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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天然ゴムからなる手袋基体の内面に接着層及び植毛層を有する手袋において、前記接着
層がノニオン性界面活性剤を含有する天然ゴムからなることを特徴とする植毛手袋。
【請求項２】
　手袋基体がワックス類を含有することを特徴とする請求項１記載の植毛手袋。
【請求項３】
　蒸発残留物が６０μｇ／ｍｌ以下であることを特徴とする請求項１又は２記載の植毛手
袋。
【請求項４】
　３０００Ｖの交流電圧を１分間印加しても、短絡しないことを特徴とする請求項１～３
のいずれか１項に記載の植毛手袋。
【請求項５】
　手袋基体の厚さが０．４～１．２ｍｍであることを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の植毛手袋。
【請求項６】
　手型表面に天然ゴム配合液を付着させ半ゲル化又は固化させ、水洗、乾燥した後、ノニ
オン性界面活性剤を含有する天然ゴム配合液からなる接着層を付着させ、植毛加工を行う
ことを特徴とする植毛手袋の製造方法。
【請求項７】
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　手袋基体がワックス類を含有することを特徴とする請求項６記載の植毛手袋の製造方法
。
【請求項８】
　水洗を少なくとも１５分間行うことを特徴とする請求項６又は７記載の植毛手袋の製造
方法。
【請求項９】
　手袋基体の厚さを０．４～１．２ｍｍとすることを特徴とする請求項６～８のいずれか
１項に記載の植毛手袋の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は植毛手袋に関し、更に詳しくは、手袋内面の触感に優れた植毛手袋、及び手袋
内面の触感に優れるとともに耐電圧性に優れた植毛手袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭用手袋や作業用手袋として、繊維製手袋基体の外面にゴムや樹脂が被覆された所謂
サポート手袋と、繊維製手袋基体を有さずゴムや樹脂からなる所謂アンサポート手袋があ
り、更に、アンサポート手袋には植毛された植毛手袋と植毛されていない非植毛手袋とが
ある。
【０００３】
　植毛手袋としては、例えば、ゴム又は樹脂製の手袋基体の内面に極細短繊維を被着した
植毛手袋（特許文献１）や、保湿成分で処理された短繊維を被着した保湿性手袋（特許文
献２）が提案されている。しかしながら、これらはいずれも手袋基体に植毛層を接着する
ための接着層としてアクリル系接着剤を用いているが、天然ゴムからなる手袋基体上にア
クリル系接着剤を用いて植毛層を接着する場合、ＳＰ値の違い等から接着層が手袋基体か
ら簡単に剥離するという問題がある。
【０００４】
　この問題を解決するために、例えば、天然ゴムからなる手袋基体とアクリル系接着層と
の間にアンカーコート層を設けた手袋（特許文献３）や、アクリル系モノマーでグラフト
化した改質天然ゴムを接着層として用いた手袋（特許文献４）が開示されている。
【０００５】
　一方、電気自動車、ハイブリッド車が急速に進む昨今、これらの製造工程や整備には、
静電気による衝撃を避けるために耐電圧性を有する手袋の使用が不可欠である。例えば、
ＪＩＳ規格及び厚生労働省告示において、交流電圧３００Ｖを超え６００Ｖ以下の使用電
圧では、試験電圧３０００Ｖ／１分間の基準を満たすことが求められている。
　このような基準を満足する手袋として、例えば、芳香族ビニル化合物系ブロックを有す
るブロック共重合体又は該ブロック共重合体を含有する熱可塑性エラストマー組成物によ
って形成された電路作業用絶縁用手袋が開示されている（特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－０６３６８８号公報
【特許文献２】特開２００４－２０４４３０号公報
【特許文献３】特開平５－３０５６８９号公報
【特許文献４】特開２００４－２７４４５号公報
【特許文献５】特開２０１０－１８５１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献３に記載の手袋は、アンカーコート層のために手袋の厚さ
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が増加し作業性を低下させるため好ましくない。また、上記特許文献４に記載の手袋は、
植毛層の剥離や手袋厚さの増加による作業性の低下の問題は解消されるものの、改質され
た特殊な天然ゴムを用いるため高コストとなり、また、接着層表面の皮膜化（皮張り：皮
