
JP 4709768 B2 2011.6.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エラストマー手袋であって、
第一層であって、天然または合成のポリマーを含む該第一層；および
該第一層に結合した第二層であって、外面を有し、ポリマー複合繊維コーティングを含む
該第二層
を含み、該ポリマー複合繊維コーティングが、
少なくとも一つのエラストマー、
繊維のフロックおよび
超微粉ロウ
を含み、ここにおいて、該繊維が、該第二層中に分散していて、そして該繊維が、該第二
層の外面から突出して、着用者の手から水分を吸収するための繊維ライニングを形成して
いるエラストマー手袋。
【請求項２】
超微粉ロウが、カルナバロウ、微結晶性ロウ、パラフィンロウ、ポリエチレンワックス、
酸化ポリエチレンワックス、改変ポリエチレンワックス、高密度ポリエチレンワックス、
酸化高密度ポリエチレンワックス、改変高密度ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワ
ックス、ポリアミドワックス、ポリテトラフルオロエチレンワックスおよびそれらの混合
物から成る群より選択される、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項３】
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超微粉ロウが、高密度ポリエチレンワックスである、請求項２に記載のエラストマー手袋
。
【請求項４】
少なくとも一つのエラストマーが、天然ゴム、合成ポリイソプレン、スチレンブタジエン
、カルボキシル化アクリロニトリルブタジエン、非カルボキシル化アクリロニトリルブタ
ジエン、ポリクロロプレン、ポリウレタン、ポリエステル基材ポリウレタン、ポリエーテ
ル基材ポリウレタン、ポリアクリル系、ブチルラテックスおよびそれらの混合物から成る
群より選択される、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項５】
繊維のフロックが、綿繊維、羊毛繊維、ジュート繊維、レーヨン繊維、ポリエステル繊維
、ポリアミド繊維、アクリル系繊維およびそれらの混合物から成る群より選択される、請
求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項６】
繊維のフロックが、１．０～２．０のデニールおよび０．１ｍｍ～２ｍｍの長さを有する
、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項７】
超微粉ロウが、３ミクロン～１２ミクロンの粒度を有する、請求項１に記載のエラストマ
ー手袋。
【請求項８】
ポリマー複合繊維コーティングが、発泡コーティングである、請求項１に記載のエラスト
マー手袋。
【請求項９】
エラストマーが、硬化する前のポリマー複合繊維コーティングの全重量に基づいて２％～
８５％の量で存在する、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項１０】
繊維が、硬化する前のポリマー複合繊維コーティングの全重量に基づいて１％～１２．５
％の量で存在する、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項１１】
超微粉ロウが、硬化する前のポリマー複合繊維コーティングの全重量に基づいて０．５％
～２％の量で存在する、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項１２】
第二層が、
硬化する前の該第二層の全重量に基づいて２％～８５％の量のエラストマー、
硬化する前の該第二層の全重量に基づいて２％～１５％の量の、０．１ｍｍ～２ｍｍの範
囲内の繊維長さを有する繊維材料のフロック、および
硬化する前の該第二層の全重量に基づいて０．５％～２％の量の超微粉ロウ
を含む、請求項１に記載のエラストマー手袋。
【請求項１３】
第二層が発泡している、請求項１２に記載のエラストマー手袋。
【請求項１４】
エラストマー手袋であって、
第一層であって、天然または合成のポリマーを含む該第一層；
第二層であって、発泡した天然または合成のポリマーを含む該第二層；および
該第二層に結合した第三層であって、ポリマー複合繊維コーティングを含む該第三層、こ
