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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】撥アルコール性及び撥油性に優れ、且つ耐水性を有する合成繊維構造物を提供す
る。
【解決手段】ポリオレフィン不織布からなる合成繊維構造体を、フッ素系撥水剤、ノニオ
ン系帯電防止剤及びイソプロピルアルコールを含み、且つ架橋性化合物及び金属塩化合物
を含まない水溶液あるいは水性分散体で浸漬処理する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオレフィン不織布からなる合成繊維構造体を、フッ素系撥水剤、ノニオン系帯電防
止剤及びイソプロピルアルコールを含み、且つ架橋性化合物及び金属塩化合物を含まない
水溶液あるいは水性分散体で浸漬処理してなることを特徴とする合成繊維構造物。
【請求項２】
　浸漬処理後に９５～１２０℃の温度で乾燥してなる請求項１記載の合成繊維構造物。
【請求項３】
　水溶液あるいは水性分散体におけるフッ素系撥水剤の濃度が５～２５重量％の範囲にあ
る請求項１記載の合成繊維構造物。
【請求項４】
　水溶液あるいは水性分散体におけるノニオン系帯電防止剤の濃度が２～１０重量％の範
囲にある請求項１記載の合成繊維構造物。
【請求項５】
　水溶液あるいは水性分散体におけるイソプロピルアルコールの濃度が２～１０重量％の
範囲にある請求項１記載の合成繊維構造物。
【請求項６】
　フッ素系撥水剤が、パーフルオロアルキル基を有する化合物を含む（共）重合体からな
る請求項１記載の合成繊維構造物。
【請求項７】
　ノニオン系帯電防止剤が、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
アルキルフェノールエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル及び多価アルコールエ
ステルから選ばれた一種以上である請求項１記載の合成繊維構造物。
【請求項８】
　ポリオレフィン不織布からなる合成繊維構造体を、フッ素系撥水剤、ノニオン系帯電防
止剤及びイソプロピルアルコールを含み、且つ架橋性化合物及び金属塩化合物を含まない
水溶液あるいは水性分散体で浸漬処理してなることを特徴とする合成繊維構造物の製造方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撥アルコール性及び撥油性に優れ、且つ耐水性を有する、衛生材料、医療用
材料、衣料用材料等に好適な合成繊維構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、合成繊維からなる織布、不織布等の合成繊維構造物は、通気性、柔軟性に優れる
ことから各種用途に幅広く用いられている。そのため、合成繊維構造物には、その用途に
応じた各種の特性が求められるとともに、その特性の向上が要求されている。
【０００３】
　また、合成繊維からなる織布、不織布等の合成繊維構造物は、一般に疎水性であり、親
油性を有している。また、疎水性は有しているものの、撥水性は不十分である。
　合成繊維構造物に撥水性を付与する方法として、合成繊維構造物をカチオン系帯電防止
剤、アニオン系帯電防止剤及びフッ素系撥水剤を一浴に含む処理液で処理する方法（特許
文献１：特公平２－５５５５０号公報）、合成繊維構造体を、撥水剤、アニオン系帯電防
止剤及び架橋剤で処理する方法（特許文献２；特開平１１－１８９９７６号公報）等種々
の方法が提案されている。
【０００４】
　しかしながら、合成繊維構造物に撥水性を付与することは容易であるが、特にポリプロ
ピレン等のポリオレフィンからなる繊維は親油性に優れることから、撥油性をも付与する
ことは困難である。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平２－５５５５０号公報
【特許文献２】特開平１１－１８９９７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、撥アルコール性及び撥油性に優れ、且つ耐水性を有する合成繊維構造物を開
発することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ポリオレフィン不織布からなる合成繊維構造体を、フッ素系撥水剤、ノニオ
ン系帯電防止剤及びイソプロピルアルコールを含み、且つ架橋性化合物及び金属塩化合物
を含まない水溶液あるいは水性分散体で浸漬処理してなることを特徴とする合成繊維構造
