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(57)【要約】
　本開示の態様は、抗粘着剤を含む弾性の伸縮性繊維、
該繊維を調製する方法、本繊維を使用する方法、本繊維
を含む製品、等を含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性のプロピレンベース重合体と抗粘着剤とを含んでなる繊維：を含んでなる製品であ
って、該繊維がシリコーンベースの仕上げ剤を実質的に含まない、製品。
【請求項２】
　約６０重量％～約９５重量％の弾性のプロピレンベース重合体、および
　約０．５重量％～３０重量％の抗粘着剤：
を含んでなる、弾性繊維を含んでなる製品であって、
　そこで弾性繊維がシリコーンベースの仕上げ剤を実質的に含まない、
製品。
【請求項３】
　抗粘着剤が繊維の約０．５～約３０重量％の量で存在する、請求項１の製品。
【請求項４】
　抗粘着剤が、前記繊維を紡糸する前に、前記の弾性のプロピレンベース重合体とブレン
ドされる、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項５】
　繊維が、繊維の表面上に非シリコーンの仕上げ剤を含んでなる、請求項１～２のいずれ
かの製品。
【請求項６】
　非シリコーンベースの仕上げ剤が、エステルベースの油の仕上げ剤または脂肪酸ベース
の油の仕上げ剤またはそれらの組み合わせ物、を含んでなる、請求項５の製品。
【請求項７】
　繊維が仕上げ剤を実質的に含まない、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項８】
　繊維が更にジエンを含んでなる、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項９】
　ジエンが、５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）、１，４－ヘキサジエン、５
－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）、１，６－オクタジエン、５－メチル－１，４
－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，６－オクタジエン、１，３－シクロペンタジエ
ン、１，４－シクロヘキサジエン、ビニルノルボルネン（ＶＮＢ）、ジシクロペンタジエ
ン（ＤＣＰＤ）およびそれらの組み合わせ物：よりなる群から選択される、請求項８の製
品。
【請求項１０】
　繊維が更に、多官能性アクリレート、多官能性メタクリレート、官能化ポリブタジエン
樹脂、官能化シアヌレートおよびアリルイソシアヌレート：よりなる群から選択される架
橋剤を含んでなる、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項１１】
　繊維が更にジエンおよび架橋剤を含んでなる、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項１２】
　繊維が少なくとも一部架橋されている、請求項１１の製品。
【請求項１３】
　抗粘着剤がビス－ステアラミドである、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項１４】
　抗粘着剤がエチレン・ビス－ステアラミドである、請求項１３の製品。
【請求項１５】
　エチレン・ビス－ステアラミドが繊維の約１～約１０重量％の量で存在する、請求項１
４の製品。
【請求項１６】
　抗粘着剤がビ－ステアリル－エチレン－ジアミド、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビスステアラ
ミド、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビス（オクタデカンアミド）、１，２－ビス（オクタデカン
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アミド）エタンおよびそれらの組み合わせ物：よりなる群から選択される、請求項１４の
製品。
【請求項１７】
　抗粘着剤がＴｉＯ２、コーンスターチ、タルク、硫酸バリウム、ラメラ粘土、ビス－ス
テアラミド、炭酸カルシウムおよびそれらの混合物：よりなる群から選択される、請求項
１～２のいずれかの製品。
【請求項１８】
　抗粘着剤がＴｉＯ２を含んでなり、またＴｉＯ２が繊維の約１～約２０重量％の量で存
在する、請求項１７の製品。
【請求項１９】
　抗粘着剤がコーンスターチを含んでなり、またコーンスターチが繊維の約１～約２０重
量％の量で存在する、請求項１７の製品。
【請求項２０】
　抗粘着剤がタルクを含んでなり、またタルクが繊維の約１～約２０重量％の量で存在す
る、請求項１７の製品。
【請求項２１】
　製品が布帛およびラミネート製品から選択される、請求項１～２のいずれかの製品。
【請求項２２】
　ラミネート製品が、おむつ、用便練習用パンツ、成人の失禁用製品および女性の衛生用
製品：よりなる群から選択される使い捨て吸収製品である、請求項２１の製品。
【請求項２３】
　繊維がラミネートの層間に接着される、請求項２２の製品。
【請求項２４】
　弾性のプロピレンベース重合体を提供し、
　抗粘着剤を弾性のプロピレンベース重合体と混合し、
　ここで該混合工程は、弾性のプロピレンベース重合体の調製中または溶融紡糸中に実施
される、
　重合体／抗粘着剤の混合物を繊維に溶融紡糸し、そして
　繊維を巻き取る工程、ここで繊維は、巻き取りの前に、繊維の表面にシリコーンベース
の仕上げ剤の適用をせずに巻き出されるようになっている：
　を含んでなる、弾性のプロピレンベース重合体繊維を紡糸する方法。
【請求項２５】
　抗粘着剤が繊維の約０．５～約３０重量％の量で存在する、請求項２４の方法。
【請求項２６】
　更に、繊維を溶融紡糸する後で、しかし繊維を巻き取る前に、繊維の表面上に非シリコ
ーンの仕上げ剤を適用する工程を含んでなる、請求項２４の方法。
【請求項２７】
　非シリコーンベースの仕上げ剤が、エステルベースの油の仕上げ剤または脂肪酸ベース
の油の仕上げ剤またはそれらの組み合わせ物を含んでなる、請求項２４の方法。
【請求項２８】
　繊維がどんな仕上げ剤をも実質的に含まない、請求項２４の方法。
【請求項２９】
　弾性のプロピレンベース重合体が更に、ジエンを含んでなる、請求項２４の方法。
【請求項３０】
　ジエンが、５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）、１，４－ヘキサジエン、５
－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）、１，６－オクタジエン、５－メチル－１，４
－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，６－オクタジエン、１，３－シクロペンタジエ
ン、１，４－シクロヘキサジエン、ビニルノルボルネン（ＶＮＢ）、ジシクロペンタジエ
ン（ＤＣＰＤ）およびそれらの組み合わせ物：よりなる群から選択される、請求項２９の
製品。
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【請求項３１】
　弾性のプロピレンベース重合体が更に、多官能性アクリレート、多官能性メタクリレー
ト、官能化ポリブタジエン樹脂、官能化シアヌレートおよびアリルイソシアヌレート：よ
りなる群から選択される架橋剤を含んでなる、請求項２４の方法。
【請求項３２】
　弾性のプロピレンベース重合体が更に、ジエンおよび架橋剤を含んでなる、請求項２４
の方法。
【請求項３３】
