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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
湿潤剤を混合したポリマーからなる組成物により作成される湿潤可能な繊維またはフィラ
メントであって、前記ポリマーがオレフィンポリマー、ポリエステルおよびポリアミドか
らなる群から選択され、かつアルキルアクリレート基を含まず、前記湿潤剤が、室温で固
体状態であり、モノ－グリセリドおよび少なくとも８５重量％のモノ－グリセリド含有量
を有する混合グリセリドの組み合わせを主成分とし、
前記混合グリセリドが少なくとも１種のモノ－グリセリドと、ジ－グリセリドおよびトリ
－グリセリドからなる群から選択される少なくとも１種の別のグリセリドとの組合せであ
り、この組合せにおける各グリセリドが以下の構造式を有している、複合されていない繊
維またはフィラメント

（当該構造式において、－ＯＲ4，－ＯＲ5および－ＯＲ6は、それぞれ、水酸基または脂
肪酸エステル基を独立して示し、モノ－グリセリドが１個のみの脂肪酸エステル基を有し
、ジ－グリセリドが２個の脂肪酸エステル基を有し、さらに、トリ－グリセリドが３個の
脂肪酸エステル基を有しており、これらの各脂肪酸エステル基が同一または互いに異なっ
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ていて、１２個乃至２２個の炭素原子を有している）。
【請求項２】
前記ポリマーがオレフィンポリマーである請求の範囲１に記載の繊維またはフィラメント
。
【請求項３】
前記オレフィンポリマーがポリプロピレンである請求の範囲２に記載の繊維またはフィラ
メント。
【請求項４】
前記オレフィンポリマーがＬＬＤＰＥである請求の範囲２に記載の繊維またはフィラメン
ト。
【請求項５】
前記オレフィンポリマーがＬＤＰＥである請求の範囲２に記載の繊維またはフィラメント
。
【請求項６】
前記オレフィンポリマーがＨＤＰＥである請求の範囲２に記載の繊維またはフィラメント
。
【請求項７】
前記オレフィンポリマーがコポリマーである請求の範囲２に記載の繊維またはフィラメン
ト。
【請求項８】
前記ポリマーがポリアミドである請求の範囲１に記載の繊維またはフィラメント。
【請求項９】
前記ポリアミドがナイロン６およびナイロン６，６からなる群から選択される請求の範囲
８に記載の繊維またはフィラメント。
【請求項１０】
前記ポリマーがポリエステルである請求の範囲１に記載の繊維またはフィラメント。
【請求項１１】
前記ポリエステルがポリエチレンテレフタレートおよびポリブチレンテレフタレートから
なる群から選択される請求の範囲１０に記載の繊維またはフィラメント。
【請求項１２】
前記湿潤剤が０．１重量％乃至２０重量％で存在している請求の範囲１～１１のいずれか
に記載の繊維またはフィラメント。
【請求項１３】
前記湿潤剤が１重量％乃至１０重量％で存在している請求の範囲１２に記載の繊維または
フィラメント。
【請求項１４】
前記繊維またはフィラメントが織布の形態である請求の範囲１～１３のいずれかに記載の
繊維またはフィラメント。
【請求項１５】
前記繊維またはフィラメントが不織布の形態である請求の範囲１～１３のいずれかに記載
の繊維またはフィラメント。
【請求項１６】
前記繊維またはフィラメントが編布の形態である請求の範囲１～１３のいずれかに記載の
繊維またはフィラメント。
【請求項１７】
他の繊維と組み合わせた時に、全体に熱可塑性、柔軟さおよび湿潤性が賦与される請求の
範囲１～１６のいずれかに記載の繊維またはフィラメント。
【請求項１８】
おむつ製品又はおしめ製品、バッテリー電池セパレーター、フィルター、紙、膜、水分通
過性ダイアフラムおよび構造材料からなる群から選択される製品の湿潤可能部分として使
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用される請求の範囲１～１７のいずれに記載の繊維またはフィラメント。
【請求項１９】
水性媒体中の分散液の形態である請求の範囲１～１８のいずれかに記載の繊維またはフィ
ラメント。
【請求項２０】
０．５乃至１０のデニール値を有する請求の範囲１～１８のいずれかに記載の繊維または
フィラメント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の技術分野
本発明は合成ポリマーの湿潤可能な繊維およびフィラメント材に関する。
【０００２】
背景技術
繊維やフィラメント材に形成できる多くのオレフィン系ポリマーがある。この種のポリマ
ーには、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリペンテン、および、エチレン
およびプロピレンと高級オレフィン類および共役ジエン類のようなオレフィン系モノマー
とのコポリマーが含まれる。オレフィン系ポリマーはそれらの疎水性の特性により知られ
る。それゆえ、このようなポリマーの繊維またはフィラメントの形態における湿潤性はそ
のポリマー繊維またはフィラメント材中またはその上に与えられた湿潤剤によって付与さ
れる。
【０００３】
このような繊維またはフィラメント材はバッテリーセパレーター（例えば、米国特許第３
，８４７，６７６号）、使い捨て可能なおしめ（例えば、米国特許第４，０７３，８５２
号）、ワイパー材（例えば、米国特許第４，３０７，１４３号）、紙（例えば、米国特許
第４，２７３，８９２号）およびフィルター補助剤（例えば、米国特許第４，２７４，９
７１号）の製造に有用である。
【０００４】
米国特許第４，１８９，４２０号は、とりわけ、ポリブテンと２個乃至６個の炭素原子か
らなる少なくとも１個のアシル基と８個乃至２２個の炭素原子を含む少なくとも１個のア
シル基を有する混合グリセリドとを配合した特定のエチレンポリマーを開示している。
【０００５】
米国特許第３，０４８，２６６号は、とりわけ、ポリエチレンオキシド誘導体の防曇剤を
含有するポリオレフィンフィルムを開示している。
【０００６】
米国特許第３，０４８，２６３号は、とりわけ、脂肪酸のモノグリセリドおよび、必要に
応じて、脂肪酸のジグリセリドからなる防曇剤を含有するポリオレフィンフィルムを開示
している。なお、この特許明細書に開示されているモノグリセリドの一例としてグリセリ
ルモノステアレートが挙げられている。
【０００７】
米国特許第２，４６２，３３１号は、とりわけ、飽和または不飽和モノカルボン酸系脂肪
酸の金属塩の多価アルコールエステルのポリエチレン内への含浸を開示している。
【０００８】
米国特許第４，５７８，４１４号は、好ましくは、湿潤可能な繊維および／またはフィラ
メント材の形成に使用する湿潤剤を配合した線形低密度ポリエチレンコポリマー（ＬＬＤ
ＰＥ）のオレフィンポリマーを開示している。この湿潤剤は、（１）モノ－、ジ－、およ
び／または、トリ－グリセリドを伴うアルコキシル化アルキルフェノール、（２）ポリオ
キシアルキレン脂肪酸エステル、または、（３），（２）および（１）の一部分の組合せ
の少なくとも１種を有している。
【０００９】
実質的に熱可塑性のポリマーがストランド素材またはモノフィラメント材として押出成形
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可能であるが、これらのポリエチレンおよび一定種のエチレンコポリマーのような材料の
多くが細いデニール繊維またはマルチフィラメント材の形成に適していることは一般に知
られていない。細いデニール材またはフィラメント材は約１５よりも小さいデニール値の
押出しストランド材を言う。また、ステープルファイバーの紡糸またはマルチフィラメン
ト糸の場合におけるフィラメントの束にかけられる機械的および熱的な条件はモノフィラ
メントの場合における条件に対して極めて異なっていることが認識されている。すなわち
、任意の人工ポリマーがモノフィラメントとして押出成形できても、このことによって、
この材料が細いデニール材またはマルチフィラメント材の押出材として使用可能であると
は限らない。
【００１０】
合成繊維はメルトスピニング（melt spinning）として知られる方法によって連続フィラ
メントとして形成される。すなわち、プラスチックペレットがホッパー内に供給されて単
一スクリュー押出機内で溶融される。この溶融ポリマーはろ過した後に、数千個の小孔を
有する紡糸口金を通して押出す前に計量される。その後、この繊維は空気により固化され
、連続的に増加する速度でローラーの作用により引っ張られる。引っ張られたフィラメン
トはその後スプール上に巻かれる。これらのスプールはトウ（tows）と呼ばれる束に形成
され、製造者の仕様に応じてステーブルファイバーに切断される。
【００１１】
これらの繊維材は織物や不織布の主成分となる。不織布は織りまたは編み以外の処理によ
り得られる従来にない布地である。近年において、個人用衛生管理、おむつ又はおしめ、
成人用失禁、医療用、構造用、土壌用布地および自動化用途における不織布の使用量が増
大しつつある。不織布は天然または合成の繊維あるいはこれらの組合せにより形成できる
。通常、これらの繊維は形成または押出し成形された後に熱的、機械的または化学的手段
により薄いシート内に結合される。市場において用いられている主な種類の不織布は不織
式（spunbonded type）および溶融吹込式（melt blown type）が含まれる。これらの材料
の種類およびその製造者については以下のパラグラフにおいて説明する。極めて多くの場
合に、２種以上の不織布が層状構造または複合構造を形成するために用いられる。また、
これらの不織布はさらに結合されて他の用途に適合する強度を付与する場合がある。
【００１２】
不織式不織布の製造においては、ポリマーチップが一般にホッパーを介して供給されて単
一スクリュー押出機内で溶融される。なお、装置に色素等の添加材を供給するための副次
的な供給装置が備えられている場合もある。この溶融したポリマーは計量された後に、数
千個の小孔から押し出されて連続的なフィラメントが形成される。これらのフィラメント
は引っ張られてベンチュリの作用により絡み合わされて集積ベルト上に堆積される。この
ような未結合の絡み合った繊維はその後２個の加熱したカレンダーロールに通されて繊維
の互いの接触点において熱的に結合する。その後、この不織布は巻き取られ、その布が被
覆されて最終製品となる。あるいは、または、上記に加えて、これらの繊維はニードルパ
ンチングおよび化学結合を介して結合することもある。このような不織布に一般に用いら
れるポリマーは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミドおよびポリエステルのよう
なポリオレフィンである。この中で、ポリプロピレンは３０乃至４０の範囲内における一
定の溶融流速で最も一般に使用される。ポリプロピレンは他のポリマーと比較した場合に
処理しやすくコストが安い。従って、ポリプロピレンの不織布は乳幼児のおむつ又はおし
め、女性用の衛生用品、層構造材、成人用失禁用具、医療用衣類、農業用被覆製品等に用
いられている。
【００１３】
一方、溶融吹込式不織布の製造方法においては、ポリマーチップがホッパーを介して供給
されて単一スクリュー押出機内で溶融される。なお、装置に着色用マスターバッチまたは
色素等の添加材を供給できる副次的な供給装置が備えられている場合もある。その後、こ
の溶融ポリマーは垂直または水平に配置された極細のダイホールから押し出される。これ
らの繊維はその後極めて高速の極めて熱い空気の作用にかけられて延伸されてミクロン以



