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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾道抵抗性パネルであって、
　前記弾道抵抗性パネルの外側に面した、外側表面と内側表面とを有するセラミック層；
　アラミド繊維から形成される第１のタイプの高テナシティ繊維のネットワークを含んで
いて、外側表面と内側表面とを有する第１の繊維層；及び
　高分子量ポリエチレン繊維から形成される第２のタイプの高テナシティ繊維のネットワ
ークを含んでいて、外側表面と内側表面とを有する第２の繊維層；
を含み、
　前記第１の繊維層が、前記第２の繊維層の曲げモジュラスより少なくとも約５％高い曲
げモジュラスを有しており、
　高分子量ポリエチレン繊維から形成される前記第２の繊維層が、前記セラミック層の前
記内側表面に隣接しており、前記第１の繊維層及び前記第２の繊維層が樹脂マトリックス
中に存在し、前記セラミック層、前記第１の繊維層、及び前記第２の繊維層が圧密化され
ている、弾道抵抗性パネル。
【請求項２】
　前記第１の繊維層が、前記第２の繊維層の曲げモジュラスより少なくとも約１５％高い
曲げモジュラスを有している、請求項１に記載の弾道抵抗性パネル。
【請求項３】
　前記第１と第２の繊維層の両方が、繊維と樹脂マトリックスとの一方向に配向した不織
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ネットワークの形態をとり、
　前記第１と第２の繊維層の両方が、互いに対して配向している複数の個別的なプライを
含み、
　前記セラミック層が、炭化ケイ素、酸化ケイ素、窒化ケイ素、炭化ホウ素、窒化ホウ素
、二ホウ化チタン、アルミナ、酸化マグネシウム、およびこれらの混合物からなる群から
選択されるセラミック材料を含み、
　前記アラミド繊維を含む繊維層の前記樹脂マトリックスが熱可塑性ポリウレタンであり
、
　前記高分子量ポリエチレン繊維を含む繊維層の前記樹脂マトリックスがスチレン－イソ
プレン－スチレンブロックコポリマーである、請求項１に記載のパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セラミック対向層を含む防弾具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々のタイプの防弾具構造物が提唱されており、さまざまな用途で使用されている。こ
れらの用途としては、陸上車や飛行機用の装甲、防弾チョッキ、および静止物体などがあ
る。公知の有用な防弾具構造物（例えば、陸上車や飛行機における）の１つのタイプにお
いては、セラミックプレートが高テナシティ繊維の層に接着している。セラミックプレー
トは、構造物の外側に面するように設計されていて、弾道発射体に対する初期防護をもた
らす一次層として作用する。これらの構造物はセラミック表面仕上げパネル（ceramic-fa
ced panels）と呼ばれている。これらのパネルは一般に、発射体や発射体破片からの運動
エネルギーを吸収および散逸させるのに効果的である。
【０００３】
　このような用途に有用な高テナシティ繊維としては、高分子量ポリエチレン繊維やアラ
ミド繊維などがある。しかしながら高テナシティ繊維は、製造手順が複雑であるために、
一般には製造しにくい。その結果、生産能力が制限されていて、通常は、特殊なニーズの
ときに生産能力を速やかに増大させることができない。例えば軍事用途に対するニーズが
増大するときがあり、この場合、商業用途に対するニーズと対立し、こうしたニーズが満
たされないことがある。
【０００４】
　その結果、あるタイプの高テナシティ繊維に欠点がある場合に、このタイプの高テナシ
ティ繊維を単に他のタイプの高テナシティ繊維で置き換えても、特定の最終用途に対する
性能要件を満たさないというときがある。さらに、このような置き換えは、特定の用途に
対して承認されないことがある。
【０００５】
　さらに、重量を考慮する場合、通常は、厚めのセラミックプレートを高テナシティ繊維
層に対する代替物として使用することは許容されない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　必要な弾道学的要件に適合し、且つ、絶えず変化する顧客のニーズを満たすのにより適
した構造を有する、セラミック表面仕上げの弾道抵抗性パネルを提供することが望ましい
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、外側表面と内側表面とを有する、外側に面するセラミック層；第１のタイプ
の高テナシティ繊維のネットワークを含んでいて、外側表面と内側表面とを有する第１の
繊維層、第１の繊維層の外側表面が、セラミック層の内側表面に隣接している；および、
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第２のタイプの高テナシティ繊維のネットワークを含んでいて、外側表面と内側表面とを
有する第２の繊維層、第２の繊維層の外側表面が、第１の繊維層の内側表面に隣接してい
る；を含み、第１のタイプの高テナシティ繊維が、第２のタイプの高テナシティ繊維の組
成とは異なった組成を有していて、第１の繊維層が第２の繊維層より高い剛性を有する、
弾道抵抗性パネルを提供する。
【０００８】
　パネルが、第１または第２のタイプの高テナシティ繊維と同じタイプの高テナシティ繊
維を含む単一の繊維層だけを有する類似のセラミックパネル構造物の弾道抵抗性と比較し
て実質的に等価又はそれ以上の弾道抵抗性を有し、単一の繊維層が、第１の繊維層と第２
の繊維層との合計面密度と実質的に同じ面密度を有するのが好ましい。
【０００９】
　本発明はさらに、外側表面と内側表面とを有する、外側に面しているセラミック層；ア
ラミド繊維と高分子量ポリエチレン繊維とからなる群から選択される第１のタイプの高テ
ナシティ繊維のネットワークを含んでいて、外側表面と内側表面とを有する第１の繊維層
、第１の繊維層の外側表面が、セラミック層の内側表面に隣接している；および、アラミ
ド繊維と高分子量ポリエチレン繊維とからなる群から選択される第２のタイプの高テナシ
ティ繊維のネットワークを含んでいて、外側表面と内側表面とを有する第２の繊維層、第
２の繊維層の外側表面が、第１の繊維層の内側表面に隣接している；を含み、第１のタイ
プの高テナシティ繊維が、第２のタイプの高テナシティ繊維の組成とは異なった組成を有
していて、第１の繊維層が、第２の繊維層の曲げモジュラスより少なくとも約５％高い曲
げモジュラスを有する、弾道抵抗性パネルを提供する。
【００１０】
　本発明はさらに、　外側表面と内側表面とを有する、外側に面しているセラミック層、
セラミック層は炭化ケイ素を含む；アラミド繊維と高分子量ポリエチレン繊維とからなる
群から選択される第１のタイプの高テナシティ繊維のネットワークを含んでいて、外側表
面と内側表面とを有する第１の繊維層、第１の繊維層の外側表面は、セラミック層の内側