こで該繊維が該第三層中に分散していて、そして該繊維は第三層の外面から突出して、水
分を吸収するための繊維ライニングを形成している
を含むエラストマー手袋。
【請求項１５】
ポリマー複合繊維コーティングが、少なくとも一つのエラストマーまたはエラストマーブ
レンド、繊維または繊維ブレンドおよび超微粉ロウを含む、請求項１４に記載のエラスト
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マー手袋。
【請求項１６】
ポリマー複合繊維コーティングが発泡している、請求項１４に記載のエラストマー手袋。
【請求項１７】
エラストマー手袋であって、
第一層であって、天然または合成のポリマーを含む該第一層；および
該第一層に結合した第二層
を含み、
該第二層が、ポリマー複合繊維コーティングであって、
少なくとも一つのエラストマー、
少なくとも一種の繊維、
界面活性剤および
超微粉ロウ
を含む配合物より製造される該ポリマー複合繊維コーティングを含み、
ここで該繊維は該第二層中に分散していて、そして該第二層の外面から突出して、水分を
吸収するための繊維ライニングを形成している
エラストマー手袋。
【請求項１８】
ポリマー複合繊維コーティング配合物が、トリエタノールアミンを更に含む、請求項１７
に記載のエラストマー手袋。
【請求項１９】
エラストマー製品であって、
第一層であって、天然または合成のポリマーを含む該第一層；および
該第一層に結合した第二層
を含み、
該第二層が、ポリマー複合繊維コーティングであって、
少なくとも一つのエラストマー、
少なくとも一種の繊維、
エトキシル化アセチレン系ジオールを含む界面活性剤および
超微粉ロウ
を含む配合物より製造される該ポリマー複合繊維コーティングを含み、
ここで該繊維は該第二層中に分散していて、そして該第二層の外面から突出して、水分を
吸収するための繊維ライニングを形成している
エラストマー製品。
【請求項２０】
ポリマー複合繊維コーティング配合物が、発泡剤を更に含む、請求項１７に記載のエラス
トマー手袋。
【請求項２１】
第二層が、
硬化する前の該第二層の全重量に基づいて２％～８５％の量のエラストマー；
硬化する前の該第二層の全重量に基づいて２％～１５％の量の、しかも０．１ｍｍ～２ｍ
ｍの繊維長さを有する繊維材料；および
硬化する前の該第二層の全重量に基づいて０．５％～２％の量の超微粉ロウ
を含む、請求項１７に記載のエラストマー手袋。
【請求項２２】
該繊維が該エラストマー手袋に発汗操作性および非剥脱性を与え、該手袋は１時間後に依
然として乾燥していると感じる、請求項１７に記載のエラストマー手袋。
【請求項２３】
該繊維が該エラストマー手袋に発汗操作性および非剥脱性を与え該手袋は１時間後に依然
として乾燥していると感じる、請求項２０に記載のエラストマー手袋。
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【請求項２４】
浸漬エラストマー製品を製造する方法であって、
（ｉ）浸漬型を凝固剤塩浴中に浸漬被覆し；
（ii）該浸漬型を第一エラストマー中に浸漬被覆することにより、第一層を成形し；
（iii）該第一層を乾燥させ；
（iv）該浸漬型を、繊維を含むポリマー複合繊維コーティング分散物中に浸漬被覆するこ
とにより、該第一層の上に第二層を成形し；
（ｖ）該第二層を乾燥させ；
（vi）該成形された層を浸出し；
（vii）該成形された層を加熱して、該第一エラストマーおよび該ポリマー複合繊維コー
ティングを硬化させ、そして該第一層を該第二層に結合させ、ここで該繊維は該第二層中
に分散していて、そして該第二層の外面から突出して、水分を吸収するための繊維ライニ
ングを形成している；
（viii）該硬化した製品を後浸出し；そして
（ix）該硬化した製品を該浸漬型から湿潤剥離する
という工程を含む方法。
【請求項２５】
ポリマー複合繊維コーティング分散物が発泡している、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
工程（iv）の前に、第一層を第二凝固剤塩浴中に浸漬被覆する、請求項２４に記載の方法
。
【請求項２７】
工程（iv）の前に、第一層を第二発泡エラストマー中に浸漬被覆後、第二凝固剤塩浴中に
浸漬被覆する、請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
