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(57)【要約】
折り畳み式の個人用マスクは少なくとも１本の境界線を
介してマスクの残りの部分に接合された剛性の濾過パネ
ルから製造される。パネルは、帯電し、混ざり合い、か
つ連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマー繊維
を含む多孔質、単一成分、単一層の不織布ウェブを含み
、該不織布ウェブは、ウェブが２００ｍｇよりも大きい
ガーレー剛度を示し、かつマスクが０．１９ｋＰａ（２
０ｍｍＨ２Ｏ）よりも小さい圧力低下を示すだけの充分
な坪量又は繊維間結合を有する。本発明のマスクは更な
る補強層、２成分繊維、又は他の強化部材を用いずに形
成することが可能であり、保管用に平らに折り畳むこと
ができる。製造プロセスから生ずるスクラップを再利用
して更なる剛性濾過パネルウェブを製造することが可能
である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１本の境界線を介してマスクの残りの部分に接合された少なくとも１つの剛
性の濾過パネルを備える折り畳み式の個人用マスクであって、前記パネルは、帯電し、混
ざり合い、かつ連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマー繊維を含む多孔質、単一
成分、単一層の不織布ウェブを含み、前記不織布ウェブは、ウェブが２００ｍｇよりも大
きいガーレー剛度を示し、かつ該マスクが０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）よりも小さ
い圧力低下を示すだけの充分な坪量又は繊維間結合を有する、マスク。
【請求項２】
　前記不織布ウェブが、混ざり合い、連続した単一成分のポリマー極細繊維と、より大き
い径の繊維とのバイモーダル質量分率／繊維径混合物を含む、請求項１に記載のマスク。
【請求項３】
　前記不織布ウェブが、一部が結晶質であり一部が非晶質である配向したメルトスパン繊
維を含む、請求項１に記載のマスク。
【請求項４】
　前記不織布ウェブが約１００～約５００ｇｓｍの坪量を有する、請求項１に記載のマス
ク。
【請求項５】
　前記不織布ウェブが約１５０～約２５０ｇｓｍの坪量を有する、請求項１に記載のマス
ク。
【請求項６】
　前記不織布ウェブがカレンダー処理される、請求項１に記載のマスク。
【請求項７】
　前記不織布ウェブが少なくとも約３００ｍｇのガーレー剛性を有する、請求項１に記載
のマスク。
【請求項８】
　内側被覆ウェブを更に備える、請求項１に記載のマスク。
【請求項９】
　前記内側被覆ウェブと剛性濾過パネルとは同じポリマー組成を有する、請求項８に記載
のマスク。
【請求項１０】
　前記ポリマーがポリプロピレンである、請求項１に記載のマスク。
【請求項１１】
　前記ポリマーがポリ－４－メチル－１－ペンテンである、請求項１に記載のマスク。
【請求項１２】
　９５Ｌ／分で流れる１重量％の塩化ナトリウムエアゾールに曝露した際の最大浸透率が
２０％以下である、請求項１に記載のマスク。
【請求項１３】
　８５Ｌ／分で流れる０．０７５μｍの２％塩化ナトリウムエアゾールに曝露した際の最
大負荷浸透率が５％未満である、請求項１に記載のマスク。
【請求項１４】
　８５Ｌ／分で流れる０．０７５μｍの２％塩化ナトリウムエアゾールに曝露した際の最
大負荷浸透率が１％未満である、請求項１に記載のマスク。
【請求項１５】
　第１の部分と、
　第１の境界線によって前記第１の部分から区別される第２の部分と、
　第２の境界線によって前記第２の部分から区別される第３の部分と、
　該マスクが着用者による着用時の向きにある状態で前方から見た場合に、ほぼ垂直であ
り、かつ前記第１の部分、第２の部分、及び第３の部分を通じて延びる２等分折り目と、
　を含み、前記第１の部分、第２の部分、及び第３の部分は、前記剛性濾過パネルをそれ
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ぞれが含む左パネルと右パネルとにそれぞれ分割され、該マスクは前記２等分折り目に沿
ってほぼ平らに折り畳まれた形態に折り畳むことができる、請求項１に記載のマスク。
【請求項１６】
　前記剛性濾過パネルと同じポリマー組成を有する内側被覆ウェブを更に備える、請求項
１５に記載のマスク。
【請求項１７】
　場合により用いられる内側被覆ウェブと、帯電した極細繊維を含むウェブを含む濾過層
と、場合により用いられる外側被覆ウェブとを含む濾過構造を備え、前記場合により用い
られる内側被覆層及び前記場合により用いられる外側被覆層は前記濾過層の互いに反対側
の第１及び第２の面にそれぞれ配置され、
　前記濾過構造は、上側、中央、及び下側濾過パネルに分割され、前記中央パネルは第１
及び第２の境界線によって前記上側及び下側パネルから分離され、
　少なくとも前記中央パネルは前記剛性濾過パネルを含み、該マスクは前記第１及び第２
の境界線に沿ってほぼ平らに折り畳まれた形態に折り畳むことができる、請求項１に記載
のマスク。
【請求項１８】
　前記内側被覆ウェブが前記剛性濾過パネルと同じポリマー組成を有する、請求項１７に
記載のマスク。
【請求項１９】
　前記第１及び第２の境界線の少なくとも一方が曲線状である、請求項１７に記載のマス
ク。
【請求項２０】
　場合により用いられる内側被覆ウェブと、帯電した極細繊維を含むウェブを含む濾過層
と、場合により用いられる外側被覆ウェブとを含む濾過体を有し、前記濾過体は第１の部
分と第２の部分との間の中央部分を有し、前記中央部分は前記剛性濾過層を含み、第１及
び第２の境界線によって画定され、約１６０～２２０ｍｍの幅と約３０～１１０ｍｍの高
さとを有し、該マスクが前記第１の部分が前記中央部分の面と少なくとも部分的に対向し
て接触しかつ前記第２の部分が前記第１の部分の面と接触するようにして保管用に平らに
折り畳むことが可能であり、該マスクは使用時に展開されるとカップ形状の、顔から離間
した空気室を着用者の鼻及び口を覆って形成する、請求項１に記載のマスク。
【請求項２１】
　折り畳み式個人用マスクを製造するプロセスであって、
　ａ）帯電し、混ざり合い、連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマー繊維を含む
単一成分、単一層の不織布ウェブであって、２００ｍｇよりも大きいガーレー剛度を示す
だけの充分な坪量又は繊維間結合を有するウェブを得る工程と、
　ｂ）前記帯電したウェブに少なくとも１本の境界線を形成することによって前記境界線
によって少なくとも部分的に画定された少なくとも１つのパネルを与える工程と、
　ｃ）０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）よりも小さい圧力低下を示し、かつほぼ平らに
折り畳まれた形態に折り畳み、更に凸形の開いた形態に展開することができるマスク本体
を与えるように前記ウェブを適合させる工程と、を含むプロセス。
【請求項２２】
　前記ウェブからトリミングによって除去された廃棄部分を回収する工程と、更なる剛性
濾過ウェブを製造するために前記廃棄部分を再利用する工程とを更に含む、請求項２１に
記載のプロセス。
【請求項２３】
　前記ポリマー及び廃棄部分が、ポリプロピレンと、場合により用いられるエレクトレッ
ト帯電促進剤とから基本的に成る、請求項２２に記載のプロセス。
【請求項２４】
　混ざり合い、連続した単一成分のポリマー極細繊維と、より大きい径の繊維とのバイモ
ーダル質量分率／繊維径混合物として前記不織布ウェブを形成する工程を含む、請求項２
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１に記載のプロセス。
【請求項２５】
　一部が結晶質であり、一部が非晶質である配向したメルトスパン繊維から前記不織布ウ
ェブを形成する工程を含む、請求項２１に記載のプロセス。
【請求項２６】
　約１００～約５００ｇｓｍの坪量にて前記不織布ウェブを形成する工程を含む、請求項
２１に記載のプロセス。
【請求項２７】
　約１５０～約２５０ｇｓｍの坪量にて前記不織布ウェブを形成する工程を含む、請求項
２１に記載のプロセス。
【請求項２８】
　前記不織布ウェブをカレンダー処理する工程を含む、請求項２１に記載のプロセス。
【請求項２９】
　少なくとも約３００ｍｇのガーレー剛性を有するように前記不織布ウェブを形成する工
程を含む、請求項２１に記載のプロセス。
【請求項３０】
　内側被覆ウェブを含むプリフォームを形成する工程を更に含む、請求項２１に記載のプ
ロセス。
【請求項３１】
　前記内側被覆ウェブと剛性濾過パネルとは同じポリマー組成を有する、請求項３０に記
載のプロセス。
【請求項３２】
　前記ポリマーがポリプロピレンである、請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３３】
　前記ポリマーがポリ－４－メチル－１－ペンテンである、請求項３１に記載のプロセス
。
【請求項３４】
　前記ウェブを二等分軸線上に折り畳んで二等分折り線を有する折り畳まれたプリフォー
ムを形成する工程と、前記折り畳まれたプリフォームを前記二等分折り線に対して第１及
び第２の所定の角度にて溶接、縫合、又は締結する工程とを更に含み、前記所定の角度は
前記マスクのサイズに影響する、請求項２１に記載のプロセス。
【請求項３５】
　折り畳み式個人用マスクを製造するプロセスであって、
　ａ）混ざり合い、連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマー繊維からなる単一成
分、単一層の不織布ウェブであって、２００ｍｇよりも大きいガーレー剛度を示すだけの
充分な坪量又は繊維間結合を有するウェブを形成し、前記ウェブを帯電させる工程と、
　ｂ）前記帯電したウェブに少なくとも１本の境界線を形成することにより前記境界線に
よって少なくとも部分的に画定された少なくとも１つのパネルを与える工程と、
　ｃ）０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）よりも小さい圧力低下を示し、かつほぼ平らに
折り畳まれた形態に折り畳み、更に凸形の開いた形態に展開することができるマスク本体
を与えるように前記ウェブを適合させる工程と、を含むプロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者による空気中の汚染物質の吸入を防止する目的で着用される折り畳み
式マスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気中に浮遊する粒子の着用者による吸入、又は不快若しくは有害なガスの着用者によ
る吸入を防止する目的で個人用のマスクが一般的に用いられている。一般的にマスクは、
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成形されたカップ形の形態、又は折り畳み式の形態の２タイプのいずれかで提供される。
折り畳み式の形態は必要な時まで着用者のポケットに入れて携帯し、使用時に展開し、再
び折り畳んで保管できるという利点を有している。市販の折り畳み式マスクには、展開し
たマスクにより高い構造的安定性を与えるために、補強部材（例えば、弾性支持枠組構造
等の支持要素（例えば、パーカー（Parker）に付与された米国特許第４，３００，５４９
号を参照））又は補強層（ポリエステル繊維等の太い高弾性率の繊維を含んだ高坪量の不
織布（例えば、ボストック（Bostock））らに付与された米国特許第６，１２３，０７７
号を参照））が通常用いられている。こうした補強部材又は補強層は、呼吸周期の間にマ
スクが撓みにくくすることによって、マスクの内面に対する着用者の唇及び鼻翼の接触を
防止しうるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第４，３００，５４９号
【特許文献２】米国特許第６，１２３，０７７号
【特許文献３】米国特許第４，９２０，９６０号
【特許文献４】米国特許第６，３９４，０９０号
【特許文献５】米国特許第２，００７，８６７号
【特許文献６】米国特許第２，２６５，５２９号
【特許文献７】米国特許第２，５６５，１２４号
【特許文献８】米国特許第２，６３４，７２４号
【特許文献９】米国特許第２，７５２，９１６号
【特許文献１０】米国特許第３，６６４，３３５号
【特許文献１１】米国特許第３，７３６，９２８号
【特許文献１２】米国特許第３，９７１，３６９号
【特許文献１３】米国特許第４，２４８，２２０号
【特許文献１４】米国特許第４，４１７，５７５号
【特許文献１５】米国特許第４，４１９，９９３号
【特許文献１６】米国特許第４，４１９，９９４号
【特許文献１７】米国特許第４，６００，００２号
【特許文献１８】米国特許第５，３２２，０６１号
【特許文献１９】米国特許第５，７０１，８９２号
【特許文献２０】米国特許第５，７１７，９９１号
【特許文献２１】米国特許第５，７２４，９６４号
【特許文献２２】米国特許第５，７３５，２７０号
【特許文献２３】米国特許第６，４７４，３３６号
【特許文献２４】英国特許出願第２　１０３　４９１号
【特許文献２５】米国特許第６，３９８，８４７号
【特許文献２６】米国特許第６，３９７，４５８号
【特許文献２７】米国特許第６，４０９，８０６号
【特許文献２８】米国特許第５，９９３，９４３号
【特許文献２９】米国特許出願第１１／４５７，９０６号
【特許文献３０】米国特許出願第１１／４６１，１４５号
【特許文献３１】米国特許出願第１１／４６１，１９２号
【特許文献３２】米国特許出願第１１／４５７，８９９号
【特許文献３３】米国特許出願第１１／４６１，１２８号
【特許文献３４】米国特許出願第１１／４６１，２０１号
【特許文献３５】米国特許第６，６０７，６２４号
【特許文献３６】米国特許第５，４９６，５０７号
【特許文献３７】米国特許第４，５８８，５３７号
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【特許文献３８】米国特許第５，９０８，５９８号
【特許文献３９】米国特許第６，５６２，１１２号
【特許文献４０】米国特許出願第２００３／０１３４５１５号
【特許文献４１】米国特許第６，０４１，７８２号
【特許文献４２】米国特許第５，４９６，５０７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　補強部材及び補強層は、マスクの構造的一体性を高めることから有益ではあるものの、
こうした要素の使用によりマスクの全体の重量、嵩、及びコストが増加してしまい望まし
くない。補強部材及び補強層は高い濾過機能を与えるものではなく、製造過程で生ずる未
利用のスクラップの再利用率も制限されることから、出願人等は折り畳み式マスクからこ
れらの要素を省略することを検討した。いくつかの特許では、補強部材又は補強層は飽く
まで必要に応じて用いられるものであって、用いられることが飽くまで好ましいものであ
ると述べられている（例えば、ハバード（Hubbard）らに付与された米国特許第６，１２
３，０７７号及び同第４，９２０，９６０号を参照）。こうした要素を取り除くことによ
ってマスクが展開時及び着用時に不要に変形しやすくなることからこれらの要素を省略す
ることは実際には困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　出願人らは、重量、嵩、製造コストの１つ以上が低減した折り畳み式マスクの設計が可
能となるように、補強機能及び濾過機能の両方を単一の層に与える方法を見出した。
【０００６】
　本発明はその一態様において、少なくとも１本の境界線を介してマスクの残りの部分に
接合された少なくとも１つの剛性の濾過パネルを備える折り畳み式の個人用マスクであっ
て、パネルは、帯電し、混ざり合い、かつ連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマ
ー繊維を含む多孔質、単一成分、単一層の不織布ウェブを含み、不織布ウェブは、ウェブ
が２００ｍｇよりも高いガーレー剛度を示し、かつマスクが０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ

２Ｏ）よりも小さい圧力低下を示すだけの充分な坪量又は繊維間結合を有するようなマス
クを提供する。マスクはほぼ平らに折り畳まれた形態に折り畳んだり、凸形の開いた形態
に展開することができる。
【０００７】
　別の態様において本発明は、折り畳み式個人用マスクを製造するプロセスであって、
　ａ）帯電し、混ざり合い、かつ連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマー繊維を
含む単一成分、単一層の不織布ウェブであって、２００ｍｇよりも高いガーレー剛度を示
すだけの充分な坪量又は繊維間結合を有するウェブを得る工程と、
　ｂ）帯電したウェブに少なくとも１本の境界線を形成することによって境界線によって
少なくとも部分的に画定された少なくとも１つのパネルを与える工程と、
　ｃ）０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）よりも小さい圧力低下を示し、かつほぼ平らに
折り畳まれた形態に折り畳み、又、凸形の開いた形態に展開することができるマスク本体
を与えるようにウェブを適合させる工程と、を含むプロセスを提供する。
【０００８】
　更なる別の態様において本発明は、折り畳み式個人用マスクを製造するプロセスであっ
て、
　ａ）混ざり合い、かつ連続した単一成分の同じポリマー組成のポリマー繊維からなる単
一成分、単一層の不織布ウェブであって、２００ｍｇよりも高いガーレー剛度を示すだけ
の充分な坪量又は繊維間結合を有するウェブを形成し、ウェブを帯電させる工程と、
　ｂ）帯電したウェブに少なくとも１本の境界線を形成することによって境界線によって
少なくとも部分的に画定された少なくとも１つのパネルを与える工程と、
　ｃ）０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）よりも小さい圧力低下を示し、かつほぼ平らに
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折り畳まれた形態に折り畳み、又、凸形の開いた形態に展開することができるマスク本体
を与えるようにウェブを適合させる工程と、を含むプロセスを提供する。
【０００９】
　別の補強層を省き、更に外側の被覆ウェブ層等の他の層を潜在的に省くことによって製
品の複雑さ及び廃棄部分を低減することができる。又、マスクの補強層の繊維及び他の任
意の層（内側又は外側被覆ウェブ層等）の繊維がすべて同じポリマー組成を有しており、
無関係な接着材料が用いられなければ、未利用のスクラップを回収し、そのすべてを再利
用して更なる出発原料を製造することが可能である。
【００１０】
　本発明の上記の態様及び他の態様は、以下に述べる「発明を実施するための形態」から
明らかである。しかしながら上記に述べた概要は請求される主題を限定するものとして決
して解釈されてはならない。発明の主題は手続き上補正されうる添付の特許請求の範囲に
よってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に基づく折り畳み式マスク１０の側面図。
【図２】図１の折り畳み式マスク１０の展開された使用状態の形態を示す正面図。
【図３】本発明に基づく折り畳み式マスクの製造プロセスの例を示す概略図。
【図４】本発明に基づく図３のプロセスを用いて製造されるプリフォーム１４６の概略図
。
【図５】本発明に基づく折り畳み式マスク１６０の別の実施形態の折り畳まれた形態を示
す正面図。
【図６】本発明に基づく図５の折り畳み式マスク１６０の展開された使用状態の形態を示
す正面図。
【図７】オリフィス２４６及び２４８に異なる速度で流れる、又は異なる粘度の同じポリ
マー組成のポリマーが供給されるメルトブローダイ２０２を使用する、本発明に基づく単
一成分、単一層の剛性ウェブ２６４の例示的製造プロセスを示す概略断面図。
【図８】図７のプロセスで使用される例示的メルトブローダイを吐出口側から見た図。
【図９】多数の大径オリフィス及び小径オリフィスを有するメルトブローダイを用いた、
本発明に基づく単一成分、単一層の剛性ウェブ３２０の例示的製造プロセスを示す概略断
面図。
【図１０】図９のプロセスで使用される例示的メルトブローダイを吐出口側からみた斜視
図。
【図１１】メルトスピン法及び急冷強制流ヒーターを用いた単一成分、単一層の剛性ウェ
ブの例示的製造プロセスを示す概略側面図。
【図１２】図１１に示される装置の熱処理部の斜視図。
【図１３】図１２の装置の概略拡大図。
【００１２】
　図面のさまざまな図中の同じ参照記号は同じ要素を示す。図中の要素の縮尺は正確では
ない。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本文書において以下に示される用語は以下に示す意味を有するものである。
【００１４】
　「フィラメントを繊維に細径化する」とは、フィラメントの断片をより長く、より小径
の断片に変換することを意味する。
【００１５】
　「バイモーダル質量分率／繊維径混合物」とは、繊維径（μｍ）に対する質量分率を示
したヒストグラムにおいて少なくとも２つのピークを示す繊維の集合を意味する。バイモ
ーダル質量分率／繊維径混合物は、２つ以上のピークを有しうる。例えばこの混合物は、
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トリモーダル又はこれよりも多いピークを有する質量分率／繊維径混合物でありうる。
【００１６】
　「バイモーダル繊維数／繊維径混合物」とは、繊維径（μｍ）に対する繊維数（頻度）
を示したヒストグラムにおいて、ピークに対応する各繊維径の差が、より小径の繊維の径
の少なくとも５０％であるような少なくとも２つのピークを示す繊維の集合を意味する。
バイモーダル繊維数／繊維径混合物は、２つ以上のピークを有しうる。例えばこの混合物
は、トリモーダル又はこれよりも多いピークを有する繊維数／繊維径混合物でありうる。
【００１７】
　繊維又は繊維の集合に関して用いられる「結合」とは、互いに固く接着している状態を
意味する。接着した繊維同士はウェブに通常の取扱いを行っても一般に分離しない。
【００１８】
　繊維の集合に関して用いられる「帯電した」とは、１ｍｍのベリリウムで濾過した８０
ｋＶｐのＸ線を２０グレイの吸収線量で照射し、７ｃｍ／秒の面速度でジオクチルフタレ
ート貫通率（％ＤＯＰ）について評価を行った場合に、性能ファクター（quality factor
）ＱＦ値（後述する）が少なくとも５０％低下する繊維を意味する。
【００１９】
　繊維又は繊維の集合に関して用いられる「連続した」とは、基本的に無限大のアスペク
ト比（径に対する長さの比が少なくとも約１０，０００以上）を有する繊維を意味する。
【００２０】
　繊維の集合に関して用いられる「有効繊維径」とは、円形又は非円形を問わず、任意の
断面形状の繊維のウェブについて、デービス・Ｃ．Ｎ．による「空気中の塵芥及び粒子の
分離」（機械工学研究所、ロンドン、議事録１Ｂ　１９５２年）（Davies, C. N., “The
 Separation of Airborne Dust and Particles”, Institution of Mechanical Engineer
s, London, Proceedings 1B, 1952）に述べられる方法に従って求められる値を意味する
。
【００２１】
　「濾過パネル」とは、１つ以上の空気中の微細な粒子状汚染物質を除去するうえで充分
な濾過能力を有するとともに、使用時にマスクが展開された際に１つ以上の識別可能な境
界線を有する折り畳み式マスクの部分を意味する。
【００２２】
　「折り畳み式マスク」とは、保管用に平らに折り畳むことができ、着用者による着用時
には着用者の少なくとも鼻及び口を覆って１つ以上の空気中の汚染物質を除去する形状に
展開することが可能な装置を意味する。
【００２３】
　「境界線」とは、折り目、継ぎ目、溶接部、接着部、又は、識別可能な境界及び場合に
よりマスクの濾過パネルのヒンジ領域を与える他の視認可能な部位を意味する。
【００２４】
　不織布ウェブに関して用いられる「メルトブローされた」とは、複数のオリフィスを通
じて繊維形成材料を押し出すことによってフィラメントを形成しつつ、このフィラメント
を空気又は他の細径化流体と接触させることでフィラメントを繊維へと細径化した後、細
径化された繊維の層を回収することによって得られるウェブを意味する。
【００２５】
　「メルトブロー繊維」とは、溶融状態の繊維形成材料をダイのオリフィスを通じて高速
のガス流中に押し出すことによって製造され、押し出された材料はガス流中で先ず細径化
され次いで繊維の塊として固化する。メルトブロー繊維は一般に方向性をもたない。メル
トブロー繊維は不連続であることがしばしば報告されているが、こうした繊維は一般に長
く、充分に絡み合っているため、１本の完全なメルトブロー繊維をこうした繊維の塊から
取り出したり、一本のメルトブロー繊維をその始まりから終わりまで辿ることは通常困難
である。
【００２６】
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　不織布ウェブに関して用いられる「メルトスパン」とは、低粘度の溶融物を複数のオリ
フィスを通じて押し出すことでフィラメントを形成し、このフィラメントを空気又は他の
流体で急冷して少なくともフィラメントの表面を固化し、少なくとも部分的に固化したフ
ィラメントを空気又は他の流体と接触させてフィラメントを繊維へと細径化し、細径化さ
れた繊維の層を回収することによって形成されたウェブを意味する。
【００２７】
　「メルトスパン繊維」とは、ダイから吐出され、処理ステーションを通じて移送される
際に、繊維が恒久的に延伸されて、繊維内のポリマー分子が繊維の長軸方向に沿って恒久
的に配向されることで形成される繊維を意味する。こうした繊維は基本的に連続しており
、かつ充分に絡み合っているため１本の完全なメルトスパン繊維をこうした繊維の塊から
取り出すことは通常困難である。
【００２８】
　「極細繊維」とは、（顕微鏡を用いて求めた）メジアン径が１０μｍ以下の繊維を意味
し、「超極細繊維」とは、メジアン径が２μｍ以下の極細繊維を意味し、「サブミクロン
極細繊維」とは、メジアン径が１μｍ以下の極細繊維を意味する。本明細書中で特定の種
類の極細繊維のバッチ、群、アレイといった表現を用いる場合（例、サブミクロン極細繊
維のアレイ）、そのアレイにおける極細繊維の完全な集団か、又は単一のバッチの極細繊
維の完全な集団を意味し、そのアレイ又はバッチのサブミクロン径の部分のみを意味する
ものではない。
【００２９】
　繊維径（μｍ）に対する質量分率を示したヒストグラム、又は繊維径（μｍ）に対する
繊維数（頻度）を示したヒストグラムに関して用いられる「モード」とは、それよりも１
及び２μｍ小さい繊維径、並びに１及び２μｍ大きい繊維径に対するピークよりも高い局
所ピークを意味する。
【００３０】
　繊維又は繊維の集団に関して用いられる「単一成分」とは、その断面にわたって基本的
に同じ組成を有する繊維を意味する。単一成分には、その繊維の断面及び全長にわたって
均一な組成の連続相が延在している配合物（すなわちポリマー合金）又は添加剤含有材料
が含まれる。
【００３１】
　不織布ウェブに関して用いられる「単一層」とは、（繊維径に関する場合以外は）その
ウェブの断面全体にわたって同様の繊維のほぼ均一な分布を有することを意味し、（繊維
径に関しては）そのウェブの断面全体にわたって各モードの集団を代表する繊維が存在す
ることを意味する。こうした単一層ウェブは、ウェブの断面の全体にわたってほぼ均一な
繊維径分布を有してよく、例えば、より大径の繊維がウェブの一方の主面近傍において多
く存在し、より小径の繊維がウェブの他方の主面近傍において多く存在するといった、深
さに沿った繊維径の勾配を有しうる。
【００３２】
　「公称融点」とは、あるポリマーの溶融温度領域における第２の熱流及び全熱流を示し
た示差走査熱量測定（ＤＳＣ）曲線において、その領域で最大値が１つだけ存在する場合
には最大ピーク値を意味し、１つ以上の融点を示す１つ以上の最大値が存在する場合（例
えば、２種類の異なる結晶相が存在するような場合）には、最大幅の溶融ピークが生ずる
温度を意味する。
【００３３】
　「不織布ウェブ」とは、繊維が絡まり合ったり、点固着していることを特徴とする繊維
のウェブを意味する。
【００３４】
　「同じポリマー組成の」とは、基本的には同じ繰り返し分子単位を有するが、分子量、
メルトインデックス、製造方法、市販される形態等において異なってもよく、場合により
少量（例、約３重量％よりも少ない）のエレクトレット帯電添加剤を含有してもよいポリ
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マーを意味する。
【００３５】
　ポリマー繊維又はこうした繊維の集団に関して用いられる「配向した」とは、繊維のポ
リマー分子の少なくとも一部が、細径化室や機械的延伸装置等の機器に繊維を通した結果
、繊維の長さ方向に整列した状態を意味する。繊維における配向性の有無は、複屈折測定
及び広角Ｘ線回折等の各種の手段によって検出することができる。
【００３６】
　「多孔質」とは空気透過性であることを意味する。
【００３７】
　「別に調製された小径繊維」とは、繊維形成装置（例えば、ダイ）によって製造される
、より小径の繊維の流れを意味する。繊維形成装置は、小径の繊維流がより大径の繊維の
流れと初めは離隔（約２５ｍｍ（１インチ）程度の間隔）しているが、飛行中に大径繊維
流と融合して大径繊維流中に分散するように配置される。
【００３８】
　不織布ウェブ又はパネルに関して用いられる「自己支持型」とは、こうしたウェブ又は
パネルが、ウェブパネルの組成とは異なる組成を有しかつウェブ又はパネルの１つ以上の
部分に高い剛性を与える、ワイア、メッシュ又は他の補強材料の連続的な補強層を含まな
いことを意味する。
【００３９】
　繊維に関して用いられる「径」とは、円形の断面を有する繊維では繊維の直径を意味し
、非円形の断面を有する繊維では断面を横断して描くことができる最長の弦の長さを意味
する。
【００４０】
　本発明の実施に際しては、本明細書で記載する剛性の濾過パネルを用いて各種の折り畳
み式個人用マスクを製造することが可能である。こうした折り畳み式マスクの一例を図１
に示す。図１には、第１の境界線Ａ及び第２の境界線Ｂを有するマスク１０が示されてい
る。図２は、展開された使用状態の形態にある装置１０の正面図を示したものである。装
置１０は、６つの濾過パネルを有する本体１２を備える。これらのパネルの内の３つが右
上パネル１４、右中央パネル１６及び右下パネル１８として図１に示されている（左右、
上下という語は着用者から見たものを用いている）。残りの３つのパネルは、左上パネル
２０、左中央パネル２２、及び左下パネル２４として図２に示されている。装置１０は垂
直二等分線２６によって左半分と右半分とに分割されている。パネル１４と２０とは溶接
継ぎ目２８を介して連結されている。パネル１６と２２とは中央垂直折り目３０を介して
連結されている。パネル１８と２４とは溶接継ぎ目３２を介して連結されている。パネル
１４と１６とは溶接接着線Ａを介して連結されている。溶接接着線Ａはこの実施形態では
、パネル１４と１６との間の一部分の領域にわたって延びているが、全体にわたっては延
びていない。同様に、パネル１６と１８とは溶接接着線Ｂを介して連結されており、パネ
ル２０と２２とは溶接接着線Ａ’を介して連結されており、パネル２２と２４とは溶接接
着線Ｂ’を介して連結されている。パネル１４、１６、１８、２０、２２及び２４のうち
の１つ以上を別個の要素として設けてもよく、パネル１４、１６、１８、２０、２２及び
２４のうちの少なくとも１つ、より好ましくは少なくとも２つ、最も好ましくは全部が下
記に詳述するような剛性の濾過パネルである。パネル１４、１６、１８、２０、２２及び
２４のそれぞれが剛性の濾過パネルである場合、これらは開示される単一成分、単一層の
不織布ウェブで形成された単一のプリフォームとして形成されることが好ましい。開示さ
れる剛性濾過パネルは、設けられていてもよい内側又は外側の被覆ウェブ層を除外した単
一の不織層の状態で、空気中の汚染物質の濾過機能及びマスクの補強機能の両方を与える
ものである。装置１０は、この実施形態では折り目３０に相当する直線２６に沿って半分
（使用前にパッケージ内、又は着用者のポケット内に保管するため）に折り畳むことがで
きる。接顔エッジ３４は着用者の頬、顎先、及び鼻に対して好適なシールを与えるような
形状となっている。装置１０は強化鼻当て３６等の更なる要素、及び耳かけループ３８等
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の装着要素を更に有することが好ましい。着用者によっては耳かけループ３８の代わりに
１つ又は２つのヘッドバンド（図１及び図２には示されていない）を用いて装置を装着す
ることが好まれる。装置１０の形状及びサイズは、継ぎ目２８及び３２の形状又は向きを
変えることによって便宜よく変化させることができる。例えば継ぎ目２８及び３２は着用
者の顔によく一致するように直線又は所望の曲線とすることができる。継ぎ目２８及び３
２の向きは、折り目３０と第１の始点４４、又は折り目３０と第２の始点４６を基準とし
てそれぞれ描かれる第１の角度４０及び第２の角度４２によって便宜よく定義することが
できる。例えば第１の角度４０は約１１０°～約１７５°、又は約１４０°～約１５５°
とすることができる。例えば第２の角度４２は約１００°～約１６５°、又は約１３５°
～約１５０°とすることができる。縫い目２８及び３２、第１の角度４０、又は第２の角
度４２を変えることにより、異なる顔の大きさ及び形状に適合するように着用者の顔に対
する装置１０の一致度を容易に変更することができる。当業者であれば、第１の角度４０
及び第２の角度４２のそれぞれの角度を変えることによって、溶接、縫合、又は他の方法
で締結される継ぎ目２８及び３２の長さ、並びに装置１０のサイズを変化させることが可
能である点は認識されよう。例えば継ぎ目２８及び３２は約４０ｍｍ～約８０ｍｍの長さ
を有してよく、必ずしも同じ長さでなくともよい。剛性の濾過パネルを除き、装置１０の
ようなマスク及びその製造法に関する更なる詳細を米国特許第６，３９４，０９０（Ｂ１
）号（チェン（Chen）等）に見ることができる。
【００４１】
　図３は、図１及び図２に示されるような折り畳み式マスク装置を製造するための一製造
プロセス１２０を概略図にて示したものである。ほぼ連続したプロセスにおいては、場合
により用いられる内側被覆ウェブ１２４及び剛性濾過層１２６はロールの形態で供給され
ることが好ましい。未利用のスクラップの再利用を促すため、内側被覆ウェブ１２４は剛
性濾過層１２６と同じポリマー組成の単一成分のウェブであることが望ましい。例えば、
内側被覆ウェブ１２４及び剛性濾過層１２６の両方をポリプロピレン製のウェブとするこ
とができる。剛性濾過層１２６は、場合により外側被覆層１３２で被覆してもよい。外側
被覆ウェブ１３２が用いられる場合、外側被覆ウェブ１３２は内側被覆層１２４及び剛性
濾過層１２６と同じポリマー組成の単一成分のウェブであることが望ましい。少なくとも
剛性濾過層１２６の外側となる面（すなわち完成したマスクにおいて着用者と反対側を向
く面）にカレンダー処理を施すと、剥落が充分に抑制され、外側被覆ウェブ１３２を省略
できることから望ましい。剛性濾過層１２６の両主面に充分なカレンダー処理が施されれ
ば、剥落が充分に抑制されることによって内側被覆ウェブ１２４及び外側被覆ウェブ１３
２を両方とも省略することができる。
【００４２】
　得られた１層、２層、又は３層のウェブの集合体は、表面力、静電気力、熱接着、接着
、又は当業者には周知の他の好適な手段によって一体に保持することができる。次いでウ
ェブ集合体１３４を溶接ステーション１３６において溶接及びトリミングして不完全なプ
リフォーム１３８を形成することができる。プリフォーム１３８は望ましくはほぼ平板で
あるため、噛合シェルモールド等の特別な製造器具を必要とすることなく比較的速い速度
でかつ比較的低いコストにて所望のマスクを形成することができる。次いで不完全プリー
フォーム１３８を境界線ステーション１４０に通過させ、ここで不完全プリフォーム１３
８に少なくとも１本の境界線を形成して境界形成プリフォーム１４２とする。所望の境界
線は、超音波溶接、加圧（加熱を伴うか又は伴わない）、縫製、接着バーの適用等の様々
な方法によって形成することができる。図３に示される境界形成プリフォームは、Ａ、Ａ
’、Ｂ、Ｂ’として示される４本の境界線を有している。こうした境界線はプリフォーム
の各層の層間剥離を防止又は抑制し、着用時に１つ以上の濾過パネルの剛性を高め、マス
クが使用時に展開されるか、保管時に折り畳まれる際の濾過パネル間の境界領域における
可撓性を高めうるものである。次いで境界形成プリフォーム１４２を裁断ステーション１
４４に進め、ここで完成したプリフォーム１４６がウェブ１３４から切り離されると、穴
の開いたスクラップ部分１４８が残る。スクラップ部分１４８は巻取りリール１５０に巻
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き取ることができる。スクラップ部分１４８の異なる層が同じポリマー組成を有するウェ
ブである場合、新たな出発原料となるようにスクラップ部分１４８を（例えば、粉砕装置
、押出機、又は当業者には周知の他の再利用器具を用いて）直ちに、又は後の適当な段階
で回収及び再利用することができる。出発原料を用いて例えば被覆ウェブ１２４及び剛性
濾過層１２６の一方又は両方を形成してもよく、その際、濾過層１２６を形成するために
エレクトレット帯電添加剤が用いられていればその量を適宜調整する。
【００４３】
　次に図４を参照すると、次にプリフォーム１４６を二等分折り目１８に沿って折り畳ん
だ後、線Ｃ及びＤに沿って所定の角度４０及び４２で溶接、縫合又は締結することによっ
て、装置１０の最終的なサイズに影響する継ぎ目２８及び３２（図１及び図２に示される
）が形成される。プリフォーム１４２は廃棄部分１５２及び１５４を取り除くために（継
ぎ目２８及び３２が形成される前、その間、又はその後に）トリミングしてもよい。廃棄
部分１５２及び１５４の種々の層がそれぞれ同じポリマー組成を有している場合には、廃
棄部分１５２及び１５４を上記に述べたように再利用して新たな出発原料とすることがで
きる。他の任意の望ましい装着要素を取り付けた後、完成したマスクを個別包装、大量包
装等の任意の便宜のよい方法でパッケージングすることができる。当業者であれば、鼻当
て３６等の装着要素を製造プロセスの他の段階でより便宜よく取り付けることができるこ
とは認識される。例えば鼻当ては、内側被覆ウェブ１２４又は剛性濾過層１２６のいずれ
かの外面又は内面に、これらのウェブ同士を接合する前に配置するか、あるいは、プリフ
ォーム１３８の内面又は外面に、プリフォームを廃棄部分１４８から切り離す前に配置す
るか、あるいは、プリフォーム１４２上又はプリフォームの内部に、継ぎ目２８及び３２
が形成される前又は後に配置することができる。
【００４４】
　開示される剛性濾過パネルから形成することが可能な別の折り畳み式マスクが、図５及
び図６に示されている。図５及び図６は装置１６０の平らに折り畳まれた形態及び展開さ
れた使用状態の形態をそれぞれ示している。装置１６０は、開示される剛性濾過ウェブか
ら望ましくは形成される中央パネル１６２を含んでいる。装置１６０は更に上部パネル１