が張った状態）が速いため、接着される植毛層の量が少量となったり不均一に形成され、
その結果、手袋内面の触感を低下させるという問題をはらんでいる。
【０００８】
　一方、特許文献５に記載の電路作業用絶縁用手袋は、特殊な素材によって絶縁性を確保
するため高価なものが多いという問題がある。
【０００９】
　本発明はかかる実情に鑑み、上記従来技術の課題を解決し、手袋の内面の触感に優れた
植毛手袋、及び手袋内面の触感に優れるとともに耐電圧性に優れた植毛手袋を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の特徴は、天然ゴムからなる手袋基体の内面に接着層及び植毛層を有する手袋に
おいて、前記接着層がノニオン性界面活性剤を含有する天然ゴムからなる植毛手袋である
。
【００１１】
　本発明の他の特徴は、手袋基体がワックス類を含有する植毛手袋である。
【００１２】
　本発明の他の特徴は、蒸発残留物が６０μｇ／ｍｌ以下である植毛手袋である。
【００１３】
　本発明の他の特徴は、３０００Ｖの交流電圧を１分間印加しても、短絡しない植毛手袋
である。
【００１４】
　本発明の他の特徴は、手袋基体の厚さが０．４～１．２ｍｍである植毛手袋である。
【００１５】
　本発明の他の特徴は、手型表面に天然ゴム配合液を付着させ半ゲル化又は固化させ、水
洗、乾燥した後ノニオン性界面活性剤を含有する天然ゴム配合液からなる接着層を付着さ
せ、植毛加工を行う植毛手袋の製造方法である。
【００１６】
　本発明の他の特徴は、手袋基体がワックス類を含有する植毛手袋の製造方法である。
【００１７】
　本発明の他の特徴は、水洗を少なくとも１５分間行う植毛手袋の製造方法である。
【００１８】
　本発明の他の特徴は、手袋基体の厚さを０．４～１．２ｍｍとする植毛手袋の製造方法
である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の植毛手袋は、接着層にノニオン性界面活性剤を含有することにより、接着層の
皮膜化を遅延させて該接着層に所望量の植毛層が接着されるので、手袋内面の触感に優れ
ている。また、タック性が要求されない植毛手袋の場合は、手袋基体にワックス類を含有
させることによりタック性の低減された植毛手袋が提供される。
【００２０】
　また、手袋の蒸発残留物を６０μｇ／ｍｌ以下とすることにより、手袋基体と接着層と
の接着強度が高められ、使用中に植毛層が手袋基体から剥離する等のトラブルが発生しな
い。
【００２１】
　また、本発明の植毛手袋は、３０００Ｖの交流電圧を１分間印加しても短絡せず、耐電
圧性に優れている。手袋基体の厚さは０．４～１．２ｍｍが好適である。
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【００２２】
　本発明の植毛手袋は、手型表面に天然ゴム配合液を付着させ半ゲル化又は固化させ、水
洗、乾燥した後ノニオン性界面活性剤を含有する天然ゴム配合液からなる接着層を付着さ
せ、植毛加工を行うことにより得ることができる。
　手袋基体にワックス類を含有させることによタック性の低減された手袋を得ることがで
きる。手袋基体の厚さは、０．４～１．２ｍｍが好適である。
【００２３】
　水洗を少なくとも１５分間行うことにより、手袋の蒸発残留物を６０μｇ／ｍｌ以下と
することができ、手袋基体と接着層との接着強度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は手袋基体と接着層との接着強度を評価する方法において、摩耗面の摩耗状
態を示す写真である。
【図２】図２はタック性の有無を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の植毛手袋は、天然ゴムからなる手袋基体の内面に植毛層を有する手袋において
、前記植毛層がノニオン性界面活性剤を含有する天然ゴムからなる接着層を介して接着さ
れていることを特徴とする。
【００２６】
　手袋基体としては、体積抵抗率、電流値及び加工性の面から天然ゴムが用いられる。体
積抵抗率は、材料による通電のしやすさを数値にしたもので、天然ゴムの体積抵抗率は１
０14～１０15であり、ＮＢＲの１０10～１０11、ＣＲの１０12～１０13に比べて高い体積
抵抗率を有し、電気を通しにくく耐電圧性に優れている。
　天然ゴムラテックスとしては、水系天然ゴムラテックス、溶剤系天然ゴムラテックスに
分類されるが、本発明の手袋基体には、労働環境等の観点から水系天然ゴムラテックスが
好ましい。水系天然ゴムラテックスの市販品としては、ＭＬＡ２１（Ｒｉｖｅｒｔｅｘ社
製）、ＬＡ－ＴＺ（Ｐｋｎｋ　Ｓｕｎｗｉｓｅ　Ｃｈｅｍｉｎｙ社製）等が挙げられるが