　更に繊維を架橋させる工程を含んでなる、請求項３２の方法。
【請求項３４】
　繊維を架橋させる工程が、ｅ－ビーム、ガンマ輻射線、熱、ＵＶ光線およびそれらの組
み合わせ物：よりなる群から選択されるエネルギーに繊維を曝露する方法を適用する工程
を含んでなる、請求項３３の方法。
【請求項３５】
　抗粘着剤がビス－ステアラミドである、請求項２４の方法。
【請求項３６】
　抗粘着剤がエチレン・ビス－ステアラミドである、請求項３５の方法。
【請求項３７】
　エチレン・ビス－ステアラミドが繊維の約１～約１０重量％の量で存在する、請求項３
６の方法。
【請求項３８】
　抗粘着剤がビ－ステアリル－エチレン－ジアミド、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビスステアラ
ミド、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビス（オクタデカンアミド）、１，２－ビス（オクタデカン
アミド）エタンおよびそれらの組み合わせ物：よりなる群から選択される、請求項２４の
方法。
【請求項３９】
　抗粘着剤がＴｉＯ２、コーンスターチ、タルク、硫酸バリウム、ラメラ粘土、ビス－ス
テアラミド、炭酸カルシウムおよびそれらの混合物：よりなる群から選択される、請求項
２４の方法。
【請求項４０】
　抗粘着剤がＴｉＯ２を含んでなり、またＴｉＯ２が繊維の約１～約２０重量％の量で存
在する、請求項２４の方法。
【請求項４１】
　抗粘着剤がコーンスターチを含んでなり、またコーンスターチが繊維の約１～約２０重
量％の量で存在する、請求項２４の方法。
【請求項４２】
　抗粘着剤がタルクを含んでなり、またタルクが繊維の約１～約２０重量％の量で存在す
る、請求項２４の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　技術分野
　本開示は、シリコーンベースの仕上げ剤を使用せずに低い粘着性をもつ、弾性のプロピ
レンベース重合体の繊維に関し、またより具体的には、繊維中に抗粘着添加剤（ａｎｔｉ
－ｔａｃｋ　ａｄｄｉｔｉｖｅ）が取り込まれているこのような繊維に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　背景技術
　弾性繊維、例えばポリウレタン（例えば、スパンデックス）から製造されたものは、そ
れらを多数の種類の繊維、布帛、ラミネートおよびその他の製品に適したものにさせる優
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れた伸縮性および回復性を有する。弾性のポリオレフィン繊維（例えば、ラストール、Ｄ
ｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌの　ＸＬＡＴＭ、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌのＶｉｓｔａｍａｘｘＴ

Ｍ）も良好な伸縮性をもつが、低い融点のために、必ずしも常に、最終使用製品（例えば
、衣料品）が高熱を受けると考えられる（例えば、洗濯中）最終使用に適するとは限らな
い。弾性のプロピレンベース重合体の繊維は、非架橋の弾性のプロピレン繊維の伸縮特性
を保持するが、ずっと高温に耐えることができ、それらを、衣料品用布帛のような特定の
適用に、より適するものにさせる。
【０００３】
　しかし、スパンデックスおよび弾性のポリオレフィン繊維のような前記の弾性繊維はす
べて、従来の非弾性繊維に比較して、増加した粘性を示すことが知られている。それらの
増加した粘性のために、これらの弾性繊維は相互に接着するかあるいはまた様々な表面に
接着する可能性がある。高い粘性は、そこで繊維がコアの周囲に巻かれて、ボビン、ケー
クまたはその他のこのような糸の包装物を形成する包装工程において特に問題になる。特
にコアの近位において、繊維の非常な近接性と、繊維に対する圧力が、隣接するフィラメ
ント片を相互に接着させ、それにより、繊維が巻き取られた包装物から破断せずに取り外
されることが困難である可能性があるために、製造されたフィラメントを使用不能にする
可能性がある。この問題は、コアにおいて更により著しくなり、そして「コア屑（ｃｏｒ
ｅ　ｗａｓｔｅ）」と呼ばれる。包装後に、フィラメントの粘性は、時間と温度に応じて
貯蔵中に増加する可能性がある。より長い貯蔵時間とより高い温度は、粘性の増加と、よ
り多量のコア屑と同じ意味をもつ。従って、弾性繊維に対する粘性の減少は、コア屑を減
少し、費用対効果を増加すると考えられる。
【０００４】
　粘性を低下させるためにはスパンデックスのような糸に仕上げ剤を適用する。これらの
仕上げ剤はシリコーン油および金属ステアレートを含むことができる。仕上げ剤は弾性繊
維の表面を滑沢化させ、それにより繊維の粘性を低下させるために使用される。しかし、
多数のこのような仕上げ剤、特にシリコーンベースの仕上げ剤は下流の加工を妨げ、また
処理された繊維を特定の適用に不適切にさせるか、または繊維から仕上げ剤を除去するた
めに高コストの工程を採ることを必要とする。例えば、特定の適用は、仕上げ剤を必要と
しないかまたは仕上げ剤をもたないことが好適であるかいずれかの、下流の加工を伴う。
重いデニールの糸をおむつおよびその他の使い捨てパーソナルケア製品に糊付けするよう
な工程において、仕上げ剤は繊維に対する糊の接着をさまたげ、それにより弾性繊維の効
果的接着を低減させ、そして増加した皺（ｃｒｅｅｐ）をもたらす。仕上げ剤、特にシリ
コーンベースの仕上げ剤はまた、布帛の染色および仕上げを妨げ、それにより、染色およ
び／またはその他の下流の加工工程の前に仕上げ剤を洗い落とすための、経費のかかる、
時間のかかる工程を必要とさせる可能性がある。しかし、前記のように、仕上げ剤を使用
しないで製造された繊維は、巻き出すのに粘性が強過ぎ、すなわちスプールから外れる前
に破断するために、このような仕上げ剤が弾性繊維中にほとんど一様に使用される。抗粘
着添加剤が粘性を低減させる補助のためにスパンデックス繊維中に取り込まれた時でも、
破断およびコア屑の問題を予防するために、表面仕上げ剤（例えば仕上げ油）がまだ必要
とされる。
【０００５】
　従って、シリコーンベースの仕上げ剤を必要とせずに、低減された粘性を有する、改善
された弾性繊維およびそれから製造される布帛と製品およびこのような繊維を提供する方
法、の必要が存在する。
【発明の概要】
【０００６】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要約
　端的に説明すると、本開示の態様は、抗粘着剤（ａｎｔｉ－ｔａｃｋ　ａｇｅｎｔ）を
含む弾性の伸縮性繊維、該繊維を調製する方法、この繊維を使用する方法、この繊維を含
む製品（例えば、それらに限定はされないが、ラミネート、布帛、衣類および該繊維を含
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む織物）、等を含む。
【０００７】
　本開示の一つの代表的製品はなかでも、弾性のプロピレンベース重合体と抗粘着剤：を
含む弾性繊維を含み、ここで該繊維はシリコーンベースの仕上げ剤を実質的に含まない。
一つの態様において、繊維に紡糸される前に、抗粘着剤は弾性のプロピレンベース重合体
とブレンドされることができる。一つの態様において、抗粘着剤は、ビス－ステアラミド
、ＴｉＯ２、コーンスターチ、タルク、硫酸バリウム、ラメラ（ｌａｍｅｌｌａｒ）粘土
、炭酸カルシウムおよびそれらの混合物のうちの一種以上を含む。一つの態様において、
抗粘着剤はエチレン・ビス－ステアラミドであることができる。一つの態様において、弾
性繊維は、場合により使用されるジエンと、場合により使用される架橋剤とを含むことが
