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(57)【要約】
不織ウエブを交差マシン方向、マシン方向あるいはその両方で延伸して、不織ウエブの坪
量および／またはデニールを低下させ、弾性不織布を形成させることを含んでなり、この
不織ウエブがストランドの長さに沿って長手方向に同一の拡がりを持つ第１および第２の
ポリマー成分を有する複数の多成分ストランドを含んでなり、前記第１の成分が弾性ポリ
マーを含んでなり、そして前記第２のポリマー成分がポリマー成分よりも低弾性のポリマ
ーを含んでなる弾性不織布を製造する方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織ウエブを交差マシン方向、マシン方向あるいはその両方で延伸して、不織ウエブの
坪量、デニールあるいはその両方を低下させ、弾性不織布を形成させることを含んでなり
、
不織ウエブがストランドの長さに沿って長手方向に同一の拡がりを持つ第１および第２の
ポリマー成分を有する複数の多成分ストランドを含んでなり、前記第１の成分が弾性ポリ
マーを含んでなり、そして前記第２のポリマー成分が第１のポリマー成分よりも低弾性の
ポリマーを含んでなる弾性不織布を製造する方法。
【請求項２】
　ウエブが交差方向とマシン方向で同時に延伸される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ウエブが幅出し機を用いて交差方向で延伸され、差動ローラー速度を用いてマシン方向
で延伸され、あるいは両方で延伸される請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ストランドの長さに沿って長手方向に同一の拡がりを持つ第１および第２のポリマー成
分を有する複数の多成分ストランドを溶融紡糸し、前記第１の成分が弾性ポリマーを含ん
でなり、そして前記第２のポリマー成分が低弾性のポリマーを含んでなり；
多成分ストランドを不織ウエブに形成し；そして
ストランドを結合または相互巻き付けして、凝集性の結合された不織ウエブを形成するこ
とにより不織ウエブが形成される請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　不織ウエブがスパンボンド法により製造される請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　延伸を少なくとも一つの方向で少なくとも５０％伸びまで行って、坪量で少なくとも２
０％の低減を得る請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　延伸を一つの方向でのみ少なくとも５０％伸びまで行って、直交する配向よりも延伸さ
れた配向について５０％伸張における収縮力の比（Ｒｆ（５０））において非延伸ウエブ
での同一の比に比して少なくとも２０％の増加を得る請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　延伸する前に不織ウエブがサーマルボンディングされたものである請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　該方法が増分延伸段階を存在させずに行われる請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　延伸が２０℃とスパンボンドウエブのサーマルボンディング温度の間のウエブ温度にお
いて行われる請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　第１のポリマー成分が弾性ポリウレタン、弾性ポリエチレンコポリマー、弾性ポリプロ
ピレンコポリマー、弾性スチレン系ブロックポリマーまたはこれらのブレンドを含んでな
り、そして第２のポリマー成分がこの弾性ポリマーよりも低弾性であるポリオレフィンを
含んでなる請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　第２のポリマー成分がポリプロピレン、ポリエチレンまたはこれらのブレンドである請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　溶融紡糸が第１および第２のポリマー成分をストランド断面中で配列し、シース／コア
構造を形成することを含んでなる請求項４に記載の方法。
【請求項１４】
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　溶融紡糸が第１および第２のポリマー成分をストランド断面中で配列し、チップ付き多
葉状構造のポリマー成分を形成することを含んでなる請求項４に記載の方法。
【請求項１５】
　多成分ストランドの少なくとも一部がシース／コア構造を有する請求項１に記載の方法
。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれかに記載の方法により作製される不織布。
【請求項１７】
　請求項１に記載の方法により形成される少なくとも一つの層を含んでなる多層複合体。
【請求項１８】
　請求項１により製造される材料により少なくとも一部製造される物品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　この出願は、２００４年８月３日に出願され、そして引用により本明細書に組み込まれ
ている米国特許暫定出願Ｎｏ．６０／５９８，３２２への優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、多成分ストランドから製造される不織布と、不織物ウエブを製造する方法と
、そしてこの不織ウエブを使用する製品に関する。本発明の不織ウエブは、第１の弾性ポ
リマー成分と、第２の伸展性であるが低弾性のポリマー成分の少なくとも２つの成分を含
む多成分ストランドから製造可能である。