６４及び下部パネル１６６を含んでいる。上部パネル１６４及び下部パネル１６６もやは
り開示される剛性濾過ウェブから形成されていてよいが、望ましくは剛性濾過ウェブでは
なく、従来の濾過ウェブから形成される。パネル１６２はそれぞれ継ぎ目１６８及び１７
０を介してパネル１６４及び１６６に接合されている。顔から離間した形態等、快適な適
合性を有するマスクを与えるうえで、パネル１６２はほぼ楕円形状を有することが望まし
く、継ぎ目１６８及び１７０は湾曲すなわち曲線状をなすことが望ましい。図５及び図６
に示される実施形態では、中央パネル１６２、上部パネル１６４、下部パネル１６６はい
ずれもプリーツを有していない。装置１６０は装着点１７２、ヘッドバンド１７４、及び
ノーズクリップ１７６を更に含んでいてもよい。装置１６０のようなマスクに関する更な
る詳細は米国特許第６，１２３，０７７号（ボストック（Bostockら））に見られる。こ
うした装置の別の例示的実施形態では、開示される剛性濾過ウェブから形成された、約１
６０～２２０ｍｍの幅と約３０～１１０ｍｍの高さとを有する中央パネルを有し、装置は
、上部パネル又は下部パネルが中央パネルの面と少なくとも部分的に対向して接触し、か
つ上部パネル又は下部パネルが下部パネル又は上部パネルの一部と接触するようにして保
管用に平らに折り畳むことができる。
【００４５】
　各種の他の折り畳み式マスクを、開示される剛性濾過ウェブから形成することができる
。こうしたマスクの例としては、米国特許第２，００７，８６７号（レ・ダック（Le Duc
））、同第２，２６５，５２９号（ケンプ（Kemp））、同第２，５６５，１２４号（ダー
ボロー（Durborow））、同第２，６３４，７２４号（バーンズ（Burns））、同第２，７
５２，９１６号（ハリザー（Haliczer））、同第３，６６４，３３５号（バウチャー（Bo
ucher）ら）、同第３，７３６，９２８号（アンダーソン（Andersson）ら）、同第３，９
７１，３６９号（アスペリン（Aspelin）ら）、同第４，２４８，２２０（ホワイト（Whi
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te））、同第４，３００，５４９号（パーカー（Parker））、同第４，４１７，５７５号
（ヒルトン（Hilton）ら）、同第４，４１９，９９３号（ピーターソン（Peterson）ら）
、同第４，４１９，９９４号（ヒルトン（Hilton））、同第４，６００，００２号（メリ
ヤネック（Maryyanek）ら）、同第４，９２０，９６０号（ハバード（Hubbard）ら）、同
第５，３２２，０６１号（ブランソン（Brunson））、同第５，７０１，８９２号（ブレ
ドステイン（Bledstein））、同第５，７１７，９９１号（ノザキ（Nozaki）ら）、同第
５，７２４，９６４号（ブランソン（Brunson）ら）、同第５，７３５，２７０号（ベイ
ヤー（Bayer））、及び同第６，４７４，３３６（Ｂ１）号（ウォルフ（Wolfe））、並び
に英国特許出願第２　１０３　４９１号（アメリカン・オプティカル社）（American Opt
ical Corporation）が挙げられる。
【００４６】
　開示されるマスクはプリーツが形成されていてもいなくてもよいがプリーツが形成され
ていない方が望ましい。開示されるマスクは１つ以上の成型部分又はパネルを更に含んで
もよいが、成型を行わずに製造されることが望ましい。開示される剛性濾過パネルは、利
用可能なマスク濾過領域の一部分、大部分、更には全体であってもよい。開示される折り
目、継ぎ目、溶接部、接着部、又は他の境界線は直線、湾曲、又は曲線状であってよい。
複数の境界線を有する特定の実施形態では、１乃至複数の境界線が１乃至複数の別の境界
線と交差してもよい。他の実施形態では、境界線同士は交差しない。開示されるマスクは
、９５Ｌ／分で流れる１重量％の塩化ナトリウムエアゾールに曝露した際に、圧力低下が
０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）未満でありうる。例えばマスクの圧力低下は０．０９
ｋＰａ（１０ｍｍＨ２Ｏ）であってよい。又、開示されるマスクは９５Ｌ／分で流れる１
重量％の塩化ナトリウムエアゾールに曝露した際に、最大浸透率が２０％未満でありうる
。例えば、８５Ｌ／分で流れる０．０７５μｍの２％塩化ナトリウムエアゾールに曝露し
た際のマスクの最大負荷浸透率は５％未満又は１％未満であってよい。
【００４７】
　各種のポリマー繊維形成材料を使用して開示される剛性濾過ウェブを製造することがで
きる。この場合のポリマーは、選択される繊維及びウェブ形成プロセスで使用することが
可能であり、かつ、充分なエレクトレット性又は電荷分離を維持する帯電不織布ウェブを
与えることのできるものであれば、基本的にいずれの半結晶性熱可塑性繊維形成材料を用
いることもできる。好ましいポリマー繊維形成材料は、室温（２２℃）における体積抵抗
率が１０１４Ω・ｃｍ以上であるような非導電性の反結晶性樹脂である。好ましくは体積
抵抗率は約１０１６Ω・ｃｍ以上である。ポリマー繊維形成材料の抵抗率は標準試験ＡＳ
ＴＭ　Ｄ　２５７－９３に従って測定することができる。ポリマー繊維形成材料は更に、
導電性を著しく高めたり、繊維の帯電能及び電荷保持能に影響しうる帯電防止剤等の成分
を実質上含まないことが好ましい。帯電可能なウェブにおいて使用することが可能なポリ
マーの例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリ（４－メチル－
１－ペンテン）及び環状オレフィンコポリマー等のポリオレフィンを含む熱可塑性ポリマ
ー、並びにこれらのポリマーの組み合わせが挙げられる。使用可能ではあるが、帯電させ
ることが困難であり、電荷を急速に失いうる他のポリマーとしては、ポリカーボネート類
、スチレン－ブタジエン－スチレン及びスチレン－イソプレン－スチレンブロックコポリ
マー等のブロックコポリマー類、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル類、ポリ
アミド類、ポリウレタン類、並びに当業者には周知の他のポリマーが挙げられる。開示さ
れる剛性濾過ウェブは好ましくはポリ－４－メチル－１－ペンテン又はポリプロピレンか
ら製造される。こうしたウェブは、特に湿性環境下におけるその電荷保持能からポリプロ
ピレンホモポリマーにて製造されることが最も好ましい。
【００４８】
　濾過ウェブの性能、エレクトレット帯電能、機械的特性、エイジング特性、着色性、表
面特性、又は他の所望の特性を向上させるための添加剤をポリマーに添加してもよい。代
表的な添加剤としては、充填剤、核剤（例えば、ミリケン・ケミカル（Milliken Chemica
l）社より市販されるＭＩＬＬＡＤ（商標）３９８８ジベンジリデンソルビトール）、エ
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レクトレット帯電促進剤（例えば、トリステアリルメラミン、及びチバスペシャルティー
ケミカル（Ciba Specialty Chemicals）社より市販されるＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ（商標）
１１９及びＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ　９４４等の各種の光安定剤）、硬化開始剤、硬化剤（
例えば、ポリ（４－メチル－１－ペンテン））、界面活性剤、及び表面処理剤（例えば、
ジョーンズ（Jones）らに付与された米国特許第６，３９８，８４７（Ｂ１）号、同第６
，３９７，４５８（Ｂ１）号、及び同第６，４０９，８０６（Ｂ１）号に記載の、油性ミ
スト環境下で濾過性能を向上させるためのフッ素原子処理剤）が挙げられる。こうした添
加剤の種類及び添加量は当業者には周知である。例えば、エレクトレット帯電促進剤は一
般的に約５重量％未満、より一般的には約２重量％未満の量で添加される。
【００４９】
　開示される剛性濾過ウェブは異なる有効繊維径値（ＥＦＤ）を有してよく、例えば、約
５～約４０μｍ、又は約６～約３５μｍのＥＦＤを有してよい。ウェブは更に異なる坪量
を有してよく、例えば約１００～約５００ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）又は約１５０～約２５０ｇ
ｓｍの坪量を有してよい。開示されるウェブは少なくとも約２００ｍｇ、少なくとも約３
００ｍｇ、少なくとも約４００ｍｇ、少なくとも約５００ｍｇ、少なくとも約１０００ｍ
ｇ、又は少なくとも約２０００ｍｇのガーレー剛度を有してよい。
【００５０】
　開示される剛性濾過ウェブは、２００６年７月３１日出願の米国特許出願第１１／４６
１，１３６号及び同第１１／４６１，１４５号、並びに２００７年３月２９日出願の同時
係属中の米国特許出願第１１／６９３，０１７号に記載のウェブのような、極細繊維とよ
り大径の繊維とのバイモーダル質量分率／繊維径混合物として便宜よく形成することがで
きる。後者の出願に記載される製造プロセスは典型的なものであり、以下のように要約す
ることができる。図７及び図８は、混ざり合い、かつ連続した極細繊維と、同じポリマー
組成のより大径の繊維とのバイモーダル繊維数／繊維径混合物を含む多孔質の単一成分不
織布ウェブを製造するための装置２００を示したものである。メルトブローダイ２０２に
は、第１の液化した繊維形成材料が、ホッパー２０４、押出機２０６、及び導管２０８か
ら第１の流速すなわち第１の速度にて供給される。ダイ２０２には、同じポリマー組成の
第２の液化した繊維形成材料が、ホッパー２１２、押出機２１４、及び導管２１６から第
２の異なる流速すなわち粘度にて別途供給される。導管２０８及び２１６は、ほぼ対称的
な部材２２２及び２２４内に位置する第１及び第２のダイキャビティー２１８及び２２０
とそれぞれ流体連通している。部材２２２及び２２４はダイキャビティー２１８及び２２
０の外壁を形成している。第１及び第２のほぼ対称的な部材２２６及び２２８が、ダイキ
ャビティー２１８及び２２０の内壁を形成し、継ぎ目２３０で互いに接している。部材２
２６及び２２８はその長さの大部分に沿って断熱材２３２によって分離されてよい。偏向
板２４０及び２４２は、メルトブローダイ２０２から吐出されるフィラメント２５２のア
レイ上に細径化流体（例えば、加熱空気）の流れが収束してフィラメント２５２を繊維２
５４へと細径化するように細径化流体の流れを偏向する。繊維２５４は多孔質のコレクタ
２５６にぶつかって自己支持型の不織布メルトブローウェブ２５８を形成する。場合によ
り例えばローラ２６０及び２６２を用いてウェブ２５８にカレンダー処理を行ってカレン
ダー処理ウェブ２６４を得ることができる。ポリマーがホッパー２０４及び２１２から供
給される速度、コレクタ２５６の動作速度、又は装置２００の動作時に用いられる温度を
調節することによって、回収されるウェブを所望のガーレー剛度を有するウェブとするこ
とができる。
【００５１】
　図８は、メルトブローダイ２０２を吐出口側から見た斜視図にて示したものであり、細
径化ガス偏向板２４０及び２４２を外した状態を示すものである。部材２２２と２２４と
は継ぎ目２４４で互いに接している。継ぎ目２４４には第１のオリフィス群２４６及び第
２のオリフィス群２４８が位置し、継ぎ目２４４を通じてフィラメント２５２のアレイが
吐出される。ダイキャビティー２１８及び２２０は、第１のオリフィス群２４６及び第２
のオリフィス群２４８と、通路２３４、２３６及び２３８を通じてそれぞれ流体連通して
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いる。
【００５２】
　図７及び図８に示される装置を、異なるモードで動作させるか、又は異なる方法で改変
することによって、一方のダイキャビティーから吐出されるより大径の繊維と、他方のダ
イキャビティーから吐出されるより小径の繊維とからなる流れを与えることで、同じポリ
マー組成の、混ざり合ったより大径の繊維とより小径の繊維とのバイモーダル質量分率／
繊維径混合物を含む不織布ウェブを形成することができる。例えば、押出機２０６及び２
１４のそれぞれから（必要に応じて、図７に示されていない２個の吐出口を有する単一の
押出機から）ダイキャビティー２１８にはより大径の導管２０８を通じ、ダイキャビティ
ー２２０にはより小径の導管２１６を通じて同じポリマーを供給することによって、オリ
フィス２４６からはより小径の繊維を、オリフィス２４８からはより大径の繊維を生成す
ることができる。押出機２０６が押出機２１４よりも大きな径を有するか、又は動作温度
がより高い場合には、同じポリマーを押出機２０６からダイキャビティー２１８に、押出
機２１４からダイキャビティー２２０に供給することによって、ダイキャビティー２１８
にはより大きな流速又はより低い粘度で、ダイキャビティー２２０にはより小さな流速又
はより高い粘度でポリマーを供給して、オリフィス２４６からはより小径の繊維を、オリ
フィス２４８からはより大径の繊維を生成することができる。ダイキャビティー２１８を
高い温度で動作させ、ダイキャビティー２２０を低い温度で動作させることによって、オ
リフィス２４６からはより小径の繊維を、オリフィス２４８からはより大径の繊維を生成
することができる。同じポリマー組成を有するが、異なるメルトインデックスを有するポ
リマーを、ダイキャビティー２１８には押出機２０６から、ダイキャビティー２２０には
押出機２１４から供給することができる（例えば押出機２０６ではメルトインデックスが
低い方のポリマーを用い、押出機２１４では同じポリマーのメルトインデックスが高い方
を用いて、オリフィス２４６からはより小さい径の繊維を、オリフィス２４８からはより
大径の繊維を生成する）。当業者であれば、他の方法（例えば、ダイキャビティー２１８
に流れる液化繊維形成材料の流れに溶媒を添加したり、ダイキャビティー２１８では短い
流路を、ダイキャビティー２２０では長い流路を用いるなど）、並びにこれらの方法及び
上記に述べた異なる動作モードの組み合わせを用いることも可能である点は認識されよう
。
【００５３】
　図８に示される実施形態では、オリフィス２４６及び２４８は、ダイ２０２の吐出口側
の端部にわたって交互に１列に配されており、ダイキャビティー２１８及び２２０と１：
１の比でそれぞれ流体連通している。異なる繊維径分布を有する不織布ウェブを得るうえ
で、オリフィスの他の配置を用いたり、オリフィス２４６及び２４８を他の個数比で用い
ることができる。例えば、オリフィスを細径化空気流出口の間に複数の列（例えば、２、
３、４又はそれよりも多い列）で配置してもよい。例えば、オリフィスをランダムに配置
する等、必要に応じて列以外のパターンを用いてもよい。複数の列に配置する場合、各列
にはいずれか一方の群のみのオリフィスが含まれていてもよく、第１及び第２の群の両方
のオリフィスが含まれていてもよい。第１及び第２の群のオリフィスの数は、所望のウェ
ブ構造に応じて例えば１０：９０、２０：８０、３０：７０、４０：６０、５０：５０、
６０：４０、７０：３０、８０：２０、９０：１０及びこれら以外の比等、異なる比で与
えられてよい。第１及び第２の群の両方のオリフィスが１乃至複数の列に配列されている
場合、第１及び第２の群のオリフィスは交互に配置される必要はなく、所望のウェブ構造
に応じて例えば１２２１、１１２２２１１、１１１１２２２１１１１及び他の配列等、任
意の所望の配置とすることができる。ダイの先端は、メルトブローダイ内部の第１、第２
、第３及び必要に応じて更なるダイキャビティーとそれぞれ流体連通した第１、第２、第
３及び必要に応じて更なるオリフィス群のような１以上のオリフィス群を有することによ
ってトリモーダル又はそれ以上のピークを有する繊維径分布を有するウェブを得ることが
できる。
【００５４】
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　このようなメルトブロー装置の残りの部分は当業者には周知のものである。例えば、メ
ルトブロープロセスに関する更なる詳細は、１９５６年刊行のＩｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ誌、４８巻１３４２頁以降に掲載のウェンテ
，ヴァン．Ａ（Wente,Van.A）による「超極細熱可塑性繊維」（Superfine Thermoplastic
 Fibers）又は、１９５４年５月２５日刊行のウェンテ（Wente），Ｖ．Ａ、ブーン（Boon
e），Ｃ．Ｄ．及びフルハーティ（Fluharty），Ｅ．Ｌ．による米国海軍研究所のレポー
ト第４３６４号、「超極細有機繊維の製造」（Manufacture of Superfine Organic Fiber
s）、並びに米国特許第５，９９３，９４３号（ボダギ（Bodaghi）ら）に見ることができ
る。
【００５５】
　開示される剛性濾過ウェブは、メルトブロープロセス及び図９に示されるような装置２
７０を用いることによっても形成することができる。ホッパー２７２及び押出機２７４か
ら供給される液化した繊維形成ポリマー材料は、流入口２７８からメルトブローダイ２７
６に流入し、ダイキャビティー２８０を通じて流れ、ダイキャビティー２８０の前端部に
わたって直線状の列（図１０を参照して後述する）に配列された大径及び小径のオリフィ
スを通じてダイキャビティー２８０から流出して、繊維形成材料がフィラメント２８２の
アレイとして押し出される。協働する一群のガスオリフィスを通じて通常は加熱空気であ
るガスが非常に大きな速度で押し出され、フィラメント２８２が繊維へと小径化される。
繊維２８４は多孔質のコレクタ２８６にぶつかって自己支持型の不織布メルトブローウェ
ブ２８８を形成する。場合により例えばローラ２６０及び２６２を用いてウェブにカレン
ダー処理を行ってカレンダー処理ウェブ２８９を得ることができる。ポリマーがホッパー
２７２から供給される速度、コレクタ２８６の動作速度、又は装置２７０の動作時に用い
られる温度を調節することによって、回収されるウェブを所望のガーレー剛度を有するウ
ェブとすることができる。
【００５６】
　図１０は、メルトブローダイ２７６を吐出口側から見た斜視図にて示したものであり、
細径化ガス偏向板を外した状態を示している。ダイ２７６は、これを通じて液化繊維形成
材料がダイ２７６から流出してフィラメント２８２を形成する複数の流路を与える、大径
オリフィス２９４及び小径オリフィス２９６の列２９２を有する突出した先端部２９０を
備える。孔２９８にはダイの異なる部材を一体に保持するための挿通ボルト（図１０には
示されていない）が挿通される。図１０に示される実施形態では、大径オリフィス２９４
と小径オリフィス２９６との径の比は２：１であり、各大径オリフィス２９４につき９個
の小径オリフィス２９６が設けられている。大径オリフィスと小径オリフィスとの径の比
は、例えば、１．５：１以上、２：１以上、２．５：１以上、３：１以上、又は３．５：
１以上といった他の比であってもよい。又、大径オリフィス１個当たりの小径オリフィス
の数の比も、５：１以上、６：１以上、１０：１以上、１２：１以上、１５：１以上、２
０：１以上、又は３０：１以上といった他の比であってもよい。通常、大径オリフィス１
つ当たりの小径オリフィスの数と、大径繊維１本当たりの小径繊維（例、適当な動作条件
下における極細繊維）の数とは直接対応している。当業者によれば認識されるように、大
径オリフィスによって形成される小径化フィラメントから大径の繊維が生成され、小径オ
リフィスによって形成される小径化フィラメントから極細繊維が生成され、完成したウェ
ブが所望の構造、剛性及び他の物性を有するように、ポリマーの流速、ダイの動作温度及
び小径化用空気流速を適宜選択する必要がある。
【００５７】
　開示されるバイモーダルウェブは、メルトスピン法を用いてより大径の繊維を形成し、
メルトブローイング法を用いて同じポリマー組成のより小径の繊維（例、極細繊維）を別
途形成する等の他の方法によって製造することもできる。メルトスピンダイからのより大
径の繊維の流れと、メルトブローダイからのより小径の繊維の流れとは、２つの流れが飛
行中に融合して混ざり合ったより大径の繊維とより小径の繊維との複合流を形成し、この
複合流が適当なコレクタにぶつかって、より大径の繊維とより小径の繊維とのバイモーダ
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ル質量分率／繊維径混合物を含む不織布ウェブを形成するように配置することができる。
こうしたプロセス及びこうしたプロセスにより製造される不織布ウェブに関する更なる詳
細は、２００６年７月３１日出願の米国特許出願第１１／４５７，９０６号、同第１１／
４６１，１４５号、及び同第１１／４６１，１９２号に示されている。
【００５８】
　開示される剛性濾過ウェブは、同じポリマー組成の、部分的に結晶質かつ部分的に非晶
質の配向したメルトスパン繊維のウェブを形成するうえで充分な熱条件下で、単一成分の
ポリマー繊維をメルトスピンし、回収し、加熱し、急冷することによって製造される連続
した単一成分のポリマー繊維からなる単一成分、単一層の不織布ウェブとして便宜よく形
成することもできる。メルトスパン繊維は結合されて緊密で扱いが容易なウェブを形成し
、このウェブは、２００６年７月３１日出願の米国特許出願第１１／４５７，８９９号、
同第１１／４６１，１２８号、及び同第１１／４６１，２０１号に記載のウェブと同様、
配向状態及び繊維構造を維持したまま更に軟化させることができる。これらの出願に記載
される製造プロセスは典型的なものであり、以下のように要約することができる。非晶質
特性相を有する配向した半結晶質メルトスパン繊維からなる、回収されたウェブに、制御
された加熱及び急冷操作を行う。該加熱及び急冷操作は、ａ）繊維の非晶質特性相が軟化
するだけの充分に高い温度（こうした繊維の材質の溶融開始温度よりも一般的に高い温度
）に加熱した流体を、繊維の全体が溶融しない程度に短い時間、該ウェブに強制的に通過
させること（これにより別々の繊維としての繊維の性質を失わせる。加熱時間は繊維断面
が大きく変形しない程度に短時間であることが好ましい）と、ｂ）軟化した繊維を固化さ
せるだけの充分な熱容量を有する流体を該ウェブに強制的に通過させることによって直ち
にウェブを急冷すること（これにより熱処理で軟化した繊維の非晶質特性相を固化させる
）と、を含む。ウェブに通過させる流体はガス流であることが好ましく、空気であること
が好ましい。これに関し、流体又はガス流をウェブに「強制的に」通過させるとは、常圧
以外に所定の力を流体に作用させて流体をウェブに通過させることを意味する。好ましい
実施形態では、開示される急冷工程において、集束された加熱ガス（通常は空気）流を加
圧下で噴出する、ウェブの一方の面に係合した装置（後述するように急冷流ヒーターと称
することができる）にコンベヤでウェブを通過させ、ウェブの他方の面に配したガス回収
装置によって加熱ガスのウェブの通過を促す。一般に加熱ガス流はナイフ状又はカーテン
状（長尺又は矩形のスロットから噴出されるような）であり、ウェブの幅にわたって延び
、かつ均一である（ウェブの繊維が有用な均一度で加熱されるような温度及び流れの均一
性を有する）。この加熱ガス流はある意味、「空気通過接着装置」又は「高温空気ナイフ
」からの加熱ガス流に似ているが、流れを調節する特別な制御を行って加熱ガスをウェブ
の幅全体にわたって均一かつ制御された速度で分配することにより、メルトスパン繊維を
