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(57)【要約】
　キャリアウェブに取り付けられた構造化ウェブを有す
る複合ウェブ、及び複合ウェブを製造する方法が開示さ
れる。構造化ウェブは、構造化ウェブから突き出る複数
個の構造体を包含してもよい。この方法は、溶融ポリマ
ー組成物を、外側表面の中に形成された複数個のくぼみ
を包含する形成ツールの外側表面上に供給することを伴
ってもよい。溶融ポリマーは、形成ツールの外側表面の
中のくぼみに入り、その中で固化されて、複数個の構造
体がくぼみの形状に形成される。ポリマー組成物の表面
薄層はくぼみの間に伸びてもよく、その結果、形成ツー
ル上に形成された構造化ウェブは、構造体に接続する表
面薄層を包含する。構造化ウェブは、ポリマー組成物の
固化後、キャリアウェブと構造化ウェブとの間に位置す
る接着剤を使用して、構造化ウェブをキャリアウェブに
接着することにより、形成ツールから取り外される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続プロセスで複合ウェブを形成するための方法であって、
　溶融ポリマー組成物を形成ツールの外側表面上に供給することであって、前記溶融ポリ
マー組成物が、前記外側表面の中に形成された複数個のくぼみに入り、及び、前記溶融ポ
リマー組成物の表面薄層が、前記形成ツールの前記外側表面上で前記複数個のくぼみの間
に広がることと、
　前記溶融ポリマー組成物を前記表面薄層中及び前記形成ツール上の前記複数個の不連続
なくぼみ内で固化することにより、構造化ウェブを前記形成ツール上に形成することであ
って、前記構造化ウェブが、前記複数個のくぼみの形状に形成された複数個の構造体と、
該複数個の構造体と相互接続する表面薄層とを含むことと、
　前記構造化ウェブが前記形成ツールの上で緩和した状態にある間に、前記構造化ウェブ
を前記形成ツールから取り外すことであって、前記取り外すことが、前記表面薄層と前記
複数個の構造体とをキャリアウェブの第１主表面に、前記キャリアウェブの前記第１主表
面上に露出した接着剤を使用して接着することを含むことと、
　を備え、前記キャリアウェブ及び前記キャリアウェブに接着された前記構造化ウェブが
、不定長を有する複合ウェブを形成する、方法。
【請求項２】
　前記構造体の厚さと前記表面薄層の厚さとの比が、５：１以上であり、及び、前記表面
薄層が１０マイクロメートル以下の厚さを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記キャリアウェブが前記構造化ウェブに接着されるとき、前記キャリアウェブが張力
下にある、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記構造化ウェブが前記キャリアウェブに接着される前に、前記キャリアウェブが永久
的に伸長される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記接着剤が感圧性接着剤である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記接着剤が、前記キャリアウェブの前記第１主表面と同一の広がりを持つ、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記接着剤が、前記キャリアウェブの前記第１主表面の一部分のみの上に位置する、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記キャリアウェブの前記第１主表面が多孔質であり、及び、前記構造化ウェブの前記
ポリマー組成物が、前記多孔質表面を湿潤しない、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記キャリアウェブの前記第１主表面が繊維状であり、及び、前記構造化ウェブの前記
ポリマー組成物が、前記繊維状第１主表面の繊維を封入しない、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記形成ツール上の前記複数個のくぼみの２個以上のくぼみが、不均一な深さを有し、
及び、前記複数個の構造体の各構造体が、前記不均一な深さに対応する不均一な厚さを有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数個のくぼみの２個以上のくぼみが、その中に位置する１個以上の凸部を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数個の構造体の各構造体が、前記キャリアウェブの前記第１主表面から見て外方
に向く、成形された輪郭を有する、請求項１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記複数個のくぼみが異なる形状を有するくぼみを含み、それによって前記複数個の構
造体が異なる形状を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記溶融ポリマー組成物が、エラストマー構成成分を含み、前記構造化ウェブの少なく
とも一部分が弾性挙動を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記溶融ポリマー組成物がエラストマー構成成分を含み、前記複数個の構造体の少なく
ともいくつかの構造体が弾性挙動を示し、及び、前記方法が、前記構造化ウェブを前記キ
ャリアウェブの前記第１主表面に接着した後で前記複合ウェブを引き伸ばして、前記キャ
リアウェブが前記引き伸ばし後に永久的伸長を示すようにすることを更に含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記溶融ポリマー組成物を前記形成ツールの前記外側表面上に供給することが、
　第１溶融ポリマー組成物を、前記複数個のくぼみの第１セットのくぼみに供給すること
であって、前記複数個の構造体が、第１形状を有する第１セットの構造体を含むことと、
　第２溶融ポリマー組成物を、前記複数個のくぼみの第２セットのくぼみに供給すること
であって、前記複数個の構造体が、第２形状を有する第２セットの構造体を含むことと、
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１形状と前記第２形状とが異なる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１溶融ポリマー組成物と前記第２溶融ポリマー組成物とが異なる、請求項１６に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記方法が、カバーウェブを前記複合ウェブに取り付けることを更に含み、前記カバー
ウェブが前記キャリアウェブの前記第１主表面に面して、前記構造化ウェブが前記キャリ
アウェブの前記第１主表面と前記カバーウェブとの間に位置する、請求項１に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記カバーウェブが前記複合ウェブに接着される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記カバーウェブが前記複合ウェブに感圧性接着剤を使用して接着される、請求項１９
に記載の方法。
【請求項２２】
　前記溶融ポリマー組成物がエラストマー構成成分を含み、前記構造化ウェブの前記複数
個の構造体の少なくともいくつかの構造体が弾性挙動を示し、及び、前記方法が、前記カ
バーウェブを前記複合ウェブに取り付けた後で、前記複合ウェブと前記カバーウェブとを
引き伸ばして、前記キャリアウェブと前記カバーウェブとが前記引き伸ばし後に永久的に
伸長を示すようにすることを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　弾性複合ウェブであって、
　伸張性キャリアウェブと、
　構造化ウェブであって、前記キャリアウェブの第１主表面に、前記キャリアウェブの前
記第１主表面と前記構造化ウェブとの間に位置する接着剤により接着され、複数個の構造
体と相互接続する表面薄層を含む、構造化ウェブと、を備え、
　前記複数個の構造体が弾性挙動を示し、
　前記複数個の構造体が、前記キャリアの前記第１主表面上で選択された配置にあり、
　及び、前記構造化ウェブが、前記キャリアウェブの前記第１主表面上で緩和した状態に
ある、弾性複合ウェブ。
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【請求項２４】
　前記複数個の構造体が、７５マイクロメートル以上の厚さを有し、及び、前記表面薄層
が、１０マイクロメートル以下の厚さを有する、請求項２３に記載の弾性複合ウェブ。
【請求項２５】
　前記構造体の厚さと前記表面薄層の厚さとの比が、５：１以上であり、及び、前記表面
薄層の厚さが１０マイクロメートル以下である、請求項２３に記載の弾性複合ウェブ。
【請求項２６】
　前記キャリアウェブが不織布ウェブを含み、該不織布ウェブは前記構造化ウェブが前記
キャリアウェブに接着される前に永久的に伸長される、請求項２３に記載の弾性複合ウェ
ブ。
【請求項２７】
　パターンが、前記複数個の構造体のすべての前記構造体の間に均一な間隔を有する、請
求項２３に記載の弾性複合ウェブ。
【請求項２８】
　前記接着剤が感圧性接着剤である、請求項２３に記載の弾性複合ウェブ。
【請求項２９】
　前記キャリアウェブの前記第１主表面が多孔質であり、及び、前記構造化ウェブのポリ
マー組成物が前記多孔質表面を湿潤しない、請求項２３に記載の弾性複合ウェブ。
【請求項３０】
　前記キャリアウェブの前記第１主表面が繊維状であり、及び、前記構造化ウェブのポリ
マー組成物が、前記繊維状第１主表面の繊維を封入しない、請求項２３に記載の弾性複合
ウェブ。
【請求項３１】
　複合ウェブであって、
　キャリアウェブと、
　前記キャリアウェブの第１主表面に、前記キャリアウェブの前記第１主表面と前記構造
化ウェブとの間に位置する接着剤により接着される構造化ウェブであって、複数個の構造
体と相互接続する表面薄層を含む構造化ウェブと、を含み、
　前記複数個の構造体が１ミリメートル以下の厚さを有し、及び、前記表面薄層が５０マ
イクロメートル以下の厚さを有し、
　前記複数個の構造体が、前記キャリアの前記第１主表面上で選択された配置にあり、
　並びに、前記構造化ウェブが、前記キャリアウェブの前記第１主表面上で緩和した状態
にある、複合ウェブ。
【請求項３２】
　前記構造体の厚さと前記表面薄層の厚さとの比が、５：１以上であり、及び、前記表面
薄層の厚さが１０マイクロメートル以下である、請求項３１に記載の複合ウェブ。
【請求項３３】
　前記構造化ウェブが不織布ウェブを含み、該不織布ウェブは前記構造化ウェブが前記キ