(5) JP 4118346 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

下の直径の繊維に加工される。その後、繊維は冷却されながら互いの接触点において結合
される。一般には、別の結合処理はない。この溶融吹込製品は一般にフィルター、ワイパ
ー、バッテリーセパレーターおよび絶縁体に使用される。
【００１４】
布地繊維における界面活性剤の使用
布地繊維に界面活性剤を使用することが知られている。例えば、これらの界面活性剤は紡
糸仕上剤として使用されて引き伸ばしや織りの前に合成繊維間の凝集力を与える。この処
理はまたローラー間または繊維間の摩擦力を減少してローラーの摩滅や繊維の破損を防止
する。これらの界面活性剤はまた仕上繊維製品に添加されて、例えば、親水性、疎水性ま
たは撥油性のような所望の仕上特性を与える。このような界面活性剤の例としては、カチ
オン性（第４級アンモニウム化合物）、アニオン性（リン酸塩、硫酸塩）または非イオン
性（エステル、アルコール、エトキシレート等）が挙げられる。
【００１５】
しかしながら、これらの使用方法はスプレイ、コーティング、パディング等の典型的な方
法が専らであった。同様の手法は織物または編物および不織布においてこれまで使用され
てきた。また、界面活性剤は最終製品における濃度よりも高い濃度で溶融段階のプラスチ
ックに混合されることもあった。この材料は、その後、冷却されて、添加剤としてのコン
セントレート（濃縮物）またはマスターバッチとして知られるペレットの形態で販売され
ていた。繊維紡糸、不織布製造および他の関連処理において表面を変性するためにマスタ
ーバッチを使用することは最終用途、材料の表面への転移、ポリマーおよび付加的な特性
、処理環境およびコストに依存する。シロキサンまたはフッ素ベースの界面活性剤は親水
性または疎水性のいずれにもなり得る特別な（tailor-made）官能基を有している。この
シロキサンまたはフッ素材料は表面上において活性になることが示されている。しかしな
がら、これらの材料は極めて高価で転移性が高いことが知られており、それゆえ、排除で
きる。そこで、おしめ又はおむつおよび衛生用品を市場に供給する不織布業界は耐久性の
ある再湿潤特性の高いコスト的に有利な添加配合物を常に探し求めている状態であった。
【００１６】
しかしながら、上記の表面コーティング仕様には以下の不都合点がある。すなわち、１）
生産高が減少してより広い床面積を必要とし、２）スプレイ処理が関連する場合に、過剰
スプレイおよび漏れが環境に影響し、３）コーティング剤が繊維に良好に結合しないこと
が多く、貯蔵中や他の処理または使用において部分的に失われる場合があり、さらに、４
）コーティングの不均一さに関して常に品質管理上の問題がある。
【００１７】
近年、この技術分野は添加物を溶融段階において混ぜて溶融安定な配合物を形成するよう
に進展した。この添加物の融点または分子量がそのポリマー内への混入中の処理能力およ
び紡糸または吹込み段階における処理能力を決定する。すなわち、分離量が小さいほど、
粘度が低くなり、これによって、混合できる液体添加剤の量が決定される。溶融混合およ
び最終品製造用の溶融混合したコンセントレートの使用において留意すべき２点は混合と
転移特性であり、１）溶融段階における混合は添加剤のポリマー中における溶解度、添加
剤およびポリマーの種類、化学的特性、極性、分子量、融点等に依存し、２）添加剤の表
面への転移は固体状態における添加剤の拡散特性、分子量、構造、純度等に依存する。
【００１８】
上述のパラメータが特定の用途に対して注意深く選択される限り、表面変性および添加剤
混合処理を適性に行なうことができる。種々の添加剤およびそれらの溶融段階における異
なる種類のポリマーとの混合については既に当該技術分野において知られている。しかし
ながら、コンセントレートまたはマスターバッチ剤のコスト的に有利な配合物の認定およ
びそれらの商業ベースに見合う製造方法についてはまだ見い出されていない。既に述べた
ように、混合できる添加剤の量には限界があり、この量は添加剤の種類、ポリマーの種類
および日用品市場に適合した市場価値のあるコンセントレートを製造する装置の種類に依
存する。
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【００１９】
我々の知る限りにおいては、従来技術においてモノ－、ジ－またはトリ－グリセリドの混
合物が使用され、この混合物は表面を「ブルーミングする（bloom）」または表面に転移
する傾向を有する液体の形態をしている。この結果、界面活性剤の一部または大半の部分
が親水性材料と接触して他の表面に転移する。また、このような界面活性剤は貯蔵中に消
失することがあり、不充分な温度安定性を有している（米国特許第４，５７８，４１４号
）。それゆえ、容易に混合できて市場価値のある転移または移動に対して抵抗する湿潤剤
の存在が必要となっている。
【００２０】
発明の概要
従って、本発明は、湿潤剤を混合したポリマーからなる組成物により作成される湿潤可能
な繊維またはフィラメント材を提供し、上記ポリマーがオレフィンポリマー、ポリエステ
ルおよびポリアミドからなる群から選択され、上記湿潤材が、主に、モノ－グリセリド、
モノ－グリセリドおよび少なくとも８５重量％のモノ－グリセリド含有量を有する混合グ
リセリドの組合せからなる群から選択されるグリセリドからなる。これらの制限により、
室温において固体で一定の、好ましくは上記ポリマーよりも低い、融点を有するグリセリ
ドが提供される。実施形態の一例において、上記グリセリドは以下の実験式を有し、