有用な高温にまで全体的かつ均一かつ速やかに加熱して軟化させることができる。加熱の
直後に強制急冷を行って、繊維を高純度のモルフォロジーで速やかに凍結する（「直後」
とは同じ操作の一部であることを意味し、次の処理工程の前にウェブをロールに巻き取る
場合におけるような中間の保管期間がない）。好ましい実施形態では、ガス装置を加熱ガ
ス流からウェブの下流に配置することによって、加熱後直ちに冷却ガス又は周辺空気等の
他の流体をウェブを通じて引き込み、これにより繊維を速やかに急冷する。加熱の長さは
、例えばウェブの移動経路に沿った加熱領域の長さによって、及び加熱領域から冷却領域
にウェブが移動する速度によって制御され、これにより繊維の全体を溶融することなく非
晶質特性相を所望どおりに溶融／軟化させることができる。
【００５９】
　図１１を参照すると、本例示的装置では、ホッパー３１１にポリマー繊維形成材料を導
入し、材料を押出機３１２内で溶融し、溶融材料をポンプ３１３によって押出しヘッド３
１０に圧送することによって押出しヘッド３１０に繊維形成材料が送られる。ペレット又
は他の粒子状の固形ポリマー材料が最も一般的に使用され、これを液状の圧送可能な状態
に溶融する。押出しヘッド３１０は従来のスピナレット又はスピンパックでよく、一般に
規則的なパターン、例えば直線の列に配列された多数のオリフィスを含む。押出しヘッド
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から繊維形成液のフィラメント３１５が押出され、処理室又は細径化部３１６に搬送され
る。細径化部は例えば、米国特許第６，６０７，６２４（Ｂ２）号（ベリガン（Berrigan
）ら）に示されるような可動壁式の細径化部であってよい。押出されたフィラメント３１
５が細径化部３１６に到達するまでに移動する距離３１７は、フィラメント３１５が曝さ
れる条件と同様、変化しうる。押出されたフィラメントに空気または他の気体の急冷流３
１８を供給して押出されたフィラメント３１５の温度を低下させることができる。又、空
気または他の気体の流れを加熱して繊維の延伸を促すことも可能である。空気又は他の流
体の流れは、例えば、押出しの際に放出される不要なガス状物質又は蒸気を除去すること
が可能な、フィラメント流を横切って流れる第１の空気流３１８ａ、及び、主な望ましい
温度低下を実現するための第２の急冷空気流３１８ｂといったように１つ以上の流れが存
在してもよい。更なる急冷流を用いてもよく、例えば、流れ３１８ｂは所望の急冷レベル
を実現するためにそれ自体が複数の流れを含んでいてもよい。使用されるプロセスや所望
の最終製品の形態によっては、押出されたフィラメント３１５が細径化部３１６に到達す
る前にフィラメント３１５を固化させるにはこうした急冷空気で充分である。他の場合に
は、押出されたフィラメントは細径化部に進入した時点で依然軟化又は溶融状態にある。
又、押出しヘッド３１０と細径化部３１６との間の周辺空気又は他の流体が、押出された
フィラメントが細径化部に進入する前に押出しフィラメントのあらゆる変化を伝達する媒
体であり得るような場合には、急冷流は使用されない。
【００６０】
　フィラメント３１５は細径化部３１６を通過した後、コレクタ３１９上に吐出されて繊
維３２０の塊として回収される。細径化部内でフィラメントは伸長及び細径化され、フィ
ラメント内のポリマー分子が配向し、繊維内部のポリマー分子の少なくとも一部が繊維の
長軸と整列する。半結晶質のポリマーの場合、こうした配向は歪みに由来する結晶性を生
ずるうえで一般に充分であり、その結果得られる繊維の強度が大幅に高められる。コレク
タ３１９は一般に多孔質であり、コレクタの下にガス回収装置４１４を配置することでコ
レクタ上への繊維の堆積が促される。細径化部の排出口とコレクタとの間の距離３２１は
いろいろな効果が得られるように変化させることができる。又、回収に先立って、押出さ
れたフィラメント又は繊維に対して更なる延伸、噴霧処理等の図１１には示されていない
多くの更なる処理工程を行うことができる。回収後、回収された繊維塊３２０は下記に詳
述するように一般に加熱及び急冷されるが、繊維塊は必要に応じて後で加熱及び急冷を行
えるように保管ロールに巻いておくこともできる。一般に繊維塊３２０は加熱及び急冷さ
れた後、必要に応じて用いられるカレンダーロール３２２及び３２３等の他の装置に搬送
されるか、後で使用するために保管ロール３２３に巻いておくことができる。
【００６１】
　好ましいウェブの形成方法では、繊維塊３２０は図１２及び図１３に示されるようにコ
レクタ３１９によって搬送されて加熱及び急冷操作が行われる。説明を簡略化するため、
特に図１２及び図１３に示されるような装置をしばしば急冷流ヒーター、又はより単純に
急冷ヒーターと呼ぶ。回収された繊維塊３２０は先ず、コレクタ３１９の上方に取り付け
た制御加熱装置４００の下を通過させる。例示的加熱装置４００は、上部プレナム４０２
と下部プレナム４０３とに分割されたハウジング４０１を備える。上部プレナムと下部プ
レナムとは径及び間隔が通常一様な複数の孔４０５が形成されたプレート４０４によって
分離されている。通常は空気であるガスが導管４０７から開口部４０６を通じて上部プレ
ナム４０２に供給されると、プレート４０４は、上部プレナムに供給された空気がプレー
トを下部プレナム４０３内へと通過する際に空気をある程度一様に分配するフロー分配手
段として機能する。他の有用なフロー分配手段には、空気の分配を平均化する各種装置、
すなわち、フィン、バッフル、マニホルド、エアダム、スクリーン又は焼結プレート等が
含まれる。
【００６２】
　図に示される加熱装置４００では、下部プレナム４０３の底部壁４０８には長尺の矩形
スロット４０９が形成されており、これを通じて下部プレナムからのカーテン状の加熱空
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気流が加熱装置４００の下のコレクタ３１９上を移動する繊維塊３２０に吹きつけられる
（繊維塊３２０及びコレクタ３１９は図１２に部分切り欠き図にて示されている）。ガス
回収装置４１４は加熱装置４００のスロット４０９の下となる位置に充分に延在する（か
つ、後述するようにウェブの下流方向に加熱流４１０から距離４１８だけ、符号４２０で
示した領域にわたって延びる）ことが好ましい。したがってプレナム内の加熱空気には、
プレナム４０３内部の内圧が作用し、スロット４０９においてガス回収装置４１４の排気
真空が更に作用する。排気力を更に制御するため、穴開きプレート４１１をコレクタ３１
９の下に配置することにより、回収された繊維塊３２０の幅又は加熱領域にわたって加熱
空気流４１０を所望の均一度にて拡げるうえで寄与する一種の背圧又はフロー制限手段を
与え、回収された繊維塊に存在しうる低密度部分を通じて流れることを防止することがで
きる。他の有用なフロー制限手段としてはスクリーン又は焼結プレートが挙げられる。
【００６３】
　所望の制御を実現するため、プレート４１１の開口部の数、径、及び密度は異なる部分
で異なっていてよい。大量の空気が繊維形成材料を通過するが、こうした大量の空気はコ
レクタの領域４１５に繊維が到達する際に処分されなければならない。領域４１６では異
なる処理空気流下にあるウェブを固定するうえで充分な空気がウェブ及びコレクタを通過
する。熱処理領域４１７及び急冷領域４１８では、空気がより均一に分配されるように充
分な抵抗を維持する一方で処理空気がウェブを通過できるようにプレートは充分な開放性
を有している必要がある。繊維塊３２０に通過させられる加熱空気の量及び温度は、繊維
のモルフォロジーが適宜改変されるように選択される。詳細には、加熱空気の量及び温度
は、ａ）繊維の断面内の主要な分子状部分（例えば、繊維の非晶質特性相）が溶融／軟化
するが、ｂ）別の主要な相（例えば、晶子質特性相）は完全に溶融しない程度に繊維が加
熱されるように選択される。「溶融／軟化」という用語を用いたのは、非晶質のポリマー
材料が通常溶融せずに軟化するのに対して、非晶質特性相中にある程度存在しうる結晶質
材料は通常溶融することによる。これは各相について言及することなく、繊維内部のより
低次の晶子が溶融する程度の加熱と言うこともできる。繊維は全体としては溶融せず、例
えば繊維は処理前と同じ繊維形状及び寸法を一般に有する。晶子特性相のかなりの部分が
熱処理後に当初の結晶構造を維持するものと考えられる。既存の結晶構造に結晶構造が加
えられた可能性も考えられるが、よく整列した繊維の場合では、結晶構造が除去されたこ
とによって識別可能な非晶質特性相及び晶子特性相が生成した可能性も考えられる。
【００６４】
　回収される繊維塊３２０の全体にわたって目的とする繊維のモルフォロジー変化を得る
には、温度－時間条件を繊維塊の加熱領域全体にわたって制御しなければならない。ウェ
ブを通過する加熱空気流４１０の温度が、処理を行った繊維塊の幅全体にわたって５℃、
好ましくは２℃、更には１℃の範囲内である場合に望ましい結果が得られた（加熱空気の
温度は操作の制御の便宜上、ハウジング４１０への加熱空気の流入点で測定されるが、熱
電対を用いて回収されたウェブの近傍で測定することもできる）。更に加熱装置は、例え
ばヒーターをオンとオフとの間で迅速に切り替えることによって、空気流が長時間にわた
って安定した温度に維持されるように操作される。
【００６５】
　加熱を更に制御し、回収される繊維塊３２０の所望のモルフォロジーの形成を完了する
には、加熱空気流４１０を適用した後、直ちに繊維塊を急冷する。こうした急冷は、制御
された高温空気流４１０から繊維塊が離脱する際に、繊維塊３２０の表面及び内部に周辺
空気を引き込むことによって行うことができる。図１３において参照符号４２０は、ガス
回収装置によりウェブを通じて周辺空気が引き込まれる領域を示している。ガス回収装置
４１４は、領域４２０において繊維塊３２０の全体を完全に冷却及び急冷するためにコレ
クタに沿って加熱装置４００から距離４１８だけ延びている。ウェブが高温空気流４１０
を離脱した直後に空気がウェブに到達するようにハウジング４０１の底面の下方、例えば
、図１３に示した領域４２０ａに空気を引き込むことができる。こうした冷却の望ましい
結果としては、ウェブ及び繊維から熱を速やかに奪うことによって、後に繊維内部で生じ
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る結晶化又は分子の整列の程度及び性質を限定することがある。一般に、開示される加熱
及び急冷操作はウェブが操作を通じてコンベヤで搬送される際に行われ、急冷は操作の最
後にウェブが保管ロールに巻かれるのに先立って行われる。処理時間はウェブが操作を通
じて搬送される速度によって変わるが、加熱及び急冷の操作全体は、一般に１分間以内、
好ましくは１５秒間以内で行われる。溶融／軟化状態から固化状態への急速な急冷により
、非晶質特性相は凍結してより純度の高い結晶質形態となり、繊維の軟化又は反復的軟化
を阻害する分子状物質の量は減少すると考えられる。繊維塊は公称融点よりも少なくとも
５０℃低い温度のガスで冷却されることが望ましい。又、急冷ガス又は他の流体は少なく
とも１秒のオーダーの時間、望ましくは加熱流とウェブとの接触時間の少なくとも２～３
倍の時間にわたって適用されることが望ましい。いずれの場合も、急冷ガス又は他の流体
は繊維を急速に固化させるだけの充分な熱容量を有する。使用可能な他の流体としては繊
維に噴霧される水があり、例えば、繊維を加熱するためには加熱された水又は水蒸気を、
繊維を急冷するためには比較的低温の水を用いる。
【００６６】
　所望の熱処理及び非晶質特性相のモルフォロジーが実現されているか否は、処理された
ウェブから得られた代表的な繊維にＤＳＣ試験を行うことで確認することがしばしば可能
であり、処理条件は、前出の米国特許出願第１１／４５７，８９９号に詳述されるような
ＤＳＣ試験で得られる情報に基づいて調整することができる。加熱空気及び急冷の適用条
件は、適切に成型された基材を容易に形成できるような性質を有するウェブが得られるよ
うに調節されることが望ましい。加熱が不適切である場合には、ウェブを成型することが
困難となりうる。加熱が過剰であるか急冷が不充分である場合には、ウェブが溶融又は脆
化し、更に適当な帯電量が得られない可能性がある。
【００６７】
　バイモーダルな剛性濾過ウェブが用いられる場合、極細繊維は例えばその径の範囲が約
０．１～約１０μｍ、約０．１～約５μｍ、又は約０．１～約１μｍであるとよい。より
大径の繊維は例えばその径の範囲が約１０～約７０μｍ、約１０～約５０μｍ、又は約１
５～約５０μｍであるとよい。繊維径（μｍ）に対する質量分率のヒストグラムは例えば
、極細繊維のピークが約０．１～約１０μｍ、約０．５～約８μｍ又は約１～約５μｍで
あり、かつ大径繊維のピークが１０μｍよりも大きく、約１０～約５０μｍ、約１０～約
４０μｍ又は約１２～約３０μｍであるとよい。開示されるバイモーダルウェブは、更に
、繊維径（μｍ）に対する繊維数（頻度）を示したヒストグラムにおいて、ピークに対応
する各繊維径の差が、より小径の繊維の径の少なくとも５０％、少なくとも１００％、又
は少なくとも２００％であるような少なくとも２個のピークを示すバイモーダル繊維数／
繊維径混合物を有していてもよい。極細繊維は、例えばウェブの繊維表面積の少なくとも
２０％、少なくとも４０％、又は少なくとも６０％を与えてもよい。一部が結晶質であり
一部が非晶質である配向したメルトスパン繊維からなるウェブが用いられる場合、繊維は
例えば、光学顕微鏡で測定した径の範囲が、約５～約７０μｍ、約１０～約５０μｍ、又
は約１０～約３０μｍであるとよい。一般に径が大きいメルトスパン繊維ほど完成したウ
ェブは剛性が高くなる。
【００６８】
　開示される剛性濾過ウェブの製造に使用されるプロセス又はプロセス条件によってはウ
ェブの形成過程で繊維間の結合が生ずる場合があり、そのため、少なくとも繊維が交わる
点の一部において互いに結合した繊維が、完成したウェブに含まれる場合がある。所望の
剛性を有するウェブを得るためには、回収されるウェブにおいて繊維同士の更なる結合が
求められる場合がある。しかしながら過剰な結合は圧力低下や、完成したウェブ又はマス
クの他の性質を制限するためにはやはり避ける必要がある。
【００６９】
　剛性濾過ウェブは形成された後、帯電処理及び必要に応じて行われるカレンダー処理に
付される。帯電及びカレンダー処理はいずれの順序で行っても構わないが、ウェブの厚さ
全体に電荷が分配されるように帯電処理を先に行うことが望ましい。さまざまな方法によ
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って開示される不織布ウェブに電荷を与えることができる。帯電処理は例えば、米国特許
第５，４９６，５０７号（アンガジバンド（Angadjivand）ら（５０７号））に開示され
るようなウェブと水との接触、米国特許第４，５８８，５３７号（クラッセ（Klasse）ら
）に開示されるようなコロナ放電処理、例えば米国特許第５，９０８，５９８号（ルソー
（Rousseau）ら）に開示されるようなハイドロチャージング法、米国特許第６，５６２，
１１２（Ｂ２）号（ジョーンズ（Jones）ら）及び米国特許出願第２００３／０１３４５
１５号（Ａ１）号（デビッド（David）ら）に開示されるようなプラズマ処理、又はこれ
らの組み合わせによって行うことができる。
【００７０】
　カレンダー処理は当業者には周知の種々の方法によって行うことができる。カレンダー
処理は通常、加熱及び必要に応じて加圧（例えば、適用可能な圧力で適用可能なポリマー
軟化点と融点との間の温度に加熱する）、及び点接着処理又は平滑カレンダーロールを用
いて行われる。ロールカレンダー処理は特に有用であり、種々の方法によって行うことが
できる。例えば、ウェブを２つの噛み合った加熱金属ロールの間に１回以上通過させるこ
とによって２つの平滑面を有するカレンダー処理されたウェブを得ることができる。又、
ウェブを加熱金属ロールと噛み合った弾性ロールとの間に１回以上通過させることによっ
て１つの平滑面を有するカレンダー処理されたウェブを得ることができる。一般により狭
いロール間隙、より高いニップ圧、より高い温度を用いるか、又は通過回数を増やすこと
によってウェブが剛化される程度が増す。しかしながらカレンダー処理はその程度が過ぎ
ると圧力低下が不要に増大したり、完成したマスクの濾過性能が低下する場合がある。又
、カレンダー処理により、通常、カレンダー処理された表面は密度が増し、多孔度が低下
する。剛性濾過層の一方又は両方の面にカレンダー処理を行うことにより剥落が大幅に低
減するため、完成したマスクにおいて一方又は両方の被覆ウェブの必要がなくなる。した
がって、カレンダー処理された剛性濾過ウェブは、完成したマスクにおいて補強層、及び
一方又は両方の被覆層を省略することが可能となることにより、従来の４層構造において
１～３つの層を省略できるという特定の利点を与えるものである。
【００７１】
　開示される剛性濾過ウェブは多くの他の方法によって形成することができる。例えば、
剛性濾過ウェブは、米国特許第６，２１７，６９１（Ｂ１）号及び同第６，３５８，５９
２（Ｂ２）号（いずれもベア（Vair）らに付与）に示されるもののように、不織布ウェブ
の一方又は両方の主面上、及び主面に隣接して繊維を溶融することによって形成される、
透過性を有する１つ乃至複数の表面薄層を含むとよい。
【００７２】
　完成したマスクは場合により軽量構造の内側被覆ウェブを含むとよい。内側被覆ウェブ
は着用者の顔と対向する平滑面を与え、マスクの快適性を高めるものである。必要に応じ
て外側被覆ウェブを用いることもできる。上述したように、適当なカレンダー処理を行っ
た剛性濾過ウェブを使用することにより、好ましくは内側及び外側被覆ウェブの一方又は
両方を設ける必要がなくなる。内側及び外側被覆ウェブは任意の適当な構造及び組成を有
しうる。例えば内側及び外側被覆ウェブとしてスパンボンドウェブ又は米国特許第６，０
４１，７８２号（アンガジバンド（Angadjivand）ら（７８２号））の記載にしたがって
製造されるような平滑なＢＭＦウェブを用いることができる。再利用性を高めるため、内
側及び外側被覆ウェブは剛性濾過ウェブと同じポリマー組成を有することが望ましい。マ
スクは必要に応じて上記に述べたもの以外の１以上の更なる層を含むとよい。例えば、発
明の名称が「粒子含有繊維ウェブ」（PARTICLE-CONTAINING FIBROUS WEB）である、２０
０６年５月８日出願の米国特許出願第１１／４３１，１５２号に記載の多孔質層のような
、溶媒粒子を含んだ１つ以上の多孔質層を用いて対象とする蒸気を捕捉することができる
。
【００７３】
　開示される剛性濾過ウェブを形成する際、坪量、ウェブの厚さ、充実度、及びガーレー
剛度等のウェブの性質を監視することが一般に有用である。ＥＦＤ及びテーバー剛度等の
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更なるウェブの性質、又は圧力低下、初期ＮａＣｌ浸透率、ＤＯＰ浸透率、又は性能ファ
クター（ＱＦ値）等の完成したマスクの性質を監視することも更に有用な場合がある。完
成したマスクは９５Ｌ／分で流れる１重量％の塩化ナトリウムエアゾールに曝露した際の
最大ＮａＣｌ浸透率が例えば２０％以下であるとよい。別の実施形態ではマスクは、８５
Ｌ／分で流れる０．０７５μｍの２％塩化ナトリウムエアゾールに曝露した場合の圧力低
下が０．１９ｋＰａ（２０ｍｍＨ２Ｏ）未満、又は０．０９ｋＰａ（１０ｍｍＨ２Ｏ）未
満であってよく、最大ＮａＣｌ負荷浸透率が約５％未満、又は約１％未満であるとよい。
【００７４】
　坪量は、ウェブの幅方向に沿った等間隔の複数（例、３箇所以上）の位置から採取した
試料の重量を測定することによって求めることができる。同様に採取した試料を用いてウ
ェブの厚さを求めることができる。充実度は、ウェブの厚さ及び坪量の測定値から計算す
ることができる。
【００７５】
　ガーレー剛度はガーレー・プレシジョン・インスツルメンツ（Gurley Precision Instr
uments）社より市販されるＧＵＲＬＥＹ（商標）剛軟度計（型番４１７１Ｅ）を用いて求
めることができる。長方形の試料（特に断らない限り３．８ｃｍ×５．１ｃｍのもの）を
各試料の長い方の辺がウェブの横方向（横断方向）に整列するようにしてウェブから打ち
型で打ち抜く。試料の長い方の辺をウェブ固定クランプで挟んで各試料を剛軟度計に載せ
る。試験アームを試料の第１の主面に対して押圧し、次いで試料の第２の主面に対して押
圧することによって各試料を両方向に曲げ、２つの測定値の平均値を剛性（ｍｇ）として
記録する。この試験は破壊試験であり、更なる測定値が必要な場合には新たな試料を使用
する。
【００７６】
　（特に断らない限り）ＥＦＤは、デービス・Ｃ．Ｎ．による「空気中の塵芥及び粒子の
分離」（機械工学研究所、ロンドン、議事録１Ｂ　１９５２年）（Davies, C. N.， “Th
e Separation of Airborne Dust and Particles”， Institution of Mechanical Engine
ers， London, Proceedings 1B， 1952）に述べられる方法を用い、３２Ｌ／分の空気流
速（５．３ｃｍ／秒の面速度に相当）を用いて求めることができる。
【００７７】
　テーバー剛性は、ＴＡＢＥＲ（商標）剛性試験機（型番１５０－Ｂ）（テーバー・イン
ダストリーズ（Taber Industries）社より市販）を用いて求めることができる。繊維の融
合を防止するために鋭利なカミソリ刃を用いてウェブから３．８ｃｍ×３．８ｃｍの正方
形の切片を慎重に切り出し、３～４個の試料を用いて試料の偏向角１５°にて横方向に試
験機で剛性を求めることによって評価を行う。
【００７８】
　圧力低下、浸透率、及び濾過性能ファクター（ＱＦ値）は、ＮａＣｌ又はＤＯＰ粒子を
含んだチャレンジエアゾールを（特に断らない限り）９５～８５Ｌ／分の流速で供給して
求め、ＴＳＩ（商標）高速自動フィルター試験機（型番８１３０）（ティー・エス・アイ
（TSI Inc.）社より市販）を用いて評価することができる。ＭＫＳ圧力トランスデューサ
（エム・ケー・エス・インスツルメンツ（MKS Instruments）より市販）を用いてフィル
ターを通じた圧力低下（ΔＰ，ｍｍＨ２Ｏ）を測定することができる。９５Ｌ／分でＮａ
Ｃｌについて試験を行うには、１％ＮａＣｌ溶液から粒子を発生させ、ヒーター及び粒子
中和装置を両方ともオンにした状態で自動フィルター試験機を動作させるとよい。直径０
．０７５μｍの粒子を用いて８５Ｌ／分でＮａＣｌについて試験を行うには、２％ＮａＣ
ｌ溶液から粒子を発生させて約１６～２３ｍｇ／ｍ３の空気中濃度で粒子を含むエアゾー
ルを得て、ヒーター及び粒子中和装置を両方ともオンにした状態で自動フィルター試験機
を動作させるとよい。ＤＯＰについて試験を行うには、直径約０．１８５μｍの粒子を約
１００ｍｇ／ｍ３の濃度で含むエアゾールを用い、ヒーター及び粒子中和装置を両方とも
オフにした状態で自動フィルター試験機を動作させるとよい。各試料には最大ＮａＣｌ又
はＤＯＰ粒子浸透率となるまで供給し、較正された光度計をフィルターの流入部及び流出
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部に用いて粒子濃度及びフィルターを通じた粒子浸透率を測定するとよい。次式：
【００７９】
【数１】