ャリアウェブに接着される前に永久的に伸長される、請求項３１に記載の複合ウェブ。
【請求項３４】
　前記接着剤が感圧性接着剤である、請求項３１に記載の複合ウェブ。
【請求項３５】
　前記キャリアウェブの前記第１主表面が多孔質であり、及び、前記構造化ウェブのポリ
マー組成物が、前記多孔質表面を湿潤しない、請求項３１に記載の複合ウェブ。
【請求項３６】
　前記キャリアウェブの前記第１主表面が繊維状であり、及び、前記構造化ウェブのポリ
マー組成物が、前記繊維状第１主表面の繊維を封入しない、請求項３１に記載の複合ウェ
ブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、複合ウェブ、及び複合ウェブを製造する方法に関する。複合ウェブは、構造
化ウェブと共にキャリアウェブを包含し、構造化ウェブは、キャリアウェブの少なくとも
１つの主表面に取り付けられた複数個のポリマー構造体を包含する。
【背景技術】
【０００２】
　下層基材に補強及び／又は弾性構成要素の取り付けを必要とする複合ウェブの製造は、
多くの異なる取り組みにおける主題である。補強が、全基材にわたって提供される場合も
あるが、こうした取り組みは、不必要な費用及び／又は複合ウェブに重量を加える可能性
がある。こうした構成がまた、複合ウェブの全表面にわたって剛性を増す場合がある。
【０００３】
　基材上に不連続ポリマー構造体を提供する多様な取り組みについては、例えば、米国特
許出願公開第２００３／００８５４８５　Ａ１号、名称「構造化不連続ポリマー領域を有
する複合ウェブのためのシステム及び方法（SYSTEMS AND METHODS FOR COMPOSITE WEBS W
ITH STRUCTURED DISCRETE POLYMERIC REGIONS）」（２００１年１１月５日出願）；米国
特許出願公開第２００３／００８７０９８　Ａ１号、名称「補強ポリマー領域及び弾性ポ
リマー領域を有する複合ウェブ（COMPOSITE WEBS WITH REINFORCING POLYMERIC REGIONS 
AND ELASTIC POLYMERIC REGIONS）」（２００１年１１月５日出願）；米国特許出願公開
第２００３／００８４９９６　Ａ１号、名称「補強不連続ポリマー領域を有する複合ウェ
ブを製造するための方法（METHODS FOR PRODUCING COMPOSITE WEBS WITH REINFORCING DI
SCRETE POLYMERIC REGIONS）」（２００１年１１月５日出願）；米国特許出願公開第２０
０３／００８７０５９　Ａ１号、名称「不連続弾性ポリマー領域を有する複合ウェブ（CO
MPOSITE WEBS WITH DISCRETE ELASTIC POLYMERIC REGIONS）」（２００１年１１月５日出
願）；米国特許出願公開第２００４／０１７８５４４　Ａ１号、名称「ポリマー転移装置
、方法、及び複合ウェブ（POLYMER TRANSFER APPARATUS, METHODS, AND COMPOSITE WEBS
）」（２００３年３月１３日出願）；及び米国特許出願公開第２００４／０１８０１８６
号、名称「複合ウェブ及び閉鎖システム（COMPOSITE WEBS AND CLOSURE SYSTEMS）」（２
００３年１２月２２日出願）に開示されているが、これらの取り組みは、ロール温度、基
材の組成などのような特定の観点に限定されている場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、キャリアウェブに取り付けられた構造化ウェブを有する複合ウェブ、及び複
合ウェブを製造する方法を提供する。構造化ウェブは、好ましくは、構造化ウェブから突
き出る複数個の構造体を包含する。
【０００５】
　方法は、好ましくは、溶融ポリマー組成物を、外側表面の中に形成された複数個のくぼ
みを包含する形成ツールの外側表面上に供給することを伴ってもよい。溶融ポリマーは、
形成ツールの外側表面の中のくぼみに入り、その中で固化されて、複数個の構造体がくぼ
みの形状に形成される。ポリマー組成物の表面薄層は、好ましくは、くぼみの間に広がり
、その結果、形成ツール上に形成された構造化ウェブは、構造体に接続する表面薄層を包
含する。構造化ウェブは、ポリマー組成物の固化後、キャリアウェブと構造化ウェブとの
間に位置する接着剤を使用して、構造化ウェブをキャリアウェブに接着することにより、
形成ツールから取り外される。
【０００６】
　構造化ウェブの複数個の構造体に相互接続する表面薄層が、構造体自体の厚さに比べて
相対的に薄いことが好ましい場合がある。結果として、表面薄層は特に脆弱である場合が
ある。構造化ウェブが、その形成中に、及び、形成ツールの外側表面からのその取り外し
中に、緩和した状態で保持されることが、本発明の方法では好ましい場合がある。本明細
書で使用されるとき、「緩和した」とは、構造化ウェブが張力（溶融状態から硬化する結
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果として物体にもたらされる場合がある内部応力以外の）下にないことを意味する。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、本発明の複合ウェブの構造化ウェブは、例えば、キャリアウ
ェブ（及び、存在する場合はカバーウェブ）が弾性特性を示さないか、又はそれほど十分
には示さない複合ウェブに、弾性を提供するために包含される場合がある。こうした複合
ウェブでは、構造化ウェブ中の構造体は、キャリアウェブに取り付けられたときに、好ま
しくは弾性を示す場合があり、その結果複合ウェブは全体として弾性を示す。本明細書で
使用されるとき、用語「弾性」（及びその変形）は、問題の物品（例えば、複合ウェブ、
又は構造化ウェブ中の構造体）が引き伸ばされた後に、その元の形状の有意な部分を実質
的に回復することを意味する。複合ウェブの弾性部分の回復が、適度の引き伸ばしの結果
として経験した伸長（例えば、元の長さの約１５０％の最大伸長を経る）の少なくとも２
０％であることは、好ましい場合がある。
【０００８】
　本発明の複合ウェブの構造化ウェブは、好ましくは、熱可塑性ポリマー組成物を使用し
て形成されてもよい。本発明と関連して使用されるとき、「熱可塑性物質」（及びその変
形）とは、熱に曝露されたときに軟化し、室温に冷却されたときにその元の状態又はその
元の状態近くに戻るポリマー又はポリマー組成物を意味する。本発明の方法と関連して使
用されるポリマー組成物は、好ましくは、本明細書に記載されるように、形成ツール中の
くぼみの中に流入する又は入ることができる。
【０００９】
　構造化ウェブを形成してキャリアウェブに転移するために使用される形成ツールを、ポ
リマー組成物の溶融加工温度より低く維持することにより、形成ツールに適用された溶融
ポリマー組成物は、ポリマー組成物により形成された構造化ウェブが形成ツールから取り
外される前に、固化（又は凍結）されることができる。構造化ウェブのポリマー組成物は
、キャリアウェブに取り付けられる前に固化されるため、構造化ウェブのポリマー組成物
は、キャリアウェブの多孔質表面を湿潤する可能性もなく、又は、繊維状キャリアウェブ
のいずれかの繊維を封入する可能性もない。また、構造化ウェブの固化されたポリマー組
成物が、非多孔質又は非繊維状のキャリアウェブのポリマーと混ざる可能性もない。
【００１０】
　構造化ウェブを形成ツールから取り外す前に、構造化ウェブのポリマー組成物を固化す
ることが、例えば、構造化ウェブが形成ツールから引き離されるときに発揮される力によ
って、キャリアウェブの残りから分離し得る繊維状の構成（例えば、織布、不織布、又は
ニット繊維）をキャリアウェブが包含する場合に、キャリアウェブの内部結合力及び／又
はキャリアウェブの引張り強度に関する懸念を減らし得る。取り外し前に構造化ウェブ中
のポリマー組成物を固化又は凍結することが、好ましくは、構造化ウェブが形成ツールか
ら取り外されるときにキャリアウェブ上に発揮されるいずれかの力を低減する場合がある
。
【００１１】
　本発明の接着転移及び取り付けプロセスの潜在的利点は、結果として生じる複合ウェブ
が、構造体をキャリアウェブに取り付けるために溶融ポリマーが使用される複合ウェブよ
り、可撓性が大きい場合があることである。改善された可撓性が、本発明の構造化ウェブ
のポリマーが取り付けプロセス中に溶融しない、又はキャリアウェブの表面を湿潤しない
ために提供される場合がある。
【００１２】
　弾性を示すように設計された複合ウェブの場合には、本発明の接着転移及び取り付け方
法の別の潜在的利点が、キャリアウェブのより均一な伸長又は伸張において見出される場
合がある。溶融ポリマーが、キャリアウェブの多孔質表面を湿潤する又はキャリアウェブ
の表面上の繊維を封入する複合ウェブでは、下層の多孔質又は繊維状キャリアウェブの伸
長は阻害される場合がある。対照的に、本発明による構造化ウェブのキャリアウェブへの
接着が、取り付けられた構造化ウェブの構造体の下に横たわるキャリアウェブの部分でさ
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え、複合ウェブが引き伸ばされるときに伸長できるようにする場合がある。
【００１３】
　本発明の接着転移及び取り付け方法の別の潜在的利点は、構造化ウェブの取り付け後も
、キャリアウェブがその強度を保つ場合があることである。溶融ポリマーにより形成され
た構造体の取り付けについて、多孔質キャリアウェブを湿潤する又は繊維状キャリアウェ
ブの繊維を封入する溶融ポリマーに頼る複合ウェブでは、下層のキャリアウェブの引張り
強度は、キャリアウェブに融合されたポリマー構造体の縁部では低減される場合がある。
【００１４】
　本発明の方法の更に別の潜在的利点は、構造体をキャリアウェブに取り付ける能力であ
り、その場合構造体は、構造体をキャリアウェブに供給する（構造化ウェブの一部として
）ために使用される形成ツール中のくぼみにより画定される、選択された形状を有する。
構造化ウェブの構造体の形状についての制御は、それらの構造体と関連した機械的特性（
例えば、弾性、強度、大きさなど）について改善された制御を提供する場合がある。
【００１５】
　本発明の方法の更に別の潜在的利点は、構造化ウェブの構造体をキャリアウェブの表面
上の選択された配置において提供する能力である。その選択された配置は、形成ツール上
のくぼみの対応する配置によって画定され、並びに構造体及び結び付いた表面薄層の取り
外し及び取り付けの間に維持されるが、これは、取り外しが形成ツールからキャリアウェ
ブへと直接に達成される（その間構造化ウェブは、好ましくは、緩和した状態に維持され
る）ためである。
【００１６】
　１つの態様では、本発明は、複合ウェブを連続プロセスで形成するための方法を提供す