当該実験式において、－ＯＲ1，－ＯＲ2および－ＯＲ3は、それぞれ、水酸基または脂肪
酸エステル基を示すが、これらのうちの１個だけは約１２個乃至約２２個の炭素原子を有
する脂肪酸エステル基である。好ましくは、－ＯＲ2基は水酸基である。さらに好ましく
は、上記モノ－グリセリドがグリセリルモノステアレートである。なお、モノ－グリセリ
ドの組合せも使用可能である。
【００２１】
また、別の実施形態においては、上記グリセリドが混合グリセリドであって、この混合グ
リセリドが少なくとも１種のモノ－グリセリドと、ジ－グリセリドおよびトリ－グリセリ
ドからなる群から選択される少なくとも１種の他のグリセリドとの組合せであり、この組
合せにおける各グリセリドが以下の実験式を有しており、

当該実験式において、－ＯＲ4，－ＯＲ5および－ＯＲ6は、それぞれ、水酸基または脂肪
酸エステル基を示し、モノ－グリセリドが１個のみの脂肪酸エステル基を有し、ジ－グリ
セリドが２個の脂肪酸エステル基を有し、さらに、トリ－グリセリドが３個の脂肪酸エス
テル基を有している。これらの各脂肪酸エステル基は同一であっても異なっていてもよく
、約１２個乃至約２２個の炭素原子を有している。この場合の混合グリセリド中のモノ－
グリセリド含有量もまた少なくとも８５重量％である。
【００２２】
上記オレフィンポリマーは好ましくはポリプロピレン、ＬＬＤＰＥ、ＬＤＰＥおよびＨＤ
ＰＥであり、さらに好ましくはポリプロピレンである。また、上記ポリアミドは好ましく
はナイロン６およびナイロン６，６である。また、上記ポリエステルは好ましくはポリエ
チレンテレフタレートおよびポリブチレンテレフタレートである。
【００２３】
上記湿潤剤は約０．１重量％乃至約２０重量％、好ましくは約１重量％乃至約１０重量％
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の量で存在している。
【００２４】
本発明の湿潤可能な繊維またはフィラメント材は、おしめ又はおむつの内張り、バッテリ
ー電池のセパレーター、フィルター、紙強化基材、分離膜、水分通過性ダイアフラムおよ
び構造材料強化基材のような最終製品の一部分または大部分を構成するのに有用である。
本発明の繊維はまた他の繊維との混合要素として有用であり、これによって、繊維の熱可
塑特性ならびに湿潤性、軟化度および潤滑性が好都合になる。これらの繊維またはフィラ
メント材は織物、不織布または編物の形態にすることができる。また、これらの繊維また
はフィラメント材は水性媒体中において分散液の形態にできる。さらに、これらの繊維ま
たはフィラメント材は比較的小さなデニール値で形成することができる。
【００２５】
また、本発明は、例えば、湿潤材を含有するポリプロピレン（ＰＰ）ホモポリマーのよう
なポリマーを有するコンセントレートを提供する。このコンセントレートは改善された「
織物のような（textile-like）」感触および伸び率を有する親水性で滑らかな繊維および
不織布の形成に用いられる。好ましくは、本発明において使用する湿潤剤は少なくとも８
５重量％のモノグリセリドを含有する固体のグリセリドモノステアレート（ＧＭＳ）であ
る。この材料は一定の溶融特性を有しており、貯蔵状態（４０℃乃至５０℃で１ｋｇの圧
力下）および他の環境において、繊維またはフィラメント材との接触において他の基材に
対して非転移性であることが分かっている。使用されるオレフィンの種類はＬＤＰＥ、Ｌ
ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥおよびＰＰホモポリマーとオレフィン系コポリマーを含む。
【００２６】
発明の詳細な説明
従って、本発明は、湿潤剤を混合したポリマーからなる組成物により作成される湿潤可能
な繊維またはフィラメント材を提供し、上記ポリマーがオレフィンポリマー、ポリエステ
ルおよびポリアミドからなる群から選択され、上記湿潤材が、主に、モノ－グリセリド、
モノ－グリセリドおよび少なくとも８５重量％のモノ－グリセリド含有量を有する混合グ
リセリドの組合せからなる群から選択されるグリセリドからなる。これらの制限により、
室温において固体で一定の、好ましくは上記ポリマーよりも低い、融点を有するグリセリ
ドが提供される。実施形態の一例において、上記グリセリドは以下の実験式を有し、

当該実験式において、－ＯＲ1，－ＯＲ2および－ＯＲ3は、それぞれ、水酸基または脂肪
酸エステル基を示すが、これらのうちの１個だけは約１２個乃至約２２個の炭素原子を有
する脂肪酸エステル基である。好ましくは、－ＯＲ2基は水酸基である。さらに好ましく
は、上記モノ－グリセリドがグリセリルモノステアレートである。なお、モノ－グリセリ
ドの組合せも使用可能である。
【００２７】
また、別の実施形態においては、上記グリセリドが混合グリセリドであって、この混合グ
リセリドが少なくとも１種のモノ－グリセリドと、ジ－グリセリドおよびトリ－グリセリ
ドからなる群から選択される少なくとも１種の他のグリセリドとの組合せであり、この組
合せにおける各グリセリドが以下の実験式を有しており、