【００８０】
　数１を用いてＱＦ値を計算することができる。選択されるチャレンジエアゾールについ
て測定又は計算することが可能なパラメータとしては、初期粒子浸透率、初期圧力低下、
初期性能ファクター（ＱＦ値）、最大粒子浸透率、最大浸透率における圧力低下、及び最
大浸透率において供給される粒子のミリグラム数（最大浸透率となる時間までのフィルタ
ーに対する全重量チャレンジ）が挙げられる。通常、初期性能ファクター（ＱＦ値）は全
体の性能の信頼できる指標を与えるものであり、初期ＱＦ値が高いほど濾過性能が高く、
初期ＱＦ値が低いほど濾過性能は低い。
【００８１】
　本発明を以下の例示的実施例において更に説明する。実施例中、全ての部分及び割合は
特に断りがない限り重量基準である。
【実施例】
【００８２】
　（実施例１）
　図７及び図８に示されるような装置、並びに１９５６年刊行のＩｎｄｕｓｔｒｉａｌ　
ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ誌、４８巻第８号１３４２～１３
４６頁に掲載のウェンテ，ヴァン．Ａ（Wente,Van.A）による「超極細熱可塑性繊維」（S
uperfine Thermoplastic Fiber）、及び１９５４年４月１５日刊行の米国海軍研究所レポ
ート第１１１４３７号に記載されるような方法を用いて、同じポリマー組成のより大径の
繊維とより小径の繊維とから、メルトブローされた単一成分、単一層のウェブを形成した
。大径繊維は、エレクトレット帯電促進剤としての０．８％ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ　９４
４ヒンダードアミン光安定剤、及びウェブ中への大径繊維の分散の評価を助けるための１
％ＰＯＬＹＯＮＥ（商標）Ｎｏ．ＣＣ１００５４０１８ＷＥ青色色素（ポリワン（PolyOn
ce Corp.）社より市販）を添加したＴＯＴＡＬ　３９６０ポリプロピレン（メルトフロー
レートが３５０のポリマー）を用いて形成した。得られた青色ポリマーブレンドをクロン
プトン・アンド・ノウルス（Crompton & Knowles Corp）社のデイビス・スタンダード部
門（Davis Standard Division）より市販されるＤＡＶＩＳ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ（商標）
５０．８ｍｍ（２インチ）一軸押出機（型番２０）に供給した。押出機は長さ１５２ｃｍ
（６０ｃｍ）、長さ／直径比が３０／１のものを用いた。小径繊維は、０．８％ＣＨＩＭ
ＡＳＳＯＲＢ　９４４ヒンダードアミン光安定剤を添加した、エクソンモービル（Exxon 
Mobil Corporation）社より入手可能なＥＸＸＯＮ　ＰＰ３７４６ポリプロピレン（メル
トフローレートが１４７５のポリマー）を用いて形成した。このポリマーは白色であり、
これをクロンプトン・アンド・ノウルス（Crompton & Knowles Corp）社のデイビス・ス
タンダード部門（Davis Standard Division）より市販されるＫＩＬＬＩＯＮ（商標）１
９ｍｍ（０．７５インチ）一軸押出機（型番２０）に供給した。ゼニス・ポンプス（Zeni
th Pumps）社より市販される１０ｃｃ／ｒｅｖのＺＥＮＩＴＨ（商標）メルトポンプを用
いて、１０個／ｃｍ（２５個／インチ）の間隔で配され、交互に各ダイキャビティーから
供給を受ける直径０．３８ｍｍ（０．０１５インチ）のオリフィスがドリルで穿孔された
、幅５０．８ｃｍ（２０インチ）のメルトブローダイの別々のダイキャビティーに各ポリ
マー流を計量しながら供給した。加熱空気によってダイ先端部で繊維が細径化された。エ
アナイフは０．２５ｍｍ（０．０１０インチ）の正のセットバック量で、０．７６ｍｍ（
０．０３０インチ）の空気ギャップとした。ウェブ形成点において中間メッシュのコレク
タスクリーンを通じて中程度の真空を引き、その際、ＤＣＤ（ダイ／コレクタ間の距離）
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を５７．２ｃｍ（２２．５インチ）とした。各押出機からのポリマー速度を調節すること
によって７５％の大径繊維と２５％の小径繊維とからなるウェブを形成した。ウェブの坪
量が約２００ｇｓｍとなるようにコレクタの速度を適宜調節した。ウェブのＥＦＤ値が約
２０μｍとなるように押出し温度及び加熱空気圧を適宜調節した。米国特許第５，４９６
，５０７号（アンガジバンド（Angadjivand）ら（５０７号））に教示される方法にした
がって、蒸留水を用いたハイドロチャージングによってウェブを帯電させてから乾燥し、
次いで１４０℃に加熱された、３．０５ｍ／分で運転される０．７６ｍｍの間隔の滑らか
なスチールロール間に通してカレンダー処理した。カレンダー処理した濾過ウェブについ
て、実験番号、坪量、ＥＦＤ及びガーレー剛性を下記表１Ａに示す。
【００８３】
【表１】