る。この方法は、溶融ポリマー組成物を形成ツールの外側表面上に供給することであって
、溶融ポリマー組成物が、外側表面の中に形成された複数個のくぼみに入り、溶融ポリマ
ー組成物の表面薄層が、形成ツールの外側表面上で複数個のくぼみの間に広がることと、
溶融ポリマー組成物を表面薄層中及び形成ツール上の複数個の不連続なくぼみ内で固化す
ることにより、構造化ウェブを形成ツール上に形成することであって、構造化ウェブが、
複数個のくぼみの形状に形成された複数個の構造体と、複数個の構造体と相互接続する表
面薄層とを含むことと、構造化ウェブが形成ツールの上で緩和した状態にある間に、形成
された構造化ウェブを形成ツールから取り外すことであって、取り外すことが、表面薄層
と複数個の構造体とをキャリアウェブの第１主表面に、キャリアウェブの第１主表面に露
出した接着剤を使用して接着することを含むことと、を備え、キャリアウェブ及びそこに
接着された構造化ウェブは、不定長を有する複合ウェブを形成する。
【００１７】
　別の態様では、本発明は、伸張性キャリアウェブと、構造化ウェブであって、キャリア
ウェブの第１主表面に、キャリアウェブの第１主表面と構造化ウェブとの間に位置する接
着剤により接着され、構造化ウェブが、複数個の構造体と相互接続する表面薄層を有する
、構造化ウェブと、を包含する弾性複合ウェブを提供し、複数個の構造体の構造体は弾性
挙動を示し、複数個の構造体は、キャリアの第１主表面上で選択された配置にあり、構造
化ウェブは、キャリアウェブの第１主表面上で緩和した状態にある。
【００１８】
　別の態様では、本発明は、キャリアウェブと、構造化ウェブであって、キャリアウェブ
の第１主表面に、キャリアウェブの第１主表面と構造化ウェブとの間に位置する接着剤に
より接着され、構造化ウェブが、複数個の構造体と相互接続する表面薄層を有する、構造
化ウェブと、を包含する複合ウェブを提供し、複数個の構造体は、１ミリメートル以下の
厚さを有し、表面薄層は、５０マイクロメートル以下の厚さを有し、複数個の構造体は、
キャリアの第１主表面上で選択された配置にあり、及び構造化ウェブは、キャリアウェブ
の第１主表面上で緩和した状態にある。
【００１９】
　本発明のこれらの及び他の特徴並びに利点が、本発明の様々な、例示的実施形態に関連
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して以下に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】キャリアウェブに接着された構造化ウェブを包含する、複合ウェブの１つの実施
例の断面図。
【図２】取り付けられた構造化ウェブを有する、図１の複合ウェブの１つの主表面の平面
図。
【図３】構造化ウェブが取り付けられた主表面の一部分のみの上に接着剤が位置する、代
替的複合ウェブの断面図。
【図４】取り付けられたカバーウェブを包含し、キャリアウェブとカバーウェブとの間に
位置する構造化ウェブを有する、別の複合ウェブの断面図。
【図５】本発明の方法により、構造化ウェブを形成するため及び構造化ウェブをキャリア
ウェブに取り付けるために使用されてもよい、１つのポリマー転移システムの図。
【図６】図５のシステムにおける、ドクターブレードと形成ロール上のくぼみとの間の１
つの関係を描写する、拡大概略図。
【図７】複数のポリマー組成物の使用に関連して、形成ツール及び溶融ポリマー供給源の
図。
【図８】キャリアウェブに取り付けられた構造化ウェブ中の構造体であって、構造体がそ
の中に形成された開口部を包含する構造体の１つの実施例の平面図。
【図９】図８の構造体を形成するために使用され得る形成ツールの表面中のくぼみの平面
図。
【図１０】図９の線１０－１０に沿って取られた、図９のくぼみの断面図。
【図１１】本発明による複合ウェブを組み込む場合がある、おむつの形態の代表的な物品
の図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　上述のように、本発明は、キャリアウェブの表面に接着された構造化ウェブを包含する
複合ウェブを提供する。複合ウェブは、溶融ポリマー組成物が形成ツールの表面に供給さ
れ、そこで溶融ポリマー組成物が形成ツール中のくぼみに入り、形成ツールの外側表面に
広がるという方法を使用して好ましくは形成される。固化した後、ポリマー組成物は、ポ
リマー組成物の表面薄層によって接続される構造体を包含する構造化ウェブを形成する。
構造化ウェブは、構造化ウェブがその形成及びキャリアウェブへの転移の間に、好ましく
は緩和した状態のままにあるプロセスにおいて、形成ツールから取り外され、キャリアウ
ェブの主表面に接着される。
【００２２】
　本発明による複合ウェブ及びそれらを製造する方法の様々な実施形態を説明するために
、これから様々な例示的複合ウェブが記載される。これらの例示的実施形態は、本発明を
限定するものと考えられるべきではなく、本発明は、後に続く請求項によってのみ限定さ
れる。
【００２３】
　図１は、本発明により製造された１つの複合ウェブの一部分の断面図である。複合ウェ
ブは、第１主表面１２及び第２主表面１４を有するキャリアウェブ１０を包含する。キャ
リアウェブ１０は、好ましくは、主表面に沿って測定されるいずれの寸法よりも著しく小
さい、主表面間で測定された厚さを有する、２つの主表面を有するシート又はフィルムの
形態である。
【００２４】
　本明細書で記載されるウェブは、「不定長」を有すると言われる場合があるが、これは
、本明細書で使用されるとき、ロールで保存されて加工のために巻き戻される材料を使用
するときに起こるように、ウェブの長さが、幅より著しく長いことを意味する。例えば、
不定長を有するウェブが、ウェブの幅の１００倍以上、好ましくは１０００倍以上の長さ
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を有する（その場合、幅は長さに対して横に伸びている）ことが好ましい場合がある。
【００２５】
　複合ウェブはまた、複数個の不連続な構造体２２及び構造体２２に接続する表面薄層２
４を有する構造化ウェブ２０を包含する。構造化ウェブ２０は、キャリアウェブ１０の第
１主表面１２に接着されている。例えば、構造化ウェブ２０とキャリアウェブ１０との間
の接触を高めるために、構造化ウェブ２０の構造体２２及び表面薄層２４が、キャリアウ
ェブ１０の主表面１２に面する平面を提供することが好ましい場合がある。キャリアウェ
ブ１０の主表面１２から見て外方に向く構造化ウェブ２０の表面は、相互接続する表面薄
層２４の上に構造体２２が突き出る結果として、成形された輪郭（即ち、平らでない輪郭
）を好ましくは有する場合がある。
【００２６】
　構造化ウェブ２０は、構造体２２及び接続する表面薄層２４の相対的な厚さに基づいて
特徴付けられる場合がある。例えば、弾性構造化ウェブ中の構造体２２が、２５０マイク
ロメートル（約０．０１０インチ）以下の厚さを有することが好ましい場合がある。範囲
の下端では、弾性構造化ウェブ中の構造体２２が、７５マイクロメートル（約０．００３
インチ）以上の厚さを有することが好ましい場合がある。構造体２２が、非エラストマー
のポリマーから構築される場合には、それらがより厚くなる場合がある。例えば、非弾性
構造化ウェブ中の構造体２２が、１ミリメートル（約０．０４０インチ）以下、場合によ
っては０．５ミリメートル（約０．０２０インチ）以下、又は更には２５０マイクロメー
トル（約０．０１０インチ）以下の厚さを有することが好ましい場合がある。
【００２７】
　本発明の構造化ウェブ中の構造体２２に接続する表面薄層２４は、構造体２２より薄い
。表面薄層２４が、本発明の複合ウェブにおいていずれかの有意な構造機能を果たさない
場合があるため、表面薄層２４ができるだけ薄いことが好ましい場合があり、例えば、表
面薄層２４が、１０マイクロメートル（約０．０００５インチ）以下の厚さを有すること
が好ましい場合がある。場合によっては、表面薄層２４は、５０マイクロメートル（約０
．００２インチ）以下の厚さであってもよい。
【００２８】
　構造体２２及び表面薄層２４の相対的な厚さは、場合によっては、比及び最大厚さの両
方によって特徴付けられる場合がある。例えば、構造体の厚さと表面薄層の厚さとの比が
、５：１以上、又は更には１０：１以上であることが好ましい場合がある。同時に、表面
薄層２４が１０マイクロメートル（約０．０００５インチ）以下の厚さを有することが好
ましい場合がある。
【００２９】
　構造体２２又は表面薄層２４の両方の厚さは、キャリアウェブ１０（及びその表面１２
）が平らな配置にあるときには、キャリアウェブ１０の表面１２に垂直に好ましくは測定
される。図１に描写される図では、例えば、構造体２２及び表面薄層の厚さは、ページ上
をほぼ鉛直に走る線に沿って測定されることになる。構造体について、本明細書で論じら
れる厚さの測定は、公称最大厚さである（構造体は、それらが構造化ウェブ上に占有する
区域（the are）にわたって、不変の均一厚さを有しなくてもよいと理解されている）。
【００３０】
　本明細書で論じられるように、表面薄層２４の厚さは、できるだけ小さいことが好まし
い場合がある。多くの場合、表面薄層２４は、非常に薄い場合があるため、構造化ウェブ
２０が上に形成されたツールから、構造化ウェブ２０が取り外される場合（本発明の方法
による場合を除いて、即ち、表面薄層２４に、接着剤を有するキャリアウェブで接触して
、表面薄層２４及びそれが相互接続する構造体２２が、完全に緩和した状態で形成ツール
から取り外されるという場合を除いて）、限られた張力のみに耐えることができる。加え
て、表面薄層２４は非常に薄い場合があるため、例えば、複合ウェブに伸張性を付与する
ために、ウェブ処理プロセスにおいて、表面薄層２４が接着された下層のキャリアウェブ
１０が引き伸ばされる、ないしは別の方法で張力下に置かれる場合に、表面薄層２４は壊
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れるか又は破断する可能性がある。
【００３１】
　構造化ウェブ２０のキャリアウェブ１０への接着は、第１主表面１２と構造化ウェブ２
０との間に好ましくは位置する接着剤３０により提供される。キャリアウェブ１０の表面
１２への取り付けの前に、構造化ウェブ２０は形成ツール上で好ましくは完全に固化する
ため、構造化ウェブ２０が形成されるポリマー組成物は、キャリアウェブ１０のいずれの
部分も湿潤せず、又はキャリアウェブ１０の表面１２上に位置するいずれの繊維も封入し
ない。
【００３２】
　接着剤３０は、図１においてキャリアウェブ１０の第１主表面１２と同一の広がりを持
つ層として描写されているが、接着剤３０は、キャリアウェブ１０の第１主表面１２と必
ずしも同一の広がりを持つとは限らない場合もあることは理解されるべきである。本発明