当該実験式において、－ＯＲ4，－ＯＲ5および－ＯＲ6は、それぞれ、水酸基または脂肪
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酸エステル基を示し、モノ－グリセリドが１個のみの脂肪酸エステル基を有し、ジ－グリ
セリドが２個の脂肪酸エステル基を有し、さらに、トリ－グリセリドが３個の脂肪酸エス
テル基を有している。これらの各脂肪酸エステル基は同一であっても異なっていてもよく
、約１２個乃至約２２個の炭素原子を有している。この場合の混合グリセリド中のモノ－
グリセリド含有量もまた少なくとも８５重量％である。なお、この少なくとも８５％とい
う制限は任意のモノ－グリセリドに対して異なる純度を有するグリセリドを混合すること
によって達成される。
【００２８】
オレフィンポリマー
使用する典型的な有機ポリマー材料は合成有機ポリマーおよびコポリマーを含み、特に、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ（１－ブテン）、ポリ（４－メチル－１－ペンテン
）、エチレン－プロピレンコポリマー、エチレン－１－ブテンコポリマーおよびエチレン
－１－ヘキセンコポリマー、および、共役ジエンモノマーのホモポリマーおよびコポリマ
ー、２種以上の共役ジエンのコポリマー、および、１種の共役ジエンおよび他のビニルモ
ノマーのコポリマーを含み、上記の共役ジエンは、好ましくは、例えば、ブタジエン、イ
ソプレン等の４乃至８個の炭素原子を含有するものである。
【００２９】
ポリアミド
ポリアミドもまた使用でき、このポリアミドはα－ポリアミド、α；ω－ポリアミド、お
よび、これらの混合物および／またはコポリマーである。α－ポリアミドの例としてはポ
リカプロラクタム（ナイロン６）、および、α；ω－ポリアミドの例としてはポリヘキサ
メチレンアジパミド（ナイロン６，６）が挙げられる。これについては、本明細書に参考
文献として含まれるModicに付与された米国特許第４，９０６，６８７号を参照されたい
。なお、好ましいポリマーとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ（４－メチル
－１－ペンテン）およびポリスチレンのような有機炭化水素ポリマーが含まれる。
【００３０】
ポリエステル
他の有用なポリエステルの基はジカルボン酸とグリコールとの重縮合により形成される構
造を有する熱可塑性ポリエステルである。これらのポリエステルは、ジカルボン酸または
その低級アルキルエステル、酸ハロゲン化物またはその酸無水物誘導体とグリコールとの
直接エステル化またはエステル交換反応によるように、当該技術分野において周知の方法
に従って作成できる。
【００３１】
さらに、本発明において有用なポリエステルを作成するのに適するジカルボン酸は、２個
乃至約２５個の炭素原子、好ましくは、１５個までの炭素原子を有するものである。この
ようなジカルボン酸はアルキレン、アルキリデン、シクロアルキレンおよびシクロアルキ
リデンのような炭化水素基を含む脂肪族化合物とすることができる。この炭化水素基は炭
素－炭素間の多重結合におけるような不飽和部分を含み、脂肪族分子上にアリル基を含む
アリル脂肪族化合物（aryaliphatic）のように置換されていてもよい。好適な脂肪族ジカ
ルボン酸の例は、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、スベリン酸
、アゼライン酸およびセバシン酸である。また、上記ジカルボン酸は少なくとも１個の芳
香環、好ましくは、２個までの芳香環を有する芳香族化合物であり、この芳香環に炭化水
素置換基が含まれていてもよい。この芳香族ジカルボン酸が２個以上の芳香環を含む場合
、これらの環は、炭素－炭素結合、アルキレンまたはアルキリデン基のような炭化水素架
橋基、あるいは、オキソ結合、チオ結合またはスルホン結合のような他の架橋基によって
、接続できる。好適な芳香族ジカルボン酸の例は、テレフタル酸、イソフタル酸、オルト
フタル酸、１，５－ナフタレンジカルボン酸、２，５－ナフタレンジカルボン酸、２，６
－ナフタレンジカルボン酸、２，７－ナフタレンジカルボン酸、４，４’ビフェニルジカ
ルボン酸、４，４’ジカルボキシジフェニルスルフォン、４，４’－ジカルボキシジフェ
ニルメタン、４，４’－ジカルボキシジフェニルプロパンおよび４，４’－ジカルボキシ
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ジフェニルオクタンである。さらに、脂肪族カルボン酸部分および芳香族カルボン酸部分
の両方を有して、これら２種の酸の部分が、炭素－炭素結合、アルキレンまたはアルキリ
デン基のような炭化水素架橋基、あるいは、オキソ基のような他の架橋基によって、接続
しているジカルボン酸もまた本発明における使用に適している。このような好適なジカル
ボン酸の例として、４－カルボキシフェニル酢酸、４－カルボキシフェノキシ酢酸、４－
カルボキシフェノキシプロピオン酸、４－カルボキシフェノキシ酪酸、４－カルボキシフ
ェノキシ吉草酸、４－カルボキシフェノキシヘキサン酸およびβ－（２－アルキル－４－
カルボキシフェノキシ）プロピオン酸が挙げられる。なお、ジカルボン酸の混合物もまた
使用できる。さらに、テレフタル酸が特に好ましい。
【００３２】
また、本発明に有用なポリエステルを作成するのに適するグリコールは２個乃至約１２個
の炭素原子の多価アルコール、好ましくは、アルキレングリコール、芳香族グリコールお
よびジヒドロキシエーテルのような二価アルコール（ジオール）を含む。さらに、アルキ
レングリコールの好適例としては、エチレングリコール、１，３－プロピレングリコール
、１，４－ブチレングリコール、１，６－ヘキシレングリコール、２－メチル－１，３－
プロパンジオール、１，１０－デカメチレングリコールおよび１，１２－ドデカメチレン
グリコールが挙げられる。また、他の適当なアルキレングリコールは１，４－シクロヘキ
サンジメタノールのような脂環式ジオールである。さらに、芳香族グリコールによって全
体的または部分的に置き換えることができる。好適な芳香族グリコールはｐ－キシリレン
グリコール、ピロカテコール、レゾルシノール、ヒドロキノンおよびこれらの化合物のア
ルキル置換誘導体のような芳香族ジヒドロキシ化合物を含む。さらに、好ましいグリコー
ルは直鎖アルキレングリコールであり、さらに好ましくは、２個乃至４個の炭素原子を有
する直鎖アルキレングリコールである。
【００３３】
さらに、これらのポリエステルの好ましい群はポリ（アルキレンアクリレート）であり、
特に、結晶状コポリマーのポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ（プロピレンテレフタ
レート）およびポリ（ブチレンテレフタレート）のようなポリ（アルキレンテレフタレー
ト）である。
【００３４】
このポリ（アルキレンテレフタレート）はアルキレングリコールとジメチルテレフタレー
トまたはテレフタル酸の重縮合により形成できる。直鎖状のアルキレングリコールを用い
る場合、このポリ（アルキレンテレフタレート）は以下の一般式を有する。
（－Ｃ（Ｏ）－Ｐｈ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ（－（ＣＨ2）m－Ｏ－））n