【背景技術】
【０００３】
　近年、使い捨て衛生用製品における不織布、特に弾性不織布の使用が劇的に成長した。
例えば、弾性不織布は、包帯材料、衣類、おむつ、サポーター衣類および女性用衛生用製
品に組み込まれてきた。これらの製品の中への弾性成分を組み込むことによって、改善さ
れたフィット、快適性と洩れの抑制がもたらされる。
【０００４】
　しかしながら、二成分繊維などの弾性繊維を用いて作製される低坪量の不織布を得る、
しかるべき方法は、引っ張りおよびこの繊維が最初の長さ／幅に戻ることに対する抵抗の
ために、不満足なものであるということを本発明者らは判断した。結果として、最終の布
において小さい繊維直径を得ることは困難である。弾性不織布は望ましくないほど大きな
繊維直径および／またはデニールを有し、劣った均一性と劣った一般的な被覆性を有する
布を低坪量で生じ得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らは、特にこれらの不織布の弾性を犠牲にしないならば、弾性不織布に影響を
与えるこれらの問題の１つ以上に対する解決策が極めて望ましいということを認識した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、少なくとも２つのポリマー成分を含んでなり、ここで一方の成分が弾性であ
り、そして他方の成分が低弾性であるが伸展性である複数のストランドから作製される弾
性不織ウエブであって、結合された不織ウエブが二軸延伸にかけられた不織布を使用する
ものであり、そしてこのようにしてこの分野における種々の問題を克服することができる
。この弾性不織ウエブは、場合によっては加熱しながら直接に延伸（交差マシン方向ある
いはマシン方向の二軸で）されて、不織ウエブの坪量を低下させる。このような直接延伸
は増分延伸および他の非直接延伸方法を包含しない。例えば幅出し機（ｔｅｎｔｅｒ　ｆ
ｒａｍｅ）を使用して、差動速度を用いてウエブをマシン方向（ＭＤ）で同時あるいは順
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次延伸しながら、このウエブを交差マシン方向（ＣＤ）で延伸することは、他の方法によ
る延伸と比較して坪量が予期しない、実質的な低下を生じるということを見出した。交差
方向は、一般に、布の製造方向の布の長さを呼称するマシン方向に対比して、布の製造方
向におおむね直角の方向の布の幅を呼称するものであるということを特記すべきである。
坪量の低下は交差方向またはマシン方向での延伸により達成可能であるということも見出
された。延伸をマシン方向で行う場合には、この幅を固定した幅に保って、坪量低下を達
成しなければならない。加えて、驚くべきことには、本発明の実施においては、他の方法
の使用と同一の坪量低下を得るのに、低いパーセンテージの延伸が必要であるということ
が見出された。例えば、一つの場合、所定の坪量低下を得るのに増分延伸を用いて３７５
％伸びが必要とされるが、直接延伸（二軸、ＣＤあるいはＭＤ）を用いてこの伸びを得る
には、１５０％以下の伸びが必要であった。同様に、本発明の方法により室温においてリ
ングローラー（増分延伸）を用いる４００％の延伸が僅か１０％の坪量の減少を生じたの
に対して、室温における２００％の二軸延伸は３０％の坪量の減少を生じた。加えて、坪
量が著しく低下（例えば、１０％未満あるいはそれに等しい低下）しなくとも、直接延伸
の使用は、本発明で示す条件下で弾性（増大した伸張力、減少した残留歪、減少した応力
緩和および増大した収縮力）を変化させ、ならびに最終使用に依り望まれる大きな値を延
伸後に有するＭＤ／ＣＤあるいはＣＤ／ＭＤ（ここでは、延伸方向を非延伸方向により割
った比）比のパラメーターを得ることができるということが見出された。例えば、３８７
％の伸びにおける増分延伸は、１および２回の通過の後にＭＤ活性化を伴って５０％～１
００％の比の増加をもたらし、ＣＤ活性化の後に１００％を少し超えるＣＤ比の増加を通
過数に無関係にもたらすということが判った。本発明の実施においては、ＭＤのみの１２
５％伸びによりほぼ１００％の比の増加が得られ（実施例１５を参照）、そしてＣＤのみ
の１０５％および１３８％の伸びによりほぼ１００％の比の増加が得られた（実施例１０
および１１を参照）。ＣＤおよびＭＤ延伸は両方とも軟化を生じ、伸張力は通常低下し、
そして収縮力は通常低下する。
【０００７】
　本発明は、フィラメントの長さに沿って長手方向に同一の拡がりを持つ第１および第２
のポリマー成分を有する複数の多成分ストランドを溶融紡糸することを含み得る、弾性不
織ウエブおよび布を製造する方法を一般に指向する。第１の成分は弾性ポリマーから形成
され、そして第２の成分は低弾性ポリマーから形成される。溶融紡糸されたストランドは
不織ウエブに形成され、引き続いて結合され、延伸されて、不織材料の弾性および物理的
性質を許容し得る範囲以下まで低下させずに、不織布の坪量およびデニールを低下させる
。これは、予め作製されたサーマルボンド弾性不織布をマシン方向、交差方向、好ましく
は両方の方向で機械的に後延伸することにより達成される。不織布は延伸の前あるいは間
に予熱可能であるか、あるいは加熱されない。
【０００８】
　多成分ストランドに関しては、第１および第２の成分は、広範で多様なポリマーのいず
れからも誘導可能である。本発明の一つの態様においては、第１のポリマー成分は、弾性
ポリウレタン、弾性スチレンブロックコポリマーまたは弾性ポリオレフィンから形成され
、そして第２のポリマー成分は第１の成分よりも低弾性であるポリオレフィンから形成さ
れる。
【０００９】
　本発明は、本発明の方法により製造される弾性不織布、ならびに延伸の後に作製される
多成分弾性繊維を更に含む。
【００１０】
　一つの広い観点においては、本発明は、不織ウエブをＣＤ延伸、ＭＤ延伸などにより少