表面に隣接している；および、アラミド繊維と高分子量ポリエチレン繊維とからなる群か
ら選択される第２のタイプの高テナシティ繊維のネットワークを含んでいて、外側表面と
内側表面とを有する第２の繊維層、該第２の繊維層の外側表面は、第１の繊維層の内側表
面に隣接している；を含み、第１と第２の繊維層のそれぞれが、繊維と樹脂マトリックス
との一方向に配向した不織ネットワークの形態をとっており、第１のタイプの高テナシテ
ィ繊維が、第２のタイプの高テナシティ繊維の組成とは異なった組成を有しており、第１
の繊維層が、第２の繊維層の曲げモジュラスより少なくとも約１５％高い曲げモジュラス
を有しており、これによってパネルが、第１または第２のタイプの高テナシティ繊維と同
じタイプの高テナシティ繊維を含む単一の繊維層だけを有する類似のセラミックパネル構
造物の弾道抵抗性と比較して実質的に等価又はそれ以上の弾道抵抗性を有し、前記単一の
繊維層が、第１の繊維層と前記第２の繊維層との合計面密度と実質的に同じ面密度を有す
る、弾道抵抗性パネルを提供する。
【００１１】
　本発明は、セラミックプレートに対する背面防護を可能にする種々の繊維の複数層を有
する弾道抵抗性パネルを提供する。さらに、セラミック層に隣接した繊維層が、弾道によ
る脅威に対して改善された抵抗性をもたらすためには、内側に面した繊維層より高い剛性
を有していなければならない、ということが見出されている。予想外のことに、例えば、
アラミド繊維の層を第１の繊維層として、そして高分子量ポリエチレン繊維の層を第２の
繊維層として使用することによって、アラミド繊維単独で作製された裏地層（但し、同等
の面密度を有する）に比べて弾道防護の増強が達成される、ということが見出された。
【００１２】
　異なったタイプの繊維を用いた複数の繊維裏地層を供給することにより、単一の繊維層
の代わりに幾つかの繊維層を使用することができ、そしてこの幾つかの繊維層を使用する
ことで少なくとも同じ程度の防護を得ることができる、という点において種々の弾道脅威
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に対する顧客の要求を非常に柔軟に満たすことを可能にする。このように、単一タイプの
繊維材料の供給が制限されることにより弾道抵抗性パネルの利用可能性が害されることは
ない。このことはさらに、製造により大きな柔軟性をもたらし、コストの低減に役立つ。
【００１３】
　前述したように、本発明の弾道抵抗性パネルは、セラミック材料と高テナシティ繊維の
複数の繊維層から作製される。セラミック材料は、モノリシック構造の形態をとっていて
も、あるいは幾つかの仕方で連結される（例えば、支持体層や繊維層に接着させる）より
小さな個別セラミックタイルの形態をとっていてもよい。単一のセラミック層が好ましい
けれども、本発明の構造物においては、最終用途や重量の観点に応じて、複数のセラミッ
ク層を使用することができる。弾道抵抗の用途に有用であるこのようなセラミック層は、
当業界で公知である。
【００１４】
　本発明の弾道抵抗性パネルにおいて有用である代表的なセラミック材料としては、金属
窒化物、非金属窒化物、金属ホウ化物、非金属ホウ化物、金属炭化物、非金属炭化物、金
属酸化物、非金属酸化物、およびこれらの混合物がある。特定の材料としては、炭化ケイ
素、酸化ケイ素、窒化ケイ素、炭化ホウ素、窒化ホウ素、二ホウ化チタン、アルミナ、酸
化マグネシウム、およびこれらの混合物がある。好ましいセラミック材料は炭化ケイ素で
ある。
【００１５】
　セラミック層は、補強されていなくても、あるいは例えば繊維材料を使用して補強され
ていてもよく、多くの供給業者から入手可能である。例えば、セラミック層は、ガラス繊
維やグラファイト繊維などに接着させたり、あるいはガラス繊維やグラファイト繊維など
で巻きつけたりすることができる。セラミック層は、所望の厚さであってよく、当然なが
ら、セラミック層の厚さを選定する上で重量が考慮されている。このような層は、例えば
約０．７インチ～約１インチ（１．７８ｍｍ～２５．４ｍｍ）の厚さを有してよく、好ま
しい厚さは約０．１インチ～約０．５インチ（２．５４ｍｍ～１２．７ｍｍ）であり、さ
らに好ましい厚さは約０．１インチ～約０．４インチ（２．５４ｍｍ～１０．１６ｍｍ）
である。約０．１４５インチ（３．６８ｍｍ）の厚さを有する炭化ケイ素のセラミック層
は、一般には約２．５０ｐｓｆ（１２．２ｋｓｍ）の面密度を有してよい。
【００１６】
　本発明の種々の層は、一般には長方形や正方形の形状であるが、他の形状も使用するこ
とができる（例えば湾曲した層）。セラミック層は、外側面と内側面を有する。
　セラミック層の内側面に隣接しているのが第１の繊維層であり、第１の繊維層は、適切
な接着手段によって接着されているのが好ましい。第１の繊維層はさらに、内側面と外側
面を有していて、第１の繊維層の外側面がセラミック層の内側面に隣接している。第１の
繊維層に隣接しているのが第２の繊維層である。第２の繊維層はさらに、内側面と外側面
を有していて、第２の繊維層の外側面が第１の繊維層の内側面に隣接している。第１と第
２の繊維層は、互いに接着されているのが好ましい。
【００１７】
　第１と第２の繊維層の両方が高テナシティ繊維を含んでいる。本明細書で使用している
“高テナシティ繊維”という用語は、約７ｇ／ｄ以上のテナシティを有する繊維を意味し
ている。これらの繊維は、少なくとも約１５０ｇ／ｄの初期引張モジュラスと少なくとも
約８Ｊ／ｇの破断エネルギー（ｅｎｅｒｇｉｅｓ－ｔｏ－ｂｒｅａｋ）（ＡＳＴＭ　Ｄ２
２５６に従って測定）を有するのが好ましい。本明細書で使用している“初期引張モジュ
ラス”、“引張モジュラス”、および“モジュラス”という用語は、ヤーンに関してはＡ
ＳＴＭ　Ｄ２２５６によって、そしてエラストマー材料すなわちマトリックス材料に関し
てはＡＳＴＭ　Ｄ６３８によって測定された弾性率を意味している。
【００１８】
　高テナシティ繊維は、約１０ｇ／ｄ以上のテナシティを有するのが好ましく、約１６ｇ
／ｄ以上のテナシティを有するのがさらに好ましく、約２２ｇ／ｄ以上のテナシティを有
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するのがさらに好ましく、そして約２８ｇ／ｄ以上のテナシティを有するのが最も好まし
い。
【００１９】
　本発明の目的に適うよう、繊維は細長い物体であり、その長さ寸法は、幅や厚さの横断
寸法よりはるかに大きい。従って、“繊維”という用語は、モノフィラメント、マルチフ
ィラメント、リボン、ストリップ、ステープル、および規則的もしくは不規則な断面を有
するチョップト繊維、カット繊維、または不連続繊維という他の形態の繊維を含む。“繊
維”という用語は、前記繊維のいずれかの複数繊維またはこれらの組み合わせ物を含む。
ヤーンは、多くの繊維もしくはフィラメントで構成される連続ストランドである。
【００２０】
　本発明において有用な繊維の断面は、幅広く変動してよい。繊維の断面は、円形であっ
ても、フラットであっても、あるいは長方形であってもよい。断面はさらに、繊維の直線