ポリマー複合繊維コーティング分散物が発泡している、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
工程（vii）を、１２０℃～１６０℃で行う、請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
繊維が第二層の外面から突出している長さが、該第二層の厚みより大である、請求項２２
に記載のエラストマー手袋。
【請求項３１】
繊維が第二層の外面から突出している長さが、該第二層の厚みより大である、請求項２３
に記載のエラストマー手袋。
【請求項３２】
凝固剤塩が、硝酸カルシウムおよび塩化カルシウムから成る群より選択される、請求項２
４に記載の方法。
【請求項３３】
（ｘ）硬化した製品のオフライン塩素化
を更に含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３４】
請求項２４に記載の方法によって製造されるエラストマー製品。
【請求項３５】
製品が手袋である、請求項３４に記載のエラストマー製品。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、エラストマーまたはエラストマーブレンド、繊維または繊維ブレンド、界面
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活性剤および超微粉滑剤ロウを包含するポリマー複合繊維コーティングを有するエラスト
マー製品に関する。本発明は、更に、ゴム製品上に結合した不織布ポリマー複合コーティ
ングの薄ライニングを製造する方法に関する。そのポリマー複合繊維コーティングは、発
泡させることができる。薄ライニングまたは発泡ライニングは、家庭用または産業用の用
途に用いられる手袋に応用することができる。
【背景技術】
【０００３】
　家庭用または産業用手袋を被覆する一般的な方法は、ポリマーラテックスの増粘した浸
漬接着剤層であって、別のポリマーラテックスゲルの第一層上に結合した層上に、空気ま
たは静電放電を用いることによって天然綿繊維または合成繊維を吹込すること、またはフ
ロック加工することによる。他の方法には、金属またはセラミックの浸漬型上に浸漬型形
状の織布を載せ、そしてその織布層上にポリマーラテックスを浸漬することが含まれる。
【０００４】
　例えば、米国特許第３，０９８，７５５号は、ラテックスゴム支持体上の接着性ポリウ
レタンコーティングを製造する方法を請求の範囲に記載している。フロック層を、ポリウ
レタンコーティング上に付着後、機械的または静電的のような、いずれか適する方法によ
って硬化させる。そのフロックを、フロック繊維とポリマーとの混合、またはポリマーコ
ーティング中への繊維の埋込みまたはそれらの完全侵入を免れるような方法で、コーティ
ング上に衝突させる。したがって、それら繊維は、コーティング表面に垂直に配向するこ
とができるし、または異なった様式で配向することができるが、繊維は、コーティングの
表面部分にだけ付いている。
【０００５】
　フロック加工技術の変法は、英国（ＧＢ）第１，１０２，３４２号に記載されているが
、それは、ポリマー性材料の細長い結合剤粒子の製造のための非浸漬方法を包含する。そ
の方法は、天然または合成繊維をポリマー性材料の分散中に加え、そのポリマー性材料の
水性分散を凍結させ、そして凍結した分散を融解させて、ポリマー性材料の粒子を得るこ
とによって行われる。次に、ポリマー性材料のそれら粒子は、吸引が適用された場合、多
孔質表面に対して天然または合成繊維を一緒に結合する。多孔質表面は、紙製スクリーン
であり、そして次に、成形された繊維ウェブを、プレスし且つ圧延する。
【０００６】
　米国特許第６，１４３，４１６号は、薄肉製品、すなわち、外科手術用手袋を成形する
方法を開示している。その手袋は、粗面浸漬型を用いた浸漬被覆により、外面グリップを
手袋に与えるように成形されたポリウレタンの第一エラストマー層を包含する。
【０００７】
　ＧＢ１０９１５２３号は、複合フロックコーテッドマットを製造する方法を開示してい
る。その方法の工程は、柔軟ベースシートの表面を、硬化性の天然または合成ゴムラテッ
クス接着剤で被覆し、その接着剤上にフロックを静電付着させ、接着剤を乾燥させ、その
フロックコーテッド区域を電熱真空成形型上に置き、そしてその区域が適所に入れられる
ように真空にし、ベースシートおよび接着剤を硬化させ、そして天然または合成の組成物
