接着剤の凝集強さに関するエンドブロック樹脂の影響を示す。試料Ｉ－１、Ｉ－２
、Ｉ－３、Ｉ－４は１８質量％のＳＯＬＴ　６３０２と試料Ｉ－１においては１６質量％
の油とを、試料Ｉ－２、Ｉ－３及びＩ－４においては１８質量％の油を用いて、先に記載
した一般的混合手順を用いて製造した。各試料において、用いられた粘着付与剤は１００
～１０５℃の環球を有する石油由来のＣ5 ／Ｃ9 炭化水素樹脂である。
エンドブロックを含有しない試料１の凝集強さ（ハング－ビーズ時間）は、エンドブロッ
ク樹脂が存在しないために、試料Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４よりも著しく低いことが分かる
。凝集強さは、加えたエンドブロック樹脂の量にも依存する。これはエンドブロック樹脂
の増加量につれての凝集強さにおける増加を示す、試料Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４において
明らかである。
【００４６】
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弾性接着及び組み立て用の両方を包含する、多目的用途においては、高剥離強度及び高凝
集強さと共に、かなりの粘着性と感圧性を有することが望ましい。凝集強さと剥離強さと
を、１方または他方を変更することなく最適化することは困難であることはよく知られて
いる。表Ｉの試料Ｉ－４は高凝集強さを有しているが、非常に低い剥離強さを有している
。さらに、試料Ｉ－４のこの高凝集強さの犠牲は高剛性と非常に低い粘着性である。試料
Ｉ－４はいくつかの弾性用途には適切であるかもしれないが、感圧性の欠如のために劣等
な組み立て用接着剤を作るだろう。
【００４７】

【００４８】
例２
表IIは、種々の高分子量ゴムを凝集強さと剥離強さの間のバランスを達成するのに用いる
ことができることを示す。各試料は、１８質量％のゴム、５４質量％の例１で用いられた
粘着付与剤、１０質量％のＨｅｒｃｏｌｉｔｅ　２４０及び１８質量％の油を用いて製造
された。
【００４９】



(12) JP 5053474 B2 2012.10.17

10

20

30

【００５０】
例３
表III は従来の技術により作成された試料と本発明の試料とを比較する。試料III －１は
米国特許第４，９４４，９９３号（Raykovitz ）の例を用いて作成している。試料III －
２は、欧州特許出願公開０３６８１４１号（Ａ２）（Malcolm ）の好ましい例を用いて作
成している。試料III －１及びIII －２は本発明に相当する試料III －４に比較して非常
に貧弱な凝集強さを有している。試料III －３は、マルコルムの特許の好ましい例にエン
ドブロック樹脂を加えることにより、凝集強さを改善することができることを示す。レイ
コビッツの特許の例はエンドブロック樹脂を含有するけれども、凝集強さと剥離強さに関
するエンドブロック樹脂の効果を証明していない。本発明は剥離強さ及び凝集強さを最適
化するために高分子量ゴムと組み合せてエンドブロック樹脂を用いることの有効性を明ら
かに証明する。
【００５１】
試料III －１及びIII －４において用いたＣ5 ／Ｃ9 樹脂は環球軟化点が１００～１０５
℃の石油由来のＣ5 ／Ｃ9 炭化水素樹脂である。Ｕｎｉｔａｃ　Ｒ１００Ｌは、ユニオン
・カンパニーから入手できるロジンのペンタエリスリトールエステルである。Ｚｏｎａｔ
ａｃ１０５はアリゾナ・ケミカル・カンパニーから入手できるスチレン化テルペンである
。
【００５２】
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【００５３】