軸もしくは長手方向軸から突き出た１つ以上の規則的もしくは不規則なローブを有する規
則的または不規則なマルチローブ断面であってもよい。繊維は、実質的に円形、フラット
、もしくは長方形の断面を有するのが好ましく、実質的に円形の断面を有するのが最も好
ましい。
【００２１】
　第１と第２の繊維層のそれぞれが繊維のネットワークを含む。繊維は、織布の形態であ
っても、編物の形態であっても、あるいは不織布の形態であってもよい。布帛中の繊維の
少なくとも５０重量％が高テナシティ繊維であるのが好ましく、布帛中の繊維の少なくと
も７５重量％が高テナシティ繊維であるのがさらに好ましく、布帛中の繊維の実質的に全
てが高テナシティ繊維であるのが最も好ましい。
【００２２】
　本発明において使用されるヤーンと布帛は、１種以上の異なった高強度繊維で構成され
ていてよい。ヤーンは、本質的に平行の配列であってもよいし、あるいはヤーンは、ねじ
れていても、部分的に重なっていても、または絡み合っていてもよい。本発明において使
用される布帛は、異なった繊維を有するヤーンを使用して、縦方向と横方向に織ってもよ
いし、あるいは他の方向に織ってもよい。
【００２３】
　本発明のヤーンと布帛のために有用な高テナシティ繊維としては、高配向高分子量ポリ
オレフィン繊維、特に高いモジュラスのポリエチレン繊維、アラミド繊維、ポリベンゾオ
キサゾール（ＰＢＯ）やポリベンゾチアゾール（ＰＢＴ）等のポリベンザゾール繊維、ポ
リビニルアルコール繊維、ポリアクリロニトリル繊維、液晶コポリエステル繊維、ガラス
繊維、炭素繊維、玄武岩繊維や他の鉱物繊維、剛性ロッドポリマー繊維（ｒｉｇｉｄ　ｒ
ｏｄ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｆｉｂｅｒ）、およびこれらの混合物やブレンドがある。本発明
において有用な好ましい高強度繊維としては、ポリオレフィン繊維とアラミド繊維がある
。最も好ましいのは、高分子量ポリエチレン繊維とアラミド繊維である。
【００２４】
　米国特許第４，４５７，９８５号は、このような高分子量ポリエチレン繊維と高分子量
ポリプロピレン繊維について一般的に説明しており、本発明と矛盾しない程度に、該特許
の開示内容を参照により本明細書に援用する。ポリエチレンの場合、好適な繊維は、少な
くとも約１５０，０００の重量平均分子量を有するポリエチレン繊維であり、好ましくは
少なくとも約１００万の重量平均分子量を有するポリエチレン繊維であり、さらに好まし
くは約２００万～約５００万の重量平均分子量を有するポリエチレン繊維である。このよ
うな高分子量ポリエチレン繊維は、溶液中にて紡糸することもできるし（米国特許第４，
１３７，３９４号と第４，３５６，１３８号を参照）、または溶液からフィラメント紡糸
してゲル構造物を作製することもできるし（米国特許第４，４１３，１１０号、Ｇｅｒｍ
ａｎ　Ｏｆｆ．第３，００４，６９９号、および英国特許第２０５１６６７号を参照）、
あるいはポリエチレン繊維は、圧延・延伸プロセスによって製造することもできる（米国
特許第５，７０２，６５７号を参照）。本明細書で使用している“ポリエチレン”という
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用語は、主鎖の炭素原子１００個当たり５個の変性構造単位（ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　ｕｎ
ｉｔｓ）未満の少量の分岐もしくはコモノマーを含有し、そしてさらに、約５０重量％以
下の１種以上の高分子添加剤［例えば、アルケン－１－ポリマー（特に、低密度ポリエチ
レン、ポリプロピレン、ポリブチレン）、モノオレフィンを一次モノマーとして含有する
コポリマー、酸化ポリオレフィン、グラフトポリオレフィンコポリマー、およびポリオキ
シメチレン］とポリエチレンとの混合物、あるいは約５０重量％以下の１種以上の低分子
量添加剤（例えば、酸化防止剤、滑剤、紫外線スクリーニング剤、着色剤、および一般的
に組み込まれる同類の物質）とポリエチレンとの混合物を含有する、主として線状のポリ
エチレン材料を意味している。
【００２５】
　高テナシティポリエチレン繊維（高分子量ポリエチレン繊維または伸び切り鎖ポリエチ
レン繊維とも呼ばれる）が、本発明の繊維層のために有用な繊維の１種として好ましい。
このような繊維は、米国ニュージャージー州モリスタウンのハネウェル・インターナショ
ナル社からスペクトラ（ＳＰＥＣＴＲＡ）（登録商標）の商品名で市販されている。
【００２６】
　作製方法、延伸比と延伸温度、および他の条件に応じて、これらの繊維に種々の特性を
付与することができる。繊維のテナシティは、少なくとも約７ｇ／ｄであり、好ましくは
少なくとも約１５ｇ／ｄであり、さらに好ましくは少なくとも約２０ｇ／ｄであり、さら
に好ましくは少なくとも約２５ｇ／ｄであり、そして最も好ましくは少なくとも約３０ｇ
／ｄである。同様に、繊維の初期引張モジュラス（インストロン引張試験機により測定）
は、好ましくは少なくとも約３００ｇ／ｄであり、さらに好ましくは少なくとも約５００
ｇ／ｄであり、さらに好ましくは少なくとも約１，０００ｇ／ｄであり、そして最も好ま
しくは少なくとも約１，２００ｇ／ｄである。これらの初期引張モジュラスとテナシティ
の最高値は一般に、単に溶液成長法やゲル紡糸法を使用するだけで得られる。フィラメン
トの多くは、その原料であるポリマーの融点より高い融点を有する。従って、例えば、約
１５０，０００、約１００万、および約２００万の分子量を有する高分子量ポリエチレン
は一般に、バルクでは１３８℃の融点を有する。これらの材料で作製された高配向ポリエ
チレンフィラメントは、これより約７℃～約１３℃高い融点を有する。このように融点が
幾らか上昇するということは、バルクポリマーと比較して、フィラメントの結晶完全性と
結晶配向がより高いということを表わしている。
【００２７】
　同様に、少なくとも約２００，０００（好ましくは少なくとも約１００万、さらに好ま
しくは少なくとも約２００万）の重量平均分子量を有する、高配向高分子量ポリプロピレ
ン繊維も使用することができる。このような伸び切り鎖ポリプロピレンは、前記した種々
の文献に記載の方法によって、そして特に、米国特許第４，４１３，１１０号に記載の方
法によって適度に配向したフィラメントに作り上げることができる。ポリプロピレンは、
ポリエチレンよりはるかに結晶性が低く、ベンダントのメチル基を含有するので、ポリプ
ロピレンを使用して達成できるテナシティ値は一般に、ポリエチレンに関して対応する値
より実質的に低い。従って、好適なテナシティは、好ましくは少なくとも約８ｇ／ｄであ
り、さらに好ましくは少なくとも約１１ｇ／ｄである。ポリプロピレンに対する初期引張
モジュラスは、好ましくは約１６０ｇ／ｄであり、さらに好ましくは少なくとも約２００
ｇ／ｄである。ポリプロピレンの融点は、一般には配向プロセスによって数度高くなり、
従ってポリプロピレンフィラメントは、好ましくは少なくとも１６８℃の、さらに好まし
くは少なくとも１７０℃の主要融点を有するようになる。上記パラメーターに対する特に