この式において、Ｐｈはｐ－フェニレン基（－Ｃ6Ｈ4－）であり、ｍは使用した直鎖状ア
ルキレングリコール中の炭素原子数であり、ｎは７０乃至２８０の間で変化する。例えば
、ポリ（エチレンテレフタレート）の形成にエチレングリコール（ｍ＝２）が使用され、
ポリ（プロピレンテレフタレート）の形成に１，３－プロピレングリコール（ｍ＝３）が
使用され、ポリ（ブチレンテレフタレート）の形成に１，４－ブチレングリコール（ｍ＝
４）が使用される。これらのポリ（アルキレンテレフタレート）の分子量は一般に約２０
，０００乃至約５０，０００の範囲で変化する。なお、これらのポリマーを製造するため
の好適な方法が本明細書に参考文献として含まれる米国特許第２，４６５，３１９号およ
び英国特許第１，３０５，１３０号に記載されている。
【００３５】
市販のポリ（エチレンテレフタレート）およびポリ（ブチレンテレフタレート）はVALOX
（登録商標）熱可塑性ポリエステルという商標名でゼネラルエレクトリック（ＧＥ）社か
ら入手可能である。他の市販のポリマーにはCelanese社のCELANEX（登録商標）、Eastman
 Kodak社のTENITE（登録商標）およびGoodyear Chemical社のVITUF（登録商標）（PBT）
およびCLEARTUF（登録商標）（PET）が含まれる。他の市販の好適なポリエステルはAmoco
社のARDEL（登録商標）ポリアクリレートがある。なお、これらの化学式については米国
特許第４，９０６，６８７号を参照されたい。
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【００３６】
また、グリコールおよびテレフタル酸またはイソフタル酸の直線状及び分岐状ポリエステ
ルおよびコポリエステルは多年にわたって市販されており、米国特許第２，４６５，３１
９号および同第３，０４７，５３９号に記載されている。
【００３７】
本発明は、特に微小デニール値の湿潤性の優れた持続性を有する繊維およびフィラメント
材を形成するための、例えば、ポリオレフィン樹脂のようなポリマーと添加材との組成物
を使用することにより構成されている。正味のポリオレフィンは疎水性材料であって正味
のポリオレフィン樹脂から形成される繊維構造を有しており、水によって容易に湿潤しな
い。水性媒体中における繊維の分散および繊維構造の組合せを介する水性媒体中の、ある
いは、当該媒体の移送に関係するような特定用途において、この疎水性はポリオレフィン
繊維の特性を低減することになる。従って、持続性または使用可変性の表面湿潤性をポリ
オレフィン繊維構造に賦与することによって、ろ過構造、移送膜および強化基材としての
それらの使用効果を改善しその範囲を拡張できる。
【００３８】
本発明のポリマー配合物は好ましくは約０．１重量％乃至約２０重量％の範囲の、単一ま
たは組合せの、界面活性（湿潤）剤を含有しており、最も好ましくは、約１重量％乃至約
１０重量％の範囲の量が使用される。
【００３９】
さらに、この界面活性剤のポリマーへの混合は、ロールミル、Banbury型ミキサー内にお
ける混合または押出機のバレル内における混合等の一般に使用される技法により当該活性
剤を溶融ポリマー内に混合することにより行なわれる。さらに、界面活性剤を未加熱のポ
リマー粒子に混合することによって熱履歴（heat history）（上昇温度において保持され
る時間）が短縮でき、ポリマー全体に活性剤が実質的に均一分散されて溶融温度における
強制的な混合に要する時間が減少できる。
【００４０】
都合の良いことに、この界面活性剤は特定の場合に必要とされる他の添加物（着色材、色
素等）と同時にまたは連続的に添加できる。また、この界面活性剤を他の添加物と予め混
合しておいて、その混合物をその後にポリマーに添加することもできる。なお、これらの
界面活性剤は、特定の場合において、他の添加物を補助してポリマー中により容易にまた
は均一に分散あるいは溶解する付加的な作用効果を有すると考えられる。バッチ間におけ
る品質管理を容易にするためには、ポリマー／活性剤混合物の濃縮したマスターバッチを
用いて、これらを付加量のポリマーと段階的に連続的に混合することによって、最終の所
望とされる配合物を得るようにすることが好ましい。このマスターバッチまたは正味の添
加物は、新しく作成して重合容器またはトレインから出した溶融状態のポリマー内に注入
して、この溶融ポリマーが冷えて固化するまたはその後の処理に運ばれる前に、このポリ
マーと混合してもよい。なお、オレフィンポリマーが上述のポリプロピレン、ＬＤＰＥ、
ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、あるいは、フリーラジカル開始剤または配位触媒を使用して形成
した他のオレフィンポリマーまたはコポリマーであれば、これらの混合物またはアロイを
使用することは本発明の範囲内である。ポリプロピレンは配位触媒（例：周知のチーグラ
ー（Ziegler）またはナッタ（Natta）触媒またはこれらの変形物）を使用して作成したオ
レフィンポリマーの一例であるが、ポリエチレンに比して低密度を呈する性質を有する。
【００４１】
ポリオレフィン繊維の使用は織物およびその関連業界において進歩的領域である。すなわ
ち、より高価な合成および天然繊維の代替という経済的観点から材料としての利点が認識
できる。このポリオレフィン繊維が参入しつつある領域は使い捨ておむつ又はおしめの市
場である。使い捨ておむつ又はおしめは現在では不織布すなわち繊維ウェブを皮膚接触内
張り部として使用している。この内張りは裏張りと接合しておしめ又はおむつを一体に保
持すると共に、吸取り機構により皮膚からの水分を除去して皮膚の接触面に爽快感を与え
る。内張り用の材料は現在ポリプロピレンを伴うポリエステルおよびセルロースが市場の
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シェアを増加しつつある。このような内張りは極めて細い可変長の内部接続した繊維から
構成されている。ポリエステルの内張りはかなり容易に濡れて効果的に水分を吸い取るが
ポリエステルウェブは感触が粗い。一方、本発明に従って湿潤剤により処理したポリエス
テルはより柔らかな感触を与える。また、セルロースは濡れるが、水を吸収すると共にこ
れを保持する。ポリプロピレンはポリエステルよりも柔らかなウェブを形成するが濡れ性
に乏しく、界面活性剤の添加が必要である。このことは、内張りの毛管組織内に流体を強
制的に吸収することを困難にして、流体の移送速度および効率を低下している。
【００４２】
線形の低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）繊維はポリプロピレンおよび高密度ポリエチレ
ンに比して柔らかさの点で優れた触感性を有している。さらに、この線形低密度樹脂と界
面活性剤の組合せとの溶融混合およびこの混合物の溶融紡糸によって、正味の線形低密度
ポリエチレン樹脂の繊維よりも優れた触感性を有する湿潤可能な繊維が得られる。すなわ
ち、この湿潤可能な線形低密度ポリエチレン繊維のウェブは迅速な濡れ性と繊維組織を介
する水性媒体の良好な移送作用効果を呈する。従って、これらの繊維構造は良好な性能特
性を示すと共に、オレフィンポリマーの新しい市場を開く手段を提供する。湿潤性は近接
する固相および液相の間の界面エネルギーの最小化を含む表面現象である。水とポリオレ
フィンの場合、湿潤性は一般にポリマー表面の変化を必要とする。すなわち、この特性は
コポリマー組成物を介して、あるいは、補助的な界面活性剤の作用により得られる。しか
しながら、コポリマーはポリオレフィンの材料特性を低下させ、コスト高にして処理をよ
り困難にする場合が多い。一方、界面活性剤は一般に移動性の物質であり、ポリマー表面
上において介在的な混和可能層として凝集する。この表面層の移動度によって当該層は溶
解し機械的に分散するようになる。また、界面活性剤がポリオレフィン基材に対して強い
親和性を有する場合においては、繊維の特性は可塑化および／または不所望な構造的再配
列によって低下する。界面活性剤は一般に適用化または活性化のための付加的な処理工程
を必要とし、従来技術においては、繊維または織物製品の形成後に加えられる場合が多い
。
【００４３】
本発明は、後添加剤（post-added agents）に対して、樹脂に直接混合する表面活性物質
の実施形態を含む。この混合樹脂は従来処理方法により製造でき、湿潤特性がその製造さ
れた製品に備えられている。本発明におけるこの樹脂は容易に処理でき、特性における不
都合な変化を示さない。さらに、濡れの程度および濡れの持続性のような広範囲の湿潤特
性が添加剤の濃度および添加剤の組成を変化させることによって得られる。また、溶解や
機械的分散に対する抵抗力が、部分的に基材組織中に埋め込まれると共に介在領域内に存
在する少なくとも１種の表面活性物質を供給することによって、制御される。
【００４４】
従って、本発明は、製造した繊維構造中にコポリマーを導入または表面処理するのではな
く、バルクのポリマー樹脂内に直接界面活性剤を混合する点において従来技術とは異なる
。この界面活性剤は、形成された繊維の表面に露出する親水性部分と、ポリマー組織内に
部分的に埋め込まれている界面活性剤の疎水性部分とによって、ポリマーに絡み付く。さ
らに、湿潤性の持続性は添加剤の組成およびその濃度によって制御できる。
【００４５】
本発明の好ましい混合物は、最終の総合的混合物の一部となり得る他の添加物（例えば、
色素、着色剤、充填剤等）の重量は考慮に入れないで、約８０％乃至約９９．９％のオレ
フィンポリマーと、その残り重量分の湿潤剤（または本明細書に開示するような湿潤剤の
混合物）とから構成されている。以下の実施例は本発明の特定の実施形態を示すが、本発
明は当該特定の実施形態によって制限されるものではない。
【００４６】
すなわち、本発明を実施する新規なプラスチック組成物は多数の方法により作成できる。
また、この新規なプラスチック組成物は、全ての要素の直接的添加、任意の単一マスター
バッチが最終組成物よりも多い比率で湿潤剤を含有しているマスターバッチ処理、または
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、他の任意の配合法のような幾つかの既知の技法のいずれかに従って配合できる。
【００４７】
このマスターバッチ法は１種以上の「パッケージ（packages）」または組成物の作成を含
み、これらの組成物が上記の有機ポリマー材料と共に均一な混合物に混合される。このマ
スターバッチ法においては、湿潤剤は最終組成物における濃度よりも高い濃度で初期的に
存在している。さらに、分離したマスターバッチ組成物は、その後、適当な割合で混ぜ合
わされて本発明を実施するポリマー組成物が形成される。このマスターバッチ法は、最終
ポリマー組成物および最終の繊維またはフィラメント材における湿潤材の分散度を改善す
る点で好ましい。
【００４８】
他の好ましい方法は、主に、ポリマーをその分解温度よりも低い一定の温度で加熱する工
程と、湿潤材の初期的な成分を混合する工程と、さらに混合してほぼ均一なプラスチック
組成物を得る工程とから構成されている。この組成物は、その後、処理されて繊維および
フィラメント材を形成できる。あるいは、上記プラスチック組成物は押出成形後に冷却し
て固体の押出し成形品を形成できる。なお、従来のプラスチック加工設備が上記ポリマー
の溶融、ポリマーと湿潤剤の混合および得られたプラスチック組成物の押出成形に使用で
きる。また、温度、時間および圧力のような加工条件は当該技術分野における熟練者にお
いて明らかにし得る。
【００４９】
本発明の新規なポリマー組成物は非反応性の添加剤を含むことも可能である。この「非反
応性添加剤（non-reactive additives）」とは、組成物中の湿潤剤の特性に直接関与しな
いが、ポリマー組成物の配合において一般に使用される充填剤や補強剤のような改質用添
加物を意味する。例えば、本発明の組成物は、上記湿潤剤およびポリマーの他に、色素、
顔料および粒状充填剤のような添加物を含んでいてもよい。特に、このような粒状充填剤
として、二酸化チタン、炭酸カルシウム、タルク、クレー（粘土）、ガラスおよび雲母の
使用が考えられる。
【００５０】
本発明を実施するポリマー組成物には酸化防止剤および安定化剤を使用することもできる
。すなわち、このような添加物がポリマー組成物の湿潤性に悪作用を及ぼす可能性があっ
ても、酸化防止剤または安定化剤を加えて高温処理を可能にすることが必要となる場合が
ある。
【００５１】
このような目的のための好ましい酸化防止剤はテトラキス［メチレン（３，５－ジ－tert
－ブチル－４－ヒドロキシ－ヒドロシンナメート）］メタンである。この組成物はCiba-G
eigy社からIRGANOX１０１０として販売され、本明細書に参考文献として含まれる米国特
許第３，２８５，８５５号および同第３，６４４，４８２号に開示されている。また、別
の適当な酸化防止剤が本明細書に参考文献として含まれる米国特許第３，８６７，３２４
号に開示されている。このような酸化防止剤は全量でプラスチック組成物の約０．００１
重量％乃至約０．０５重量％の割合で使用する。
【００５２】
本発明は我々の知見を界面活性剤化学およびその応用技術に慎重に適用した結果である。
従来技術は親水性の不織布または繊維を形成する場合に溶融した混合可能な界面活性剤の
使用を含む。しかしながら、これらの界面活性剤の作用効率は加工性の欠如、湿潤性の問
題、転移、毒性、皮膚への刺激性、取扱い性の問題等によって深刻な制限がある。高含有
量のモノグリセリドを有するグリセリドは、低含有量のモノグリセリドを有する類似の製
品に比して、そのより多くの水酸基による湿潤性の点で最も作用効率が高い。このような
すばらしい点はより遅れた湿潤特性をもたらす従来技術においては見られないものであっ
た。すなわち、これらの水酸基はエステル基よりもより優れた電子吸引作用を有している
。
【００５３】