、蒸発残留物を少なくできる点ではＭＬＡ２１が好ましい。
【００２７】
　手袋基体の厚さは、余り薄くなると強度や耐電圧性が不十分となる傾向があり、一方、
余り厚くなると作業性が低下する傾向があるので、通常０．４～１．２ｍｍ程度が好まし
い。
【００２８】
　本発明の植毛手袋は、素材に天然ゴムを用いるので表面にタック性があり、滑り止め性
が極めて良好である。しかしながら、例えば、自動車の製造時や整備を行う際には、掌上
で保持していたネジを指先に移動させて把持するといった作業が必要であるが、タック性
が強過ぎると、このような作業が困難となる。このような場合には、手袋基体にワックス
類を添加することにより手袋表面のタック性を低減することができる。このようなワック
ス類としては、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、流動パラフィン、
パラフィン系合成ワックス等が挙げられ、これらは単独で又は必要に応じ２種以上組み合
わせて用いられる。ワックス類は融点が低い程、又はパラフィン含有量が多い程、タック
性の低減効果が得られる傾向がある。ワックス類の添加量は、天然ゴムラテックス１００
重量部（固形分）に対し０．５～１０重量部が好ましく、より好ましくは１～３重量部で
ある。ワックス類の添加量が０．５重量部未満ではタック性低減効果が十分でなく、一方
、１０重量部を超えるとワックスがブリードし、粉状物が発生する傾向がある。
　天然ゴムには、必要に応じ、ｐＨ調整剤、顔料等の着色剤、硫黄、加硫促進剤、金属酸
化物、熱安定剤、酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸収剤等の各種添加剤を配合することが
できる。
【００２９】
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　本発明における接着層は手袋基体と植毛層とを接着させる層で、天然ゴムが用いられ、
特に水系天然ゴムラテックスが好ましい。接着層は、急激にゲル化が起こると表面に皮膜
化が起きて植毛パイルの突き刺さりを妨げ、十分な量の植毛層が接着されにくくなり、植
毛量が少なくなったり、不均一になる。
　このような皮膜化を抑制するために、ノニオン性界面活性剤が添加される。ノニオン性
界面活性剤の中でもポリオキシエチレン誘導体が好ましく、これらの誘導体の中ではポリ
オキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリ
オキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルが好ましい。具体的には、オクチルフェノキシ
ポリエトキシエタノール（Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ１００又はＴｒｉｔｏｎ　Ｘ１０２、Ｔｈｅ
　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ製）等が挙げられる。ノニオン性界面活性
剤を添加することにより、これが天然ゴムの安定剤として働き、天然ゴムの皮膜化（ゲル
化）を遅らせるものと考えられる。ノニオン性界面活性剤の添加量は、天然ゴムラテック
ス１００重量部（固形分）に対し０．１～１．０重量部が好ましく、より好ましくは０．
３～０．８重量部である。ノニオン性界面活性剤の添加量が０．１重量部未満では皮膜化
を遅延させる効果が十分でなく、一方、１．０重量部を超えると皮膜化が遅くなりすぎて
接着層に植毛パイルが埋まり、手袋内面の風合いが悪くなる傾向がある。
　接着層には、必要に応じ、ｐＨ調整剤、顔料等の着色剤、硫黄、加硫促進剤、金属酸化
物、熱安定剤、酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸収剤等の各種添加剤を配合することがで
きる。
　手袋完成後の接着層の厚みは０．０５～０．８ｍｍが好ましく、０．１～０．５ｍｍが
さらに好ましい。０．０５ｍｍ未満では接着層が薄すぎて、植毛パイルの接着層に埋没し
ている部分の割合が接着層に埋没しないで露出している部分に比べて小さくなり、接着層
から植毛パイルが脱離するおそれが大きくなるため好ましくない。また、０．８ｍｍを超
えると、植毛パイルの接着層に埋没している部分の割合が、接着層に埋没しないで露出し
ている部分に比べて大きくなり、チクチクとした触感となり、人によって発疹がでるおそ
れが大きいため好ましくない。
【００３０】
　植毛層としては、レーヨン、コットン等の繊維が好ましく、繊度は０．５～１．７デシ
テックス、長さは０．３～１．０ｍｍ程度が好ましく、特に、レーヨン／コットンの質量