表１Ａ
【００８４】
　カレンダー処理した濾過ウェブを、図３に示されるような装置を用いて１７ｇｓｍのス
パンボンドポリプロピレン製内側被覆ウェブ、及び１７ｇｓｍのスパンボンドポリプロピ
レン製外側被覆ウェブと合わせ、図１及び図２に示される装置のような折り畳み式マスク
を作製した。完成したマスクを折り畳んだり展開したりしたところ、平らに折り畳んだ時
には保管性がよく、着用時には快適な装着性を与えるとともに好ましい顔から離間した形
態を与えることが分かった。本発明のマスク、及び、別々の濾過層と補強層を用いて作製
した比較用の４層折り畳み式マスクについて初期ＮａＣｌ粒子浸透率を更に評価した。実
験番号、マスクの種類、初期圧力低下、及び流速８５Ｌ／分、直径０．０７５μｍのＮａ
Ｃｌ粒子のエアゾールを用いた場合の初期ＮａＣｌ浸透率を下記表１Ｂに示す。
【００８５】
【表２】

表１Ｂ
【００８６】
　表１Ｂのデータは、実験番号１－１Ｒのマスクは比較用の４層マスクよりも初期圧力低
下が低く、初期ＮａＣｌ浸透率も低いことを示すものである。
【００８７】
　（実施例２）
　実施例１の方法を用いて同じポリマー組成のより大径の繊維とより小径の繊維とからメ
ルトブローされた単一成分、単一層のウェブを形成した。大径繊維は、エレクトレット帯
電促進剤として０．８％ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ　９４４ヒンダードアミン光安定剤、及び
２％ＰＯＬＹＯＮＥ　Ｎｏ．ＣＣ１００５４０１８ＷＥ青色色素を添加した、エクソンモ
ービル（Exxon Mobil Corporation）社より市販されるＥＸＸＯＮ　ＰＰ３１５５ポリプ
ロピレン（メルトフローレートが３６のポリマー）を用いて形成した。得られた青色ポリ
マーブレンドを、実施例１で用いたようなＤＡＶＩＳ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ押出機（型番２
０）に供給した。小径繊維は、０．８％ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ　９４４ヒンダードアミン
光安定剤、及び２％ＰＯＬＹＯＮＥ　Ｎｏ．ＣＣ１００５４０１８ＷＥ青色色素を添加し
た、ＥＸＸＯＮ　ＰＰ３７４６ポリプロピレンを用いて形成した。このポリマーを実施例
１で用いたようなＫＩＬＬＩＯＮ押出機（型番２０）に供給した。ＤＣＤを３４．３ｃｍ
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（１３．５インチ）とし、各押出機からのポリマー速度を調節することによって６５％の
大径繊維と３５％の小径繊維とからなるウェブを形成した。ウェブの坪量が約２００ｇｓ
ｍ～約２５０ｇｓｍとなるようにコレクタの速度を適宜調節し、ウェブのＥＦＤ値が約１
６μｍ～約１８μｍとなるように押出し温度及び加熱空気圧を適宜調節した。アンガジバ
ンド（Angadjivand）等による上記５０７号に教示される方法にしたがって、蒸留水を用
いたハイドロチャージングによってウェブを帯電させてから乾燥した。得られたウェブを
用いて図１及び図２に示される装置のような折り畳み式マスクを作製し、流速８５Ｌ／分
、直径０．０７５μｍのＮａＣｌ粒子のエアゾールを用いて評価を行った。カレンダー処
理した濾過ウェブについて実験番号、坪量、ＥＦＤ、厚さ及びガーレー剛性を、完成した
マスクについて初期圧力低下及び初期ＮａＣｌ浸透率を下記表２Ａに示す。
【００８８】
【表３】