好ましい範囲は、改善された性能を最終物品に与えることができるので有利である。少な
くとも約２００，０００の重量平均分子量を有する繊維を、上記パラメーター（モジュラ
スとテナシティ）に対する好ましい範囲と組み合わせて使用すると、有利に改善された性
能を最終物品にもたらすことができる。
【００２８】
　アラミド繊維の場合、芳香族ポリアミドから作製される好適な繊維が、米国特許第３，
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６７１，５４２号（本発明と矛盾しない程度に、該特許を参照により本明細書に援用する
）に記載されている。好ましいアラミド繊維は、少なくとも約２０ｇ／ｄのテナシティ、
少なくとも約４００ｇ／ｄの初期引張モジュラス、および少なくとも約８Ｊ／ｇの破断エ
ネルギーを有し、そして特に好ましいアラミド繊維は、少なくとも約２０ｇ／ｄのテナシ
ティと少なくとも約２０Ｊ／ｇの破断エネルギーを有する。最も好ましいアラミド繊維は
、少なくとも約２３ｇ／ｄのテナシティ、少なくとも約５００ｇ／ｄのモジュラス、およ
び少なくとも約３０Ｊ／ｇの破断エネルギーを有する。例えば、適度に高いモジュラス値
とテナシティ値を有するポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）フィラメントが、弾道
抵抗性複合物を作製する上で特に有用である。例えば、１０００のデニール値を有する、
帝人（株）から市販のトワロン（Ｔｗａｒｏｎ）（登録商標）Ｔ２０００がある。他の例
としては、５００ｇ／ｄの初期引張モジュラスと２２ｇ／ｄのテナシティを有するケブラ
ー（Ｋｅｖｌａｒ）（登録商標）２９、ならびにデュポン社から４００デニール、６４０
デニール、および８４０デニールにて市販されているケブラー１２９とＫＭ２が挙げられ
る。本発明においては、他のメーカーから市販のアラミド繊維も使用することができる。
ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）のコポリマー［例えばｃｏ－ポリ（ｐ－フェニ
レンテレフタルアミド－３，４’－オキシジフェニレンテレフタルアミド）］も使用する
ことができる。さらに、本発明を実施する上で有用なのは、デュポン社からノメックス（
Ｎｏｍｅｘ）（登録商標）の商品名で市販されているポリ（ｍ－フェニレンイソフタルア
ミド）繊維である。
【００２９】
　高い引張モジュラスを有する高分子量ポリビニルアルコール（ＰＶ－ＯＨ）繊維が、Ｋ
ｗｏｎらの米国特許第４，４４０，７１１号（本発明と矛盾しない程度に、該特許を参照
により本明細書に援用する）に記載されている。高分子量のＰＶ－ＯＨ繊維は、少なくと
も約２００，０００の重量平均分子量を有していなければならない。特に有用なＰＶ－Ｏ
Ｈ繊維は、少なくとも約３００ｇ／ｄのモジュラス、好ましくは少なくとも約１０ｇ／ｄ
の、さらに好ましくは少なくとも約１４ｇ／ｄの、そして最も好ましくは少なくとも約１
７ｇ／ｄのテナシティ、ならびに少なくとも約８Ｊ／ｇの破断エネルギーを有していなけ
ればならない。このような特性を有するＰＶ－ＯＨ繊維は、例えば米国特許第４，５９９
，２６７号に開示の方法によって製造することができる。
【００３０】
　ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）の場合、ＰＡＮ繊維は、少なくとも約４００，０００
の重量平均分子量を有していなければならない。特に有用なＰＡＮ繊維は、好ましくは少
なくとも約１０ｇ／ｄのテナシティと少なくとも約８Ｊ／ｇの破断エネルギーを有してい
なければならない。少なくとも約４００，０００の分子量、少なくとも約１５～２０ｇ／
ｄのテナシティ、および少なくとも約８Ｊ／ｇの破断エネルギーを有するＰＡＮ繊維が最
も有用であり、このような繊維が、例えば米国特許第４，５３５，０２７号に開示されて
いる。
【００３１】
　本発明を実施する上で好適な液晶コポリエステル繊維は、例えば米国特許第３，９７５
，４８７号、第４，１１８，３７２号、および第４，１６１，４７０号に開示されている
。
【００３２】
　本発明を実施する上での好適なポリベンザゾール繊維が、例えば米国特許第５，２８６
，８３３号、第５，２９６，１８５号、第５，３５６，５８４号、第５，５３４，２０５
号、および第６，０４０，０５０号に開示されている。ポリベンザゾール繊維は、東洋紡
（株）から市販のザイロン（Ｚｙｌｏｎ）（登録商標）ブランドのポリベンザゾール繊維
であるのが好ましい。
【００３３】
　剛性ロッド繊維は、例えば米国特許第５，６７４，９６９号、第５，９３９，５５３号
、第５，９４５，５３７号、および第６，０４０，４７８号に開示されている。このよう



(8) JP 5415254 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

な繊維は、マゼラン・システムズ・インターナショナル社（Ｍａｇｅｌｌａｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）からＭ５（登録商標）繊維の名称で市販されてい
る。
【００３４】
　高テナシティ繊維から作製されるさらなる裏地繊維層（例えば、第３の繊維層や第４の
繊維層など）も、本発明のパネルにおいて使用することができる。これらの層は、第２の
繊維層の内側に配置することもできるし、第１の繊維層と第２の繊維層との間に配置する
こともできるし、あるいは第１の繊維層と第２の繊維層との間であって、且つ第２の繊維
層の内側に配置することもできる。
【００３５】
　前述したように、繊維層は、織布の形態であっても、編物の形態であっても、あるいは
不織布の形態であってもよい。布帛が織布である場合、布帛は、所望の織り方のいずれで
あってもよい（例えば粗い織目など）。
【００３６】
　繊維層は、不織布の形態（例えば、一方向に配向した繊維もしくはランダム配向にてフ
ェルトに作り上げられた繊維のプライなど）をとっているのが好ましく、これらのプライ
が、当業界に公知の好適な樹脂マトリックス中に埋め込まれる。一方向に配向した繊維か
ら作製される布帛は一般に、共通の繊維方向に沿って互いに平行に整列している第１の繊
維層、および第１の繊維の方向に対して９０°の角度をなす共通の繊維方向に沿って互い
に平行に整列している、一方向に配向した繊維の第２の層を有する。個々のプライが一方
向に配向した繊維である場合、連続したプライは、互いに対して回転している（例えば、
０°／９０°、０°／９０°／０°／９０°、もしくは０°／４５°／９０°／４５°／
０°の角度で、または他の角度で）のが好ましい。このような回転させられた一方向整列
が、例えば米国特許第４，６２３，５７４号、第４，７３７，４０２号、第４，７４８，
０６４号、および第４，９１６，０００号に開示されている。
【００３７】
　繊維層が樹脂マトリックス中に存在するのが好ましい。繊維プライに対する樹脂マトリ
ックスは、所望の特性を有する様々なエラストマー材料から作製することができる。１つ
の実施態様においては、このようなマトリックスに使用されるエラストマー材料は、ＡＳ