割合が７０／３０程度で繊度が１．０デニール程度、長さが０．５ｍｍ程度のものが好ま
しい。
【００３１】
　本発明の植毛手袋は、手型表面に天然ゴム配合液を付着させ半ゲル化又は固化させ、水
洗、乾燥した後、ノニオン性界面活性剤を含有する天然ゴム配合液からなる接着層を付着
させ、植毛加工を行うことにより製造することができる。
【００３２】
　好ましい製造方法について記載すると、加熱した、陶器製等の手型を凝固剤に浸漬させ
引き上げた後、乾燥させる。
【００３３】
　次に、上記手型を手袋基体配合液に浸漬させた後に引き上げ、乾燥させる。この工程は
、必要に応じ、複数回繰り返すことができ、これにより手袋基体の厚さを大きくすること
ができる。
　次に、常温の水に手型を浸漬させ水洗する。この水洗により手袋の蒸発残留物が６０μ
ｇ／ｍｌ以下に減らすことができ、手袋基体と接着層との接着強度を高めることができる
。水洗時間は通常１０分以上、好ましくは１５分以上で十分な接着強度が得られ、例えば
、植毛手袋を着用中に汗をかいても植毛層の手袋基体からの剥離が防止される。上限につ
いては特に制限されないが、余り長くしても効果に殆ど差が認められないので不経済であ
り、生産性が低下するので３０分程度が好ましい。水洗後、乾燥させ、手型上のゴム皮膜
表面の水分を乾燥させる。ゴム皮膜表面の水分がなくなれば良いため、常温で乾燥させて
もよいが、５０～９０℃程度で３～５分程度乾燥させることが生産性の点から望ましい。
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【００３４】
　次に、手型を接着層配合液に浸漬させた後に引き上げ、乾燥する。
【００３５】
　次に、接着層に植毛層を静電植毛加工する。その後、加熱することにより加硫を行う。
【００３６】
　加硫終了後、手型から手袋を反転離型させ、再度水洗し、乾燥させて本発明の植毛手袋
を得る。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに
より何ら制限されるものではない。
【００３８】
　以下の実施例及び比較例で得られた植毛手袋の物性及び特性は下記の方法で測定又は評
価した。
【００３９】
蒸発残留物：
　植毛手袋から採取したフィルム１ｃｍ2 当り２ｍｌの水にて６０℃で３０分間浸出し、
得られた浸出液を蒸発乾固したときの残渣を蒸発残留物とする。蒸発残留物は６０μｇ／
ｍｌ以下が好ましい。
【００４０】
耐電圧性試験（漏洩電流値、短絡又は通電）：
　ＪＩＳ　Ｔ８１１２に基づき、ＪＩＳ　Ｔ８０１０に規定する方法に従って試験した。
植毛手袋は指先を下にして、手袋内側の水位が同一となるように水槽に垂直に浸して試験
を行った。
【００４１】
手袋基体と接着層との接着強度：
　植毛手袋の甲部より採取した試験片を４０℃の水に２時間浸漬した後、試験機Ｎｕ－Ｍ
ａｒｔｉｎｄａｌｅ（Ｊａｍｅｓ　Ｈ．Ｈｅａｄ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．製）のホルダーに試
験片を植毛層が外側になるように取り付けて２００回摩耗させた後、試験片の摩耗状態を
肉眼で観察した。手袋基体と接着層との接着強度が小さい場合には、摩擦により接着層が
剥がれ又は削られることにより手袋基体が露出するが、接着強度が大きい場合は、接着層
が摩擦しても削られにくく手袋基体が露出する割合は小さい。従って、接着層の露出割合
が大きい程、手袋基体と接着層の接着強度が大きい。
　図１に示す写真は、水洗時間０分（実施例４）、１０分（実施例５）、１５分（実施例
６）、３０分（実施例３）の場合の試験片の摩擦後の摩耗状態表面を示しているが、白色
部が接着層、黒色部が手袋基体である。従って、白色部の割合が大きい程、接着強度が大
きいと判断できる。表中、◎：非常に強い、○：強い、△：やや弱い、×：弱い、を示す
。
【００４２】
植毛手袋の風合：
　植毛手袋を装着した際の風合の良、不良を評価した。
【００４３】
タック性：
　植毛手袋を装着し、人差指で転写シート（商品名：クリーン転写シート、販売元：ショ
ーワグローブ株式会社）上に３秒間触れた後の転写シート表面の変化を目視にて評価した
。
　図２に示すように、転写シート表面が変化した場合を「タック性あり」、変化しない場
合を「タック性なし」と評価した。
【００４４】
実施例１
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１：凝固剤、手袋基体配合液、接着層配合液及び植毛用パイル
　表１に示す凝固剤、表２に示す手袋基体配合液、表３に示す接着層配合液を調製した。
植毛用パイルとして、レーヨン／コットン（７０／３０、京都パイル製）を使用した。
【００４５】
【表１】