表２Ａ
【００８９】
　表２Ａの結果は、各マスクが欧州ＦＦＰ１規格の濾過マスクの要件（ＥＮ１４９：２０
０１呼吸保護装置、防塵用濾過ハーフマスクを参照）を満たすものであることを示す。
【００９０】
　（実施例３）
　図９及び図１０に示されるような装置、並びに１９５６年刊行のＩｎｄｕｓｔｒｉａｌ
　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ誌、４８巻第８号１３４２～１
３４６頁に掲載のウェンテ，ヴァン．Ａ（Wente,Van.A）による「超極細熱可塑性繊維」
（Superfine Thermoplastic Fiber）、及び１９５４年４月１５日刊行の米国海軍研究所
レポート第１１１４３７号に記載されるような方法を用いて、エレクトレット帯電促進剤
として０．８％トリステアリルメラミンを添加したＴＯＴＡＬ　３９６０ポリプロピレン
から４つの単一成分、単一層のメルトブローウェブを形成した。ポリマーを長さ／直径比
が２０／１で圧縮比が３／１のＤＡＶＩＳ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ製５０．８ｍｍ（２インチ
）一軸押出機（型番２０）に供給した。オリフィスがドリルで穿孔された幅２５．４ｃｍ
（１０インチ）のメルトブローダイの元々の０．３ｍｍ（０．０１２インチ）径のオリフ
ィスを９個毎に０．６ｍｍ（０．０２５インチ）径にまでドリルで拡げて改造することに
よって、大径孔に対する小径孔の数の比を９：１とし、かつ小径孔の径に対する大径孔の
径の比を６０：４０として、このダイに１０ｃｃ／ｒｅｖのＺＥＮＩＴＨメルトポンプを
用いてポリマー流を計量しながら供給した。直線状に配されたオリフィスの孔間隔は１０
個／ｃｍ（２５個／インチ）であった。加熱空気によってダイ先端部で繊維が細径化され
た。エアナイフは０．２５ｍｍ（０．０１０インチ）の正のセットバック量で、０．７６
ｍｍ（０．０３０インチ）の空気ギャップとした。ウェブ形成点において中間メッシュの
コレクタスクリーンを通じて０～中程度の真空を引いた。押出機からのポリマーの流出速
度を開始時の０．３６ｋｇ／ｃｍ／時（２．０ポンド／インチ／時）から適宜変化させ、
ＤＣＤを２９．２１ｃｍ（１１．５０インチ）～４１．７２５ｃｍ（１６．２５インチ）
にまで変化させ、空気圧を適宜調節して、下記表３Ａに示されるような坪量及びＥＦＤを
有するウェブを作製した。アンガジバンド（Angadjivand）等による上記５０７号に教示
される方法にしたがって、蒸留水を用いたハイドロチャージングによってウェブを帯電さ
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力低下、初期ＮａＣｌ浸透率、及び１３．８ｃｍ／秒の面速度における性能ファクター（
ＱＦ値）を下記表３Ａに示す。
【００９１】
【表４】