ＴＭ　Ｄ６３８による測定にて約６，０００ｐｓｉ（４１．４ＭＰａ）以下の初期引張モ
ジュラス（弾性率）を有する。エラストマー材料は、約２，４００ｐｓｉ（１６．５ＭＰ
ａ）以下の初期引張モジュラスを有するのがさらに好ましい。エラストマー材料は、約１
，２００ｐｓｉ（８．２３ＭＰａ）以下の初期引張モジュラスを有するのが最も好ましい
。これらの樹脂材料は、一般には熱可塑性であるが、熱硬化性材料も有用である。
【００３８】
　これとは別に、樹脂マトリックスは、硬化させたときに、少なくとも約１×１０６ｐｓ
ｉ（６８９５ＭＰａ）のような高い引張モジュラスを有するように選択することもできる
。このような材料の例は、例えば米国特許第６，６４２，１５９号（本発明と矛盾しない
程度に、該特許の開示内容を参照により本明細書に援用する）に開示されている。
【００３９】
　複合層における樹脂マトリックス材料と繊維との比は、最終用途に応じて幅広く変動し
てよい。樹脂マトリックス材料は、繊維と樹脂マトリックスの総重量を基準として約１～
約９８重量％を構成するのが好ましく、約５～９５重量％を構成するのがさらに好ましく
、約５～約４０重量％を構成するのが最も好ましい。
【００４０】
　熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂を含めたさまざまな材料を樹脂マトリックスとして使
用することができる。例えば、下記材料のいずれも使用することができる：ポリブタジエ
ン、ポリイソプレン、天然ゴム、エチレン－プロピレンコポリマー、エチレン－プロピレ
ン－ジエンターポリマー、ポリスルフィドポリマー、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタ
ンエラストマー、クロロスルホン化ポリエチレン、ポリクロロプレン、フタル酸ジオクチ
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ルもしくは当業界でよく知られている他の可塑剤を使用した可塑化ポリ塩化ビニル、ブタ
ジエン－アクリロニトリルエラストマー、ポリ（イソブチレン－ｃｏ－イソプレン）、ポ
リアクリレート、ポリエステル、ポリエーテル、フルオロエラストマー、シリコーンエラ
ストマー、熱可塑性エラストマー、およびエチレンのコポリマー。熱硬化性樹脂の例とし
ては、炭素－炭素飽和溶媒（例えば、メチルエチルケトン、アセトン、エタノール、メタ
ノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン、エチルアセトン、およびこれらの組
み合わせ物）に対して溶解性の熱硬化性樹脂が挙げられる。熱硬化性樹脂としては、ビニ
ルエステル樹脂、スチレン－ブタジエンブロックコポリマー、ジアリルフタレート樹脂、
フェノール－ホルムアルデヒド樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、およびこれらの混合物
がある（前述の米国特許第６，６４２，１５９号に開示）。ポリエチレン繊維の布帛に対
する好ましい熱硬化性樹脂は、少なくとも１種のビニルエステル、ジアリルフタレート、
および必要に応じて、ビニルエステル樹脂を硬化させるための触媒を含む。
【００４１】
　１つの好ましい材料群は、共役ジエンのブロックコポリマーとビニル芳香族コポリマー
である。ブタジエンとイソプレンは、好ましい共役ジエンモノマーである。スチレン、ビ
ニルトルエン、およびｔ－ブチルスチレンは、好ましい共役芳香族モノマーである。ポリ
イソプレンを組み込んだブロックコポリマーを水素化して、飽和炭化水素エラストマーセ
グメントを有する熱可塑性エラストマーを得ることができる。ポリマーは、Ｒ－（ＢＡ）

ｘ（ｘ＝３～１５０）（式中、Ａは、ポリビニル芳香族モノマーからのブロックであり；
Ｂは、共役ジエンエラストマーからのブロックである）というタイプの単純なトリブロッ
クコポリマーであってよい。好ましい樹脂マトリックスは、イソプレン－スチレン－イソ
プレンブロックコポリマー［例えば、クレイトンポリマーＬＬＣから市販のクレイトン（
Ｋｒａｔｏｎ）（登録商標）Ｄ１１０７イソプレン－スチレン－イソプレンブロックコポ
リマー］である。
【００４２】
　他の好ましい樹脂マトリックスは、熱可塑性ポリウレタン（例えば、ポリウレタン樹脂
の水中コポリマー混合物）である。
　樹脂材料にカーボンブラックやシリカ等の充填剤を配合してもよく、また樹脂材料をオ
イルで増量したり、ゴム技術者に公知の方法を使用して、イオウ、過酸化物、金属酸化物
、もしくは放射線硬化システムによって硬化させたりすることもできる。異なった樹脂の
ブレンド物も使用することができる。
【００４３】
　本発明の繊維層は一般に、最初に繊維ネットワークを作り上げ、次いでこのネットワー
クをマトリックス組成物でコーティングすることによって作製するのが好ましい。本明細
書で使用している“コーティング”という用語は、個々の繊維が、繊維を取り囲んでいる
マトリックス組成物の連続層、または繊維の表面上にあるマトリックス組成物の不連続層
を有する場合の繊維ネットワークを表わすよう広い意味で使用されている。前者のケース
においては、繊維がマトリックス組成物中に完全に埋め込まれている、と言うことができ
る。“コーティング”と“含浸”という用語は、本明細書においては同じ意味で使用され
ている。繊維ネットワークは、種々の方法によって作り上げることができる。一方向に整
列した繊維ネットワークの好ましいケースにおいては、高テナシティフィラメントのヤー
ン束を、クリールガイドとレッドスルーガイド（ｌｅｄ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｇｕｉｄｅ）
および１つ以上のスプレッダーバーからコリメーティングコーム（ａ　ｃｏｌｌｉｍａｔ
ｉｎｇ　ｃｏｍｂ）に供給してから、マトリックス材料でコーティングする。コリメーテ
ィングコームにより、フィラメントが同一平面上に、そして実質的に一方向に整列される
。
【００４４】
　マトリックス樹脂組成物は、任意の適切な形態（例えば、溶液、分散液、またはエマル
ジョン）で繊維層（好ましくは一方向の繊維ネットワーク）上に塗布することができる。
次いで、マトリックスコーティングされた繊維ネットワークを乾燥する。マトリックス樹
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脂の溶液、分散液、またはエマルジョンをフィラメント上に噴霧することができる。これ
とは別に、浸漬またはロールコーター等の手段によって、フィラメント構造物に水溶液、
分散液、またはエマルジョンをコーティングすることもできる。コーティング後、コーテ
ィングされた繊維層をオーブンに通して乾燥する。このときコーティングされた繊維ネッ
トワーク層（ユニテープ）には、マトリックス組成物中の水もしくは他の液体を蒸発させ
るのに十分な熱を加える。次いでコーティングされた繊維ネットワークをキャリヤーウェ
ブ（ペーパー支持体であっても、フィルム支持体であってもよい）上に配置することがで