(13) JP 4118346 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

本発明において使用するグリセリルモノステアレート（ＧＭＳ）は６５℃乃至７５℃の融
点を有する固体である。この物質は処理中において、特に、マスターバッチ作成および繊
維紡糸または不織布製造において補助的に作用する。一方、液体の添加物の場合は、この
添加物がポリマーの粘度を激変し、処理中の注入時にポリマーの温度を低下させるために
、処理を行なうことが困難である。この結果、この液体を加熱してこれを分解させたり熱
エネルギーを浪費しない限り、「コールドスポット（cold spots）」が生じる。一方、本
発明における固体添加物の混合においては、グリセリルモノステアレート（ＧＭＳ）が液
体添加物に比してより容易かつ均一に混合体を形成する。
【００５４】
繊維に関する従来技術においては、グリセリドの混合物は湿潤特性を改善するための他の
添加物に付随してのみ使用されていた。しかしながら、本発明においては、この添加物は
これ自体で使用され、制御された転移および所望の湿潤特性が７２時間以内に実現でき、
このことが添加物の量および繊維の配向性および結晶度によって決まる。
【００５５】
液体添加物の場合は、相転移が起こらずに、供給、押出成形および冷却時において同一の
状態に保たれる。さらに、この添加物は冷却中に相分離して仕上製品の表面に転移する。
この転移は添加物の拡散性に依存し、この拡散性は添加物の化学的構造、分子量等に依存
する。この添加物の界面活性剤は２つの部分、すなわち、ポリオレフィンと混和可能なア
ルキル鎖疎水性部分と、ポリマーと完全に混和不可能な極性の親水性基を含む。この場合
も、湿潤性はポリマーの表面上に存在する水酸基とカルボニル基の数によって決まる。一
方、本発明における添加物は固体であって、明確な溶融特性および結晶化特性を有してい
る。このことは、冷却時において、添加物が再結晶して固体を形成して、この固体が独立
したクリスタライトとなるか、ポリプロピレンと共結晶化（co-crystallize）する可能性
があることを意味する。このことは、本体および表面の両方がこのメカニズムによって改
質可能である点で興味深い。発明者らは他の接触面への非転移性における改善がポリマー
表面上に析出した固体ＧＭＳの薄層によると考えている。なお、このＧＭＳはそれ自体の
結晶構造を形成してポリプロピレンとは共結晶化しないと考えられ、この効果が図３に示
されている。一般的に、ポリマーの一部でない添加物はポリマーの組織化していないアモ
ルファス領域内に存在する。結晶化中および繊維形成の十分後においても、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）の場合において、固体ＧＭＳは繊維の中心コアの近傍のＰＰ結晶領域から排除
される。従って、グリセリドの親水性部分が繊維の表面に露出した状態で、グリセリドの
疎水性部分は繊維のアモルファス領域内においてＰＰに絡みあっている。この時点で、表
面上に支配的に水酸基を有するか、あるいは、カルボニル基を有するかによって大きく異
なる。すなわち、高モノエステル含有量のグリセリドは水酸基をより多く有する低モノエ
ステル含有量のグリセリドよりも優れた作用効果を有する。液体界面活性剤は一般に拭き
取られるか洗い流されて、この界面活性剤が表面上に塗布されるか溶融混合されるかは実
際には問題ではない。一方、本発明に従うプラスチック内への固化した界面活性剤の混入
は２種類の均一な相を安定な形態で形成する。
【００５６】
実施例
配合物
配合物＃１
固体の湿潤剤（商標名Eastman 18-06K、Eastman Chemical社による少なくとも９０重量％
のグリセリドモノステアレート（ＧＭＳ）である蒸留モノグリセリド）をポリオレフィン
において１重量％乃至６０重量％の濃度で使用した。理想的なコンセントレートまたはマ
スターバッチは最大量の湿潤剤を含有するものである。この配合物においては、ポリプロ
ピレン中の湿潤剤濃度（溶融流量－１２、Montel U. S. A.社により販売されるMontel 63
01）を３０重量％とした。この結果、他の任意の添加物、顔料または充填剤を配合物中に
使用できた。このコンセントレートを（減量）処理（let down）して、最終濃度が１．０
，３重量％および５重量％の湿潤剤のポリプロピレン繊維を形成した。これよりも高い濃
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度にすると、コストが高くなり、紡糸処理中のスクリューはずれのような処理の問題が生
じやすくなる。
【００５７】
配合物＃２
液体の湿潤剤（商標名ATMER 685、ICI surfactants社によるＣ12－Ｃ16の脂肪酸アダクト
を有する混合グリセリド－米国特許第４，５７８，４１４号参照）を３０重量％でポリプ
ロピレン（溶融流量－１２、Montel 6301）において使用した。このコンセントレートを
使用して最終濃度が５重量％の湿潤剤を含有する繊維を形成した。
【００５８】
配合物＃３
液体界面活性剤の組み合わせ（２０重量％の３０モルのエトキシル化のノニルフェノール
エトキシレートと１０重量％のATMER 685）を３０重量％でポリプロピレン（ＭＦＲ－１
２、Montel 6301（ＭＦＲは溶融流量を意味する））において使用した。このコンセント
レートを使用して繊維中の添加物の最終濃度を５重量％にした。
【００５９】
溶融紡糸試験に使用した配合物＃４および配合物＃５は高溶融流量樹脂に適応するように
使用したポリプロピレンに関して若干変化している。すなわち、以下の２種類の異なる配
合物を溶融吹込み（melt-blowing）試験用に作成した。
【００６０】
配合物＃４
この配合物はMyverol ＧＭＳ固体添加剤を１０重量％、３５ＭＦＲのポリプロピレンホモ
ポリマー（Amoco Polypropylene Homopolymer Resin Grade 7956）を２０重量％および１
０００ＭＦＲ（Escorene（登録商標）PP3456G）プロピレンを７０重量％含む。このコン
セントレートを２０重量％に（減量）処理（let-down）してＧＭＳの最終濃度が２％の溶
融吹込みしたポリプロピレン不織布を形成した。
【００６１】
配合物＃５
この配合物は液体添加剤（商標名ATMER 688、ICI America社により販売される）を２０重
量％、３５ＭＦＲのポリプロピレンホモポリマー（Amoco Polypropylene Homopolymer Re
sin Grade 7956、Amoco Chemical Companyにより販売される）を２０重量％および１００
０ＭＦＲポリプロピレン（Escorene（登録商標）PP3456G、Exxonにより販売される）を６
０重量％含む。このコンセントレートを１５重量％に（減量）処理（let-down）して最終
濃度が３重量％の溶融吹込み不織布を得た。
【００６２】
配合物＃６
配合物＃６は、少なくとも９０重量％のモノグリセリド、特にグリセリルモノステアレー
トを有する蒸留モノグリセリドであるEastoman Chemical Companyから販売される湿潤剤E
astman 18-06Kの量を除いて配合物＃１と同一である。すなわち、この配合物は２５重量
％の湿潤剤を含有する。
【００６３】
処理方法
Leistriz Corporation（ニュルンベルグ、ドイツ）により製造される実験室スケールの同
時回転式二軸スクリュー押出機（Ｌ／Ｄが３２：１で８個の処理ゾーンを有する３４ｍｍ
径スクリュー）を用いて＃１から＃６までの配合物をそれぞれ作成した。ダイ温度を１７
５℃に保って、押出機の最初の２個の処理ゾーンにおける加熱素子をオフにして低融点の
湿潤添加剤の押出機の供給スロート部における滞積を防いだ。残りの６個の処理ゾーンを
１６５℃（ゾーン３）、１６５℃（ゾーン４）、１７０℃（ゾーン４）、１６０℃（ゾー
ン５）および１５０℃（ゾーン６）にそれぞれ維持した。スクリュー速度を１５０ｒｐｍ
乃至２００ｒｐｍに設定した。固体湿潤剤をポリプロピレンに予め混合して機械的に攪拌
することにより均一の混合物を得た。その後、この混合物を直接ホッパー内に供給して、