なくとも一つの方向で、あるいは両方の方向で同時あるいは順次で高い温度で延伸して、
ウエブの坪量および／またはデニールを低下させることを含んでなり、不織ウエブがスト
ランドの長さに沿って長手方向に同一の拡がりを持つ第１および第２のポリマー成分を有
する複数の多成分ストランドを含んでなり、前記第１の成分が弾性ポリマーを含んでなり
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、そして前記第２のポリマー成分が第１のポリマー成分よりも低弾性のポリマーを含んで
なる弾性不織布を製造する方法である。このように、一つの広い観点においては、本発明
は、不織ウエブを交差マシン方向、マシン方向、あるいは両方の方向で延伸して、不織ウ
エブの坪量、デニールまたは両方を低下させることを含んでなり、この不織ウエブがスト
ランドの長さに沿って長手方向に同一の拡がりを持つ第１および第２のポリマー成分を有
する複数の多成分ストランドを含んでなり、前記第１の成分が弾性ポリマーを含んでなり
、そして前記第２のポリマー成分が第１のポリマー成分よりも低弾性のポリマーを含んで
なる弾性不織布を製造する方法である。
【００１１】
　一つの態様においては、不織ウエブは、ストランドの長さに沿って長手方向に同一の拡
がりを持つ第１および第２のポリマー成分を有する複数の多成分ストランドを溶融紡糸し
、前記第１の成分が弾性ポリマーを含んでなり、そして前記第２のポリマー成分が低弾性
のポリマーを含んでなり；多成分ストランドを不織ウエブに形成し；そしてストランドを
多点ボンディングして、凝集性の結合された不織ウエブを形成し；そしてこの結合不織布
を少なくとも一つの方向で延伸することにより形成可能である。
【００１２】
　もう一つの広い観点においては、本発明は、多成分ストランドから作製される、延伸さ
れ、サーマルボンドされた不織ウエブである。
【００１３】
　もう一つの広い観点においては、本発明は、複数の層を含んでなり、前記層の少なくと
も一つが上述の不織布を含んでなる衣類である。
【００１４】
　本発明の繊維、物品または衣類は多様な用途で有用性を有する。好適な用途は、例えば
、限定ではないが、使い捨て個人用衛生用製品（例えばトレーニングパンツ、おむつ、吸
収性アンダーパンツ、失禁用製品、女性用衛生物品など）；使い捨て衣類（例えば工業用
アパレル、カバーオール、ヘッドカバー、アンダーパンツ、パンツ、シャッツ、手袋、靴
下など）；感染コントロール／クリーンルーム製品（例えば、手術衣およびドレープ、フ
ェースマスク、ヘッドカバー、手術用キャップおよびフード、靴カバー、ブーツスリッパ
、創傷包帯、包帯、滅菌ラップ、ワイパー、白衣、カバーオール、パンツ、エプロン、ジ
ャケット）および、恒久的及び半恒久的用途、例えば寝具類およびシーツ、家具用ダスト
カバー、アパレル芯地、車カバーおよびスポーツあるいは汎用アパレルを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　不織布は熱可塑性材料を溶融紡糸することにより普通作製される。このような不織布は
、「スパンボンド」あるいは「メルトブロー」材料と呼ばれ、そしてこれらのポリマー材
料を製造する方法も当分野でよく知られている。経済性が有利であることによって、スパ
ンボンド布が本発明で好ましい。物理的性質の望ましい組み合わせ、特に柔軟性、強度お
よび耐久性の組み合わせを有するスパンボンド材料が製造される一方で、著しい問題に遭
遇してきた。本発明で使用される不織布は、通常、コンジュゲート繊維であり、通常、二
成分繊維である。一つの態様においては、この不織布はシース／コア構造を有する二成分
繊維から作製される。本発明に好適な代表的な二成分の弾性不織布およびこれらの製造方
法がＡｕｓｔｉｎによりＷＯ００／０８２４３で示され、引用によりこの明細書に全体で
組み込まれている。
【００１６】
　通気性ならびに弾性の制限された布よりも身体の運動の自由度を与える能力があるため
に、弾性不織布は、包帯材料、作業着および医療用衣などの衣類、おむつ、サポーター衣
類、失禁用製品、おむつ、トレーニングパンツおよび他の個人用衛生用製品などの多様な
環境において使用可能である。おむつのバックシート、保護用アパレル、医療用衣および
ドレープを形成する物品が本発明に特に関連する。
【００１７】
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　この明細書で使用されるように、用語「ストランド」は「繊維」と「フィラメント」の
両方に総称的な用語として使用される。この関連で、「フィラメント」は材料の連続的な
ストランドを指し、「繊維」は有限な長さを有する切断されたあるいは不連続なストラン
ドを意味する。このように、以下の説明は「ストランド」または「繊維」または「フィラ
メント」を使用する一方で、この説明は３つの用語すべてに等しく適用可能である。
【００１８】
　特に、弾性不織布に対してこの明細書中下記で述べようとしていることは「化学的」に
弾性の繊維として定義されるものである。当分野の熟練者には、これらの繊維と、さもな
ければ本質的に非弾性の不織布の熱延伸により製造される低弾性の一次元的に弾性の「物
理的」あるいは「機械的」に弾性の不織布との区別は容易に明白であろう。
【００１９】
　手短に言えば、この弾性不織布の作製に使用される二成分ストランドは、通常、第１の
成分と第２の成分から構成される。この第１の成分は「弾性」ポリマーであり、これは伸
張すると、弾性限界内で変形あるいは延伸する（すなわち、解除されると収縮する）ポリ
マーを指す。多数の繊維形成性熱可塑性エラストマーが当分野で既知であり、そしてポリ
ウレタン、ブロックコポリエステル、ブロックコポリアミド、スチレン系ブロックポリマ
ーおよびポリオレフィンコポリマーを含むポリオレフィンエラストマーを含む。第１の（
内側の）成分用の市販のエラストマーの代表的な例は、以前はＫｒａｔｏｎ　Ｃｏｒｐに