きる。あるいは繊維を最初にキャリヤーウェブ上に配置してからマトリックス樹脂でコー
ティングすることもできる。次いで支持体とユニテープを、公知の方法で連続ロールに巻
き上げることができる。
【００４５】
　繊維層に有用なヤーンは、任意の適切なデニール（例えば、約５０デニール～約３００
０デニール）であってよい。その選定は、所望する特性とコストを考慮して決定される。
より細いヤーンは、製造するのに、そして織るのによりコストがかかるが、より優れた特
性（例えば、単位重量当たりのより高い弾道抵抗有効性）を得ることができる。ヤーンは
、約２００デニール～約３０００デニールであるのが好ましい。ヤーンは、約６５０デニ
ール～約１５００デニールであるのがさらに好ましい。ヤーンは、約８００デニール～約
１３００デニールであるのが最も好ましい。
【００４６】
　前述したように、第１と第２の繊維層中の繊維は異なった組成を有する。このような繊
維層に関して前述した高テナシティ繊維のうちで好ましいのは、伸び切り鎖ポリエチレン
繊維とアラミド繊維である。第１と第２の繊維層の重量比は、必要に応じて変えてよい。
第１の繊維層と第２の繊維層の重量比は、約１０：１～約１：１０の範囲であるのが好ま
しく、約３：１～約１：３の範囲であるのがさらに好ましく、約１．５：１～約１：１．
５の範囲であるのが最も好ましい。最も好ましい実施態様においては、第１と第２の繊維
層がほぼ同じ重量を有する。第１と第２の層を合わせた厚さは、特定の用途、コスト、お
よび重量制限に応じて変動してよい。例えば、第１と第２の層を合わせた厚さは、約０．
１インチ～約０．８インチ（２．５４ｍｍ～２０．３２ｍｍ）の範囲でよく、約０．２イ
ンチ～約０．６インチ（５．０８ｍｍ～１５．２４ｍｍ）の範囲であるのがさらに好まし
く、約０．３インチ～約０．５インチ（７．６２ｍｍ～１２．７０ｍｍ）の範囲であるの
が最も好ましい。
【００４７】
　第１の繊維層は、第２の繊維層の曲げモジュラスより高い曲げモジュラスを有するのが
好ましい。この場合に用いる曲げモジュラスは、繊維層全体（樹脂マトリックスを含む）
の曲げモジュラスである。従って、セラミック層（第１の繊維層）に隣接している層は、
セラミック層から隔離している層（第２の繊維層）より剛性が高い。
【００４８】
　第１の繊維層の曲げモジュラスは、第２の繊維層の曲げモジュラスより少なくとも約５
％高い。第１の繊維層の曲げモジュラスが、第２の繊維層の曲げモジュラスより少なくと
も約１５％高いのがさらに好ましい。第１の繊維層の曲げモジュラスが、第２の繊維層の
曲げモジュラスより少なくとも約２５％高いのが最も好ましい。本明細書で使用している
曲げモジュラスは、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０に従って室温にて測定される。
【００４９】
　１つの好ましい実施態様においては、第１の繊維層が、高分子量ポリエチレン繊維から
一方向の不織布もしくは織布の形態て作り上げられ、第２の繊維層が、アラミド繊維から
織布の形態または一方向の不織布の形態に作り上げられる。他の好ましい実施態様におい
ては、第１の繊維層が、織布の形態もしくは一方向の不織布の形態であるアラミド繊維か
ら作製され、第２の繊維層が、高分子量ポリエチレン繊維から一方向の不織布もしくは織
布の形態に作り上げられる。
【００５０】
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　さらに、第１と第２の繊維層（並びに任意のさらなる繊維層）は、一緒に積層される複
数のプライで形成されるのが好ましい。各層におけるプライの数は、所望の面密度、厚さ
、および防護のレベル等に依存する。例えば、繊維層が、高分子量ポリエチレン繊維また
はアラミド繊維から作製されるとき、個々のプライの数は、約２～約２００の範囲であっ
てよく、約１０～約１５０の範囲であるのがさらに好ましく、約５０～約１００の範囲で
あるのが最も好ましい。理解しておかなければならないことは、個々のプライは、マルチ
プライプリプレグ（ａ　ｍｕｌｔｉｐｌｙ　ｐｒｅｐｒｅｇ）に予備形成できるという点
である。例えば、プリプレグが４つのプライから作製される場合、上記プライの数は明記
した量の１／４に減少する。
【００５１】
　個別のプライはさらに、２または４ユニットのサブアセンブリの形態をとっているのが
好ましく、２プライユニットの場合は０°／９０°にて方形直交（ｃｒｏｓｓ－ｐｌｉｅ
ｄ）されており、４プライユニットの場合は０°／９０°／０°／９０°にて方形直交さ
れている。繊維層は、こうした複数の方形直交ユニットから作製することができる。
【００５２】
　本発明の繊維層を形成する２つ以上のプライの積層物は、連続方形直交操作（ａ　ｃｏ
ｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｃｒｏｓｓ－ｐｌｙ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を使用して、一方向プリ
プレグの連続ロールから製造するのが好ましい。このような方法が、米国特許第５，１７
３，１３８号と第５，７６６，７２５号（本発明と矛盾しない程度に、該特許を参照によ
り本明細書に援用する）に開示されている。これとは別にプライは、手作業によっても、
または他の任意の適切な手段によっても積層することができる。プライ（例えば２プライ
）は、方形直交プロセスにて熱と圧力を加えることで圧密化される。使用される繊維とマ
トリックスシートのタイプに応じて、温度は約９０℃～約１６０℃の範囲であってよく、
また圧力は約１００～約２５００ｐｓｉ（６９～１７，００００ｋＰａ）の範囲であって
よい。“圧密化させる（ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｎｇ）”とは、マトリックス材料と繊維
プライとを合わせて単一の層にすることを意味している。圧密化は、乾燥、冷却、加熱、
加圧、またはこれらの組み合わせによって実施することができる。
【００５３】
　本発明の繊維層を構成する種々のプライの集成体は、剛性集成体または柔軟性集成体を
含んでよい。剛性集成体は通常、例えば前述の条件下にてプレス中でプライを積み重ねて
圧密化させることによって作製される。柔軟性集成体は、プライをゆるく積み重ねること
によって（このときプライは、結び付けられないか、あるいは例えば縫い合わせることに
よって、１つだけのエッジにて、またはそれ以上のエッジにて結び付けられる）作製する
ことができる。
【００５４】
　各繊維層の柔軟性の程度は、使用される繊維と樹脂の種類、およびプロセシング条件に
依存する。これらの点については、当業者に公知である。
　所望の形状にするのを容易にするために、例えば異なった層が互いの上を滑るよう、繊
維層に１つ以上のプラスチックフィルムを組み込むことができる。これらのプラスチック
フィルムは一般に、各繊維層の一方もしくは両方の面に、または繊維層を形成している２
プライもしくは４プライの各圧密化プリプレグの一方もしくは両方の面に接着することが