を含む成形マットをフロックコーテッド区域に取付けることを包含する。
【０００８】
　産業用または家庭用手袋の着用者が、過度の発汗浸透を経験することは一般的である。
したがって、産業用または家庭用手袋は、一層長時間着用する場合、あまり快適ではない
。現在市販されているフロック加工されていない手袋およびフロックライニング付き手袋
は、これらの範疇に入る。フロックライニング付き手袋は、フロック加工されていない手
袋よりも良い表面快適さを与えるが、このタイプの手袋による発汗吸収および蒸発はなお
、比較的不十分である。更に、フロック被覆面積は、時々、慣用的なフロックライニング
において首尾一貫していない。
【０００９】
　したがって、繊維ポリマーで被覆された表面であって、蒸発によって冷却される、水分
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がこの表面から蒸発する時に水分を吸収し且つ保持することができる、そして着用者を乾
燥状態にしつつ着用者を冷却するものを有することが望まれる。したがって、使用者への
改善された発汗処理に関して快適さを増すために、家庭用または産業用の用途に用いられ
る種類の手袋を製造する方法が要求されている。
【発明の開示】
【００１０】
　一つの態様において、ポリマー複合繊維コーティングは、硬化前に、塩凝固剤を下塗り
したまたはエラストマー性の天然または合成ポリマーゲル化済み表面上に、浸漬法によっ
て適用される。そのポリマー層を、そして更には、ポリマー性繊維複合コーティングを硬
化させ且つ乾燥させた後、そのコーティングをポリマー層に結合させる。
【００１１】
　本発明の別の態様において、カルボキシル化アクリロニトリルブタジエンエラストマー
表面の層上に浸漬被覆するための不織繊維ポリマーコンパウンド混合物を製造する方法を
提供する。手形の浸漬型を、最初に、塩基材凝固剤中に浸漬する。次に、凝固剤被覆済み
浸漬型を、エラストマー分散中に浸漬し、そして最後に、繊維ポリマー複合コーティング
中に浸漬する。この方法は、産業用または家庭用手袋などのエラストマー製品を製造する
場合に特に有用である。その方法は、手形の予熱された浸漬型を、凝固剤塩溶液中に浸漬
し；凝固剤を乾燥させ；エラストマー分散中に浸漬し；ゲル化済みエラストマーを乾燥さ
せ；ポリウレタンなどのポリマー溶液の界面活性剤で安定化された複合分散であり、超微
粉高密度ポリエチレンと組み合わせた綿およびレーヨンなどの繊維材料と混合されている
、ポリマー複合繊維コーティングの新規なコンパウンド中に浸漬し；エラストマー層のゲ
ル化による残留凝固剤塩または複合コーティングの前に下塗りする追加の塩凝固剤の適用
で繊維ゲル化済み構造を成形し；そしてポリマー複合繊維コーティングおよびエラストマ
ー層を乾燥させ且つ硬化させる工程を包含することができる。
【００１２】
　別の態様において、第一層であって、天然または合成のポリマーを含む第一層；および
その第一層に結合した第二層であって、ポリマー複合繊維コーティングを含む第二層を有
するエラストマー製品を提供する。そのポリマー複合繊維コーティングは、少なくとも一
つのエラストマーまたはエラストマーブレンド、繊維または繊維ブレンド、界面活性剤お
よび超微粉ロウを包含する。
【００１３】
　発明の詳細な説明
　本発明の一つの側面において、食品加工のような、繊維剥脱および製品混入が許容し得
ない用途における使用に適する、剥脱のないまたは毛羽立ちのないコーティングを提供す
る。ヒト皮膚に接して着用される製品の発汗処理も、重要な因子である。このような性質
は、市場において重要である。別の側面において、改善された発汗処理性および剥脱のな
い繊維ライニングを有する手袋などのエラストマー製品を提供する。
【００１４】
　一つの態様において、浸漬エラストマー製品を製造する方法であって、加熱された手形
の浸漬型を塩凝固剤中に浸漬し、凝固剤を乾燥させ、そしてその浸漬型を合成または天然
ラテックス分散中に浸漬する工程を包含する方法を提供する。次に、合成または天然エラ
ストマーのゲル化済み層を、凝固剤塩下塗剤中に浸漬した後、下塗剤を乾燥後、繊維ポリ
マー複合材料溶液または繊維ポリマー複合材料発泡分散の浴中に浸漬する。或いは、繊維
ポリマー薄膜の薄層または繊維発泡層が必要とされる場合、ゲル化済みエラストマー層を
、下塗剤浸漬を全く伴うことなく、繊維複合材料溶液または繊維複合材料発泡分散中に直