物、及びその製造方法に係る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の合成繊維構造物は、撥アルコール性及び撥油性に優れており、且つ耐水性を有
するので衛生材料、医療用材料、衣料用材料等に好適に用い得る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　＜合成繊維構造体＞
　本発明に係る合成繊維構造体は、種々公知の熱可塑性樹脂、例えば、エチレン、プロピ
レン、１－ブテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテンおよび１－オクテン等のα
－オレフィンの単独若しくは共重合体である高圧法低密度ポリエチレン、線状低密度ポリ
エチレン（所謂ＬＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプロピレンラ
ンダム共重合体、ポリ１－ブテン、ポリ４－メチル－１－ペンテン、エチレン・プロピレ
ンランダム共重合体、エチレン・１－ブテンランダム共重合体、プロピレン・１－ブテン
ランダム共重合体等のポリオレフィン、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等）、ポリアミド（ナイロン－６
、ナイロン－６６、ポリメタキシレンアジパミド等）、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、エ
チレン・酢酸ビニル共重合体、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
、アイオノマー、熱可塑性ポリウレタンあるいはこれらの混合物等からなる一種以上の合
成繊維からなる構造物であり、通常、織布、編布、不織布等の形状を有する。
【００１０】
　本発明に係る合成繊維構造体は、単層であっても二種以上の積層体あるいは合成繊維構
造体と透湿性フィルム、ガス不透過性フィルム、防湿性フィルム、ガス透過性フィルム等
のフィルムあるいは合成紙等との複合体であってもよい。
【００１１】
　合成繊維構造体の積層体あるいは複合体の例としては、例えば、スパンボンド不織布／
メルトブローン不織布、スパンボンド不織布／メルトブローン不織布／スパンボンド不織
布、スパンボンド不織布／透湿性フィルム、スパンボンド不織布／メルトブローン不織布
／スパンボンド不織布／透湿性フィルムを挙げることができる。
【００１２】
　合成繊維構造体を構成する合成繊維としては、ポリオレフィン繊維が疎水性、耐水性に
優れるので好ましく、特にポリプロピレン繊維が疎水性、耐水性、剛性、嵩高性、通気性
に優れるので好ましい。
【００１３】
　合成繊維には、本発明の目的を損なわない範囲で、通常用いられる酸化防止剤、耐候安
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定剤、耐光安定剤、ブロッキング防止剤、無機あるいは有機の充填剤、滑剤、核剤、顔料
、染料等の添加剤を必要に応じて添加されていてもよい。
【００１４】
　合成繊維としては、特に限定はされず、短繊維（ステープルファイバー）、撚糸、長繊
維、スプリットファイバーあるいは単繊維、異型断面繊維、連糸、芯鞘構造あるいはサイ
ドバイサイド等の複合繊維等種々の形状であってもよい。
　本発明に係る合成繊維構造体は、合成繊維以外に他の成分、例えば、天然繊維、再生繊
維あるいは無機繊維等を含んでいてもよい。
【００１５】
　＜フッ素系撥水剤＞
　本発明に係るフッ素系撥水剤は、種々公知のフッ素系撥水剤、例えば、フルオロアルキ
ルカルボン酸、パーフルオロアルキルカルボン酸、パーフルオロアルキルスルホン酸およ
びその塩（リチウム、ナトリウム、カリウム等）、モノパーフルオロアルキルエチルフォ
スフェイト塩、パーフルオロアルキルスルホン酸ジエタノールアミド等のフロロカーボン
類、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン
共重合体、ポリトリフルオロモノクロルエチレン、ポリビニルフロライド、テトラフルオ
ロエチレン－パーフルオロアルコキシエチレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレ
ン等のフッ素系重合体、一般式ＣＨ2＝ＣＲ1ＣＯＯＲ2Ｒｆ（式中ＲｆはＣnＦ2n+1で表さ
れるパーフルオロアルキル基、Ｒ1は水素原子又はメチル基、Ｒ2は－ＣmＨ2m－で表され
るアルキレン基であり、ｎは５～１６の正の整数、ｍは１～１０の正の整数である）で表
されるパーフルオロアルキル基を有する化合物を含む（共）重合体等のフッ素系化合物を
挙げることができる。
【００１６】