より販売されていたＫＲＡＴＯＮポリマー；ＥＮＧＡＧＥエラストマー（Ｄｕｐｏｎｔ　
Ｄｏｗ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒｓより販売されている）、ＶＥＲＳＩＦＹエラストマー（Ｄ
ｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌにより製造されている）またはＶＩＳＴＡＭＡＸＸ（Ｅｘｘｏｎ
－ＭｏｂｉｌｅＣｏｒｐ．により製造されている）ポリオレフィンエラストマー；および
ＤＥＸＣＯより販売されているＶＥＣＴＯＲポリマーを含む。他の弾性熱可塑性ポリマー
は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌより販売されているＰＥＬＬＥＴＨＡＮＥ、ＢＡＳＦより
販売されているＥＬＡＳＴＯＬＬＡＮ、Ｂ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ　Ｃｏｍｐａｎｙより
販売されているＥＳＴＡＮＥなどのポリウレタンエラストマー材料（「ＴＰＵ」）；Ｅ．
Ｉ．Ｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙより販売されているＨＹＴ
ＲＥＬなどのポリエステルエラストマー；Ａｋｚｏ　Ｐｌａｓｔｉｃｓより販売されてい
るＡＲＮＩＴＥＬなどのポリエーテルエステルエラストマー材料；およびＥｌｆ　Ａｔｏ
ｃｈｅｍ　Ｃｏｍｐａｎｙより販売されているＰＥＢＡＸなどのポリエーテルアミド材料
を含む。有利なこととしては、商品名ＣＡＴＡＬＬＯＹによりＭｏｎｔｅｌより販売され
ているものなどの異相ブロックコポリマーも本発明で使用される。米国特許第５，５９４
，０８０号に述べられているポリプロピレンポリマーおよびコポリマーも本発明に好適で
ある。
【００２０】
　第２の成分もポリマー、好ましくは伸張性であるポリマーである。用途に依って、いか
なる熱可塑性の繊維形成性ポリマーも第２の成分として可能である。コスト、剛性、溶融
強度、紡糸速度、安定性などが考慮事項である。第２の成分は、第１の成分の形成に使用
されるポリマーまたはポリマー組成物と比較して劣った弾性を呈するいかなるポリマーま
たはポリマー組成物からも形成され得る。例示の非弾性の繊維形成性熱可塑性ポリマーは
、ポリオレフィン、例えばポリエチレン（ＬＬＤＰＥを含む）、ポリプロピレンおよびポ
リブテン、ポリエステル、ポリアミド、ポリスチレンおよびこれらのブレンドを含む。第
２の成分ポリマーは弾性回復を有し、そしてこの二成分ストランドを延伸したときに弾性
限界内で延伸し得る。しかしながら、この第２の成分は、第１の成分ポリマーよりも劣っ
た弾性回復をもたらすように選択される。第２の成分は、また、弾性限界を超えて延伸さ
れ、そして引っ張り応力の印加により永久伸び可能であるポリマーでもあり得る。例えば
、第２の成分をこれらの表面において有する長い二成分フィラメントが収縮する場合には
、第２の成分は、通常、圧縮された形をとり、フィラメントの表面に粗い外観をもたらす
。
【００２１】
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　最良の弾性を有するためには、弾性の第１の成分がフィラメント断面の最大部分を占め
るようにすることが有利である。一つの態様においては、このストランドを結合されたウ
エブ環境において使用する場合、この結合されたウエブは、マシン方向基準で少なくとも
約６５％の二乗平均の回復可能な伸びと、５０％伸びおよび一回の引っ張り後の交差方向
の回復可能な伸び値を有する。二乗平均の回復可能な伸びは、（マシン方向のパーセント
回復）２＋交差マシン方向のパーセント回復）２の和の平方根である。
【００２２】
　第２の成分として使用される具体的なポリマーに依って、第２の成分は、通常、ストラ
ンドの約５０重量パーセント未満の量で、一つの態様においては約１と約２０パーセント
の間およびもう一つの態様においては約５～１０パーセント存在する。
【００２３】
　一つの観点においては、第２の成分が実質的に弾性でなく、結果としてこのストランド
が全体として弾性でない場合、一つの態様においては、第２の成分はこのストランドの延
伸時にこのストランドが第２の成分の長さを不可逆的に変えるのに充分な量により弾性と
なるような量で存在する。
【００２４】
　第１および第２の成分としての使用に好適な材料は、ストランドの所望の機能に基づい
て選択される。好ましくは、本発明の成分中で使用されるポリマーは約５～約１０００の
メルトフローを有する。一般に、メルトブロー法は、スパンボンド法よりも高いメルトフ
ローのポリマーを使用する。
【００２５】
　これらの二成分ストランドは加工用添加物を使用することにより、あるいは使用せずに
作製可能である。本発明の実施において、２つ以上のポリマーのブレンドが第１の成分ま
たは第２の成分または両方に使用可能である。
【００２６】
　繊維の特定の形状と最終使用の所望の性質に依って、第１（本発明の弾性成分）および
第２の成分は、多成分ストランド内で任意の好適な量で存在し得る。有利な態様において
は、第１の成分は繊維の大部分、すなわちストランドの重量基準（「ｂｏｓ」）で約５０
重量パーセント以上を形成する。例えば、メリットのあることとしては、第１の成分は、
多成分ストランド中に約８０～９９重量パーセントｂｏｓの範囲の量で、例えば約８５～
９５重量パーセントｂｏｓの範囲の量で存在し得る。このような有利な態様においては、
非弾性成分は、約５０重量パーセントｂｏｓ未満の量、例えば約１と約２０重量パーセン
トｂｏｓの間の量で存在する。このような有利な態様のメリットのある局面においては、
第２の成分は、第２の成分として使用される具体的なポリマーに依るが、約５～１５重量
パーセントｂｏｓの範囲の量で存在し得る。一つの有利な態様においては、約８５：１５