でき、また場合により架橋されることができる。
【０００８】
　更に、本開示の一つの態様は、本明細書に記載の弾性繊維を含む製品を含む。代表的な
態様において、該製品は、それらに限定はされないが、布帛、ラミネート、ストレッチ製
品、使い捨て製品、衣類、等を含むことができる。
【０００９】
　弾性のプロピレンベース重合体の繊維を調製する一つの代表的方法は、なかでも、弾性
のプロピレンベース重合体を提供し、抗粘着剤を弾性のプロピレンベース重合体と混合し
、重合体／抗粘着剤混合物を繊維に溶融紡糸し、そして繊維を巻き取る工程：を含み、こ
こで繊維は、巻き取り工程の前に、繊維の表面にシリコーンベースの仕上げ剤の適用を使
用せずに巻き出されることができる。一つの態様において、混合は、弾性のプロピレンベ
ース重合体のペレット、チップ、顆粒、等の調製中に実施することができる。その他の態
様において、混合は、抗粘着剤とプロピレンベース重合体を溶融紡糸機中に計量供給する
ことによるように、溶融紡糸期間に実施することができる。その他の態様において、抗粘
着剤は、プロピレンベース重合体のペレット、チップまたは顆粒上への表面被覆剤／散布
（ｄｕｓｔｉｎｇ）剤として使用することができる。このような態様においては、抗粘着
剤は、ペレットが一緒に接着すること（凝集）および紡糸機の供給スロート部において架
橋形成することを防止する二重の目的を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　　　　　　　　　　　　　　　　図面の簡単な説明
　本開示の多数の相様は以下の図面を参照して、より良く理解することができる。図面中
の部品は必ずしも縮尺ではない。
【図１】図１は本開示の弾性繊維を製造する方法を実施するために使用される代表的シス
テムを表す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細な説明
　本開示がより詳細に説明される前に、本開示は記載される特定の態様に限定されず、従
って、もちろん変更することができることを理解しなければならない。更に、本開示の範
囲は添付請求項によってのみ限定されると考えられるので、本明細書で使用される用語は
、特定の態様を説明する目的のためのみのものであり、限定する意図はもたれないことも
理解しなければならない。
【００１２】
　他に別記されない限り、本明細書に使用されるすべての技術的および科学的用語は、本
開示が関与する当業者により一般に理解されるものと同様な意味をもつ。本明細書に記載
されるものと同様な、または等しいあらゆる方法および材料もまた、本開示の実施または
試験に使用することができるが、次に、好適な方法および材料が説明される。
【００１３】
　本明細書に引用されるすべての刊行物および特許は、あたかも個々の刊行物または特許
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が参照により、特別に、個別に引用されたかのように記載されたように、参照することに
より本明細書に引用されたこととされ、また刊行物がそれと関連して引用される方法およ
び／または材料を開示し、説明するために、参照することにより本明細書に引用されたこ
ととされる。あらゆる刊行物の引用は出願日以前のその開示のためであり、また、本開示
が、以前の開示のお陰でこのような刊行物の日付を速める権利をもたないことを承認する
ものと解釈してはならない。更に、提供される刊行物の日付は実際の刊行日と異なる可能
性があり、それは独立して確認される必要があるかも知れない。
【００１４】
　本開示を読むと当業者に明白であると考えられるように、本明細書に記載され、具体的
に説明される個別の態様はそれぞれ、本開示の範囲または精神から逸脱せずに、あらゆる
その他の幾つかの態様の特徴物から容易に分離し、または特徴物と組み合わせることがで
きる別々の成分および特徴物を有する。あらゆる引用された方法は、引用された事象の順
序で、または論理的に可能なあらゆるその他の順序で実施することができる。
【００１５】
　本開示の態様は、別記されない限り、当該技術分野の技術の範囲内の化学、繊維工学、
織物、等の技術を使用すると考えられる。このような技術は文献に詳細に説明されている
。
【００１６】
　以下の実施例は、本明細書に開示され、請求される方法を実施する方法並びに組成物お
よび配合物を使用する方法、の完全な開示と説明を当業者に提供するために示される。数
値（例えば、量、温度、等）に関しては精度を確保する努力をしたが、幾らかの誤差と偏
りは申し開きを許されるべきである。別記されない限り、部は重量部であり、温度は℃で
あり、そして圧力は大気圧である。標準温度と圧力は２５℃と１気圧と定義される。
【００１７】
　本開示の態様が詳細に説明される前に、別記されない限り、本開示は特定の材料、試薬
、反応物質、製法、等に限定されず、従って変更されることができることを理解しなけれ
ばならない。更に、本明細書で使用される用語は特定の態様のみを説明する目的のためで
あり、限定する意図はないことを理解しなければならない。更に、本開示において、工程
は論理的に可能な、異なる順序で実施することもできる。
【００１８】
　本明細書および添付請求項中に使用される単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は
、文脈がその他を明白に表さない限り、複数の対象物を含むことに注意しなければならな
い。従って、例えば「ａ　ｓｕｐｐｏｒｔ（支持体）」の言及は複数の支持体を含む。本
明細書とその後の請求項において、反対の意図が明白でない限り、以下の意味をもつと定
義されるべき、多数の用語に言及されると考えられる。
【００１９】
定義
　本明細書で使用される用語「抗粘着剤」または「抗粘着添加剤」は、弾性繊維の粘性を
低下することができ、また、繊維形成前（例えば、弾性重合体形成中に、または繊維形成
前の溶融紡糸工程中）のある時点で、繊維形成材料と混合され、従って形成される繊維中
に取り込まれる繊維／フィラメント調製物中に使用される充填剤として一般的に有用な配
合物を含む、添加剤または物質を表す。これは、本明細書で使用されるように、形成され
る繊維の表面に適用される「仕上げ（ｆｉｎｉｓｈ）」、「仕上げ剤（ｆｉｎｉｓｈｉｎ
ｇ　ａｇｅｎｔ）」または「仕上げ油（ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ　ｏｉｌ）」に対比される。
【００２０】
　本明細書で使用される用語「繊維」は、布帛および糸並びに織物の加工に使用すること
ができるフィラメント状物質を表す。一本以上の繊維を使用して布帛または糸を製造する
ことができる。糸は当該技術分野で知られた方法に従って完全に延伸するか織り込まれる
ことができる。
【００２１】
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　化学薬品に関連して本明細書で使用される用語「実質的に含まない」は、化学薬品があ
る物体（例えば、繊維）から除かれることが意図されるが、汚染、不純物、共有された機
器上での加工、等により、痕跡量の化学薬品が物体中に／物体上に存在する可能性がある
ことを示す。一つの態様において、用語「実質的に含まない」は、その物体中に、約０．
００１重量％未満、約０．０１重量％未満、約０．０５重量％未満、約０．１重量％未満
、約０．５重量％未満、約１重量％未満または約２重量％未満の化学薬品を含む物体を表
す。添加物（例えば、仕上げ添加物または添加剤）に関する用語、「実質的に含まない」
は、添加物がある物体（例えば、繊維）から除去されることが意図されるが、痕跡量の添