の方法において使用される接着剤（１種又は複数種）は、単一の接着剤であることもでき
るし（図１に描写されるように）、又は２つ以上の接着剤の組み合わせ若しくはブレンド
であることもできる。接着剤（１種又は複数種）は、キャリアウェブの主表面に、例えば
、溶媒コーティング、スクリーン印刷、ローラー印刷、溶融押出コーティング、溶融噴霧
、ストライプコーティング、ラミネートプロセスなどのいずれかの好適な技術を使用して
適用されてもよい。
【００３３】
　図２は、構造化ウェブの、取り付けられた構造体２２及び表面薄層２４を有する、キャ
リアウェブ１０の一部分の第１主表面１２の平面図である。キャリアウェブ１０（及び、
結果として生じる複合ウェブ）が、長手方向軸１１に沿って不定長、及び長手方向軸１１
に対してほぼ垂直に測定される、縁部１３と１５との間の幅を有することが好ましい場合
がある。複合ウェブが、不定長のキャリアウェブ１０を使用して連続プロセスで製造され
る場合には、図２に描写された長手方向軸１１はまた、キャリアウェブ１０（及びそのた
め、キャリアウェブ１０を使用して形成される複合ウェブ）の機械方向と一致する場合が
ある。
【００３４】
　構造化ウェブの構造体２２の描写された配置は、均一の繰り返しパターンであるが、構
造体２２は、構造化ウェブ内（及び、そのため、キャリアウェブ１０の表面１２上）のい
ずれかの選択された配置に提供されてもよい。構造体２２のその選択された配置は、本明
細書に記載されるように、形成ツール中のくぼみの配置によって典型的には画定されるこ
とになる。構造化ウェブは、好ましくは、キャリアウェブ１０に緩和した状態で転移され
るため、構造体２２の選択された配置は、好ましくは、構造化ウェブのキャリアウェブ１
０への取り付けの間、維持される。構造化ウェブを緩和した状態で転移することはまた、
構造化ウェブがキャリアウェブを曲げる又はひずませるといったいずれかの傾向を低減す
る場合がある。
【００３５】
　また、構造化ウェブの構造体２２は、すべてが、図２に描写されるように、同じほぼ円
形の形状を有してもよいが、本発明の複合ウェブは、例えば、矩形、楕円形、三角形、不
規則などいずれかの選択された形状を持つ構造体を有する構造化ウェブを包含してもよい
。加えて、キャリアウェブに取り付けられた構造化ウェブの構造体は、すべてが、構造化
ウェブ内で同じ形状を有してもよいし、又は単一の構造化ウェブが、異なる形状を有する
構造体を包含してもよい。典型的には、しかしながら、構造体の形状（１又は複数）は、
複合ウェブの中に組み込まれる構造化ウェブを製造するために使用される形成ツール中の
くぼみの形状によって決定されることになる。
【００３６】
　図３は、本発明による複合ウェブの代替的実施形態の断面図であり、その中で構造化ウ
ェブ１２０は、キャリアウェブ１１０の主表面１１２に取り付けられている。構造化ウェ
ブ１２０は、接着剤１３０により、表面１１２に取り付けられている。図１に描写される
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実施形態と異なり、接着剤１３０は、キャリアウェブ１１０の表面１１２全体にわたって
は提供されていない。むしろ、接着剤１３０は、キャリアウェブ１１０の表面１１２の一
部分のみの上に提供されている。
【００３７】
　接着剤１３０は、構造化ウェブ１２０の構造体１２２とキャリアウェブ１１０の表面１
１２との間に位置するように描写されるが、接着剤１３０は、その代わりに、構造化ウェ
ブ１２０とキャリアウェブ１１０との間の区域のいずれかの選択された部分を占有する場
合がある。
【００３８】
　接着剤１３０のパッチが、キャリアウェブ１１０の表面１１２上に、例えば、スワール
コーティング（swirl coating）、ストリップコーティング（長手方向ないしは別の方向
）などのいずれかの好適な技術（１種又は複数種）により提供されてもよい。接着剤１３
０は、上記の接着剤３０のように、いずれかの好適な組成物からのものであってもよい。
【００３９】
　図４は、別の複合ウェブ２００を描写し、この中で、カバーウェブ２４０は、カバーウ
ェブ２４０とキャリアウェブ２１０との間に位置する構造化ウェブ２２０を有する複合ウ
ェブ２００に取り付けられている。キャリアウェブ２１０は、好ましくは、その主表面２
１２上に接着剤２３０を包含する場合があり、キャリアウェブ２１０の主表面２１４はカ
バーウェブ２４０から見て外方に向く。接着剤２３０は、好ましくは、図１及び３に描写
される実施形態に関連して上記とほとんど同じ方式で、構造化ウェブ２２０をキャリアウ
ェブ２１０に取り付けるために使用されてもよい。
【００４０】
　カバーウェブ２４０は、好ましくは、接着剤２５０を、キャリアウェブ２１０に面する
カバーウェブ２４０の主表面２４２上に包含してもよい（カバーウェブ２４０は、キャリ
アウェブ２１０から見て外方に向く主表面２４４を包含する）。接着剤２５０は、好まし
くは、カバーウェブ２４０を複合ウェブ２００に取り付けるために使用されてもよい。カ
バーウェブ２４０の表面２４２上の接着剤２５０は、カバーウェブ２４０を構造化ウェブ
２２０に取り付けてもよい。
【００４１】
　両方の接着剤２３０及び２５０は、キャリアウェブ２１０の表面２１２全体にわたって
位置するように描写されているが、図３に描写される実施形態と同様に、キャリアウェブ
２１０の表面２１２の部分が接着剤２３０を含まない場合もある。加えて、接着剤２５０
は、カバーウェブ２４０の表面２４２の一部分のみの上に提供されてもよい。
【００４２】
　図５は、本発明の原則による、構造体３２２と、接続する表面薄層３２４とを包含する
構造化ウェブを、キャリアウェブ３１０の１つの主表面３１２に接着して複合ウェブ３０
０を形成する１つのシステム及び方法の中のウェブの経路及びロールを描写する。図５に
描写されるシステムは、システムを通るウェブの経路を画定する、キャリアウェブ３１０
を包含する。キャリアウェブ３１０は、様々なロール上の回転矢印により示される下流方
向にシステムを進む。供給から巻き戻され、ないしは別の方法で提供された後（例えば、
キャリアウェブ３１０は、図５に描写されるシステムによりインラインで製造されてもよ
い）、キャリアウェブ３１０は、形成ツール３６０とバックアップロール３６１との間に
形成された転移ニップの中に導かれる。
【００４３】
　複合ウェブは、好ましくは、説明される実施形態ではロールの形態である形成ツールを
使用して製造され形成されてもよいが、本発明の形成ツールは、あるいは、例えばエンド
レスベルトなどのロール以外の形態で提供されてもよいことは、理解されるべきである。
更に、形成ツール（ロールないしは別のもの）は、例えば、機械加工、エッチング、らせ
ん巻きロール（例えば、米国特許第６，１９０，５９４　Ｂ１号、名称「構造化表面を有
する物品のための工作機械（TOOLING FOR ARTICLES WITH STRUCTURED SURFACES）」中の
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もの）、スタックプレート（stacked plate）技術などのいずれかの好適な技術により製
造されてもよい。
【００４４】
　また、描写されていないが、キャリアウェブ３１０の主表面３１２は、好ましくは、接
着剤が形成ツール３６０に面するように、主表面３１２の上に位置する接着剤を包含する
。接着剤は、例えば、連続層、又は不連続区域のいずれかの好適な形態で提供されてもよ
い。いくつかのシステムでは、図５に描写される、形成及び転移システムとインラインで
あるプロセスにおいて、接着剤はキャリアウェブ３１０の表面３１２に適用されてもよい
。あるいは、形成ロール３６０上に形成されている構造化ウェブは、構造化ウェブがキャ
リアウェブ３１０の表面３１２に接触する前に、接着剤をコーティングされてもよい。別
の変形では、接着剤は、形成ロール３６０とバックアップロール３６１とによって形成さ
れるニップの中に導かれる別個の違ったウェブとして提供され得る可能性がある。
【００４５】
　キャリアウェブ３１０への接着転移のために、構造体３２２及び接続する表面薄層３２
４を包含する構造化ウェブを提供するプロセスは、溶融ポリマー組成物３７０の供給を形
成ロール３６０の外面３６２に供給することを包含し、形成ロール３６０は、その外面３
６２の中に形成された複数個のくぼみを包含する。溶融ポリマー組成物３７０は、好まし
くは、いずれかの好適な供給装置により、形成ロール３６０の外面３６２に供給されても
よい。描写されたシステムでは、溶融ポリマー組成物は、押出機３７２により供給される
。形成ロール３６０の外側表面に広がる表面薄層３２４により互いに相互接続される構造
体３２２を包含する構造化ウェブが形成されるように、外面３６２に対して作用するドク
ターブレード３７４により、溶融ポリマー組成物は形成ツールの外面３６２から拭き取ら
れるか又は取り除かれる。
【００４６】
　ドクターブレード３７４は、ポリマー組成物３７２の溶融加工温度と少なくとも同じ高
さの温度まで加熱されてもよい。ドクターブレードの温度が、押出機３７２により押し出
されるときの溶融ポリマー組成物３７０の温度とほぼ等しい（又は更にはより高い）こと
が、好ましい場合がある。
【００４７】
　描写されたシステム中の押出機３７２は、溶融ポリマー組成物３７０を、それがドクタ
ーブレード３７４と形成ツール３６０の外面３６２との境界面の中に導かれるように押し
出してもよい。場合によっては、溶融ポリマー組成物３７２は、ブレード３７４と形成ツ
ール３６０との間の境界面までドクターブレード３７４を流れ落ちる場合がある。
【００４８】
　形成ツール３６０は、好ましくは、その外面３６２の中に形成されたくぼみ３６４を包
含する。形成ツール３６０の外面３６２の中のくぼみ３６４は、好ましくは、形成ツール
３６０の外面３６２上に付着される溶融ポリマー組成物３７０の一部分によって充填され
る。くぼみ３６４を溶融ポリマー組成物３７０により充填することは、形成ツール３６０
の外面３６２上のドクターブレード３７４の拭き取り作用により高められる場合がある。
【００４９】
　溶融ポリマー組成物３７０の流速は、好ましくは、溶融ポリマー組成物の体積が、ドク
ターブレード３７４を通過するくぼみ３６４の体積と、好ましくは、ほぼ等しい場合があ
るように制御されてもよい。構造化ウェブの構造体３２２及び表面薄層３２４が形成ロー
ル３６０の上に形成されるときに、ドクターブレード３７４の背後の熱可塑性組成物の集
積を防ぐ又は低減する場合があるため、その関係が有利な場合がある。ドクターブレード
３７４の背後の熱可塑性組成物の集積は、より低い形成ツールの温度のために有害である
場合があり、これは、熱可塑性組成物の粘度を増大する可能性があり、くぼみは適切に充
填できず、及び／又は表面薄層は所望されるより厚くなる。