接的に浸漬することができる。手袋上のポリマー複合繊維コーティングラミネートまたは
ポリマー複合繊維発泡ラミネートは、長時間用いられる場合、使用者に十分な快適さを与
えるであろう。一組のＳＥＭ写真（図１～２）は、ポリマー複合繊維コーティングを示し
ている。もう一組のＳＥＭ写真（図３～４）は、ポリマー複合繊維発泡コーティングラミ
ネートの構成を示している。
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【００１５】
　上の方法の別の態様は、ゲル化済みエラストマー層を天然または合成ラテックスフォー
ム浴中に浸漬し、それを乾燥させ、そして凝固剤塩で下塗り後、繊維複合材料溶液中に浸
漬することによって行うことができる。そのフォーム層は、例えば、手袋の場合、長い使
用時間中に特別なクッションのある快適さを与えるであろう。
【００１６】
　或いは、別の態様において、繊維材料および天然または合成ポリマーの複合材料混合物
は、適する発泡剤またはフォーム界面活性剤で発泡させて、手袋表面上の連続気泡繊維フ
ォーム構成ラミネートを生じることもできる。有用なポリマーには、天然ゴムラテックス
、合成ポリイソプレンラテックス、スチレンブタジエンラテックス、カルボキシル化また
は非カルボキシル化アクリロニトリルブタジエンラテックス、ポリクロロプレンラテック
ス、ポリアクリル系ラテックス、ブチルラテックス、ポリウレタンラテックス等が含まれ
る。
【００１７】
　本発明の手袋態様における一つの有用な側面は、長期使用時間中に手袋使用者が発汗し
た際の発汗吸収およびその乾燥を調節する能力である。例えば、手袋態様は、例えば、綿
、レーヨン、高密度ポリエチレンおよびエラストマー、好ましくは、ポリウレタンのポリ
マー複合繊維ライニング組合せを包含することができるので、増加した快適度を使用者に
与えることができる。
【００１８】
　天然または合成ポリマーは、本発明のエラストマー製品の最初の基層中に用いることが
できる。それらポリマーには、天然ゴム、合成ポリイソプレン、スチレンブタジエン、カ
ルボキシル化または非カルボキシル化アクリロニトリルブタジエン、ポリクロロプレン、
ポリアクリル系、ブチルゴムまたはポリウレタン等のようなエラストマーが含まれるが、
これに制限されるわけではない。ポリウレタン類は、ポリエーテルまたはポリエステル基
材でありうる。硬化するとポリマーを与える市販のエラストマーラテックスを用いること
ができる。有用な市販のエラストマーラテックスには、ＮＥＯＲＥＺ　Ｒ－９８７、ＰＥ
ＲＢＵＮＡＮ　Ｘ１１７１等が含まれる。
【００１９】
　本発明のポリマー繊維複合材料のいろいろな態様において用いられる繊維材料は、羊毛
、綿、ジュート、レーヨン、ポリアミド、ポリエステルまたはアクリル系などの天然また
は合成材料でありうる。その繊維材料は、好ましくは、約１．０～約２．０のデニールお
よび約０．１ｍｍ～約２．０ｍｍの長さを有するべきである。本発明の繊維は、例えば、
コットンフロックまたはレーヨンフロックの形でありうる。
【００２０】
　本発明のポリマー繊維複合材料のいろいろな態様において用いられるエラストマーは、
アクリロニトリルブタジエン、ポリクロロプレン、ポリアクリル系、天然ゴム、合成ポリ
イソプレン、ブチルゴム、ポリウレタン、スチレンブタジエン等から製造することができ
る。ポリウレタン類は、ポリエーテルまたはポリエステル基材でありうる。好ましくは、
その材料は、ポリウレタンまたは合成ヒドロゲルのような高透湿性を有するものであるべ
きである。本発明のエラストマーは、自己架橋性でありうる、すなわち、それ自体で架橋
することができる、または架橋性硬化剤で処理することができる。硬化するとエラストマ
ーを与える市販のエラストマーラテックスを用いることができる。有用な市販のエラスト
マーラテックスには、ＮＥＯＲＥＺ　Ｒ－９８７、ＰＥＲＢＵＮＡＮ　Ｘ１１７１等が含
まれる。
【００２１】
　本発明の態様において、エラストマー性ポリマーおよびエラストマーは、同じでありう
るしまたは異なることがありうる。ポリマーおよびエラストマーを含むエラストマー層は
、硬化時に互いに結合することができるということが重要である。
【００２２】
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　高密度ポリエチレン（「ＨＤＰＥ」）、ポリプロピレン、カルナバ、炭化水素またはポ