加物が、汚染、不純物、共有機器上の加工、等により物体中／物体上に存在する可能性が
あることを示す。
【００２２】
　本明細書で使用される「弾性のプロピレンベース重合体」は、以下に更に詳細に説明さ
れるようにプロピレン主鎖を含む弾性重合体の配合物に関する。代表的なプロピレンベー
ス重合体は、それぞれが参照することにより本明細書に引用されていることとされる、米
国特許第２００４／０２３６０４２号明細書および国際公開出願第０５／０４９６７２号
パンフレットおよび米国特許第６，８８１，８００号明細書に記載されている。本開示の
弾性繊維および製品を製造するのに有用な、代表的な市販の弾性のプロピレンベース重合
体は、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＶｉｓｔａｍａｘｘＴＭ　
１１００およびＶｉｓｔａｍａｘｘＴＭ　２１００を含む。幾つかの態様において、弾性
のプロピレンベース重合体はまた、更なる成分、例えばそれらに限定はされないが、場合
により使用されるジエンおよび、本明細書に参照することにより引用されたこととされ、
そして以下に更に詳細に説明される、米国特許出願第２００９／０２９８９６４号明細書
に記載されるような、架橋可能な弾性のプロピレンベース重合体を形成するための架橋剤
（協力剤（ｃｏ－ａｇｅｎｔ）とも呼ばれる）、を含むことができる。本明細書に使用さ
れる用語「弾性のプロピレンベース重合体」は両方のタイプの配合物を表す。弾性のプロ
ピレンベース重合体から製造される合成繊維は円筒状コア上に巻き取られて供給包装物を
形成することができる。このような繊維は溶融紡糸または乾燥紡糸法により調製されるこ
とができ、またあらゆる様々な断面、例えば円い断面また平坦な「テープ様」断面、をも
つことができる。
【００２３】
考察
　本開示の態様は、紡糸の前に、抗粘着剤を弾性のプロピレンベース重合体の配合物と組
み合わせることにより、繊維中に取り入れられた抗粘着剤を含む弾性繊維、繊維を調製す
る方法、この繊維を使用する方法、繊維を含むラミネート、繊維を含む布帛、衣類、繊維
を含む織物、等を提供する。本開示の態様は、包装物またコアからの繊維の良好な送り出
し（ｄｅｌｉｖｅｒｙ）を提供する弾性繊維を提供する。本開示の態様は、繊維の不規則
な送り出しを引き起こすその他の弾性繊維と対照的に、たるんだ帯（ｒｕｎｎｉｎｇ　ｂ
ａｎｄｓ）、不均一な延伸（ｕｎｅｖｅｎ　ｄｒａｆｔｉｎｇ）、食い切り（ｐｉｎｃｈ
ｉｎｇ）、破断および／または繊維のその他の破損を減少させることができる弾性繊維の
、滑らかで均一な送り出しを提供する。本開示の態様は、その他の弾性繊維と異なり、超
音波法を使用してその他の熱可塑性繊維および物質と結合させることができる。
【００２４】
　弾性のポリオレフィンベースの糸（例えば、ラストール、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌの
ＸＬＡＴＭ）は溶融紡糸して、次に布帛およびその他の織物製品に加工することができる
。以下の実施例に示されるように、仕上げ剤を適用されずに溶融紡糸され、巻き取られた
弾性のプロピレンベース重合体の繊維は、スプールから取り外されることができないこと
は示されている。大部分の場合、他方の繊維に重なった一方の繊維の粘性のために繊維が
破断する。従って、伝統的に、紡糸後に糸を巻き出すことができ、また、摩擦を低減して
、紡糸から下流で編み物およびその他の工程を容易にすることができるために、仕上げ剤
、通常はシリコーンベースの仕上げ剤、を繊維表面に適用する。しかし、前記のように、
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このような仕上げ剤はまた、巻き出しを容易にするが、幾つかの欠点を導入し、繊維が特
定の適用に使用されるためには、取り除かれねばならない。
【００２５】
　以下に、より詳細に説明されるように、本開示の繊維は、粘着防止添加物、例えば、ビ
ス－ステアラミド（脂肪酸アミド）、タルク、コーンスターチおよびＴｉＯ２の群からの
抗粘着剤を含み、ここで添加物は樹脂自体中に混合され、溶融紡糸されることができ、そ
してスプール上に生成される繊維は粘性でなく、また繊維は相互に接着しない。抗粘着剤
は、シリコーンベースの仕上げ剤の必要を伴わずに、個々の繊維を破断せずに巻き出させ
る。これは衣類の、下流の加工におけるシリコーン除去工程の排除を可能にし、おむつ、
細幅物（ｎａｒｒｏｗｓ）等のような衣類以外の適用物の糊付けまたは超音波接着を可能
にする。
【００２６】
　本開示の態様は、繊維中に取り込まれた抗粘着剤を含む弾性のプロピレンベース重合体
の繊維を含む。抗粘着剤は、繊維に対する局所的仕上げ剤の添加を伴わずに、とりわけシ
リコーンベースの仕上げ剤の使用を伴わずに繊維を使用することができるように、弾性の
プロピレンベース重合体の繊維に粘着防止の利点を与える化合物を含むことができる。更
に、大部分の抗粘着組成物と異なり、弾性繊維の抗粘着剤の包含は、繊維または糸の接着
に対し、あるいは、靭性および破断伸び等のような繊維または糸の望ましい機械的特性に
対して有害な効果をもたない。
【００２７】
弾性のプロピレンベース重合体
　本開示の弾性繊維は、前記に定義された弾性のプロピレンベース重合体から製造される
。弾性のプロピレンベース重合体は、メタロセンに触媒されるプロピレンベースの弾性重
合体であることができる。本開示の繊維を調製する工程における使用に適した、代表的な
市販の弾性のプロピレンベース重合体は、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎによるＶｉｓｔａｍａｘｘＴＭ　１１００およびＶｉｓｔａｍａｘｘＴＭ　２１００を
含む。更なる弾性のプロピレンベース重合体およびこれらの弾性プロピレンベースの繊維
を含む配合物は以下に説明される。
【００２８】
　幾つかの相様における弾性の糸、フィラメントおよび繊維は、一種以上の弾性のプロピ
レンベース重合体、一種以上の抗酸化剤および一種以上の架橋剤（協力剤とも呼ばれる）
のブレンドを含む配合物から製造することができる。
【００２９】
　用語「弾性のプロピレンベース重合体」、「プロピレンベース重合体」および「プロピ
レン重合体」は互換性に使用され、一種以上の弾性のプロピレンベース重合体、一種以上
のプロピレン－α－オレフィン共重合体、一種以上のプロピレン－α－オレフィン－ジエ
ン・ターポリマーおよび一種以上のプロピレン－ジエン共重合体を含む。２種以上のこれ
らの重合体、共重合体および／またはターポリマーのブレンドもまた含まれる。
【００３０】
　用語「弾性のプロピレンベース重合体の組成物」は、溶融紡糸フィラメントまたは糸を
提供するために使用することができるあらゆる添加剤と一緒に、少なくとも一種の弾性の
プロピレンベース重合体を含む組成物を表す。
【００３１】
　プロピレンベース重合体は、プロピレンを一種以上のジエンと重合することにより調製
することができる。少なくとも一つのその他の特定の態様において、プロピレンベース重
合体は、プロピレンを、エチレンおよび／または少なくとも一つのＣ４－Ｃ２０α－オレ
フィン、あるいはエチレンおよび少なくとも一つのＣ４－Ｃ２０α－オレフィンおよび一
種以上のジエンの組み合わせ物、と重合させることにより調製することができる。一種以
上のジエンは共役でも非共役でもよい。一種以上のジエンは好適には非共役である。
【００３２】
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　コモノマーは線状または分枝状であることができる。線状コモノマーは、エチレンまた
はＣ４－Ｃ８α－オレフィン、例えばエチレン、１－ブテン、１－ヘキセンおよび１－オ