【００５０】
　図６は、ドクターブレード３７４と形成ツール３６０の中のくぼみ３６４を有する外面
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３６２との間の１つの可能性のある好適な関係を描写する、拡大された部分断面図である
。形成ツール３６０の外面３６２は、好ましくは、ドクターブレード３７４を、矢印によ
り示される方向に通過する。描写された実施形態の中の溶融ポリマー組成物３７０は、ド
クターブレード３７４の上面に入射し、ドクターブレード３７４と形成ツール３６０の外
面３６２との間の境界面に向かって、ドクターブレード３７４を流れ落ちる。あるいは、
溶融ポリマー組成物の流れは、それが、ドクターブレード３７４と形成ツール３６０の外
面３６２との間の境界面に直接流れ込むように調整され得る。
【００５１】
　形成ツール３６０の外面３６２の中のくぼみ３６４が、ドクターブレード３７４の下を
通過するとき、それらは、好ましくは、図６に見られるように、溶融ポリマー組成物３７
０により充填される。図６に描かれた他の構成要素に比べてそれが相対的に薄いために図
６には見られないが、ポリマー組成物３７０はまた、好ましくは、形成ロール３６０の外
面３６２上に表面薄層を形成する。
【００５２】
　描写された実施形態では、溶融ポリマー組成物３７０の流れは、好ましくは、ドクター
ブレード３７４の下を通過するくぼみ３６４の体積と、くぼみ３６４の間に伸びる表面薄
層を形成するために必要な材料の量とにほぼ等しいように調整される。結果は、好ましく
は、形成ツール３６０とドクターブレード３７４との境界面に、僅かの量のポリマー組成
物が集積するか又は全く集積しないということである。
【００５３】
　その結果を実現するには、形成ツール３６０の温度を、次のものの１つ以上と共に制御
することを伴う場合がある：ドクターブレード温度、溶融ポリマー組成物温度、形成ツー
ル速度（ドクターブレードに対して）、溶融ポリマー組成物の流速、形成ツール３６０上
にドクターブレード３７４によって発揮される圧力又は力など。
【００５４】
　本明細書で論じられるように、本発明は、好ましくは、構造化ウェブの形成ツールから
の接着剤に援助された取り外し、及び構造化ウェブのキャリアウェブの主表面への接着を
伴う。図５を再び参照すると、本発明の方法は、好ましくは、キャリアウェブ３１０の表
面３１２への、接着剤に援助された構造化ウェブの転移を伴ってもよい。
【００５５】
　形成ツール上のくぼみ内のポリマー組成物（又はその部分）が、例えば、多孔質のキャ
リアウェブの浸潤及び／又はポリマー組成物内の繊維の封入を促進するように、その溶融
加工温度に又はその近くに維持される方法とは対照的に、本発明の方法は、好ましくは、
ポリマー組成物が形成ツールの上に位置する間にポリマー組成物の固化を結果として生じ
、構造化ウェブが、例えば、キャリアウェブ上の接着剤と接触するときに、ポリマー組成
物により形成された構造化ウェブが形成ツールから取り外されると共にキャリアウェブに
接着されるようにする。
【００５６】
　構造化ウェブが形成ツールから取り外され及びキャリアウェブに接着される前に、くぼ
み内及び形成ツールの表面上のポリマー組成物を固化することにより、多孔質キャリアウ
ェブの湿潤及び／又はキャリアウェブ上の繊維の封入が好ましくは防がれる場合がある。
ポリマー組成物を、十分に固化するために、形成ツールが、ポリマー組成物の溶融加工温
度より著しく低い温度に保持されることが好ましい場合がある。例えば、溶融ポリマー組
成物が、形成ツールの外側表面に接触する前に、形成ツールの外面の温度が、ポリマー組
成物の溶融加工温度よりも約２０℃以上低い温度に保持されることが好ましい場合がある
。
【００５７】
　構造化ウェブの形成ツールからの取り外し、及び構造化ウェブのキャリアウェブへの取
り付けは、好ましくは、構造化ウェブの構造体がくぼみ内に位置するか又はキャリアウェ
ブに取り付けられるかのいずれかであるように同時に起こる（即ち、構造化ウェブは、好
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ましくは、それがキャリアウェブに接着される前に形成ツールから取り外されない）。し
かしながら、場合によっては、構造化ウェブのキャリアウェブへの接着は、初めの取り外
し及び接着の後に、追加の加工により増強される場合がある。例えば、そこに接着された
構造化ウェブを有するキャリアウェブを包含する複合ウェブは、最初の取り外し及び取り
付けの後で構造化ウェブのキャリアウェブへの接着を強化するために、熱、圧力などを受
ける場合がある。
【００５８】
　ポリマー組成物は形成ツールのくぼみの中及び表面上にある間に固化するため、構造化
ウェブの構造体は、好ましくは形成ツールのくぼみによって画定される選択された形状を
有する。構造化ウェブの構造体は、好ましくは、形成ツール中のくぼみの形状を取り、即
ち、構造体はくぼみの痕跡である。更に、くぼみの中に形成されたときの構造体の選択さ
れた形状は、構造化ウェブの取り外し及びキャリアウェブへの取り付け中に、構造体がく
ぼみから取り外されるときに、好ましくは、永久的には変形されない。構造化ウェブの構
造体の形状についてのこうした制御は、それらの構造体と関連した機械的特性（例えば、
弾性、強度など）についての改善された制御を提供する場合がある。
【００５９】
　構造体の選択された形状についての制御に加えて、本発明はまた、構造化ウェブ内の選
択された配置における構造体を提供する。構造化ウェブの形成ツールからキャリアウェブ
への直接的な接着取り外し及び取り付けのために、構造化ウェブの構造体のその選択され
た配置は、好ましくは複合ウェブにおいて保たれる。本明細書で論じられるように、構造
化ウェブの取り外し及び取り付けは、好ましくは、構造化ウェブが緩和した状態にあると
きに行われる。こうした緩和した状態にあるとき、構造化ウェブ中の構造体の選択された
配置は、好ましくは、転移プロセス中に保たれる。好ましい方法及び複合ウェブでは、構
造化ウェブの構造体は、形成ツール上のくぼみ内に位置するか、又は構造化ウェブの一部
のキャリアウェブに接着されるかのいずれかである。
【００６０】
　図５に描写されたシステム及び方法は、キャリアウェブの１つの主表面のみに取り付け
られた構造化ウェブを有する複合ウェブを生成するが、本発明は、キャリアウェブの両方
の主表面上に構造化ウェブを包含する複合ウェブを製造するために使用されてもよい。こ
うした方法の１つの例は、２つの別個のキャリアウェブの各々の１つの表面に構造化ウェ
ブを形成する及び取り付けることを備えてもよい。そこに取り付けられた構造化ウェブを
包含しない、２つのキャリアウェブの主表面は次に互いに取り付けられて（例えばラミネ
ート加工されて）、両方の主表面に取り付けられた構造化ウェブを有する一体型キャリア
ウェブを形成してもよい。あるいは、単一のキャリアウェブが、形成ツールの各々が構造
化ウェブをキャリアウェブの両方の主表面に取り付ける、２つの形成ツールによって形成
されたニップの中に導かれてもよい。別の代替案では、構造化ウェブは、単一キャリアウ
ェブの対向する主表面に連続的に取り付けられることができ、第１構造化ウェブがキャリ
アウェブの第１主表面に取り付けられ、続いて、第２構造化ウェブが、キャリアウェブの
第２主表面に取り付けられる。
【００６１】
　図５は、溶融ポリマー組成物１つだけの形成ロールへの適用を描写しているが、２つ以
上の異なるポリマー組成物が、本発明に関連して使用される形成ツールの外面に適用され
て、単一の構造化ウェブが、２つ以上の異なるポリマー組成物から形成されてもよい。図
７は、３つの溶融ポリマー組成物（ゾーンＡ、Ｂ、及びＣ中の）が、形成ツール４６０（
軸４６１の周りに回転するロールの形態である）の表面の異なる部分に供給される１つの
システムの一部分を描写している。複数の押出機４７２ａ、４７２ｂ、及び４７２ｃが使
用される場合、異なるポリマー組成物は、異なるゾーン中の溶融ポリマー組成物が、加工
中に混合しないような方式で供給されてもよい。ゾーン型フィードブロック（zoned feed
blocks）などのような代替的技術が使用されて、異なるゾーン中の溶融ポリマー組成物を
供給してもよい。
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【００６２】
　形成ツール４６０はまた、異なる溶融熱可塑性組成物が適用されてもよい、くぼみの異
なるセット４６４ａ、４６４ｂ、及び４６４ｃを包含してもよい。形成ツール４６０上の
異なるゾーン中のくぼみは異なる形状であり、異なる大きさを有し、及び異なる間隔を有
する。例えば、ゾーンＣの中のくぼみは、不規則な、非繰り返しパターンで配置されてい
るが、ゾーンＡ及びＢの中のくぼみは規則的な、繰り返しパターンで配置されている。形
状、間隔、及びくぼみの配置において、多くの他の変形が可能である。
【００６３】
　図２に描写される構造化ウェブ２０の構造体２２は、構造体２２の外部周辺部内に位置
する下層のキャリアウェブ１０の表面積のすべてを覆うが、本発明の構造化ウェブの構造
体は、あるいは１つ以上の空間を包含してもよく、その中で表面薄層の一部分は、周囲の
ポリマー構造体内に形成された空間を横切って広がる。結果として生じる構成は、例えば
、キャリアウェブ中に形成されたボタン穴、スロット、穿孔、又は他の開口部の区域中の
キャリアウェブを補強するように使用されてもよい。同様な構造体の他の用途、例えば、
複合ウェブの通気性改善などが想定されてもよい。
【００６４】
　キャリアウェブ５１０の主表面上のこうした構造体５２２の１つの実施例が、図８に描
写される。構造体５２２は、表面薄層５２４の一部分が横切って伸びる内部周辺部５２３
を有する空間を包含するリング形状の物品の形態である。構造体５２２内に形成された内
部周辺部５２３を横切って伸びる表面薄層５２４のその部分は、構造体５２２によって囲
まれている。描写されたリング形状の構造体５２２及びその空間（内部周辺部５２３によ
って画定されるような）は両方が細長い楕円形様の形状を有するが、本発明の構造化ウェ
ブ中の構造体は、いずれの所望の形状、例えば円形、正方形、三角形、不規則な形状など
において形成されてもよい。
【００６５】
　更に、こうした構造体中の空間の形状は、構造体の外部周辺部の全体的な形状に対応し
ていてもよいし（構造体５２２中の空間のように）、又はそれらは異なっていてもよい。
例えば、構造体内の空間が異なる外形（例えば、正方形など）を有する一方で、構造体は
１つの形状（例えば、円形など）の外部周辺部を有してもよい。加えて、構造体５２２は
、その中に位置する唯一の空間を包含するが、本発明に関連して提供される構造体は、そ
の中に形成された１超過の空間を包含してもよい。例えば、本発明の単一の構造体が、２