できる。ポリオレフィンで作られたフィルム［例えば、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤ
ＰＥ）フィルムや超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）フィルム］、ポリエステルフ
ィルム、ナイロンフィルム、およびポリカーボネートフィルム等の、任意の適切なプラス
チックフィルムを使用することができる。これらのフィルムは、任意の望ましい厚さであ
ってよい。一般的な厚さは約０．１～約１．２ミル（２．５～３０μｍ）の範囲であり、
さらに好ましくは約０．２～約１ミル（５～２５μｍ）の範囲であり、そして最も好まし
くは約０．３～約０．５ミル（７．５～１２．５μｍ）の範囲である。最も好ましいのは
ＬＬＤＰＥのフィルムである。
【００５５】
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　本発明の複合材料中に存在する高テナシティ繊維の繊維層に加えて、他の層も使用する
ことができる。例えば、ガラス繊維複合物および／またはグラファイト複合物を、第１の
繊維層とセラミック層との間に挿入することができる。このような複合物は、所望の樹脂
（例えば、熱硬化性エポキシ樹脂）を使用して作製することができる。こうした層が存在
する場合、このような追加層は、第１の繊維層より高い曲げモジュラスを有するのが望ま
しい。これとは別に、このような複合材料は、本発明の物品中の他の位置に存在してもよ
い。
【００５６】
　本発明の特に好ましい実施態様においては、セラミック層が炭化ケイ素から作製され、
第１の繊維層がアラミド繊維から作製され、第２の繊維層が高分子量ポリエチレン繊維か
ら作製され、そして第１と第２の繊維層の面密度がほぼ同じである。
【００５７】
　セラミック層、第１の繊維層、および第２の繊維層は、適切な条件の下で（例えば、単
に室温で接着するか、又は適切な熱と圧力のもとで接着することによって）一緒に接着さ
れるのが好ましい。任意の適切な手段（例えば、固体接着フィルムや液体接着剤等）を使
用して、複数の層を一緒に結びつけることができる。ポリウレタン接着剤、エポキシ接着
剤、およびポリエチレン接着剤等を使用した接着剤フィルムが好ましい。層を接着させる
のに熱と圧力が使用される場合、使用される温度は、上記の繊維層の圧密化において使用
される温度より約２０～約３０°Ｆ（１１．１～１６．７℃）低いのが好ましく、あるい
は繊維裏地層において使用されている繊維の融点より約２０～約３０°Ｆ（１１．１～１
６．７℃）低いのが好ましい。圧力は、繊維層の圧密化において使用される圧力［例えば
、約２０～約５００ｐｓｉ（０．１４～３．４ＭＰａ）］より低くてよい。オートクレー
ブが使用される場合、圧力は、例えば約５０～約２５０ｐｓｉ（０．３４～１．７ＭＰａ
）の範囲であってよい。最初に、例えば適切な熱と圧力にて第１と第２の繊維層を組み合
わせ（好ましくは接着剤なしで）、次いでこれをセラミック層に接着するのが好ましい。
【００５８】
　本発明の理解をより深めるために、以下に実施例を挙げて説明するが、これらの実施例
によって本発明が限定されることはない。本発明の原理を説明するために記載されている
特定の方法、条件、材料、割合、および引用データは代表的なものであって、本発明の範
囲を限定するものと考えるべきではない。
【実施例】
【００５９】
　実施例１（比較例）
　セラミックタイルからセラミック表面仕上げパネルを作製した。セラミックタイルは、
炭化ケイ素セラミック［ＳｉＣ－Ｎ、セルコム・セラミックス社（Ｃｅｒｃｏｍ　Ｃｅｒ
ａｍｉｃｓ）から市販されており、３．２０ｇ／ｃｍ３のバルク密度、３～５μｍの平均
粒径、および８５ｋｓｉ（５８６ＭＰａ）の曲げ強度（室温にて４－ｐｔ　ＭＯＲ）を有
すると報告されている］であった。０．１４５インチ（３．６８ｍｍ）の厚み、２．５０
ｐｓｆ（１２．２ｋｓｍ）の面密度、および５．２５×５．２５インチ（１３．３４×１
３．３４ｃｍ）プレートの形態を有する４つのタイルを使用した。
【００６０】
　４－プライ高分子量ポリエチレン繊維複合物［ハネウェル・インターナショナル社から
市販のスペクトラ・シールド（ＳＰＰＥＣＴＲＡ　ＳＨＩＥＬＤ）（登録商標）ＰＣＲ］
から繊維層を作製した。この材料は、一方向に配向した不織構造物であって、マトリック
ス樹脂［１６重量％のクレイトンＤ１１０７イソプレン－スチレン－イソプレンブロック
コポリマー（クレイトンポリマーＬＬＣから市販）］を含む。４－プライ構造物は、０°
／９０°／０°／９０°にて方形直交した個別のプライを含んだ。スペクトラ・ポリエチ
レン繊維は、３０ｇ／ｄのテナシティ、８５０ｇ／ｄの引張モジュラス、および４５ｇ／
ｄの破断エネルギーを有する。
【００６１】
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　４－プライ・プリプレグの合計４２層を１２×１２インチ（３０．４８×３０．４８ｃ
ｍ）サイズにカットし、積み重ねた（各プリプレグは、隣接のプリプレグ層に対して９０
°配向している）。プリプレグのスタックを、２４０°Ｆ（１１６℃）で１５００ｐｓｉ
（１０．３ＭＰａ）にて１０分成形し、次いで冷却した。繊維裏地層は、２．０５ｐｓｆ
（１０．０ｋｓｍ）の面密度、０．４２２インチ（１０．７２ｍｍ）の厚さ、および１１
７．５ｋｓｉ（８０９．６ＭＰａ）の曲げモジュラスを有した。
【００６２】
　接着フィルムを使用して、成形された高分子量ポリエチレン不織布層上に４つのセラミ
ックプレートを据え付け、一体になった構造物を、オートクレーブ中において２４０°Ｆ
（１１６℃）の温度および１００ｐｓｉ（０．６９ＭＰａ）の圧力にて圧密化した。接着
フィルムは、スティーブンス・ウレタン社（Ｓｔｅｖｅｎｓ　Ｕｒｅｔｈａｎｅ）から市
販のポリエーテル脂肪族ポリウレタンであり、１２０～１４０℃の融点、４５０％の破断
点伸び、および１．０７ｇ／ｃｃの比重を有する。全体の面密度は４．５５ｐｓｆ（２２
．２ｋｓｆ）であった。オートクレーブから取り出した後、試験用に、パネル全体にスペ
クトラ・シールドＰＣＲ不織布を両方向にて巻き付けた。パネルに巻き付けることで、セ
ラミック材料は、幾つかの弾道衝撃の後でも、その完全性を保持することができる（粉々
に砕けた構成材を放出させない）。
【００６３】
　ＭＩＬ－ＳＴＤ－６６２Ｅに従って、パネルを弾道抵抗性能に関して試験した。発射体
は、重量が１４９グレインのロシアドラグノフ弾丸（Ｒｕｓｓｉａｎ　Ｄｒａｇｎｏｖ　
ｂｕｌｌｅｔ）であった。クレイ裏地材料を使用して背面の変形を調べた［Ｒｏｍａ　Ｐ
ｌａｓｔｉｌｉｎａ　＃１、４インチ（１０ｃｍ）厚さ］。得られた結果を下記の表１に
示す。
【００６４】
　実施例２（比較例）
　異なった繊維裏地材料を使用して実施例１に記載の手順を繰り返した。裏地材料は、マ
トリックス樹脂（１６重量％の熱可塑性ポリウレタン樹脂；メーカーによれば、ポリウレ
タン樹脂の水中コポリマー混合物であると説明されている）を含む、一方向に配向した４