クテン、を含む。分枝状コモノマーは４－メチル－１－ペンテン、３－メチル－１－ペン
テンおよび３，５，５－トリメチル－１－ヘキセンを含む。一種以上の態様において、コ
モノマーはスチレンを含むことができる。
【００３３】
　代表的なジエンはそれらに限定はされないが、５－エチリデン－２－ノルボルネン（Ｅ
ＮＢ）、１，４－ヘキサジエン、５－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）、１，６－
オクタジエン、５－メチル－１，４－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，６－オクタ
ジエン、１，３－シクロペンタジエン、１，４－シクロヘキサジエン、ビニルノルボルネ
ン（ＶＮＢ）、ジシクロペンタジエン（ＤＣＰＤ）およびそれらの組み合わせ物を含むこ
とができる。
【００３４】
　プロピレンベース重合体を生成するために適する方法と触媒は、すべて、本明細書に参
照することにより引用されることとされる、刊行物米国特許第２００４／０２３６０４２
号明細書および国際公開出願第０５／０４９６７２号パンフレットおよび米国特許第６，
８８１，８００号明細書中に認められる。国際公開出願第０３／０４０２０１号パンフレ
ット中に記載されたようなピリジンアミン錯体もまた、本明細書で有用なプロピレンベー
ス重合体を生成するのに有用である。触媒は、参照により本明細書に引用されたこととさ
れる米国特許第６，５５９，２６２号明細書におけるような立体規則性の所望の中断（ｉ
ｎｔｅｒｒｕｐｔｉｏｎ）を与えるように、周期的な分子内再配列を受ける、変動性（ｆ
ｌｕｘｉｏｎａｌ）錯体を伴うことができる。触媒は、プロピレン挿入に対して混合され
た影響をもつ、立体剛性錯体であることができ、参照により本明細書に引用されたことと
される、Ｒｉｅｇｅｒの欧州特許第１０７００８７号明細書を参照されたい。参照により
本明細書に引用されたこととされる、欧州特許第１６１４６９９号明細書に記載された触
媒もまた、本開示の態様に適する主鎖の生成のために使用することができると考えられる
。
【００３５】
　弾性のプロピレンベース重合体を調製するための重合法は、高圧、スラリー、ガス、バ
ルク、溶液相およびそれらの組み合わせ物を含む。使用することができる触媒系は伝統的
なチーグラーナッタ触媒およびシングルサイトのメタロセン触媒系を含む。使用される触
媒は、高いイソ特異性（ｉｓｏｓｐｅｃｉｆｉｃｉｔｙ）をもつことができる。重合は連
続法またはバッチ法により実施することができ、また連鎖移動剤、スカベンジャーまたは
当業者に周知のその他の類似の添加剤の使用を含むことができる。重合体はまた、流動性
改善剤、核剤および、通常、樹脂および／または糸の特性を改善または保持するために添
加される抗酸化剤、のような添加剤を含むことができる。
【００３６】
　一つの適切な触媒は、嵩高リガンドの遷移金属の触媒である。嵩高リガンドは、１個以
上の、場合により使用されるヘテロ原子を含む、環式であってもよい基を形成する、多数
の結合された原子、例えば炭素原子を含む。嵩高リガンドは、単核または多核であること
ができるメタロセン型のシクロペンタジエニル誘導体であることができる。１個以上の嵩
高リガンドは遷移金属原子に結合されることができる。一般の科学的理論に従うと、嵩高
リガンドは、均一な重合効果をもたらすために、重合の経過中、定位置に留まると推定さ
れる。その他のリガンドは、ヒドロカルビルまたはハロゲン脱離基（ａ　ｈｙｄｒｏｃａ
ｒｂｙｌ　ｏｒ　ｈａｌｏｇｅｎ－ｌｅａｖｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ）のような助触媒または
活性剤により、場合により分離可能な遷移金属に結合または配位されることができる。あ
らゆるこれらのリガンドの分離が、オレフィン単量体が重合体連鎖中に挿入されることが
できる配位サイトの形成をもたらすと推定される。遷移金属原子は、「元素の周期表」の
ＩＶ、ＶまたはＶＩ族の遷移金属である。一つの適切な遷移金属原子はＩＶＢ族の原子で
ある。
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【００３７】
　適切な触媒はシングルサイトの触媒（ＳＳＣ）を含む。これらは一般に、周期表の３～
１０族の遷移金属；および重合中に遷移金属に結合されたままでいる少なくとも一つの補
助リガンドを含む。遷移金属は、カチオン状態で使用され、また助触媒または活性剤によ
り安定化されることができる。例は、ｄ０一原子価のカチオン状態で重合に使用され、ま
た後に更に詳細に説明される、１個または２個の補助リガンドをもつ、周期表の４族のメ
タロセン、例えばチタン、ハフニウムまたはジルコニウムを含む。重合の配位のために、
このような触媒は抽出可能なリガンドおよび、その中にエチレン（オレフィン）基を挿入
することができるリガンド、のような特徴物を含むことができる。
【００３８】
　メタロセンは、蒸気圧浸透圧法により決定される、約４～３０の平均オリゴマー化度を
もつ、メチルアルモキサンのようなアルモキサンであることができる助触媒とともに使用
することができる。アルモキサンは線状アルカン中で溶解度を提供するように改変するか
、またはスラリー中で使用されることができるが、一般にトルエン溶液から使用される。
このような溶液は未反応トリアルキルアルミニウムを含むことができ、またアルモキサン
濃度は一般に、１リッター当たりのモルＡｌとして示され、その数値は、オリゴマーを形
成するためにそのように反応しなかったあらゆるトリアルキルアルミニウムを含む。アル
モキサンは、助触媒として使用される時に、一般に、遷移金属に対して約１００以上、約
１０００以下および約５００以下を含む、約５０以上のモル比のモル過剰で使用される。
【００３９】
　ＳＳＣは、製造される重合体のタイプ並びに、重合体が、ＳＳＣ（メタロセンのような
）１グラム当たり少なくとも約４０，０００グラムの重合体、例えばＳＳＣ１グラム当た
り約１００，０００グラム過剰な重合体を含む、少なくとも約６０，０００の重合体、の
活性におけるプロセス条件下で生成されるような方法で、それと関連したプロセスの枠に
適するように、広範囲の利用可能なＳＳＣ内から選択することができる。最適化された触
媒選択を使用して、異なる操作枠内で異なる重合体を生成可能にさせることにより、ＳＳ
Ｃとあらゆる補助触媒成分は、場合によりまた、少量のスカベンジャーを使用して、少量
で使用することができる。触媒キラーを同様に少量で使用することができ、次に非極性溶
媒を再利用させ、また１個または複数の重合反応器中に再利用する前に、極性の汚染物を
除去するための処理を受けるために、様々な、費用効果のよい方法を導入することができ
る。
【００４０】
　メタロセンはまた、非配位または弱く配位されたアニオン（本明細書で使用される用語
非配位アニオンは弱く配位されたアニオンを含む）である助触媒とともに使用することが
できる。その配位は、不飽和単量体成分の挿入を許すために、重合の進行により証明され
るように、どんな場合でも十分に弱くなければならない。非配位アニオンは、当該技術分
野で説明されるあらゆる方法において、メタロセンを供給され、それと反応されることが
できる。
【００４１】
　非配位アニオンの前駆体は、低減された原子価の状態で供給されるメタロセンとともに
使用することができる。前駆体は酸化還元（ｒｅｄｏｘ）反応を受けることができる。前
駆体は、その前駆体のカチオンが何かの方法で中和され、そして／または除去されるイオ
ン対であることができる。前駆体カチオンはアンモニウム塩であることができる。前駆体
カチオンはトリフェニルカルボニウム誘導体であることができる。