以上あるいはそれに等しいコア：シース重量比、例えば９５：５の比を有するシース／コ
ア構造が提供される。
【００２７】
　この繊維の形状は広く変わることができる。例えば、通常の繊維は円形の断面形状を有
するが、時には繊維は三葉状の形状または平らな（すなわち、「リボン」様の）形状など
の異なる形状を有する。また、特に延伸および解除される場合には、この繊維は、円形断
面のものであっても、非円筒形の３次元形状をとり得る（らせん状あるいはスプリング様
繊維を形成する自己バルキー化あるいは自己けん縮性）。
【００２８】
　この明細書中で開示された本発明の弾性繊維に対しては、この直径は広く変わることが
できる。この繊維デニールは仕上がった物品の性能に適合するように調整可能である。予
期される繊維直径値は、メルトブロー品に対しては約５～約２０ミクロン／フィラメント
；スパンボンド品に対しては約１０～約５０ミクロン／フィラメント；そして連続巻取り
フィラメントに対しては約２０～約２００ミクロン／フィラメントである。
【００２９】
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　坪量は、通常、ｇ／ｍ２またはｏｚ／ｙｄ２に換算した不織布の面積密度を指す。不織
布に対する受け入れ可能な坪量は製品における用途により決定される。一般に、与えられ
た製品により決定される性質に合致する最低の坪量（最低のコスト）が選ばれる。弾性不
織布に対しては、一つの問題はある伸びにおける収縮力、あるいはしかるべき伸張での緩
和の後、布がどの程度の力を加えることができるかである。坪量を規定するもう一つの問
題は被覆性であり、ここでは通常、比較的不透明な布を有することが望ましく、あるいは
半透明であるならば、布中の見掛け上の穴は小サイズで均質分布のものでなければならな
い。使い捨て製品用の不織布業界における最も有用な坪量は１／２～４．５ｏｚ／ｙｄ２

（１７～１５０ｇ／ｍ２あるいはｇｓｍ）の範囲である。耐久性あるいは半耐久性製品な
どの一部の用途は更に大きい坪量を許容し得ることもある。付随的なこととしては、高、
或いは低坪量材料は偶発的にマルチビーム構造で製造され得るということを理解すべきで
ある。すなわち、各々の個別の層が１７ｇｓｍ未満もの坪量を有する、ＳＭＳ（スパンボ
ンド／メルトブロー／スパンボンド）複合体布を製造することが有利であり得るが、好ま
しい最終坪量は少なくとも１７ｇｓｍであるということが期待される。
【００３０】
　不織布組成物あるいは物品は、通常、ランダムに中間挿入されているが、織布または編
布の場合のように識別可能な方法でランダムに中間挿入されていない個別の繊維またはト
レッドの構造を有するウエブまたは布である。
【００３１】
　第１および第２のポリマー型成分は、限定ではないが、顔料、酸化防止剤、安定剤、界
面活性剤、ワックス、流動促進剤、固形溶剤、粒子状物質およびこの組成物の加工性の増
進のために添加される材料を場合によっては含む。
【００３２】
　本発明に適用可能である弾性材料または弾性様不織布は、通常、マシン方向基準で約６
５％以上の二乗平均平均の回復可能な伸びおよびウエブの５０％伸びおよび一回の引っ張
りの後の交差－方向の回復可能な伸び値を有するいかなる材料も指すということを認識す
べきである。延伸し、直ちに解除した後に材料が最初の寸法に戻らない程度がパーセント
永久歪み（ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　ｓｅｔ）である。ＡＳＴＭ試験方法によれば、残留歪お
よび回復は足して１００％となる。残留歪は伸張後の残留緩和長さを伸張（伸び）の長さ
で割ったものと定義される。例えば、２００％伸び（起点の１インチゲージから更に２イ
ンチ伸張）まで引っ張られ、そして解除された１インチゲージ（長さ）試料は、ａ）まっ
たく収縮せず、試料は３インチの長さであり、そして１００％残留歪（（３”終点－１”

起点）／２”伸張）を有するか、あるいはｂ）最初の１インチゲージまで完全に収縮し、
そして０％残留歪（（１”終点－１”起点）／２”伸張）を有するか、あるいはｃ）この
間のいずれかの値を示す。頻用され、そして実用的な残留歪の測定方法は、伸張から解除
した後に回復力または荷重がゼロに達した時の試料上の残存歪（回復）を観察することで
ある。この方法および上記の方法は試料を１００％に伸張した時に同一の結果を生じるの
みである。例えば、上記の場合におけるように、この試料が２００％伸びの後にまったく
収縮しないならば、解除時のゼロ荷重における残存歪は２００％である。明らかに、この
場合には残留歪と回復は足して１００％とならない。
【００３３】
　それに反して、非弾性不織布はこれらの基準に合致しない。特に、非弾性不織布は、最
初の長さの５０％まで伸張すると５０％未満の、更にあり得ることとしては２５％未満の
回復を示すと予期される。更に、非弾性不織布は、通常、破断前に広範な降伏を示す引っ
張り曲線により記述される。この関連において、この不織布は、小さな伸張において応力
の急速な増加と、それに続く降伏点における、そして不織布破断までの継続した伸張時に
おける最大に近い、ほぼ一定の応力を示す。破断の前に、試料のいかなる解除も大部分広
範に延ばされた、完全には回復しない不織布を生じる。   
【００３４】
　不織布ウエブは当分野で知られている方法により本発明の多成分ストランドから製造可
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能である。スパンボンド法として知られている類の方法は不織布ウエブを形成するための
最も普通の方法である。種々のタイプのスパンボンド法の例がＫｉｎｎｅｙへの米国特許
第３，３３８，９９２号、Ｄｏｒｓｃｈｎｅｒへの米国特許第３，６９２，６１３号、Ｍ
ａｔｓｕｋｉへの米国特許第３，８０２，８１７号、Ａｐｐｅｌへの米国特許第４，４０
５，２９７号、Ｂａｌｋへの米国特許第４，８１２，１１２号およびＢｒｉｇｎｏｌａら