【００５４】
例４
ミッドブロック（この出願におけるブタジエン）のガラス転移点Ｔｇは重要なパラメータ
ーであって、室温での接着剤の剛性と剥離強さを決定する。さらに、それはホットメルト
接着剤におけるエンドブロック樹脂の影響を研究するのに用いることができる。ミッドブ
ロック樹脂の一部をエンドブロック樹脂で置換すると、エンドブロックがミッドブロック
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と何ら会合しないのなら、ミッドブロックのＴｇは低下することが予想される。また、エ
ンドブロックを加えることの利点は、それがブロックコポリマーゴムのエンドブロックと
会合する時のみに達成される。ＳＢＳゴムにおいては、スチレンとブタジエンの溶解パラ
メーター（それぞれ、約８．９及び８．４）が近接しているため、また、エンドブロック
樹脂はミッドブロックと会合する傾向がある。この会合は、エンドブロック樹脂を加える
とミッドブロックＴｇの増加として容易に分かる。会合の程度はゴムの分子量とエンドブ
ロック樹脂の軟化点に依存する。
【００５５】
表IVは、低分子量ＳＢＳゴム配合物及び高分子量ＳＢＳゴム配合物におけるミッドブロッ
クＴｇを比較する。試料IV－１及びIV－２は米国特許第４，９４４，９９３号（Raykovit
z ）に従って製造した。表IVにおける各例において、粘着付与剤は、環球軟化点が１００
～１０５℃の石油由来のＣ5 ／Ｃ9 炭化水素樹脂である。
【００５６】
試料IV－４は本発明の例である。エンドブロック樹脂を加えるとミッドブロックＴｇの増
加は、高分子量ＳＢＳであるＳｏｌＴ　６３０２（試料IV－４）におけるよりも、低分子
量ＳＢＳであるＳｏｌＴ　６４１４（試料IV－２）における方がずっと高い。このＳｏｌ
Ｔ　６４１４におけるミッドブロックとのより大きな会合の結果は凝集強さにおいて容易
に分かる。エンドブロック樹脂を加えることによる凝集強さの増加は、ＳｏｌＴ　６３０
２（試料IV－４）においてよりもＳｏｌＴ　６４１４（試料IV－２）における方がずっと
低い。したがって、エンドブロック樹脂と組み合わせて高分子量ゴムを用いることにより
、低レベルのゴムで高凝集強さを達成することが可能である。
【００５７】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表 IV
────────────────────────────────────────
試料　　　ポリマー　　　　量　　　　樹脂　　　　　量　　 油　　ミッドブロックTg
　　　　　　ΔTg　　　　質量％　　　　　　　　　 質量％　質量％　　　　　℃
　　　　　　 ℃　　 ハング－ビーズ
　　　　　　　　　　　 時間・秒
────────────────────────────────────────
IV－１　　Sol T6414　　　 30　　　粘着付与剤　　　 59　　　11　　　　　　20
　　　　　　　--　　　　 310
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hercolite 240　　 0
IV－２　　Sol T6414　　　 30　　　 粘着付与剤　　　49　　　11　　　　　　27
　　　　　　　7　　　　　537
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hercolite 240　　10
IV－３　　Sol T6302　　　 18　　　 粘着付与剤　　　66　　　16　　　　　　19
　　　　　　　--　　　　 117
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hercolite 240　　 0
IV－４　　Sol T6302　　　 18　　　 粘着付与剤　　　56　　　16　　　　　　21
　　　　　　 2.0　　　　 943
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hercolite 240　　10
────────────────────────────────────────
【００５８】
例５
ホットメルト接着剤用途においては、長いオープンタイムが望ましい。接着剤のオープン
タイムは、接着剤の塗布後接着前に待つことができて、いまだ許容し得る接着を得られる
最も長い時間と広く定義できる。表Ｖは、本発明の接着剤（試料Ｖ－２）と米国特許第４
，９４４，９９３号（Raykovitz ）に従って製造された、ゴム含量の多い接着剤（試料Ｖ
－１）を比較する。試料Ｖ－１における高含量のゴムは十分な凝集性を達成するためであ
る。試料Ｖ－１におけるオープンタイムは試料Ｖ－２のものよりずっと低い。長いオープ
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の利点である。
表Ｖにおける各試料において、粘着付与剤は環球軟化点が１００～１０５℃の石油由来の
Ｃ5 ／Ｃ9 炭化水素樹脂である。
【００５９】
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