【００４２】
　非配位アニオンはハロゲン化された、テトラアリール置換された１０～１４族の非炭素
元素に基づくアニオン、特にアリール基上またはこれらのアリール基上のアルキル置換基
上、の水素原子にフッ素基を置換されたもの、であることができる。
【００４３】
　有効な１０～１４族の元素の助触媒の錯体は、４－配位の１０～１４族の元素のアニオ
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ン錯体を含むイオン塩から誘導することができ、ここでＡ－は
　　　　　　　　　　　　［（Ｍ）Ｑ１Ｑ２　．．．Ｑｉ］－

として表されることができ、ここで
　Ｍは１個以上の１０～１４族のメタロイドまたは金属、例えばホウ素またはアルミニウ
ムであり、またＱはそれぞれ、［（Ｍ’）Ｑ１Ｑ２　．．．Ｑｉ］－を当該技術分野で理
解されているような非配位アニオンとして適切なものにさせる、電子的または立体的効果
を提供するために有効なリガンドであるか、または十分な数のＱが、［（Ｍ’）Ｑ１Ｑ２

　．．．ＱＱｉ］－が全体的に、有効な非配位または弱く配位するアニオンであるような
ものである。代表的なＱ置換基は具体的に、過フッ化アリール基のようなフッ化アリール
基を含み、またフッ化ヒドロカルビル基のようなフッ素置換物に更なる置換基をもつ置換
Ｑ基を含む。代表的なフッ化アリール基はフェニル、ビフェニル、ナフチルおよびそれら
の誘導体を含む。
【００４４】
　非配位アニオンは、約０．５および約０．８、および約４以下、または約２もしくは約
１．５を含む、少なくとも約０．２５のような、遷移金属成分に対しほぼ等モル量で使用
することができる。
【００４５】
　代表的なメタロセン化合物は式：
　　　　　　　　　　　　　　ＬＡＬＢＬＣ

ｉＭＤＥ
をもつことができ、
ここで、ＬＡはＭにπ結合された、置換シクロペンタジエニルまたはヘテロシクロペンタ
ジエニルの補助リガンドであり、ＬＢはＬＡに定義された補助リガンドのクラスの１員で
あるか、またはＭにσ結合されたヘテロ原子の補助リガンドのＪであり、ＬＡとＬＢリガ
ンドは１４族元素の結合基により共有結合により架橋することができ、Ｌｃ

ｉはＭに対し
て供与結合をもつ、場合により使用される中性の非酸化リガンド（ｉは０～３に等しい）
であり、Ｍは４または５族の遷移金属であり、そしてＤとＥは独立に、それぞれ、場合に
より、相互に、またはＬＡまたはＬＢに架橋された、Ｍに対してα結合をもつ、モノアニ
オンの不安定なリガンドである。モノアニオンのリガンドは、重合可能な単量体の挿入を
許すために適当な活性剤により交換可能であるか、あるいはマクロ単量体が遷移金属成分
の空の配位サイト上に、配位重合のために挿入されることができる。
【００４６】
　ＳＳＣとして使用可能な代表的な非メタロセン遷移金属化合物はまた、テトラベンジル
・ジルコニウム、テトラビス（トリメチルシリルメチル）ジルコニウム、オキソトリス（
トリメチルシリルメチル）バナジウム、テトラベンジルハフニウム、テトラベンジルチタ
ン、ビス（ヘキサメチルジシルアジド）ジメチルチタン、トリス（トリメチルシリルメチ
ル）ニオビウム・ジクロリドおよびトリス（トリメチルシリルメチル）タンタル・ジクロ
リドを含む。
【００４７】
　本発明に従うオレフィン重合触媒として適した、更なる有機金属の遷移金属化合物は、
リガンド引き抜き（ａｂｓｔｒａｃｔｉｏｎ）により触媒として活性なカチオンに転化さ
れ、またエチレンのようなオレフィン状に不飽和の単量体により置換されるように十分に
不安定な、非配位または弱く配位しているアニオンにより、その活性電子状態で安定化さ
れることができる、これらのあらゆる３～１０族のものであると考えられる。
【００４８】
　その他の有用な触媒は、ジルコニウムまたはハフニウムのようなＩＶ族の遷移金属のビ
スシクロペンタジエニル誘導体であるメタロセンを含む。これらは単一の炭素と珪素原子
により結合されたフルオレニルリガンドとシクロペンタジエニルリガンドを含む誘導体で
あることができる。Ｃｐ環は未置換でもよく、そして／または架橋はアルキル置換基、適
切には、それぞれが参照により本明細書に引用されたこととされる、ＰＣＴ公開出願物の
、国際公開出願第００／２４７９２号と第００／２４７９３号パンフレットに公開された



(13) JP 2013-515871 A 2013.5.9

10

20

30

40

50

もののような、メタロセンのアルカン溶解度を補助するためのアルキルシリル置換基を含
む。その他の可能なメタロセンは、参照により本明細書に引用されたこととされる、ＰＣ
Ｔ公開出願物の、国際公開出願第０１／５８９１２号パンフレットに公開されたものを含
む。
【００４９】
　その他の適切なメタロセンは、分子量を増加する効果をもち、そのため、より高温での
重合を間接的に可能にする基で、縮合環上の１カ所以上の位置で置換されることができる
、ビスフルオレニル誘導体または未架橋インデニル誘導体であることができる。
【００５０】
　全触媒系は更に、スカベンジャーとしての一種以上の有機金属化合物を含むことができ
る。これらの化合物は、反応環境から極性の不純物を除去し、また触媒活性を増加するた
めに有効な化合物を含むことが意味される。不純物は、あらゆる重合反応の成分とともに
、特に溶媒、単量体および触媒供給原料とともに気づかずに導入され、そして触媒活性と
安定性に有害な影響を与えることができる。それは、特にイオン化アニオンの前駆体が触
媒系を活性化する時に、触媒活性の減少または排除までをももたらすことができる。不純
物または触媒毒は水、酸素、極性の有機化合物、金属不純物、等を含む。例えば、種々の
成分の合成または調製後またはその期間中の、化学処理または注意深い分離法により、こ
れらの毒を反応容器中に導入する前に、これらの毒を除去する工程を採ることができるが
、幾らかの少量の有機金属化合物は通常、重合工程自体にまだ使用されると考えられる。
【００５１】
　有機金属化合物は典型的には、それぞれが参照により本明細書に引用されたこととされ
る、米国特許第５，１５３，１５７号および第５，２４１，０２５号明細書およびＰＣＴ
公開物の、国際公開出願第９１／０９８８２号、第９４／０３５０６号、第９３／１４１
３２号および第９５／０７９４１号パンフレット、に開示された１３族の有機金属化合物
を含むことができる。適切な化合物は、トリエチルアルミニウム、トリエチルボラン、ト
リ－イソブチルアルミニウム、トリ－ｎ－オクチルアルミニウム、メチルアルモキサンお
よびイソブチルアルモキサンを含む。アルモキサンはまた、ホウ素ベースの活性剤ととも
に、その他の活性化手段、例えば、メチルアルモキサンおよびトリ－イソブチルアルモキ
サンを使用して、掃除量（ｓｃａｖｅｎｇｉｎｇ　ａｍｏｕｎｔｓ）で使用することがで
きる。触媒化合物とともに使用されるこれらの化合物の量は、過剰量は触媒毒として働く
可能性があるので、重合反応期間中、活性を高めるために有効な量まで（そして二重の役
割に使用される場合は触媒化合物の活性化に必要な量を伴って）最少にされる。
【００５２】
　プロピレンベース重合体は、重合体の重量に基づいて、約６０重量％～約９９．５重量
％、約６０重量％～約９７重量％、そして約６０重量％～約９５重量％を含む、約６０重
量％～約９９．７重量％の重量パーセントに基づいた平均プロピレン含量を含むことがで
きる。一つの相様において、残りは一種以上のその他のαオレフィンまたは一種以上のジ
エンを含むことができる。一つの態様において、含量は、重合体の重量に基づいて約８０
重量％～約９５重量％のプロピレン、約８３重量％～約９５重量％のプロピレン、約８４
重量％～約９５重量％のプロピレン、そして約８４重量％～約９４重量％のプロピレンで