【００４６】
【表２】

【００４７】
【表３】

【００４８】
２：製造方法
（１）５５℃の陶器製の手型を凝固剤に2 秒間浸漬させ引き上げた後、５５℃で８分間乾
燥させる。
（２）次に、その手型を手袋基体配合液に浸漬させ１０５秒経過した後に引き上げる。引
き上げたのち、５５℃で４分間乾燥させる。乾燥後、常温（２０℃～３０℃）の水に手型
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を浸漬させ３０分間水洗を行う。水洗後、９０℃で３分間乾燥させ、手型上の本体フィル
ム表面の水分を乾燥させる。
（３）その後、手型を接着層配合液に浸漬させ６０秒経過した後に引き上げる。
（４）５０℃で１分間乾燥した後、静電植毛加工を行う。
（５）その後、７５℃で９０分間、９０℃で５０分間乾燥させることによって加熱加硫を
行い、加硫終了後、手型から手袋を反転離型させ、再度水洗し、乾燥させることによって
手袋を得た。
【００４９】
実施例２
　実施例１における手袋基体配合液を表４に示す配合液に変更した以外は実施例１と同様
にして植毛手袋を得た。
【００５０】
【表４】

【００５１】
実施例３
　実施例１において行った「手袋基体配合液に浸漬させ１０５秒経過した後に引き上げ、
５５℃で４分間乾燥させる」工程を３０分間の水洗前にさらに２回追加した（計３回）以
外は実施例1 と同様にして手袋を得た。
【００５２】
実施例４
　実施例２で行った３０分の水洗工程を０分に変更した以外は実施例２と同様にして植毛
手袋を得た。
【００５３】
実施例５
　実施例２で行った３０分の水洗工程を１０分に変更した以外は実施例２と同様にして植
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【００５４】
実施例６
　実施例２で行った３０分の水洗工程を１５分に変更した以外は実施例２と同様にして植
毛手袋を得た。
【００５５】
実施例７
　実施例２で凝固剤として使用した硝酸カルシウム量を５０重量部に変更した以外は実施
例２と同様にして植毛手袋を得た。
【００５６】
実施例８
　実施例１における手袋基体配合液からパラフィンワックスを除いた配合液に変更した以
外は実施例１と同様にして植毛手袋を得た。
【００５７】
比較例１
　実施例１の接着層配合液で用いた天然ゴム系ラテックスＭＬＡ２１をアクリル系ラテッ
クス(Nipol Lx-854E、日本ゼオン株式会社製) に変更した以外は実施例１と同様にして植
毛手袋を得た。
【００５８】
比較例２
　実施例１の接着層配合液からノニオン性界面活性剤を除いた配合系を使用した以外は実
施例１と同様にして植毛手袋を得た。
【００５９】
比較例３
　比較例１で凝固剤として使用した硝酸カルシウム量を２０重量部に変更し、その後の「
手袋基体配合液に浸漬させ１０５秒経過した後に引き上げる」工程を「手袋基体配合液に
浸漬させ即引き上げる」に変更した以外は比較例１と同様にして植毛手袋を得た。
【００６０】
　実施例１～８及び比較例１～３で得られた植毛手袋について、上記した方法で物性、特
性を測定又は評価した。結果を表５に示す。
【００６１】
　実施例１～８と比較例２との比較から、接着層にノニオン性界面活性剤を含有させるこ
とにより、皮膜化が抑制遅延され、所望量の植毛層が均一に接着され、風合の良好な植毛
手袋が得られるのに対し、ノニオン性界面活性剤を含有させない場合は、皮膜化により植
毛量が少なくなり風合の良好な植毛手袋が得られない。
　また、実施例１～８と比較例１との比較から、天然ゴム系接着剤を用いることにより、
手袋基体からの接着層の剥離がなく、風合の良好な植毛手袋が得られるのに対し、アクリ
ル系接着剤を用いると、手袋基体からの接着層の剥離が起き、風合の良好な植毛手袋が得
られない。
　また、実施例１～８と比較例３との比較から、手袋基体に絶縁性のある天然ゴムを使用
し、接着層に絶縁性のある天然ゴムを使用し、手袋基体の厚さを大きくすることにより、
短絡しない植毛手袋が得られる。
　また、実施例１～７と実施例８との比較から、手袋基体にワックスを含有させることに
より、タック性の低減された植毛手袋が得られる。
　更に、実施例６から水洗時間が１５分以上で手袋基体と接着層との十分な接着強度が得
られる。
【００６２】
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【表５】

【産業上の利用可能性】
【００６３】
　叙上のとおり、本発明によれば、接着層の皮膜化の遅延により所望量の植毛層が手袋基



(11) JP 6072419 B2 2017.2.1

体内面に形成されるので手袋内面の触感に優れた植毛手袋が提供され、また、安価な天然
ゴムを用いるので耐電圧性に優れた植毛手袋が安価に提供される。

【図１】

【図２】
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