への米国特許第５，６６５，３００号で述べられている。一般に、これらのスパンボンド
法は、
ａ）紡糸口金からストランドを押し出し；
ｂ）溶融ストランドの固化を急速に行うためにおおむね冷却されている空気の流れにより
このストランドを急冷し；
ｃ）このフィラメントを空気流中で空気圧により引っ張ることによるか、あるいはテキス
タイル繊維業界で普通に使用されるタイプの機械的延伸ロールのまわりに巻き付けること
により印加可能である引っ張り張力により急冷域を通しこれらを進行させることにより、
このフィラメントを繊維化し；
ｄ）穴のあいた表面上でこの延伸ストランドをウエブとして捕集し；そして
ｅ）ゆるいストランドのウエブを結合して布とする
ことを含む。
【００３５】
　このボンディング法は、凝集性のウエブ構造を付与すると当分野で知られている任意の
サーマルボンド、ケミカルボンドあるいはメカニカルボンド処理であることができる。サ
ーマルポイントボンドが本発明の実施において有利に使用され得る。種々のサーマルポイ
ントボンド法が既知であり、最も好ましいのはポイントボンドパターンの付いたカレンダ
ーロールの使用である。連続あるいは不連続パターンを使用する通常の態様によっては当
分野で既知のいかなるパターンも使用し得る。好ましくは、この結合は６と３０パーセン
トの間を被覆し、最も好ましくは、この層の１６パーセントが被覆される。これらのパー
セント範囲にしたがってこのウエブを結合することによって、このフィラメントは、布の
強度と完全性を維持しながら、延伸の全範囲にわたって延びるようにされる。本発明の代
替の局面においては、ウエブ内でストランドを交絡あるいは相互巻き付けるようにする結
合法は使用され得る。からみ合わせあるいは相互巻き付きに依存する例示の結合法は水流
からみ合わせ（ｈｙｄｒｏｅｎｔａｎｇｌｅｍｅｎｔ）である。
【００３６】
　多成分ストランドの製造が可能な紡糸口金と押し出し系を準備すれば、このタイプのス
パンボンド法がすべて本発明の弾性布の作製に使用可能である。しかしながら、一つの好
ましい方法は、成形表面下に在る真空により改善されたウエブレイダウンを提供すること
を含む。この方法は成形表面に対して連続的に増大するストランド速度をもたらし、そこ
で弾性ストランドが跳ね返る機会を殆どもたらさない。
【００３７】
　メルトブロー法として知られるもう一つの類の方法も本発明の不織布の製造に使用可能
である。ウエブ形成へのこのアプローチがＮＲＬ　Ｒｅｐｏｒｔ　４３６４「Ｍａｎｕｆ
ａｃｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒｆｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｉｂｅｒｓ」ｂｙ　Ｖ．
Ａ．Ｗｅｎｄｔ，Ｅ．Ｌ．Ｂｏｏｎｅ，ａｎｄ　Ｃ．Ｄ．ＦｌｕｈａｒｔｙおよびＢｕｎ
ｔｉｎらへの米国特許第３，８４９，２４１号で述べられている。慣用のメルトブロー法
は以下のことを一般に含む。
ａ）紡糸口金からストランドを押し出す。
ｂ）高速の加熱空気流を用いて、紡糸口金の直下でこのポリマー流を同時に急冷および細
線化する。一般に、このストランドをこの手段により極めて小さい直径まで延伸する。し
かしながら、空気容積と速度を低下させることにより、普通のテキスタイル繊維に類似の
デニールのストランドを製造することが可能である。
ｃ）穴のあいた表面上で延伸ストランドをウエブに捕集する。メルトブローウエブは種々
の手段により結合可能であるが、しばしばこのウエブ中のフィラメントの絡み合い又はエ
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ラストマーの場合における自然結合は、ウエブをロール上に巻き取ることができるように
充分な引っ張り強さをもたらす。サーマルボンド法は本発明の実施において有利に使用さ
れる。
【００３８】
　米国特許第５，２９０，６２６号に述べられているものなどの二成分ストランドの押し
出しを提供するいかなるメルトブロー法も本発明の実施に使用可能である。
【００３９】
　本発明の布は、当分野により認識されている方法による静電防止剤、撥アルコール剤な
どの他の処理でも処理され得る。
【００４０】
　不織ウエブを結合した後、この材料は場合によって高い温度で二軸延伸されて、坪量の
低下に影響を及ぼす。通常、延伸は、交差方向での幅出し機延伸をマシン方向での差動速
度延伸と組み合わせて使用するか、あるいはその後で使用することにより行われる。例え
ば、サーモポイントボンドされた弾性不織ウエブが好適なコンベヤーにより慣用の幅出し
装置又はフレームの形の布延伸手段に供給される。第１の位置において、２つのエンドレ
スチェーンは、ウエブの縁部分を搭載されたフックまたはクランプにより係合させ、そし
てこのように係合された布を第２の位置まで同時に搬送し、そしてこの布ウエブを搬送方
向に対して横に延伸する。延伸時ウエブも約２０℃（室温）の温度まで、一つの態様にお
いては約４０℃まで、そしてもう一つの態様においては約６０℃まで加熱され得る。最適
の加熱温度選択は、なかんずく、布の速度、繊維の構造、使用される材料および所望の最
終性質（坪量および弾性）の複雑な関数である。一般に、ウエブの温度（外部温度はこれ
よりも高い）は、ウエブのサーモポイントボンドに使用可能な温度未満であるか、あるい
はこれにほぼ等しい。いかなる入手可能な形の幅出し機も本発明の実施で使用され得る。
しかしながら、選択される幅出し機は、ウエブにわたって均一な空気流れをもたらすもの
でなければならない。この幅出し機は、３０％もの過剰供給を可能として、布を加工時に
緩和して、制御された収縮を可能とする手段も設けられていなければならない。幅出し機
は、これに熱空気を循環させるための分離した手段を設けた連続的なチャンバーあるいは
域から構成され得、そして本発明の実施を含むしかるべき環境においては循環空気の温度