リテトラフルオロエチレン（「ＰＴＦＥ」）などの超微粉滑剤ロウは、特に、コーティン
グが発泡している場合、着用（donning）の容易さのために、ある程度の平滑性および減
摩性を複合ライニングに与える。超微粉ロウは、本発明で用いられる水性フロック分散中
の流動性を改善することができる。本発明のポリマー繊維複合材料のいろいろな態様にお
いて有用なロウは、天然または合成由来でありうる。合成ロウには、ポリマーワックスお
よびコポリマーワックス、例えば、ポリエチレンワックス、酸化ポリエチレンワックス、
改変ポリエチレンワックス、高密度ポリエチレンワックス、酸化高密度ポリエチレンワッ
クス、改変高密度ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス、ポリアミドワックス
、ポリテトラフルオロエチレンワックス等が含まれる。有用な天然ロウには、例えば、カ
ルナバロウ、微結晶性ロウ、パラフィンロウ等が含まれる。一つの有用な超微粉ＨＤＰＥ
ワックスは、Honeywell International, Specialty Wax and Additives, USA より入手可
能なＡＣＵＭＩＳＴ　Ｄ９である。
【００２３】
　非イオン性アセチレン系ジオールおよびエトキシル化アセチレン系ジオールなどの界面
活性剤は、本発明のポリマー繊維複合材料のいろいろな態様において有用である。一つの
有用な界面活性剤は、Air Products and Chemicals Inc., USA より入手可能なＳＵＲＦ
ＹＮＯＬ４６５である。
【００２４】
　発泡剤および泡起剤は、本発明のポリマー繊維複合材料のいろいろな態様において有用
である。有用な市販の発泡剤には、Pilot Chemical Company, USA より入手可能なＣＡＬ
ＳＯＦＴ　Ｌ６０および Bayer AG, Germany 製のＥＭＵＬ　ＶＩＮ　Ｗが含まれる。
【００２５】
　増粘剤、加硫剤または硬化剤などの添加剤は、本発明のポリマー繊維複合材料のいろい
ろな態様において用いることができる。例えば、トリエタノールアミンは、本発明の界面
活性剤と一緒に用いることができる。一つの有用な増粘剤は、Rohm and Haas (UK) Ltd.,
 United Kingdom より入手可能なＡＣＲＹＳＯＬ　Ｇ１１１である。ＰＥＧ３３５０は、
ICI Australia Operations Pty Ltd. より入手可能である。ＣＥＬＬＯＳＩＺＥは、Unio
n Carbide (Europe) S.A., Belgium より入手可能である。ＣＯＭＰＯＳＩＴＥ　Ａ３４
５は、Aquaspersion Ltd., United Kingdom より入手可能である。ＳＣＲＩＰＳＥＴ５５
０は、Monsanto Chemical Co., USA より入手可能である。ＷＥＢＮＩＸ　ＦＲＥＥＳＩ
Ｌ　Ｎは、Crusader Chemical Co., USA より入手可能である。ＮＩＰＡＣＩＤＥ　ＴＫ
は、Nipa Laboratories Ltd., Wales, United Kingdom より入手可能である。本発明の実
施において、二酸化チタンおよび着色剤分散系などの顔料を用いることができ、ＴＥＧＯ
４７１０は、Goldschmidt AG, Germany より入手可能である。一つの有用な加硫剤は、ジ
エチルジチオカルバミン酸亜鉛（「ＺＤＥＣ」）である。他の有用な市販添加剤には、ア
ンモニア、ラウリル硫酸ナトリウム、ジベンジルスルホン酸ナトリウム、および安定化剤
として用いることができる水酸化カリウム溶液が含まれる。
【００２６】
　ここで、ある種の態様を、次の実施例に更に記載する。百分率は、実施例中に水が記載
されている場合の水溶液の全量に基づく、ある与えられた成分の乾燥重量である。
【実施例】
【００２７】
　実施例１
　コットンフロックを、高速ＳＩＬＶＥＲＳＯＮミキサーＮｏ．Ｌ４Ｒ型を用いて水溶液
中に分散させた。次のコットンフロック分散を調製した。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　コットンフロックは、篩分けした後、水および界面活性剤の混合物中に加えて、添加前
にフロックの凝集がないことを確実にした。安定且つ均一な分散を達成した。
　実施例２
　コットンフロックを、実施例１と同様の水溶液中に分散させた。再度、安定且つ均一な
分散を達成した。
【００３０】
【表２】