(15) JP 4118346 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

本発明においては、液体注入を避けた。温度を湿潤剤およびポリマーのいずれも劣化させ
ないように選定した。固体界面活性剤を使用することにより、液体界面活性剤の場合に比
して、処理が簡単になり、処理速度も増加した。これによって、湿潤剤をポリマーに混合
するための押出機のバレル部中において利用できる時間がより多くなる。従って、配合物
＃１および配合物＃４は、押出機に供給する前にまず湿潤剤とポリプロピレンを乾燥混合
することによって形成される。
【００６４】
しかしながら、配合物＃２，＃３および配合物＃５の作成はポリマーの溶融時に押出機内
に液体湿潤剤および液体湿潤剤混合物を注入する処理を含む。押出機内に液体添加剤を入
れるための４個のポートがある。ゾーン３における第１の注入ポートは配合物＃２，＃３
および配合物＃５の作成に要する湿潤剤のより長い混入時間を可能にするように使用され
る。注入ポンプには、ギアポンプとして知られる容量形装置、ギア速度を調整して単位時
間当たりの液量を調節するための制御装置、温度モニターおよび液体レギュレーター、お
よび液体添加剤（すなわち、液体湿潤剤）を収容する液だめと押出機のポートを接続する
絶縁ホースが備えられている。液体添加剤の温度安定性および粘度によって、この液体添
加剤とポリマーの最適な混合物を得るために最終の処理速度が選択される。
【００６５】
このようにして作成したコンセントレートの添加剤濃度について示差熱量測定法（ＤＳＣ
）およびＦＴＩＲ法を用いて試験して、コンセントレート中の添加剤濃度を決定した。こ
の分析にはMettler DSC 25と温度コントローラTA 4000を使用した。加熱処理を３０℃か
ら２００℃まで１０℃／分の速度でＤＳＣ処理をプログラムすることにより行なった。そ
の後、冷却処理を２００℃から３０℃まで１０℃／分の速度で試料を冷却することにより
行なった。配合物＃１の場合のＤＳＣ加熱曲線を図１に示すが、同図によって、湿潤剤が
ポリマーよりも先に溶けることが分かる。さらに、１グラム当たりのジュール単位での湿
潤剤を溶かすのに要するエネルギーをコンセントレートを溶かすのに要する全エネルギー
（ポリプロピレン＋添加剤の１グラム当たりのジュール単位での値）で割ることによって
定量を行なった。配合物＃１の場合、この値は約４０％であって、押出配合中における湿
潤剤の損失が最小または皆無であることが分かった。しかしながら、液体添加剤の定量は
ＤＳＣ法では行なえないので、ＦＴＩＲ法または密度測定法のような他の技法の使用が必
要となる。そこで、ＦＴＩＲを用いた湿潤剤の定量結果を図２に示す。この評価について
はNicolet ＦＴＩＲモデル5DXCを使用した。すなわち、吸光度モードを添加剤の定量に使
用した。－ＯＨ基の存在は３４００ｃｍ－１の近辺で見られ、－Ｃ＝Ｏ基は１７４０ｃｍ
－１において見られる。さらに、処理によってほとんど変化しないポリプロピレンのピー
ク（２７００ｃｍ－１近辺）により規格化すると、配合物＃１における湿潤剤は、配合物
＃２および配合物＃３における添加剤に比して、４倍以上の－ＯＨ基を有していることが
分かった。なお、場合によっては、ＤＳＣ法とＦＴＩＲ法の両方を順番に用いて配合物に
おける添加物の量を決定することも可能である。さらに、配合物＃１においてジ－および
トリ－グリセリドが全く存在しないことがＦＴＩＲ曲線（配合物＃２および配合物＃３の
１６００ｃｍおよび１５００ｃｍ－１近辺）から極めて顕著に分かる。以上の添加物の定
量結果を表１に示す。
【００６６】
転移および移動性
上記のコンセントレートをCarverプレス機を用いて押圧して薄いフィルム（約３ミル厚）
を作成し、ＦＴＩＲを用いて走査して－ＯＨ基の存在を定量した。プレス機の温度は２０
０℃に維持され、４０００ｐｓｉの一定圧力を１分かけた。このプレス処理物を同一圧力
下でほぼ同時間冷却した。－ＯＨ基のピーク面積をポリプロピレン樹脂のピーク面積で割
ってフィルムの厚さにおける変化について規格化した。この結果、配合物＃１によって密
集した油分の少ないフィルムが得られた。これらのフィルムコットンクロスを用いて手で
１分間拭いた。拭く前に走査した同一領域を拭いた後にＦＴＩＲで分析して－ＯＨ基の存
在量における変化を検出し、その結果を表１に示した。この結果、液体添加剤の場合にか
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なり高い消失（約１０倍）が見られそれらの弱い擦り定着性が示された。すなわち、最終
製品はそのような消失を貯蔵、取扱いおよび紡糸処理後に生じることになる。なお、この
水酸基の存在比率はＦＴＩＲ曲線を用いて以下のように決定した。
水酸基存在比率（ＨＲ）＝－ＯＨ（３７００－３０００ｃｍ－１）のピーク面積
／ＰＰ（２７５２－２６９３ｃｍ－１）のピーク面積
【００６７】