つ以上の別個の及び違った空間を包含してもよい。
【００６６】
　図９及び１０は、形成ツール５６０の外面５６２の中のくぼみ５６４の１つの実施例を
描写している（図９及び１０の中にはその一部分のみが描写されている）。くぼみ５６４
は、図８に描写されるように、構造体５２２を形成するために使用されてもよい。リング
形状のくぼみ５６４は、形成ツールの表面５６２の中に、くぼみ５６４によって形成され
たリングの中に位置する凸部５６５を有する細長いトラフの形態で伸びている。
【００６７】
　くぼみ５６４の中央に形成された凸部５６５は、好ましくは、くぼみ５６４を囲む形成
ツールの外面５６２と同じ高さであってもよい。くぼみ５６４は、その中に形成された唯
一の凸部５６５を有して描写されているが、本発明の方法に関連して使用されるくぼみは
、そう所望される場合には（本明細書で論じられるように、２つ以上の空間を有する構造
体を形成するために）、各くぼみ内に位置する２つ以上の凸部を包含してもよい。更に、
凸部及び周囲のくぼみの形状はまた変化してもよく、例えば円形の最外部周辺部を有する
くぼみが異なる形状を有する凸部と組み合わされてもよい。別の変形では、凸部は、図９
及び１０に描写されるように、くぼみ内の中心になくてもよい。
【００６８】
　図９に描写される別の変形は、形成ツール５６０の表面５６２に対するくぼみ５６４の
深さの変形であり、くぼみ５６４は、凸部５６５に最も近いところで最も深く、及びくぼ
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み５６４の最外部周辺部のところでより浅い深さまで上昇する。こうした構成は、結果と
して生じる構造体の外部周辺部のところ（構造体が周囲の表面薄層と出会うところ）で、
より漸進的に薄くなるため構造化ウェブ中の構造体に、より可撓性のある縁部を提供する
場合がある。
【００６９】
　本発明に関連して使用するために好適なポリマー組成物は、それらが、形成ツールの外
面上に付着されてドクターブレードによって作用されるときに少なくとも部分的にくぼみ
を充填するために十分に流動するように溶融加工可能であるが、溶融プロセス中に著しく
劣化しないものである。多種多様なポリマー組成物が、くぼみの形状及び加工条件に依存
して、本発明のプロセスに使用するために好適な溶融及び流量特性を有する場合がある。
例えば、本明細書に記載されるように、形成ツールの表面上の溶融ポリマー組成物を拭き
取る間に、ポリマー組成物のいずれかの粘弾性の回復特性が、それらをくぼみから著しく
後退させないように、溶融加工可能な材料及び加工条件が選択されることが更に好ましい
場合がある。
【００７０】
　本発明の方法では、構造化ウェブを形成してキャリアウェブへ転移するために使用され
る形成ツールの外面は、ポリマー組成物の溶融加工温度より低い温度に維持される。本発
明のポリマー組成物の「溶融加工温度」は、５秒以下の期間内にポリマー組成物が流動で
きる又は形成ツール中のくぼみの中に入ることができる（本明細書に記載されるように）
最低温度である。場合によっては、溶融加工温度は、非晶質ポリマー組成物についてはガ
ラス転移温度若しくはその僅かに上であってもよいし、又は結晶性若しくは半結晶性ポリ
マー組成物については溶融温度若しくはその僅かに上であってもよい。ポリマー組成物が
、１つ以上の結晶性及び１つ以上の半結晶性ポリマーのどちらか又は両方とブレンドされ
た１つ以上の非晶質ポリマーを包含する場合、溶融加工温度は、非晶質ポリマーの最高ガ
ラス転移温度又は結晶性及び半結晶性ポリマーの最高溶融温度の内の高い方である。加え
て、形成ツールの外面の温度が、形成ツールに付着されたポリマー組成物の溶融加工温度
より少なくとも２０℃以上低いことが好ましい場合がある。
【００７１】
　本発明に関連して使用されるポリマー組成物が、熱可塑性ポリマー組成物であることが
、好ましい場合がある。好適な可能性のある熱可塑性ポリマー組成物のいくつかの例には
、ポリウレタン、ポリオレフィン（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレンなど）、ポリ
スチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリメタクリレート、エチレンビニルアセ
テートコポリマー、エチレンビニルアルコールコポリマー、ポリ塩化ビニル、アクリレー
ト変性エチレンビニルアセテートポリマー、エチレンアクリル酸コポリマー、ナイロン、
フルオロカーボンなどを挙げてもよいが、これらに限定されない。好適な熱可塑性ポリマ
ーは、一般に、ＡＳＴＭ　Ｄ１２３８に指定されるような、ポリマーに対して適切な条件
で測定された、５～２００グラム／１０分のメルトフローインデックスを有する。更に、
熱可塑性組成物は、例えば、熱可塑性ホットメルト接着剤であってもよい。
【００７２】
　本発明のポリマー組成物は、非エラストマーの又はエラストマーのポリマーのどちらか
又は両方を包含してもよい。非エラストマーのポリマーは、ゴム状弾性を周囲条件（例え
ば、室温及び室内圧力）で示さないポリマーである。本発明に関連して使用されるとき、
「非エラストマーの」とは、非エラストマー材料から形成された構造化ウェブ中の構造体
が、引き伸ばされて緩和した後にその元の形状を実質的に回復しないことを意味する。更
に、非エラストマーのポリマーから形成された構造化ウェブ中の構造体は、好ましくは、
変形及び緩和に続く永久歪を持続する場合があり、この永久歪は、好ましくは、適度の伸
長、例えば約５０％において（破壊又は他の破損なしに５０％まで等しく引き伸ばされ得
る材料について）、元の長さの少なくとも約２０％以上、より好ましくは少なくとも約３
０％以上である。
【００７３】
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　エラストマーの（又は弾性の）ポリマーは、ゴム状弾性を周囲条件（例えば、室温及び
室内圧力）で示すポリマーである。本発明に関連して使用されるとき、「エラストマーの
」とは、エラストマー材料から形成された構造化ウェブ中の構造体が、引き伸ばされて緩
和した後にその元の形状を実質的に回復することを意味する。更に、エラストマーのポリ
マーから形成された構造化ウェブ中の構造体は、好ましくは、変形及び緩和に続く小さい
永久歪のみを持続する場合があり、この永久歪は、好ましくは、適度の伸長、例えば約５
０％において、元の長さの約３０％以下、より好ましくは約２０％以下である。
【００７４】
　本発明に関連して使用されるエラストマーのポリマー組成物は、純エラストマーと、室
温において実質的なゴム状弾性を依然として示すエラストマー相又は内容物とのブレンド
との両方であり得る。米国特許第５，５０１，６７９号（クルーガー（Krueger）ら）は
、本発明に関連して使用が考えられてもよいエラストマー材料に関して、いくつかの更な
る解説を提供している。
【００７５】
　本発明に関連して使用される弾性ポリマー組成物は、１つ以上のポリマーを包含するこ
とができる。例えば、ポリマー組成物は、ポリマーが室温でゴム状弾性を示すように、エ
ラストマー相とのブレンドであり得る。好適な弾性ポリマー組成物には、ブロックコポリ
マー、例えば従来のＡ－Ｂ又はＡ－Ｂ－Ａブロックコポリマー（例えばスチレン－イソプ
レン－スチレン、スチレン－ブタジエン－スチレン、スチレン－エチレン－ブチレン－ス
チレンブロックコポリマー）、エラストマーポリウレタン、オレフィンエラストマー、特
にエラストマーエチレンコポリマー（例えばエチレン酢酸ビニル、エチレン／オクテンコ
ポリマーエラストマー、エチレン／プロピレン／ジエンターポリマーエラストマー）並び
にこれらの互いの混合物、他の弾性熱可塑性ポリマーとの混合物又は非弾性ポリマーとの
混合物を挙げてもよい。
【００７６】
　本発明と関連して使用されるポリマー組成物はまた、所望の効果のために様々な添加剤
と組み合わせることができる。これらには、例えば、充填剤、粘度低下剤、可塑剤、粘着
性付与剤、着色剤（例えば染料又は顔料）、酸化防止剤、帯電防止剤、結合助剤、粘着防
止剤、スリップ剤、安定剤（例えば熱及び紫外線）、発泡剤、ミクロスフェア、ガラスバ
ブル、強化用繊維（例えばマイクロファイバー）、内部剥離剤、熱伝導性粒子、導電性粒
子などが挙げられる。ポリマー組成物において有用であり得るこうした材料の量は、こう
した材料を加工及び使用する分野の当業者により、容易に決定され得る。
【００７７】
　本発明の複合ウェブにおいて構造化ウェブをキャリアウェブに接着するために使用され
る接着剤は、例えば硬化性、感圧性、熱活性化、ホットメルトなどのいずれかの好適な組
成物からのものであってもよい。接着剤が、感圧性接着剤以外のものである場合には（例
えば、硬化性、熱活性化、ホットメルトなど）、それは、好ましくは、構造化ウェブを形
成ツールから、転移条件下で取り外すために十分な粘着性を示す。本明細書で論じられた
ように、構造化ウェブのキャリアウェブへの接着は、取り外し後に（例えば転移点の下流
で）更に増強される場合がある。
【００７８】
　感圧特性を示す接着剤を使用することが好ましい場合がある。感圧性接着剤を識別する
ための１つの周知の技術は、ダルキスト（Dahlquist）基準である。この基準は、「感圧
性接着剤技術ハンドブック（Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology）」
（ドナタス・サタス（Donatas Satas）（編）、第２版、１７２ページ、ヴァン・ノスト
ランド・レインホールド（Van Nostrand Reinhold）、ニューヨーク州ニューヨーク（New
 York）、１９８９年）に記載されるように、感圧性接着剤を、１×１０－６ｃｍ２／ダ
インを超える１秒クリープコンプライアンスを有する接着剤として定義する。あるいは、
弾性率は１次近似まではクリープコンプライアンスの逆数であるため、感圧性接着剤は１
００ｋＰａ（１×１０６ダイン／ｃｍ２）未満のヤング率を有する接着剤として定義され
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てもよい。感圧性接着剤を識別するための別の周知の技術は、それが室温で積極的に及び
永久的に粘着性であり、並びに指又は手の圧力を超える必要のない単なる接触だけで多様
な異種表面にしっかりと接着し、並びに「感圧接着テープのための試験方法（Test Metho
ds for Pressure Sensitive Adhesive Tapes）」（感圧テープ協議会（Pressure Sensiti
ve Tape Council）、１９９６年）に記載されるように、残留物を残すことなく滑らかな
表面から取り外される場合があるということである。好適な感圧性接着剤の別の好適な定