あることができる。プロピレンベース重合体の残りは、場合により、ジエンおよび／また
は一種以上のαオレフィンを含んでなる。αオレフィンは、エチレン、ブテン、ヘキセン
またはオクテンを含むことができる。２種のαオレフィンが存在する時は、それらはエチ
レンと、ブテン、ヘキセンまたはオクテンのうちの一つとのような、あらゆる組み合わせ
物を含むことができる。プロピレンベース重合体は、重合体の重量に基づいて、約０．５
重量％～約１２重量％、約０．６重量％～約８重量％、そして約０．７重量％～約５重量
％を含む、約０．２重量％～約２４重量％の非共役ジエンを含んでなる。その他の態様に
おいて、ジエンの含量は、重合体の重量に基づいて、約０．２重量％～約５重量％、約０
．２重量％～４重量％、約０．２重量％～約３．５重量％、約０．２重量％～約３．０重
量％、そして約０．２重量％～約２．５重量％を含む、約０．２重量％～約１０重量％で
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あることができる。本明細書の前記またはその他の場所における一種以上の態様において
、プロピレンベース重合体は、約０．５～約２．５重量％および約０．５～約２．０重量
％を含む、約０．５～約４重量％の量のＥＮＢを含んでなる。
【００５３】
　その他の態様において、プロピレンベース重合体は前記の一種以上の範囲内のプロピレ
ンとジエンを含み、その残りは一種以上のＣ２および／またはＣ４－Ｃ２０αオレフィン
を含んでなる。概して、これは、重合体の重量に基づいて、約５～約４０重量％の一種以
上のＣ２および／またはＣ４－Ｃ２０αオレフィンを含むプロピレンベース重合体に匹敵
すると考えられる。Ｃ２および／またはＣ４－Ｃ２０αオレフィンが存在する時は、重合
体中のこれらオレフィンの合わせた量は約５重量％以上であり、本明細書に記載の範囲内
に入ることができる。一種以上のαオレフィンに対するその他の適切な範囲は、約５重量
％～約３０重量％、約５重量％～約２５重量％、約５重量％～約２０重量％、約５～約１
７重量％および約５重量％～約１６重量％を含む、約５重量％～約３５重量％を含む。
【００５４】
　プロピレンベース重合体は、それらすべてを本明細書に記載のようなサイズ排除クロマ
トグラフィー、例えば、ＧＰＣ－３Ｄとも呼ばれる、３Ｄ　ＳＥＣにより決定することが
できる、約５，０００，０００以下の重量平均分子量（Ｍｗ）、約３，０００，０００以
下の数平均分子量（Ｍｎ）、約１０，０００，０００以下のｚ－平均分子量（Ｍｚ）およ
び基底線としてアイソタクチックポリプロピレンを使用して、重合体の重量平均分子量（
Ｍｗ）において測定された、約０．９５以上のｇ’インデックスをもつことができる。
【００５５】
　前記および本明細書の他の場所における一種以上の態様において、プロピレンベース重
合体は、そのＭｗが本明細書に記載のように決定される、約１０，０００～約１，０００
，０００のＭｗ、約２０，０００～約５００，０００のＭｗ、および約５０，０００～約
４００，０００のＭｗを含む、約５，０００～約５，０００，０００ｇ／モルのＭｗをも
つことができる。
【００５６】
　前記および本明細書の他の場所における一種以上の態様において、プロピレンベース重
合体は、そのＭｎが本明細書に記載のように決定される、約５，０００～約５００，００
０のＭｎ、約１０，０００～約２５０，０００のＭｎ、および約２５，０００～約２００
，０００のＭｎを含む、約２，５００～約２，５００，０００ｇ／モルのＭｎをもつこと
ができる。
【００５７】
　前記および本明細書の他の場所における一種以上の態様において、プロピレンベース重
合体は、そのＭｚが本明細書に記載のように決定される、約５０，０００～約１，０００
，０００のＭｚ、約８０，０００～約７００，０００のＭｚ、および約１００，０００～
約５００，０００のＭｚを含む、約１０，０００～約７，０００，０００ｇ／モルのＭｚ
をもつことができる。
【００５８】
　プロピレンベース重合体の、時に「多分散性インデックス」（ＰＤＩ）と呼ばれる、分
子量分配インデックス（ＭＷＤ＝（Ｍｗ／Ｍｎ））は約１．５～４０であることができる
。ＭＷＤは、約４０、または約２０、または約１０、または約５、または約４．５の上限
と、約１．５、または約１．８、または約２．０の下限とをもつことができる。プロピレ
ンベース重合体のＭＷＤは、約１．８～約３を含む、約１．８～約５であることができる
。分子量（ＭｎとＭｗ）および分子量分布（ＭＷＤ）の測定法は当該技術分野で周知であ
り、米国特許第４，５４０，７５３号明細書（米国の実施の目的のために本明細書に参照
により引用されていることとされる）およびそれらの中に引用された参照物、Ｍａｃｒｏ
ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，１９８８，ｖｏｌｕｍｅ　２１，ｐ３３６０（Ｖｅｒｓｔｒａｔｅ
　ｅｔ　ａｌ．）中および、参照によりそれらの全体を本明細書に引用されたこととされ
る米国特許第６，５２５，１５７号明細書、第５節、第１～４４行中に開示された方法に
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従って見出すことができる。
【００５９】
　プロピレンベース重合体は、約０．９８以上、および約０．９９以上を含む約０．９５
以上のｇ’インデックス値をもつことができ、ここでｇ’は基底線としてアイソタクチッ
クポリプロピレンの固有粘度を使用して、重合体のＭｗにおいて測定される。本明細書に
おける使用のためのｇ’インデックスは、
　　　　　　　　　　　　　　　　ｇ’＝ηｂ／ηｉ：
と定義され、
ここで、ηｂはプロピレンベース重合体の固有粘度であり、またηｉはプロピレンベース
重合体と同様な粘度平均分子量（Ｍｖ）をもつ線状重合体の固有粘度である。ηｉ＝ＫＭ

ｖ
αであり、ここでＫおよびαは線状重合体に対する測定値であり、ｇ’インデックス測

定値に使用されるものと同様な機器上で得らなければならない。
【００６０】
　プロピレンベース重合体は、ＡＳＴＭ　Ｄ－１５０５により測定される、ほぼ室温にお
ける、約０．８７ｇ／ｃｍ３～約０．９０ｇ／ｃｍ３および約０．８８ｇ／ｃｍ３～約０
．８９ｇ／ｃｍ３を含む、約０．８５ｇ／ｃｍ３～約０．９２ｇ／ｃｍ３の密度をもつこ
とができる。
【００６１】
　約２．１６ｋｇの重量の（２３０℃）のプロピレンベース重合体は、修正されたＡＳＴ
Ｍ　Ｄ-Ｉ　２３８（Ａ）試験法（以下に説明される）に従って測定された、約０．２ｇ
／１０分以上の溶融流量ＭＦＲをもつことができる。ＭＦＲ（２．１６ｋｇ（２３０℃）
）は約１ｇ／１０分～約１００ｇ／１０分を含む、約０．５ｇ／１０分～約２００ｇ／１
０分であることができる。プロピレンベース重合体は、約２ｇ／１０分～約３０ｇ／１０
分、約５ｇ／１０分～約３０ｇ／１０分、約１０ｇ／１０分～約３０ｇ／１０分、約１０
ｇ／１０分～約２５ｇ／１０分および２ｇ／１０分～約１０ｇ／１０分を含む、約０．５
ｇ／１０分～約２００ｇ／１０分のＭＦＲをもつことができる。
【００６２】
　プロピレンベース重合体は、ＡＳＴＭ　Ｄ１６４６に従って測定される、約６０未満、
および約３０未満を含む、約７５未満のような１００未満の、約１２５℃のムーニー粘度
ＭＬ（１＋４）をもつことができる。
【００６３】
　プロピレンベース重合体は、約０．５ジュール／グラム（Ｊ／ｇ）以上であり、また約
７５Ｊ／ｇ、約７０Ｊ／ｇ、約６０Ｊ／ｇ、約５０Ｊ／ｇおよび約３５Ｊ／ｇを含む約８
０Ｊ／ｇであることができる、後に説明されるＤＳＣ法に従って決定される融解熱（Ｈｆ
）をもつことができる。プロピレンベース重合体は、約５Ｊ／ｇ以上を含む約１Ｊ／ｇ以