を変えることが望ましいこともある。一般に、ウエブはこの段階の間に少なくとも５０％
延伸される。一つの態様においては、ウエブは幅出し機を用いて少なくとも１００％延伸
される。
【００４１】
　横方向の延伸の前、後あるいはそれと同時に、ウエブは、通常、ローラーの差動速度を
用いてマシン方向で延伸される。この関連で、「二軸」延伸は最終的にＣＤおよびＭＤの
両方での延伸を指す。例えば、供給ローラーと巻き取りローラーの間の速度に２×の差が
ある場合には、ウエブの１００％延伸がマシン方向で行われる。他の延伸パ－セントが本
発明の実施において使用され得る。ウエブは、また、マシン方向の延伸時に交差方向延伸
時の温度とおおむね同一の温度での加熱にかけられ得るということを認識しなければなら
ない。
【００４２】
　所望の延伸および坪量を行うには、延伸を単一段階で行うことができるということ、あ
るいは多数回の延伸により行うことができるということを認識すべきである。例えば、不
織布を単一での２００％の延伸（３×の全延伸を得るために）の代わりに、１００％の延
伸にかけ、続いて５０％の延伸にかけることができる。
【００４３】
　二軸延伸に続いて不織ウエブの坪量を少なくとも１０％低下させる。一つの態様におい
ては、坪量を少なくとも２０％低下させる。もう一つの態様においては、坪量を約３０％
、更にはそれ以上低下させる。
【実施例】
【００４４】
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　本発明は次の非限定的な例により更に例示される。前出の例は本発明を例示するもので
あり、そして本発明の範囲または添付の特許請求の範囲を限定するように解釈されるべき
でない。
【００４５】
　下記の実施例に対する性質の測定を次の方法で行った。試験した実際の試料または切断
し、秤量し、そして既知の面積に正規化した多数個の１０×１０ｃｍの片のいずれかによ
り坪量を測定した。試料のランダムな面積にわたる顕微鏡試験により繊維直径を求め、デ
ータを得、そして平均した。引っ張り試験機を使用して、下記に詳述する例示の不織スパ
ンレイド布について応力対歪を測定することにより、引っ張り試験を行った。表に記すよ
うに、試料をＭＤあるいはＣＤ方向のいずれかでウエブから別々に切断した。表に示すす
べての値は３．０"幅の等価の５０ｇｓｍ布に正規化したものであった。
【００４６】
引っ張り試験
　引っ張り試験機（インストロンまたはツビック）を使用して、伸張力、収縮力、残留歪
および応力緩和を求めた。２＋－サイクルの応力／歪プログラムを使用した。各サイクル
は試料を１００％まで伸張し、次に５００％／分の速度で０％まで直ちに戻した。サイク
ルの間あるいは評価の前に待ちを設けなかった。第２サイクルの伸張の終わりに測定した
力から１００％伸びにおける伸張力を求めた。第２サイクルにおける試料の収縮時の力を
記録することにより、収縮力（５０あるいは３０％のいずれかにおいて）を求めた。第２
サイクルにおける収縮段階時の０荷重での試料の％伸びに対する値から残留歪を測定した
。この伸びから残留歪を上述のように直接に求めた。５０％までの伸びを行い（これも５
００％／分で）、伸張の終点における力を測定し、５０％での伸張を１分間保持し、次に
１分後に残存する力を求めることにより、第２サイクルの終点のすぐ後に応力緩和を求め
た。応力緩和（ＳＲ）をＳＲ＝１００％×（力（起点、５０％）－力（１分、５０％））
／（力（起点、５０％））により計算する。
【００４７】
実施例ＶＯ－Ｖ１３および１－６
　９３％／７％ｗ／ｗでポリエチレンシース（ＡＳＰＵＮ　６８１１Ａポリエチレン）付
きのコポリマープロピレン－エチレンエラストマーの５０ｇｓｍシース／コア（「Ｓ／Ｃ
」）繊維の試料を作製した。これらの試料を岩本延伸機により４０℃において０、１００
、１５０および２００％で二軸延伸（ＭＤおよびＣＤの両方で同時に）した。この試料の
２つを０．１４９"係合のＣＤリングローラーを用いて両方の方向で一時にリングロール
にかけた。単一の試料をインストロン試験機により２サイクルの１００％伸張／回復試験
を用いてＭＤおよびＣＤ方向の両方で測定した。ここで示すすべての値は３”幅×５０ｇ
ｓｍの布に正規化したものである。残留歪を第２サイクル収縮曲線によりベースラインの
交点の拡大Ｙ軸の図から求めた。５０％伸張および１分間保持を用いて、生の引っ張りデ
ータから応力緩和を求めて、いかなるマシンコンプライアンスアーチファクトも除去した
。結果を表１～４に示す。
【００４８】
　すべての試料に対して、顕微鏡的な定性的観察を行い、次の一般的な効果を得た。
＊二軸延伸は繊維直径と布密度を減少させる。
＊二軸延伸は形成直後のしわを粗く（リブの間の間隔の大きい）て浅い（しわの深さの小
さい）なものとせしめる。
＊増分延伸（二軸延伸後の）は微細（密）なしわを回復させるが、このしわは無延伸の紡
糸直後のしわと比較してなお浅い。
＊増分延伸は接合点を破断せしめ、そして繊維は接合点で破断する（これらの試料は過剰
結合されていることもある）。二軸延伸％が増加する（そして布が薄くなる）にしたがっ
て、増分延伸損傷は特に厳しい。
＊一度以上の増分延伸は接合点を厳しく損傷することがある。
＊増分延伸は繊維直径を著しく低下させるようには見えないが、特に非二軸延伸試料の場
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【００４９】
【表１】

【００５０】
【表２】

【００５１】
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【表３】

【００５２】
試料を単一の二軸伸張（ＭＤおよびＣＤの両方において１００％）においても延伸下での
温度の関数として試験した。
【００５３】
【表４】

【００５４】
実施例：７－１６：製造に使用可能な差動駆動および幅出し機によるＭＤまたはＣＤのい
ずれかでの延伸
　下記の実施例を２．５メートルの製造ラインにより製造し、そして引き続いて差動駆動