　これらフッ素系化合物の中でも、パーフルオロアルキル基を有する化合物を含む（共）
重合体が撥水、撥油性能で好ましい。かかるパーフルオロアルキル基を有する化合物を含
む（共）重合体は、デュポン社からＺｏｎｙｌ ７０４０の商品名、旭硝子社からＡＧ－
５８５０の商品名で製造・販売されている。
【００１７】
　＜ノニオン系帯電防止剤＞
　本発明に係るノニオン系帯電防止剤は、非イオン界面活性剤とも呼ばれる界面活性剤で
あり、種々公知のノニオン系帯電防止剤、例えば、ポリオキシエチレアルキルエーテル（
略称：ＡＥ）；ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル（略称：ＡＰＥ）；アル
キルグルコキシド（ＡＧ）；モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ポリエチレング
リコールラウレート、ポリエチレングリコールモノオレート、ポリエチレングリコールジ
ステアレート等のポリオキシエチレン脂肪酸エステル；ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタ
ン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸ペンタエリス
リット等の多価アルコールエステル；脂肪酸アルカノールアミド等が挙げられる。
【００１８】
　これらノニオン系界面活性剤の中でも、ポリオキシエチレアルキルエーテル、ポリオキ
シエチレンアルキルフェノールエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル及び多価ア
ルコールエステルが前記フッ素系撥水剤及びイソプロピルアルコールとの親和性が特に良
好で、しかも肌への刺激が無い点で好ましい。
【００１９】
　＜合成繊維構造物＞
　本発明の合成繊維構造物は、前記合成繊維構造体を、前記フッ素系撥水剤、前記ノニオ
ン系帯電防止剤及びイソプロピルアルコールを含む水溶液あるいは水性分散体で処理して
なることを特徴とする合成繊維構造物である。
【００２０】
　本発明の合成繊維構造物は、好ましくは撥アルコール性が９級以上、より好ましくは１
０級であり、且つ、好ましくは撥油性が７級以上の性能を有する。
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　本発明における撥アルコール性は、ＪＩＳ　Ｌ　１９１２医療用不織布試験法で測定し
た値である。
【００２１】
　本発明における撥油性は、ＡＡＴＣＣ　１１８－１９９２で測定した値である。
　本発明の合成繊維構造物は、好ましくは表面固有抵抗が１．０×１０12Ω以下、より好
ましくは１．０×１０10Ω以下であり、耐水圧が処理前の原反の６０％以上を維持し、よ
り好ましくは、８０％以上のものである。表面固有抵抗値は、ＪＩＳ　Ｋ　６９１１　５
．１３、耐水圧は、ＪＩＳ　Ｌ　１０９２　Ａに準拠して測定した値である。
【００２２】
　本発明に係る合成繊維構造体を処理する水溶液あるいは水性分散体におけるフッ素系撥
水剤の濃度は、通常、５～２５重量％、好ましくは５～１５重量％の範囲にあり、ノニオ
ン系帯電防止剤の濃度は、通常、２～１０重量％、好ましくは２～５重量％の範囲にあり
、イソプロピルアルコールの濃度は、通常、２～１０重量％、好ましくは２～５重量％の
範囲にある。
【００２３】
　合成繊維構造体に対するフッ素系撥水剤の塗布量（付着量）はフッ素系撥水剤の固形分
として、通常、１～５ｇ／ｍ2、好ましくは１～３ｇ／ｍ2の範囲にあり、ノニオン系帯電
防止剤の塗布量（付着量）はノニオン系帯電防止剤の固形分として、通常、０．２～１．
０ｇ／ｍ2、好ましくは０．２～０．５ｇ／ｍ2の範囲にある。
【００２４】
　＜合成繊維構造物の製造方法＞
　本発明の合成繊維構造物は、前記合成繊維構造体を、前記フッ素系撥水剤、前記ノニオ
ン系帯電防止剤及びイソプロピルアルコールを含む水溶液あるいは水性分散体で処理する
ことにより得られる。
【００２５】
　本発明に係る合成繊維構造体を水溶液あるいは水性分散体で処理する方法は、種々公知
の方法、例えば、合成繊維構造体を水溶液等に浸漬した後乾燥する方法、合成繊維構造体
に水溶液等をエアーナイフコーター、ダイレクトグラビアコーター、グラビアオフセット
、アークグラビアコーター、グラビアリバースおよびジェットノズル方式等のグラビアコ
ーター、トップフィードリバースコーター、ボトムフィードリバースコーターおよびノズ
ルフィードリバースコーター等のリバースロールコーター、５本ロールコーター、リップ
コーター、バーコーター、バーリバースコーター、ダイコーター等種々公知の塗工機を用