義は、２５℃における周波数に対する弾性率のグラフにプロットしたときに次の点によっ
て画定される区域内に室温貯蔵弾性率をそれが好ましくは有することである：およそ０．
１ラジアン／秒（０．０１７Ｈｚ）の周波数における、およそ２０ｋＰａ（２×１０５ダ
イン／ｃｍ２）～４０ｋＰａ（４×１０５ダイン／ｃｍ２）の弾性率範囲、及びおよそ１
００ラジアン／秒（１７Ｈｚ）の周波数における、およそ２００ｋＰａ（２×１０６ダイ
ン／ｃｍ２）～８００ｋＰａ（８×１０６ダイン／ｃｍ２）の弾性率範囲（例えば、「感
圧性接着剤技術ハンドブック（Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology）
」（ドナタス・サタス（Donatas Satas）（編）、第２版、ヴァン・ノストランド・レイ
ンホールド（Van Nostrand Rheinhold）、ニューヨーク、１９８９年）の１７３ページ、
図８～１６参照）。感圧性接着剤を識別するこれらの方法のいずれかを使用して、本発明
に関連して使用するために好適な可能性のある感圧性接着剤を識別してもよい。
【００７９】
　キャリアウェブ（及び／又は存在する場合カバーウェブ）中の材料（１つ又は複数）の
種類及び構成は、構造化ウェブを形成ツールから接着取り外しするための適切なキャリア
ウェブを選択するときに、考慮されるべきである。例えば、キャリアウェブは、構造化ウ
ェブの形成ツールからの接着取り外し中に生成される力のために、それが分離する、薄い
層に裂けるなどしないように十分な内部強度を有するべきである。
【００８０】
　本発明の方法によって製造される複合ウェブの様々な断面図において描写されるキャリ
アウェブは単層構造体として図解されるが、キャリアウェブが単層の構成であっても又は
多層の構成であってもよいことは理解されるべきである。多層の構成が使用される場合、
様々な層が同じ又は異なる特性、構成などを有してもよいことは理解される。これらの変
形のいくつかは、例えば、係属中の米国特許出願０９／２５７，４４７、名称「不連続な
ステム領域を有するウェブ（WEB HAVING DISCRETE STEM REGIONS）」（１９９９年２月２
５日出願）（ＰＣＴ国際公開特許第００／５０２２９号（International Publication No
. WO 00/50229）として公開）に記載されるようなものであってもよい。
【００８１】
　いくつかの好適な可能性のあるキャリアウェブの例には、例えば、織布材料、不織布材
料、ニット材料、網目、スクリム、フォーム、紙、フィルム、又はニップ点を通って供給
され得るいずれかの他の連続媒体を挙げてもよい。キャリアウェブは、例えば伸張性、弾
性、可撓性、適合性、通気性、多孔性、剛性などのような多種多様な特性を有してもよい
。更にキャリアウェブは、平坦な平面シート構成からのプリーツ、波形、マイクロクレー
ピング、又は他の変形を包含してもよい。
【００８２】
　場合によっては、キャリアウェブが幾らかのレベルの伸張性、及びまた場合によっては
、弾性を示す場合がある。好ましい場合がある伸張性ウェブは、少なくとも約５０ｇ／ｃ
ｍ、好ましくは少なくとも約１００ｇ／ｃｍの初期降伏張力を有する場合がある。更に伸
張性ウェブは、好ましくは伸張性不織布ウェブであってもよい。
【００８３】
　本発明に関連して使用されてもよい不織布ウェブを作製するために好適なプロセスには
、エアレイイング、スパンボンド、スパンレース、結合メルトブロウンウェブ及び結合カ
ードウェブ形成プロセスを挙げてもよいが、これらに限定されない。スパンボンド不織布
ウェブは、溶融された熱可塑性プラスチックを紡糸口金の一連の細密ダイオリフィスから
フィラメントとして押し出すことによって作製される。例えば、非排出（non-eductiv）
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若しくは排出（eductive）流体引き抜き、又は米国特許第４，３４０，５６３号（アペル
（Appel）ら）；第３，６９２，６１８号（ドルシュナー（Dorschner）ら）；第３，３３
８，９９２号及び第３，３４１，３９４号（キニー（Kinney））；第３，２７６，９４４
号（レビ（Levy））；第３，５０２，５３８号（ピーターソン（Peterson））；第３，５
０２，７６３号（ハートマン（Hartman））及び第３，５４２，６１５号（ドボ（Dobo）
ら）に記載されているような他の既知のスパンボンド機構によって、押し出されたフィラ
メントの直径は張力下で迅速に低減される。スパンボンドウェブは、好ましくは結合され
てもよい（ポイント結合又は連続結合）。
【００８４】
　不織布キャリアウェブはまた、結合カードウェブから作製されてもよい。カードウェブ
は、分離された短繊維から作製され、この繊維は、ほぼ機械方向に配向された繊維状不織
布ウェブを形成するために、短繊維を機械方向に分離及び整列するコーミング又はカーデ
ィングユニットを通して送られる。しかしながら、ランダマイザーを使用して、この機械
方向の配向を低減することができる。カードウェブが形成されたら、次に好適な引張特性
を与えるために、それはいくつかの結合方法の１つ以上によって結合される。１つの結合
方法は、粉末結合であって、粉末接着剤がウェブを通して分配され、次いで通常はウェブ
及び接着剤を熱風で加熱することによって活性化される。別の結合方法は、加熱されたカ
レンダーロール又は超音波結合機器を使用して繊維を共に結合するパターン結合であり、
通常は局部的結合パターンであるが、そう所望される場合には、ウェブをその全表面にわ
たって結合することができる。一般に、ウェブのより多くの繊維が共に結合されるほど、
不織布ウェブの引張特性は大きくなる。
【００８５】
　エアレイイングは、本発明において有用な繊維状不織布ウェブが作製できる別のプロセ
スである。エアレイイングプロセスでは、通常は６～１９ミリメートルの範囲の長さを有
する小繊維の束が分離されて、供給空気に同伴され、次いで多くの場合、真空供給の援助
によって、形成スクリーン上に付着される。次に、ランダムに付着された繊維が、例えば
熱風又は噴霧接着剤を使用して互いに結合される。
【００８６】
　メルトブロウン不織布ウェブは、複数のダイオリフィスから熱可塑性ポリマーを押し出
すことにより形成されてもよく、このポリマー溶融ストリームは、ポリマーがダイオリフ
ィスから出る位置のすぐのところのダイの２つの面に沿う高速熱風又は蒸気によって直ち
に細径化される。結果として生じる繊維は、収集表面上に収集される前に、結果として生
じる乱気流中で絡み合って凝集性ウェブになる。一般に、本発明に十分な一体性及び強度
を提供するために、メルトブロウンウェブは、上記のように空気通過結合、熱又は超音波
結合などによって、更に結合されなければならない。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、幾らかの伸張をキャリアウェブ及び／又は複合ウェブ中に付
与することが好ましい場合がある。キャリアウェブの伸張又は永久的伸長は、キャリアウ
ェブが不織布ウェブであるときには特に有用である場合がある。いくつかの好適な可能性
のあるプロセスの例が、例えば、米国特許出願公開第２００５／０２１４４６１号に論じ
られている場合がある。例えば、その参照文献の図３は、物品が永久的に伸長されるよう
に物品の部分が漸増式に引き伸ばされるプロセスを描写している。引き伸ばしに応じて起
こる構造的変化によって、物品は引き伸ばしに対して低減された抵抗を有し、物品に取り
付けられたエラストマー構造体は、好ましくは、キャリアウェブの永久的伸長によって提
供される範囲まで伸びることができてもよい。
【００８８】
　キャリアウェブの伸張又は伸長は、構造化ウェブを取り付ける前に、又は構造化ウェブ
を取り付けた後に行われてもよい。キャリアウェブが、キャリアウェブを取り付ける前に
引き伸ばされる又は伸長される場合、こうした引き伸ばし又は伸長は、構造化ウェブを取
り付けるために使用されることになるキャリアウェブに接着剤を適用する前又は後に行わ
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れてもよい。キャリアウェブの引き伸ばし又は伸長は、結果として生じる複合ウェブに有
益な特性を提供する場合がある。引き伸ばし又は伸長は、機械方向若しくは下方ウェブ方
向であるか、及び／又は横断ウェブ方向であってもよい（これは、例えば、米国特許第４
，９６５，１２２号及び第４，９８１，７４７号（両方ともモルマン（Morman））に論じ
られるように、ネッキングを生じる場合がある）。キャリアウェブ中にネッキングを生じ
るプロセスは、キャリアウェブ中に横断ウェブ伸張性を、ひいては複合ウェブ中に弾性を
作り出すために有用である可能性がある。
【００８９】
　「リングロール」と呼ばれることもあるプロセスは、本発明の望ましい漸増式引き伸ば
し操作である場合がある。リングロールプロセスでは、相互係合段ロール（corrugated i
nterengaging rolls）が使用されて、物品を永久的に伸長して引き伸ばしに対するその抵
抗を低減する。結果として生じる複合体は、リングロールプロセスを受けた部分において
、より大きい度合いの伸縮性を有する。したがって、この第２操作は、物品の局部的部分
における伸縮特性を実現する際に、追加的な可撓性を提供する場合がある。
【００９０】
　本発明に関連して使用するために好適な場合がある材料を、機械方向又は機械横方向に
漸増式に引き伸ばす及び永久的に変形する相互係合段ロール（corrugated interengaging
 rolls）を使用することにより、伸張性の又はさもなければ実質的に非弾性の材料に伸縮
性を付与するための方法は、米国特許第４，１１６，８９２号；第４，８３４，７４１号
；第５，１４３，６７９号；第５，１５６，７９３号；第５，１６７，８９７号；第５，
４２２，１７２号；及び第５，５１８，８０１号に開示されている。いくつかの実施形態
では、物品は、相互係合段ロール（corrugated interengaging rolls）の中に、この第２
操作の機械方向に関して傾斜した向きで供給されてもよい。あるいは、第２操作は、圧力
下で中間構造体に適用される１対の相互係合溝付きプレートを用いて、局部的部分におけ
る中間構造体の漸増的な引き伸ばしを実現してもよい。
【００９１】
　伸張性はまた、米国特許第５，２２６，９９２号及び第５，９１０，２２４号（両方と
も、キンバリー・クラーク・ワールドワイド社（Kimberly-Clark Worldwide, Inc.）に譲
渡）に記載されるように、ネッキングを介してキャリアウェブに付与される場合がある。
伸張性を付与する別の方法は、米国特許第５，９１４，０８４号及び第６，１１４，２６
３号（両方とも、プロクター・アンド・ギャンブル社（The Procter & Gamble Company）