【００３１】
　実施例３
　コットンフロックを、実施例１と同様の水溶液中に分散させた。
【００３２】

【表３】

【００３３】
　篩分け済みフロックの約５０％の量が既に分散した後に、追加のフロック添加は、分散
中のフロックを膨潤させ、そしてフロックの凝集および脱安定化を引き起こした。
　実施例４
　コットンフロックを、実施例１と同様の水溶液中に分散させた。
【００３４】
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【表４】

【００３５】
　フロックの凝集および脱安定化は、実施例３と同様に認められた。
　実施例５
　コットンフロックを、実施例２と同様の水溶液中に分散させた。超微粉高密度ポリエチ
レンワックスを加えた後、コットンフロックを加えた。
【００３６】

【表５】

【００３７】
　安定な分散が得られ、普通の撹拌で凝集の徴候がなかった。
　実施例６
　コットンフロックを、実施例５と同様の水溶液中に分散させた。
【００３８】

【表６】

【００３９】
　篩分け済みフロックを全て、普通の撹拌で混合して均一に分散させたが、凝集はなかっ
た。安定なフロック分散が得られた。
　実施例７
　塩基材凝固剤を、次の順序で成分を水に加えることによって調製した。
【００４０】
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【表７】

【００４１】
　凝固剤混合物を、気泡が破壊されるまで撹拌した。
　実施例８
　次のカルボキシル化アクリロニトリルブタジエンラテックスを調製した。
【００４２】
【表８】

【００４３】
　実施例９
　セラミック製のテキスチャー加工（textured）手袋浸漬型を、６０～７０℃に加熱後、
４０～５０℃に加熱された実施例７と同様の凝固剤浴中に浸漬した。浸漬型上の塩付着物
を乾燥させた後、その浸漬型を、実施例８と同様のカルボキシル化アクリロニトリルブタ
ジエンラテックス中に浸漬した。次に、浸漬型を、オーブン中に９０℃で６０秒間入れて
、ラテックスゲルを完全に乾燥させた。次に、その浸漬型を、次の複合材料分散中に浸漬
した。そのポリマー複合材料分散は、粘性に見えるし、フロックで飽和している。そのフ
ロック分散を、ポリウレタンラテックスおよび少量の実施例８のアクリロニトリルブタジ
エンラテックスコンパウンドを撹拌しながら加えたことを除いて、実施例６と同様に調製
した。
【００４４】
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【表９】

【００４５】
　均一コーティングを、エラストマーゲル上で達成し、８０～９０℃で１２秒間乾燥させ
た後、それを、熱水で４０～５０℃において４分間浸出した。次に、手袋を１２０℃で４
０分間硬化させた。完成手袋を、後浸出後に湿潤剥離した。
【００４６】
　実施例１０
　フロック分散を実施例５にしたがって調製し、そして複合材料分散を下のように調製し
たことを除いて、実施例９の手順を繰り返した。
【００４７】

【表１０】

【００４８】
　１時間着用後の手袋は、依然として快適且つ乾燥していると感じる。
　実施例１１
　実施例９の手順を、次の複合材料分散を用いて繰り返した。
【００４９】
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【表１１】

【００５０】
　１時間着用後の手袋は、実施例１０のものより乾燥していると感じる。
　実施例１２
　実施例９の手順を、次の複合材料分散を用いて繰り返した。
【００５１】