表３Ａ
【００９２】
　次に各ウェブを１４１℃に加熱された、３．０５ｍ／分の線速度で運転されるロール間
に１回又は２回通して軽いカレンダー処理を施した。カレンダー処理用の間隔（ギャップ
）は約１．５～２．２ｍｍとした。各試料について、カレンダー処理用の間隔及びウェブ
の厚さを下記表３Ｂに示す。
【００９３】
【表５】

表３Ｂ
【００９４】
　各試料のガーレー剛性の値（２５．４×３８．１ｍｍの試料を用いて測定した）及び圧
力低下の値（３２Ｌ／分の流速を用いて測定した）を下記表３Ｃに示す。
【００９５】
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【表６】

表３Ｃ
【００９６】
　表３Ｃの結果は、カレンダー処理が圧力低下に大きな悪影響を及ぼさなかったことを特
に示している。得られたウェブを用いて図１及び図２に示される装置のような折り畳み式
マスクを作製し、流速８５Ｌ／分、直径０．０７５μｍのＮａＣｌ粒子のエアゾールを用
いて評価を行った。カレンダー処理を行わない剛性濾過ウェブを用いて作製したマスクで
は、実施例２で使用したような内側及び外側被覆ウェブを更に用いて３層構造とした。一
方の面にカレンダー処理を行った剛性濾過ウェブを用いて作製したマスクでは、実施例２
で使用したウェブのような内側被覆ウェブを用いて２層構造とした。両方の面にカレンダ
ー処理を行った剛性濾過ウェブを用いて作製したマスクでは、被覆ウェブを用いずに１層
構造とした。完成したマスクについて、実験番号、浸透率及び性能ファクター（ＱＦ値）
を下記表３Ｄに示す。
【００９７】

【表７】

表３Ｄ
【００９８】
　表３Ｄの結果は、カレンダー処理が浸透率（％）及び性能ファクター（ＱＦ値）に大き
な悪影響を及ぼさなかったことを特に示している。
【００９９】
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　カレンダー処理を行わないウェブ試料を用いて作製した３層マスクについて、実験番号
、初期圧力低下、初期浸透率（％）、最大浸透率における圧力低下、最大浸透率（％）、
最大浸透率におけるチャレンジ、及び全エアゾールチャレンジを下記表３Ｅに示す。
【０１００】
【表８】

表３Ｅ　カレンダー処理しないウェブ
【０１０１】
　表３Ｅの結果は、試料番号３－１～３－４、３－７及び３－８のカレンダー処理をしな
いウェブを用いて作製した３層マスクが米国連邦規則４２巻第８４部（42 C.F.R. Part 8
4）のＮ９５　ＮａＣｌ負荷試験に合格するものであることを示している。
【０１０２】
　一方の面にカレンダー処理を行ったウェブ試料を用いて作製した２層マスクについて、
実験番号、初期圧力低下、初期浸透率（％）、最大浸透率における圧力低下、最大浸透率
（％）、最大浸透率におけるチャレンジ、及び全エアゾールチャレンジを下記表３Ｆに示
す。
【０１０３】

【表９】

表３Ｆ　一方の面にカレンダー処理を行ったウェブ
【０１０４】
　表３Ｆの結果は、試料番号３－１～３－４、及び３－８の、一方の面にカレンダー処理
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を行ったウェブを用いて作製した２層マスクが米国連邦規則４２巻第８４部（42 C.F.R. 
Part 84）のＮ９５　ＮａＣｌ負荷試験に合格するものであることを示している。
【０１０５】
　両方の面にカレンダー処理を行ったウェブ試料を用いて作製した１層マスクについて、
実験番号、初期圧力低下、初期浸透率（％）、最大浸透率における圧力低下、最大浸透率
（％）、最大浸透率におけるチャレンジ、及び全エアゾールチャレンジを下記表３Ｇに示
す。
【０１０６】
【表１０】

表３Ｇ　両方の面にカレンダー処理を行ったウェブ
【０１０７】
　表３Ｇの結果は、試料番号３－１～３－４、及び３－７の、両面にカレンダー処理を行
ったウェブを用いて作製した２層マスクが米国連邦規則４２巻第８４部（42 C.F.R. Part
 84）のＮ９５　ＮａＣｌ負荷試験に合格するものであることを示している。
【０１０８】
　（実施例４）
　図１１～図１３に示されるような装置を用いて、トータルペトロケミカルズ（Total Pe
trochemicals）社より市販されるメルトフローインデックスが７０であるＦＩＮＡ　３８
６０ポリプロピレンから単一成分、単一層のウェブ（ウェブ４－１）を形成した。押出し
ヘッド１０は、直径０．０２０インチ（０．５ｍｍ）の孔が４８８個、互い違いの８イン
チ（２０３ｍｍ）幅のパターンに配置されたものを用いた。ポリマーは０．２ｇ／孔／分
で押出しヘッドに供給し、ここで２０５℃（４０１°Ｆ）の温度にまで加熱した。高さ４
０６ｍｍ（１６インチ）の急冷ボックスから、０．３７ｍ／秒（７３フィート／分）のお
よその面速度で１．７℃（３５°Ｆ）の上側空気流として、更に、高さ１９７ｍｍ（７．
７５インチ）の急冷ボックスから、０．１１ｍ／秒（２２フィート／分）のおよその面速
度で室温の下側空気流として、２つの急冷空気流（図１１の３１８ｂ。空気流３１８ａは
用いなかった）を供給した。ベリガン（Berrigan）らに示されるような可動壁式の細径化
部を用い、エアナイフギャップ（ベリガン（Berrigan）らで３０）を０．７６ｍｍ（０．
０３０インチ）とし、０．０９６ＭＰａ（１４ｐｓｉｇ）の圧力、５．１ｍｍ（０．２０
インチ）の細径化部上部ギャップ、４．７ｍｍ（０．１８５インチ）の細径化部下部ギャ
ップ、及び細径化部側面の長さ１５２ｍｍ（６インチ）にてエアナイフに空気を供給した
（ベリガン（Berrigan）らで３６）。押出しヘッド３１０から細径化部３１６までの距離
（図１１の３１７）は７８．７ｃｍ（３１インチ）であり、細径化部３１６から回収ベル
ト３１９までの距離（図１１の３２１）は６８．６ｃｍ（２７インチ）であった。メルト
スパン繊維流は回収ベルト３１９上に約５１ｃｍ（約２０インチ）の幅で堆積した。回収
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ベルト３１９は約１．８ｍ／分（６フィート／分）の速度で動かした。回収ベルト３１９
の下側の真空は、約１．５ｋＰａ（６インチＨ２Ｏ）～３．０ｋＰａ（１２インチＨ２Ｏ
）の範囲と推定された。プレート４１１の領域４１５には直径１．６ｍｍ（０．０６２イ
ンチ）の開口部が互い違いの間隔で配置されることにより、開口面積は２３％であった。
ウェブ固定領域４１６には直径１．６ｍｍ（０．０６２インチ）の開口部が互い違いの間
隔で配置されることにより、開口面積は３０％であった。加熱／結合領域４１７及び急冷
領域４１８には直径４．０ｍｍ（０．１５６インチ）の開口部が互い違いの間隔で配置さ
れることにより、開口面積は６３％であった。３．８×８５．３ｃｍ（１．５インチ×２
６インチ）のスロット４０９に約１４．２ｍ３／分（約５００フィート３／分）の空気が
供給されるだけの充分な速度で導管４０７から空気を供給した。プレート４０８の底面は
、コレクタ３１９上の回収されたウェブ３２０から３．１７５ｃｍ（１．２５インチ）だ
け離れていた。ハウジング４０１への加熱空気の流入点で測定した、急冷流ヒーターのス
ロット４０９を通過する空気の温度は１５７℃（３１５°Ｆ）であった。
【０１０９】
　急冷領域４２０を離れたウェブは、通常のプロセス及び機器を用いて自己支持性かつ取
扱い性を与えるのに充分な一体性で結合された。ウェブは通常の巻き取りによって保管ロ
ールに巻くか、半球状の成形型上でウェブを加熱及び圧縮する等の種々の操作を行うこと
によって成型したマスクとすることが可能である。ウェブは、アンガジバンド（Angadjiv
and）等による上記５０７号に教示される方法にしたがって、蒸留水を用いたハイドロチ
ャージングによって帯電させてから乾燥した。
【０１１０】
　チバスペシャルティーケミカル（Ciba Specialty Chemicals）社より市販されるＣＨＩ
ＭＡＳＳＯＲＢ　９４４ヒンダードアミン光安定剤を０．５重量％添加したＦＩＮＡ　３
８６０ポリプロピレンから、第２の単一成分、単一層のウェブ（ウェブ４－２）を同様に
形成した。押出しヘッド１０に５１２個の孔が０．６４ｃｍ（０．２５インチ）の間隔で
１０ｃｍ×２０ｃｍ（４インチ×８インチ）のパターンで、該パターンの長い方の辺がウ
ェブを横断する方向となるように配されている点を除き、ウェブ４－１と同じ条件を用い
た。上側急冷流のおよその面速度は０．３２秒（６３フィート／分）であった。細径化部
の底部ギャップ幅は４．８ｍｍ（０．１９インチ）であった。メルトスパン繊維流は回収
ベルト３１９上に約４６ｃｍ（約１８インチ）の幅で堆積した。回収ベルト３１９は約１
．７７ｍ／分（５．８フィート／分）の速度で動かした。プレート４０８の底面は、コレ
クタ３１９上の回収されたウェブ３２０から４．１ｃｍ（１．６インチ）だけ離れていた
。回収されたウェブは、ルソー（Rousseau）等に教示される方法にしたがって、蒸留水を
用いたハイドロチャージングによって帯電させてから乾燥した。
【０１１１】
　帯電した各ウェブを評価して下記４Ａに示される平板ウェブ特性を求めた。
【０１１２】
【表１１】

表４Ａ
【０１１３】
　得られたウェブを用いて図１及び図２に示される装置のような折り畳み式マスクを作製
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し、流速８５Ｌ／分、直径０．０７５μｍのＮａＣｌ粒子のエアゾールを用いて評価を行
った。結果を下記表４Ｂに示す。
【０１１４】
【表１２】

表４Ｂ
【０１１５】
　以上、本発明の多くの実施形態を述べた。しかしながら本発明から逸脱することなく様
々な変更を行いうることは理解されよう。したがって他の実施形態は特許請求の範囲に含
まれるものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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