に譲渡）に記載されるように、圧密化（consolidation）によるものである。
【００９２】
　複合ウェブが、使用条件下において典型的なひずみを受けたときに、伸張性キャリアウ
ェブが、引き伸ばしに対して抵抗を示さないことが望ましい場合がある。複合ウェブによ
って経験される使用中のひずみは、例えば、複合ウェブが、着用者に適用される又は着用
者から取り外される衣類又は他の物品の中に使用されるとき、及び物品が着用されている
ときの引き伸ばしが原因である場合がある。こうした複合ウェブ中の伸張性のキャリアウ
ェブは、複合ウェブに所望の伸縮性を付与するために、好ましくは、予めひずみを与えら
れていてもよい。典型的には、伸張性のキャリアウェブが、使用中の最大ひずみ（典型的
には、約２５０％未満のひずみ）の約１．５倍まで予めひずみを与えられるとき、伸張性
のキャリアウェブは、それが使用中のひずみの範囲内のひずみに対して抵抗を示さないよ
うに、及び複合ウェブの弾性特性が、複合ウェブ中に使用される構造化ウェブとキャリア
ウェブ（及び他の構成要素）の弾性特性の合計と実質的に同じであるように、永久的に伸
長されるようになる。
【００９３】
　キャリアウェブ及び／又は複合ウェブはまた、例えば、ＰＣＴ国際公開特許第９６／１
０４８１号（アブト（Abuto）ら）に開示されるように、スキップスリットを入れること
により伸張性にすることができる。弾性の、伸張性ウェブが所望である場合には、スリッ
トは不連続であり、一般にウェブがいずれかの弾性構成要素、例えば弾性構造化ウェブに
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取り付けられる前にウェブの上で切断される。弾性構造化ウェブが非弾性キャリアウェブ
に取り付けられた後に、スリットを非弾性キャリアウェブ中に作り出すこともまた可能で
ある場合もある。非弾性キャリアウェブ中のスリットの少なくとも一部分は、弾性複合ウ
ェブの伸張性又は弾性の意図された方向（少なくとも最初の方向）に対して、好ましくは
、ほぼ垂直である（又は実質的に垂直のベクトルを有する）場合がある。ほぼ垂直とは、
選択されたスリット（１つ又は複数）の長手方向軸と伸張性の方向との間の角度が、６０
～１２０°であることを意味する。全体の複合ウェブが弾性であるように、記載されたス
リットの十分な数がほぼ垂直である。弾性複合ウェブが、少なくとも２つの異なる方向に
弾性を示すことを意図するときは、２つの方向のスリットを提供することが有利である。
【００９４】
　このように、本発明による複合ウェブ、並びにそれらを製造する方法及びシステムの基
礎的特徴のいくつかについて記載してきたが、本発明の１つの代表的な適用が、これから
記載される。いくつかの理由により望ましい場合がある弾性、即ち適度の伸長後にそれら
の元の形状を少なくとも部分的に回復するための能力を提供するために、本発明のいくつ
かの複合ウェブが物品中に使用される場合がある。例えば、弾性は、衣類（例えば、おむ
つ、トレーニングパンツ、ガウンなど）のような品のためのファスニングシステムと関連
して有用である場合がある。衣類の弾性は、動的な適合と呼ばれてもよいもの、即ち、着
用者の動きに応じて伸びる及び回復する能力を提供することができる。
【００９５】
　図１１は、本発明による複合ウェブから製造された１つ以上の構成要素を包含する場合
がある、使い捨ておむつ６８０の１つの実施例を描写している。おむつ６８０は、おむつ
に関連して有用な様々な材料から製造されてもよい本体６８２を包含する。いくつかの代
表的なおむつの構成は、例えば、米国特許第５，３９９，２１９号（ロースラー（Roessl
er）ら）及び同第５，６８５，８７３号（ブリューマー（Bruemmer）ら）に記載されてい
る場合がある。本明細書に記載される、本発明の複合ウェブを組み込む場合がある代表的
な物品はおむつであるが、本発明の複合ウェブはまた、キャップ、ガウン、靴カバー、女
性用ケア物品、失禁衣類などのような他の物品によっても用いられることができる。
【００９６】
　おむつ６８０は、物品の使用中に物品のウエストバンド区分を着用者の周りに固定する
ために、本体６８２から横に伸びて少なくとも１つのウエストバンド部分６８３の対向す
る外側端に接続されるファスニングタブ６８４を、好ましくは包含してもよい。ファスニ
ングタブ６８４は、好ましくは、本発明の原則による１つ以上の複合ウェブを組み込んで
もよい。
【００９７】
　おむつ６８０はまた、おむつ６８０の対向する末端部でウエストバンド部分６８５の中
に位置するファスニングタブ受け入れ区域６８６を包含してもよい。ファスニングタブ６
８４は、おむつを着用者の上に保つために、ファスニングタブ受け入れ区域６８６に取り
付けられてもよい。図１１には２つの受け入れ区域が描写されているが、場合によっては
、ウエストバンド６８５の区域中のおむつを実質的に横断して伸びる、単一のより大きい
受け入れ区域が提供されてもよいことが理解される。
【００９８】
　ファスニングタブ受け入れ区域６８６は、ファスニングタブ６８４を保つためにいずれ
かの好適な構成を有することができる。例えば、ファスニングタブ６８４が、その上に形
成されるフックを包含する場合には、受け入れ区域６８６は、例えば、ファスニングタブ
６８４を受け入れ区域６８６上に保つために、フックと連携するループ状の材料から構築
されてもよい。
【実施例】
【００９９】
　次の非限定的実施例が、本発明のいくつかの原則に従う複合ウェブを製造する１つの方
法を説明するためだけに提供される。
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【０１００】
　複合ウェブが、図５に示されるものに類似したシステムを使用して生成された。７５ｍ
ｍ直径の単軸押出機が使用されて、７０重量％のスチレン－エチレンブチレン－スチレン
ブロックコポリマー（クレイトン（KRATON）Ｇ１６５７）、３０重量％のメタロセン触媒
ポリエチレン（エンゲージ（Engage）８４５２）、及び２ｐｐｈのＴｉＯ２マスターバッ
チ（クラリアント（Clariant））のブレンドからなる溶融ポリマーを、およそ２３５℃の
溶融温度でネックチューブに供給した。
【０１０１】
　ネックチューブは、およそ１８５ｃｍの外周を有するスチール製形成ロールの外面に溶
融ポリマーを供給するダイに接続された。ダイは、以下に記載されるように、くぼみを持
つ形成ロールの部分上に溶融ポリマーを付着するために、溶融ポリマーを２つの別個のス
トライプで供給するように設計されていた。ダイの基部には、ドクターブロックがあった
。
【０１０２】
　形成ロールの外面は、その中に形成された配列した矩形形状のくぼみを有するように、
化学エッチングプロセスを使用して機械加工されていた。矩形は、ロール横断方向に１．
５ｍｍの幅及び機械（下方ウェブ）方向に２．５ｍｍの長さを有した。矩形は、ロール横
断方向及び機械方向の両方において４．２ｍｍの中心間の間隔を有し、正方形の配列に配
置された。２つのこうした配列がロール上に存在し、機械方向のストライプにおいて、２
つのストライプ間に平らなロール表面（くぼみを持たない）を有して配列された。形成ロ
ールは、くぼみが機械加工された後、剥離剤塗布によりプラズマコーティングされた。操
作中、ロールの温度は、ロールの内部を通って循環される水を使用して制御され、水は、
ロールに供給されるときに４０℃の公称温度で保持された。
【０１０３】
　ダイ及びドクターブロックは、溶融ポリマーのフィルムが、形成ロールの表面上に形成
されるように位置付けられた。形成ロールの回転は、ポリマーの薄い表面薄層を形成ロー
ルの外側表面上に形成する間に、ドクターブロックが溶融ポリマーを拭き取ってくぼみの
中に入れるようにした。過剰の溶融ポリマーは、このプロセス中に、小さいロールバンク
（rolling bank）を形成した。
【０１０４】
　ドクターブロックの拭き取り作用の後、形成ロールは、形成ロールの外側表面上の構造
化ウェブが、ＴＥＳＡ剥離テープで包まれた適合するバックアップロールに対して、不織
布キャリアウェブと強制的に接触させられるまで回転し続けた。
【０１０５】
　不織布キャリアウェブは、２７グラム／平方メートルの坪量を有する高伸張カード不織
布（プロダクトＣ００７５スタイル３３２０（Product C0075 Style 3320）、ＢＢＡ不織
布（BBA Nonwovens））であった。構造化ウェブに面する不織布の側面は、１７７℃の温
度で、サミット（Summit）渦巻きパターン（ノードソン（Nordson））において、４．５
グラム／平方メートルの坪量で、接着剤を噴霧コーティングされた。
【０１０６】
　構造化ウェブと不織布キャリアウェブとの間に感圧性接着剤結合が得られ、その結果キ
ャリアウェブ／構造化ウェブラミネートが形成ロールから離れる方に導かれるとき、構造
化ウェブは形成ロールの表面からきれいに剥離された。
【０１０７】
　図５には描写されていないが、キャリアウェブ／構造化ウェブラミネートは、次に２つ
のゴムロールの間の第２ニップを通って導かれ、その点で、接着剤を持つ第２の不織布カ
バーウェブが（キャリアウェブに関して上記のように）構造化ウェブの露出面にラミネー
トされて、不織布の２つの外層（キャリアウェブ及びカバーウェブ）と、形成ロールによ
り付与された構造体を持つ２つの内部構造化ウェブとを包含するトリラミネート複合ウェ
ブを形成したが、構造化ウェブは、下方ウェブ方向に２つのストライプにおいて存在した
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【０１０８】
　「含む」という用語及びその変形は、これらの用語が添付の説明及び特許請求の範囲で
用いられる場合、限定的な意味を有しない。その上、「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「
少なくとも１つの」及び「１つ以上の」は本明細書では交換可能に使用される。
【０１０９】
　本明細書に記載される代表的な実施形態は、本発明の実施について例証している。本発
明は、本文書において具体的には記載されていない、いずれかの要素又は品目の無い状態
においても好適に実施される場合がある。すべての特許、特許出願、及び刊行物の完全な
開示は、個々に組み込まれたかのように、参照によって本文書中に組み込まれる。本発明
の様々な修正及び変更は、本発明の範囲から逸脱することなく当業者には明らかになるで
あろう。本発明は、本明細書中に記載される実例となる実施形態に不当に限定されてはな
らないことは理解されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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