いて塗布した後乾燥する方法、合成繊維構造体に水溶液等をスプレーコート（その他の方
法）した後乾燥する方法等により処理することができる。
【００２６】
　水溶液等で処理した合成繊維構造体（合成繊維構造物）を乾燥する場合は、水分が蒸発
する温度以上で合成繊維構造体（合成繊維構造物）が溶融しない温度未満、例えば、合成
繊維構造体（合成繊維構造物）が、ポリプロピレン不織布であれば、通常、９５～１２０
℃、好ましくは１００～１０５℃の温度で乾燥すればよい。
【実施例】
【００２７】
　以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に限定されるものではない。
　なお、実施例及び比較例における物性値等は、前述の方法により測定した。
【００２８】
　〔実施例１〕
　デュポン社製造のパーフルオロアルキル基含有フッ素系撥水剤（商品名 Ｚｏｎｙｌ ７
０４０）５．０ｇ、イソプロピルアルコール２．５ｇ（和光純薬製）、ポリオキシエチレ
ントリデシルエーテル型ノニオン系帯電防止剤（商品名；デスパノールＴＯＣ、日本油脂
製）を含んだ混合水溶液１０００ｇに、目付け５５ｇ／ｍ2のポリプロピレンスパンボン
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ＳＭＳ不織布）（目付け構成：Ｓ／Ｍ／Ｓ＝２２．５／１０／２２．５ｇ／ｍ2）を全体
が含浸するまで３分間浸漬した。浸漬後、ＳＭＳ不織布を取り出した後、3分間余分な水
分を切り、乾燥機にて１０５℃で１２分間乾燥して、撥アルコール処理不織布からなる合
成繊維構造物を得た。
【００２９】
　得られた合成繊維構造物の評価結果を表１に示す。表１に記載したように、合成繊維構
造物の撥アルコール性は１０級及び、撥油性は8級であった。また、当該合成繊維構造物
は、帯電性を有し、耐水圧も未処理（参考例１）に比較して、６４％以上を維持している
。
　なお、得られた合成繊維構造物をプレス成形して（フィルム状）赤外線吸収スペクトル
を測定した結果、Ｃ－Ｆ伸縮振動に基く１０７４ｃｍ-1の吸収が観測された。
【００３０】
　〔実施例２〕
　実施例１で用いたフッ素系撥水剤に替えて、旭硝子社製造のパーフルオロアルキル基含
有フッ素系撥水剤（商品名 ＡＧ－５８５０）を用いる以外は実施例１と同様に行い、撥
アルコール処理不織布からなる合成繊維構造物を得た。
【００３１】
　得られた合成繊維構造物の評価結果を表１に示す。表１に記載したように合成繊維構造
物の撥アルコール性は１０級及び、撥油性は8級であった。また、当該合成繊維構造物は
、帯電性を有し、耐水圧も未処理（参考例１）に比較して、６４％以上を維持している。
　なお、得られた合成繊維構造物をプレス成形して（フィルム状）赤外線吸収スペクトル
を測定した結果、Ｃ－Ｆ伸縮振動に基く１０７４ｃｍ-1の吸収が観測された。
【００３２】
　〔比較例１〕
　実施例１で用いたノニオン系帯電防止剤に替えて、リン酸エステル型アニオン系帯電防
止剤（商品名 デレクトールＬＭ－３、明成化学工業社製）を用いる以外は実施例１と同
様に行い、撥アルコール処理不織布を得た。得られた撥アルコール処理不織布の評価結果
を表１に示す。表１に記載したように、撥アルコール処理不織布の撥アルコール性は７級
及び、撥油性は４級であった。
【００３３】
　〔比較例２〕
　実施例１で用いたノニオン系帯電防止剤に替えて、スルホン酸ナトリウム型カチオン系
帯電防止剤（商品名 エラガンＴ－５０１ＡＮ、日本油脂社製）を用いる以外は実施例１
と同様に行い、撥アルコール処理不織布を得た。得られた撥アルコール処理不織布の評価
結果を表１に示す。表１に記載したように、撥アルコール処理不織布の撥アルコール性は
８級及び、撥油性は５級であった。
【００３４】
　〔参考例１〕
　実施例１で用いた目付け５５ｇ／ｍ2のポリプロピレンスパンボンド不織布／ポリプロ
ピレンメルトブローン不織布／ポリプロピレンスパンボンド不織布を撥アルコール処理せ
ずに、物性を評価した。評価結果を表１に示す。
【００３５】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明の合成繊維構造物は、撥アルコール性及び撥油性に極めて優れるので、かかる特
性を活かして、種々の用途、例えば、医療用、衛生材用、包装材、産業用材料などの用途
に好適に用いられ、具体的な用途として手術ガウン、作業着、電池の防水部材、化粧品部
材、シューズの表面処理、防水テープ素材等に応用でき、特に使い捨ておむつや生理用ナ
プキンの防漏部材、液体導入経路部材として好ましく用いることができる。
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