【００６８】
以上の結果により、非転移性の点で配合物＃１が最良であることが分かった。しかも、配
合物＃１における湿潤剤の量が約３０％で、残りの２種の配合物における量より多いこと
も注意する必要がある。それゆえ、配合物＃１においては、添加物の存在量が高いにも関
わらず、非転移性もまた優れていることになる。この非転移性の理由は、界面活性剤が冷
却中に固化または結晶化することによると考えられ、この結果を図３に示す。すなわち、
このＤＳＣ曲線は、配合物＃１のコンセントレートの冷却時に、処理中の冷却速度に応じ
て、ポリプロピレンと湿潤剤との間でいずれが最初に結晶化するかについて競争が生じる
ことを示している。従って、２種類の別のクリスタライト物質（湿潤剤は５０℃近辺でＰ
Ｐは１１５℃近辺）が形成されることになる。
【００６９】
フィラメント材／繊維への溶融紡糸加工
ここで言う（減量）処理率（Let-Down-Ratio（LDR%））とは、繊維やフィルム等を形成す
るため、すなわち、仕上品における一定の最終量の添加物を得るために、ポリマーに添加
された添加物を含有するコンセントレートの重量％である。異なる配合物を用いて押出配
合により作成したコンセントレートは繊維紡糸用のポリプロピレン樹脂（ＭＦＲ－３５、
Amoco Polypropylene Homopolymer Resin Grade 7956）と共に均一に乾燥混合される。次
いで、繊維紡糸をこのコンセントレート、すなわち、配合物＃１，＃２および配合物＃３
を用いてHills Research Line上で行って、フィラメント当たり４デニール（ｄｐｆ）で
マルチフィラメントを形成する。紡糸中は円形断面を有するダイを使用し、溶融温度を２
２０℃に維持した。その後、フィラメントを周囲空気により冷却した。溶融物が紡糸口金
から出ると、フィラメントが３本のローラーにより可変速度で引き延ばされて４ｄｐｆの
最終デニールになる。この紡糸仕上処理は防止中において表面特性を変化させるようには
行なわれない。なお、対照の繊維を添加物を有する繊維の作成前に形成しておく。表２に
繊維紡糸により作成した異なる組のフィラメントを示す。この結果、配合物＃１に関与す
る全てのサンプル、すなわち、Ｆ１１，Ｆ１２およびＦ１３は圧力低下、スクリューはず
れ、フィラメントの破損および巻取り困難等の紡糸処理上の不都合を生じなかった。しか
しながら、サンプルＦ２３（使用配合物＃２）およびＦ３３（使用配合物＃３）の紡糸中
においては、出口圧が変動してスクリューはずれを示し、多くの破損フィラメントが生じ
た。
【００７０】
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【００７１】
湿潤性
その後、マルチフィラメントを従来形のカードラップ上に巻き取ってさらに試験した。す
なわち、このように処理することにより湿潤性試験用の平坦面が得られる。さらに、ＦＴ
ＩＲを採用して添加物量をフィラメント部分について評価した。湿潤性の評価は繊維の表
面上に着色水（食品用赤色色素）を滴下してフィラメントによる水の吸収に要する時間を
計測して行なった。湿潤剤添加物の場合、繊維中の最終濃度によって、転移の時間依存性
が高くなる。フィラメントに関するこれらの試験結果を表３に示す。
【００７２】

【００７３】
これらの結果から、最も高いモノグリセリド含有量を有する湿潤剤（配合物＃１における
添加剤）が評価した添加物の中で分散状態（垂直状態で行なった場合は吸水状態）および
湿潤状態に関して最良であった。低い配向性および結晶度を有する繊維の作用効果が繊維
中における湿潤剤の最終濃度で３％乃至５％の間で見られた。しかしながら、上記の評価
法にはカード上にラップしたフィラメントにおける平坦面の仮定という欠陥がある。すな
わち、カード上にラップされた全ての繊維が同一平面内に存在しているわけではないので
、平坦な表面が存在することは極めて稀であり、この評価方法は本発明において使用する
界面活性剤の繊維表面を改質する能力を評価するための定量的スクリーニング試験の傾向
が強い。
【００７４】
柔軟さの評価は主観的であり個人個人により異なる。フィラメントのスプールが多くの人
により触感されて主観的な結論が出される。この結果、サンプルＦ１２およびサンプルＦ
１３のスプールは他のサンプルに比して触感においてより滑らかであり柔らかであること
が分かった。
【００７５】
溶融吹込み不織布
さらに、本発明の界面活性剤の効果を溶融吹込み不織布においても評価した。この試験は
テネシー大学（テネシー州、ノックスビル）におけるTextiles and Nonwovens Developme
nt Center（TANDEC）において６インチ幅ダイの溶融吹込み研究設備によって行なった。
この溶融吹込み処理は極めて細い繊維を得るために、典型的には、約４００ＭＦＲ乃至１
２００ＭＦＲのポリプロピレン材による高い溶融流量を必要とする。この実施例では、ポ
リプロピレンとしてEscorene（登録商標）PP3546ポリプロピレンを使用した。繊維の直径
は、通常、平均して２ミクロン乃至５ミクロンであり、ポリマーの種類、ポリマーの粘度
、処理速度、処理温度、空気温度および空気速度の関数である。このようにして作成した
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異なる溶融吹込み繊維を表４に示す。
【００７６】

【００７７】
以下の処理パラメータを溶融吹込み不織布の作成において使用した。
ダイ温度：２３０℃
空気温度：２２０℃
処理速度：５．８Ｋｇ／時
基本重量：６０グラム／平方メートル（ｓｑ．ｍ．）
ダイ－コレクタ間距離：３０ｃｍ
コレクタ速度：１０ｍ／分
繊維直径：２－５ミクロン
【００７８】
湿潤性
次に、上記の溶融吹込み不織布の湿潤性を繊維の表面に着色水（食品用赤色色素）を滴下
して評価した。溶融紡糸繊維のカードラップとは異なって、溶融吹込みウェブ／繊維は平
坦面を有しているので、湿潤性評価が容易である。表５に異なるサンプルについての結果
を示す。
【００７９】

【００８０】
この溶融吹込み繊維の比較的高い配向性および結晶度は、溶融紡糸繊維に比して、比較的
少量の湿潤剤を有する他の場合の疎水性ポリプロピレン溶融吹込み繊維の表面改質に役立
つ。
【００８１】
スパンボンド（spunbond）不織布
おむつ又はおしめ用の表面シートにスパンボンド不織布を使用した。紡糸段階後のポリプ
ロピレンフィラメントを一定圧力下で２本の加熱カレンダーローラーを用いる熱的手段に
よって互いに結合した。繊維直径は、通常、平均して１５ミクロン乃至２５ミクロンであ
り、ポリマーの種類、ポリマーの粘度、および、ポリマー温度、空気の圧力および温度の
ような処理条件、配向性等の関数である。このスパンボンド試料の試験はＴＡＮＤＥＣに
おいて１メートル幅の研究用Reicofilスパンボンドラインを用いて行なった。
【００８２】
配合物＃６とExxon PP3445ポリプロピレン（ＭＦＲ－３５、Exxonから入手可能）（ＭＦ
ＲはＡＳＴＭ法のＤ１２３８に従って決定し、単位はｇ／１０分である）のコンセントレ
ートを用いて作成した異なるスパンボンド繊維を表６に示す。
【００８３】
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以下の処理パラメータを上記のスパンボンド不織布の作成に使用した。
ダイ温度：２３０℃
処理速度：７３Ｋｇ／時
繊維幅：１メートル
平均繊維直径：２３ミクロン
コレクタ速度：５５ｍ／分
カレンダー温度：１３７℃
カレンダー圧力：１８Ｋｇ／平方センチ（Ｓｑ．ｃｍ）
結合面積：１４％
【００８５】
湿潤性
上記のスパンボンド繊維の湿潤性を繊維の表面に着色水を滴下することによって評価し、
その結果を表７に示す。
【００８６】

【図面の簡単な説明】
【図１】図１は配合物＃１（加熱）のＤＳＣ曲線を示している図である。
【図２】図２は配合物＃１，＃２および配合物＃３に対応するＦＴＩＲ曲線を示している
図である。
【図３】図３は配合物＃１（冷却）のＤＳＣ曲線を示している図である。
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