系（ＭＤ延伸用）または幅出し機（ＣＤ延伸用）によりＭＤあるいはＣＤ方向のいずれか
で延伸した。
【００５５】
差動駆動系の説明
　この系はローラーの組であり、そして２．５メートル幅のウエブを取り込み、そしてこ
れをこの系のなかで異なる速度で動かして、延伸（増加する速度）または緩和（減少する
速度）のいずれかを行うことが可能なように駆動される。この系は各々多数個のロールを
持つ３つの駆動領域を有し、そしてウエブの設定速度を制御し、そしてスリップを回避す
るように駆動される。ＭＤ延伸時に減少し得、そして多分減少すると思われる交差方向の
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る。
【００５６】
幅出し機の説明
　幅出し機は温度制御および延伸を変えるための多数の領域における設備である。基本的
には、試料を僅かに延伸しながら、あるいは延伸せずに予熱する最初の領域があり、続い
て試料を加熱下で延伸するのに使用される領域、最終延伸の温度への平衡化を更に可能と
させる保持領域および更に高い温度または更に低い温度のいずれかでウエブの幅を低下さ
せ得る最終の緩和領域がある。全体の工程はほぼ一定のＭＤ速度で行われ、したがってＭ
Ｄ配向はＣＤ伸張時に認識可能に緩和するようにはされていない。
【００５７】
実施例７
　５０ｇｓｍの布をコアエラストマーとしてＰＥＬＬＥＴＨＡＮＥ　２１０２７５Ａ弾性
ポリウレタンおよび繊維グレードのポリエチレンシースをベースとする９３／７コア／シ
ース二成分弾性繊維から作製し、そしてこのサーモポイントボンドされたウエブをＣＤ幅
出し機の中に直接に供給した。開始時の平衡温度を８０～９０℃に設定した。延伸と緩和
段階をそれぞれ９５および１００℃の温度で行った。最初、このウエブは１．８メートル
であり、最終的には４．４メートル幅であった。終点での坪量は２５ｇｓｍであった。元
の材料に対するこの繊維の線密度は３．９デシテックス（ｄｔｅｘ）（平均でグラム／１
０、０００メートルまたは～２２ミクロン直径繊維）であり、そしてＣＤで幅出しされた
材料は２．１４デシテックス（～１６．５ミクロン直径）の低下された密度を有するもの
であった。
【００５８】
実施例８－１４
　オフラインのＣＤのみの延伸実験を行って、幅出し機内の種々の領域において温度およ
び延伸の影響を試験した。使用される弾性不織布を製造ラインにより延伸トライアルの前
に製造した。この材料は、コアとしてＰＥＬＬＥＴＨＡＮＥ　２１０２　７５Ａ弾性ポリ
ウレタン、シースとして繊維グレードのポリエチレンを用いるスパンボンドベースの９０
／１０コア／シース二成分繊維であった。坪量は５０ｇｓｍであり、そして最初の幅は２
と２．１メートルの間であった。表５はこの試料に対して使用される温度および延伸プロ
フィールを示す。表６は最初のウエブおよび延伸されたウエブに対して得られる（上記の
ように）引っ張り測定値の一部を示す。
【００５９】
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【表５】

【００６０】
【表６】

【００６１】
　表６中のデータから、本発明のＣＤ幅出し延伸は出発の弾性不織布の坪量の低減で有効
であるということが明らかである。坪量は、増大する延伸比のみならず増大する温度によ
って最も強く低下する。残留歪は、＞１２０℃の温度（この布に対する最適の結合温度）
で劣化し、結合温度、特にそれ以下において改善される。Ｒｆ（５０）の比（延伸された
配向またはＣＤを非延伸の配向またはＭＤにより割ったもの）は、坪量の減少または延伸
率の増加と同様な増加を示す。ある用途においては、この２つの配向に対して引っ張り特
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を改善することができる。
【００６２】
ＭＤ差動延伸－実施例１５および１６
　実施例１５および１６は差動延伸系によりＭＤ方向のみで延伸されたものであった。弾
性コアとしてＰＥＬＬＥＴＨＡＮＥ　２１０２　７５Ａ弾性ポリウレタン、シースとして
ＡＳＰＵＮ６８１１Ａポリエチレン（両方の材料はＴｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｃｏにより販売されている）から製造される、１２０ｇｓｍのスパンボンドベースの９５
／５コア／シース二成分繊維から実施例１５を作製した。実施例１５を２．２５（１．５
×１．０×１．５）の全延伸比に対して１．５／１．０／１．５のプロフィールにより６
０℃の温度で延伸した。弾性コアとしてのＰＥＬＬＥＴＨＡＮＥ　２１０２　７５Ａ弾性
ポリウレタン、シースとしてのスパンボンドグレードのポリプロピレンから製造される、
～４０ｇｓｍのスパンボンドベースの９７／３コア／シース二成分繊維から実施例１６を
作製する。実施例１６を１．４３の全延伸比に対して１．３／１．０／１．１のプロフィ
ールで延伸した。表７はこれらの本発明の延伸された試料とこれらの対応するコントロー
ルに対する性質を示す。上述のように、これらの実施例は幅が固定されず、したがって幅
はＭＤ延伸（坪量の減少は観察されない）に大部分合うように低下した。
【００６３】
【表７】

【００６４】
表７に示すデータは、延伸された配向の引っ張り特性が直交する配向（このＭＤ延伸の場
合このＭＤ／ＣＤ比）についてこれらの両方の場合で殆ど１００％改善されているという
ことを示す。ある用途、例えば構成において一次元弾性のみを使用する以前の市販の材料
などは、引っ張り性質の大きな差からメリットを得ることができる。これらの材料はこれ
らに類似しているが、両方の方向で若干の弾性を有する。ＭＤ延伸は残留歪（ＣＤ残留歪
も低下するという事実を示さない）を低下（改善）するのによいということもこの表から
判る。
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