－プライアラミド不織構造物であるゴールド・シールド（ＧＯＬＤ　ＳＨＩＥＬＤ）（登
録商標）ＲＳ（ハネウェル・インターナショナル社から市販）から作製した。４－プライ
構造物は、０°／９０°／０°／９０°にて方形直交している個別のプライを含んだ。ア
ラミド繊維は、１０００のデニール値と２６ｇ／ｄのテナシティ値を有する。
【００６５】
　４－プライ・プリプレグの合計４４層を実施例１の場合と同じサイズにカットし、積み
重ねた（各プリプレグは、隣接のプリプレグ層に対して９０°配向している）。プリプレ
グのスタックを、２４０°Ｆ（１１６℃）で１５００ｐｓｉ（１０．３ＭＰａ）の圧力に
て１０分成形し、次いで冷却した。繊維裏地層は、２．００ｐｓｆ（９．７６ｋｓｍ）の
面密度、０．３２４インチ（８．２３ｍｍ）の厚さ、および１５９．０ｋｓｉ（１０９５
．５ＭＰａ）の曲げモジュラスを有した。
【００６６】
　実施例１の接着フィルムを使用して、成形されたアラミド不織布層上に４つのセラミッ
クプレートを据え付け、一体になった構造物を、実施例１に記載のように、オートクレー
ブの中で圧密化した。全面密度は４．５０ｐｓｆ（２１．９６ｋｓｆ）であった。次いで
、パネル全体にスペクトラ・シールドＰＣＲ不織布を両方向にて巻き付けた。
【００６７】
　このパネルを、実施例１に記載のように、弾道抵抗特性に関して試験した。得られた結
果を下記の表１に示す。
　実施例３
　第１の高分子量ポリエチレン繊維層を使用し、そして第２のアラミド繊維層を裏地層と
して使用したこと以外は、実施例１に記載の手順を繰り返した。高分子量ポリエチレン層
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は、実施例１の４－プライ高分子量ポリエチレンプリプレグの合計２０層から作製し、こ
れを第１の繊維裏地層として使用した。アラミド層は、実施例２の４－プライアラミドプ
リプレグの合計２２層から作製し、これを第２の繊維裏地層として使用した。
【００６８】
　一体化させた層を、実施例１の場合と同じサイズにカットして積み重ねた（高分子量ポ
リエチレン繊維とアラミド繊維の隣接プライは、互いに対して９０°回転している）。一
体化させた層を、実施例１に記載の条件で成形した。合わせた繊維裏地層は、２．０２ｐ
ｓｆ（９．８６ｋｓｍ）の面密度、０．３７４インチ（９．５０ｍｍ）の厚さ、および２
１１．６ｋｓｉ（１４５７．９ＭＰａ）の曲げモジュラスを有した。
【００６９】
　実施例１の接着フィルムを使用して、高分子量ポリエチレン不織布層とアラミド不織布
層とが一体になった成形品上に、高分子量ポリエチレン層を、セラミックプレートに隣接
させた状態で、４つのセラミックプレートを据え付けた。一体になった構造物を、実施例
１に記載のように、オートクレーブの中で圧密化した。全面密度は４．５２ｐｓｆ（２２
．０５ｋｓｆ）であった。次いで、パネル全体にスペクトラ・シールドＰＣＲ不織布を両
方向にて巻き付けた。
【００７０】
　このパネルを、実施例１に記載のように、弾道抵抗特性に関して試験した。得られた結
果を下記の表１に示す。
　実施例４
　高分子量ポリエチレン繊維層とアラミド繊維層の配置を逆にしたこと以外は、実施例３
に記載の手順を繰り返した［アラミド層が第１の繊維層（セラミック層に隣接）を形成し
、高分子量ポリエチレン層が第２の繊維層を形成した］。
【００７１】
　一体になった層を、実施例１の場合と同じサイズにカットして積み重ねた（高分子量ポ
リエチレン繊維とアラミド繊維の隣接プライは、互いに対して９０°回転している）。合
わせた層を、実施例１に記載の条件にて成形した。合わせた繊維裏地層は、２．０２ｐｓ
ｆ（９．８６ｋｓｍ）の面密度、０．３７１４インチ（９．４２ｍｍ）の厚さ、および１
９３．９ｋｓｉ（１３３６．０ＭＰａ）の曲げモジュラスを有した。
【００７２】
　実施例１の接着フィルムを使用して、高分子量ポリエチレン不織布層とアラミド不織布
層とが合わさった成形品上に、アラミド層をセラミックプレートに隣接させた状態で、４
つのセラミックプレートを据え付けた。合わせた構造物を、実施例１に記載のように、オ
ートクレーブの中で圧密化した。全面密度は４．５２ｐｓｆ（２２．０５ｋｓｆ）であっ
た。次いで、パネル全体にスペクトラ・シールドＰＣＲ不織布を両方向に巻き付けた。
【００７３】
　このパネルを、実施例１に記載のように、弾道抵抗特性に関して試験した。得られた結
果を下記の表１に示す。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　これらの実施例は、本発明の繊維裏地付きセラミック物品が、１タイプの繊維裏地層だ
けから作製される比較用材料と比較して、ほぼ同じか又はそれ以上の弾道抵抗性を有する
ということを示している。実施例１と３を比較することによって、別個のアラミド繊維層
と別個の高分子量ポリエチレン繊維層を使用すると（このときアラミドプライの約半分が
高分子量ポリエチレンプライで置き換えられる）、アラミド繊維の単一層で形成されるパ
ネルと比較して改善された弾道抵抗性パネルが得られる（パネルは実質的に同じ面密度を
有する）、ということがわかる。さらに、本発明の実施例においては、背面の変形が改善
された。実施例２と４を比較することによって、別個の高分子量ポリエチレン繊維層と別
個のアラミド繊維層を使用すると（このとき高分子量ポリエチレンプライの約半分がアラ
ミドプライで置き換えられる）、同様に、高分子量ポリエチレン繊維の単一層で形成され
るパネルと比較して改善された弾道抵抗性パネルが得られる（パネルは実質的に同じ面密
度を有する）、ということがわかる。この場合、背面の変形は実質的に同等である。
【００７６】
　従って本発明は、異なった繊維組成を有するにもかかわらず弾道抵抗性は損なわれない
、少なくとも２種の繊維層から作製されるセラミックパネルを提供する、ということがわ
かる。実際、Ｖ５０特性によって評価すると、弾道抵抗性は増大している。このことは、
高テナシティ繊維の単一層のセラミック裏地を２層の異なった高テナシティ繊維（実質的
に同じ面密度の）で置き換えることができ、そして必要とされる弾道抵抗性能を達成する
ことができる、ということを意味している。従って、ある繊維材料が供給不足となってい
るときに、当該材料の実質的な部分を他の高テナシティ繊維材料で置き換えることができ
、そしてさらに所望の特性を達成することができる。これにより、多くの重要な用途向け
のパネルを柔軟に製造・供給することができる。
【００７７】
　本発明のパネルは、陸上車や飛行機の弾道防護に対して特に有用である。本発明のパネ
ルはさらに、防弾チョッキ（例えば、静止デバイスや本土防衛用途におけるベストやヘル
メット）用の挿入物としても有用である。
【００７８】
　本発明を詳細に説明してきたが、このような詳細に厳格に拘泥する必要はなく、当業者
には更なる変形や改良形が想起され得るはずであり、これらの変形や改良形も全て、特許
請求の範囲に規定の本発明の範囲内に含まれることは言うまでもない。
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