【表１２】

【００５２】
　適用されたコーティングは、繊維状で且つ平滑であった。
　実施例１３
　実施例９の手順を、次の複合材料分散を用いて繰り返した。
【００５３】
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【表１３】

【００５４】
　適用されたコーティングは、繊維状で且つ平滑であった。
　実施例１４
　実施例９の手順を、次の複合材料分散を用いて繰り返した。複合材料分散配合物を増粘
させて、浸漬の際の付着量を増加させた。増粘剤は、他の成分が全て、既に分散した後に
加えた。増粘した複合材料分散の粘度（Brookfield ＬＶＴ型，スピンドル＃１＠６０ｒ
ｐｍ）は、７０ｃｐｓであった。
【００５５】
【表１４】

【００５６】
　手袋は、１時間着用した場合、実施例１１のものより快適である。
　実施例１５
　実施例１４の手順を、次の複合材料分散を用いて繰り返した。
【００５７】
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【表１５】

【００５８】
　この手袋は、１時間着用するのに快適であり、使用者の手は、この時間後に依然として
乾燥していると感じる。しかしながら、被覆ラミネートは、実施例１４のものよりあまり
繊維状ではない。
【００５９】
　実施例１６
　エラストマーゲル層を、下のような標準的な典型的フォーム配合物中に浸漬後、ゲルの
短時間の乾燥を４０℃で５分間行ったことを除いて、実施例９の手順を繰り返した。次に
、この工程の後、５％硝酸カルシウム凝固剤下塗浸漬、乾燥工程、そして最後に、実施例
１４および実施例１５と同様の吻合材料分散中への浸漬を行った。
【００６０】
【表１６】

【００６１】
　上のラテックスを、水（１４２．５ｇ）で稀釈し、機械的に泡立てて、元の容量より３
０％大きくし、そして浸漬に有効な粘度に調整した。手袋上の繊維被覆発泡ライニングは
、着用するのに容易で且つきわめて快適であるので、より良い発汗吸収性のための連続気
泡構造を有すると考えられた。
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【００６２】
　実施例１７
　次の複合材料分散を調製した。
【００６３】
【表１７】

【００６４】
　上のラテックス複合材料分散配合物を、水で、３５％の全固形分へと稀釈し、ケーキ用
ミキサーで泡立てて、元の容量より約２０％大きくし、そして浸漬のために１５００～２
０００ｃｐｓの範囲内の粘度に調整した。次に、エラストマーゲル層を、発泡複合材料混
合物中に浸漬したことを除いて、実施例９の手順を繰り返した。第一エラストマーゲル層
を発泡複合材料配合物中に浸漬した時に、均一フォームゲルが成形し、そのフォームを、
室温で部分乾燥させた。フォーム被覆エラストマーゲルを、４０～５０℃に加熱された温
水中で浸出し、同時に、複合発泡ゲルの表面上のフォームバブルの薄層を洗浄除去するま
たは除去する十分な撹拌を与えるために水流速度を維持した。連続気泡構造マトリックス
を間に差し込まれた均一繊維構造は、浸漬型を浸出水から取り出した時に成形し、そして
１２０℃で４０分間硬化させると、微細多孔性フォーム複合ラミネートが手袋上に成形し
た。その手袋は、着用するのに快適であり、しかも手袋を１時間着用後も、依然として使
用者の手を乾燥した状態にする。
【００６５】
　記載の発明は、いろいろな方法で変更することができる。したがって、ここで、このよ
うな変更を、請求の範囲に記載の発明の理論からの逸脱と考えなくてよいということは当
業者に明らかなはずである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１は、本発明の一つの態様におけるエラストマー層に結合したポリマー複合繊
維コーティングの斜視図の走査型電子顕微鏡写真である。
【図２】図２は、図１のエラストマー層に結合したポリマー複合繊維コーティングの側面
図の走査型電子顕微鏡写真である。
【図３】図３は、本発明の別の態様におけるエラストマー層に結合した発泡ポリマー複合
繊維コーティングの側面図の走査型電子顕微鏡写真である。
【図４】図４は、図３の態様の別の走査型電子顕微鏡写真である。
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