上の融解熱をもつことができる。その他の態様において、プロピレンベース重合体は、約
１Ｊ／ｇ～約７５Ｊ／ｇおよび約０．５Ｊ／ｇ～約３５Ｊ／ｇを含む、約０．５Ｊ／ｇ～
約７５Ｊ／ｇであることができる融解熱（Ｈｆ）をもつことができる。
【００６４】
　適切なプロピレンベース重合体および配合物は、その特性が、コモノマーの存在または
、重合体の連鎖によるクリスタライトの形成を妨害する立体不規則性の存在、により影響
を受ける可能性がある、それらの融点（Ｔｍ）と融解熱双方に関して特徴を調べることが
できる。一種以上の態様において、融解熱は１．０Ｊ／ｇ、または約１．５Ｊ／ｇ、また
は約３．０Ｊ／ｇ、または約４．０Ｊ／ｇ、または約６．０Ｊ／ｇ、または約７．０Ｊ／
ｇの下限から、約３０Ｊ／ｇ、または約３５Ｊ／ｇ、または約４０Ｊ／ｇ、または約５０
Ｊ／ｇ、または約６０Ｊ／ｇ、または約７０Ｊ／ｇ、または約７５Ｊ／ｇ、または約８０
Ｊ／ｇの上限をもつことができる。
【００６５】
　プロピレンベース重合体の結晶度はまた、結晶度の百分率（すなわち結晶度％）に関し
て表すことができる。前記または本明細書の他の場所における一種以上の態様において、
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プロピレンベース重合体は、その結晶度％が以下に説明されるＤＳＣ法に従って決定され
る、約１％～３０％および約５％～２５％を含む、約０．５％～約４０％の結晶度％をも
つ。その他の態様において、プロピレンベース重合体は、約０．２５％～約２５％、約０
．５％～約２２％および約０．５％～約２０％を含む、約４０％未満の結晶度をもつこと
ができる。前記に開示されたように、ポリプロピレンの最高次元の熱エネルギーは約１８
９Ｊ／ｇ（すなわち、１００％結晶度は２０９Ｊ／ｇに等しい）であると算定される。
【００６６】
　このレベルの結晶度に加えて、プロピレンベース重合体は、単一の幅広い融解転移をも
つことができる。更に、プロピレンベース重合体は、主要ピークに隣接して二次的融解ピ
ークを示すことができるが、本発明の目的のためには、このような二次的融解ピークは単
一の融点として一緒に考慮され、これらのピークの最高値は（本明細書に記載の基底線に
対して）プロピレンベース重合体の融点であると考えられる。
【００６７】
　プロピレンベース重合体は、約９０℃未満、約８０℃未満、および約７５℃以下を含み
、約２５℃～約８０℃、約２５℃～約７５℃、および約３０℃～約６５℃の範囲を含み、
約１００℃以下の融点（ＤＳＣにより測定）をもつことができる。
【００６８】
　示差走査熱量測定（ＤＳＣ）法を使用して、プロピレンベース重合体の融解熱と融点を
決定することができる。その方法は以下の通りである：約０．５グラムの重合体を秤量し
、裏シートとして「ＤＳＣ型」とＭｙｌａｒＴＭポリエステルフィルムを使用して、約１
４０℃～１５０℃で、約１５～２０ｍｉｌ（約３８１～５０８ミクロン）の厚さに圧縮す
る。圧縮されたパッドを空中に懸垂することにより外界温度に放置冷却する（Ｍｙｌａｒ
は除去されない）。圧縮パッドを約８日間室温で（約２３～２５℃）アニールする。この
期間の最後に、約１５～２０ｍｇのディスクを、パンチダイを使用して圧縮パッドから取
り出し、１０ミクロリッターのアルミニウムの試料パン中に置く。サンプルを示差走査熱
量計（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　Ｐｙｒｉｓ　１熱分析システム）中に置き、約－１０
０℃に冷却する。サンプルを１０℃／分で加熱して、約１６５℃の最終温度に到達させる
。サンプルの融点ピーク下の面積として記録される発熱量は融解熱の指標であり、重合体
１グラム当たりのジュールで表すことができ、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ
により自動的に計算される。融点は、温度の関数として重合体の増加する熱容量の基底線
測定値に対するサンプルの融解の範囲内の最大熱吸収の温度として記録される。
【００６９】
　プロピレンベース重合体は、約７５％以上、約８０％以上、約８２％以上、約８５％以
上または約９０％以上の、１３Ｃ　ＮＭＲにより測定される、３プロピレン単位のトライ
アドタクチシティ（ｔｒｉａｄ　ｔａｃｔｉｃｉｔｙ）をもつことができる。一つの態様
において、トライアドタクチシティは約５０％～約９９％、約６０～約９９％、約６０～
約９９％、約７５～約９９％、約８０～約９９％、そして他の態様において、約６０～約
９７％であることができる。トライアドタクチシティは当該技術分野で周知であり、参照
により本明細書に引用されたこととされる、米国特許出願公開第２００４／０２３６０４
２号明細書に記載の方法により決定することができる。
【００７０】
　プロピレンベース重合体は別々の、ランダムなプロピレンベース重合体のブレンドであ
ることができる。このようなブレンドはまた、エチレンベースの重合体とプロピレンベー
ス重合体、またはこのようなエチレンベース重合体とプロピレンベース重合体それぞれの
少なくとも一種を含むことができる。プロピレンベース重合体の数は、２以下を含む、３
以下であることができる。
【００７１】
　弾性のプロピレンベース重合体は、オレフィン含量、ジエン含量または双方の、異なる
２種のプロピレンベース重合体のブレンドを含むことができる。
【００７２】
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　前記の、または本明細書の他の部分における１個以上の態様において、プロピレンベー
ス重合体は、立体規則性プロピレンの生長反応において、ランダムに分配された不規則性
をもつ重合体をもたらすランダムな重合過程により生成されるプロピレンベースの弾性重
合体を含むことができる。これは、同一重合体の連鎖の構成部分が、別々に序列的に重合
されるブロック共重合体と対照的である。
【００７３】
　プロピレンベース重合体はまた、参照により本明細書に引用されたこととされる、国際
公開出願第０２／３６６５１号パンフレットにおける方法に従って調製される共重合体を
含むことができる。同様に、プロピレンベース重合体は、参照により本明細書に引用され
たこととされる、国際公開出願第０３／０４０２０１号、第０３／０４０２０２号、第０
３／０４００９５号、第０３／０４０２０１号、第０３／０４０２３３号および／または
第０３／０４０４４２号パンフレットに記載のものと一致した重合体を含むことができる
。更に、プロピレンベース重合体は、それらすべてが参照により本明細書に引用されたこ
ととされる、米国特許第６，７７０，７１３号明細書および米国特許出願公開第２００５
／２１５９６４号明細書に記載の適切なプロピレン単独重合体および共重合体と一緒に、
欧州特許第１　２３３　１９１号および米国特許第６，５２５，１５７号明細書に記載の
ものと一致した重合体を含むことができる。プロピレンベース重合体はまた、それぞれが
参照により本明細書に引用されたこととされる、欧州特許第１　６１４　６９９号または
第１　０１７　７２９号明細書に記載のものと一致する一種以上の重合体を含むことがで
きる。
【００７４】
グラフト（官能化）主鎖
　一種以上の態様において、プロピレンベース重合体は一種以上のグラフト単量体を使用
してグラフト（すなわち「官能化する」）することができる。本明細書で使用される用語
「グラフト」は、プロピレンベース重合体の重合体連鎖に対するグラフト単量体の共有結
合を意味する。
【００７５】
　グラフト単量体はなかでも、酸無水物、エステル、塩、アミド、イミドおよびアクリレ
ートのような、少なくとも一種の、エチレン状に不飽和の、カルボン酸または酸誘導体で
あるかまたはそれを含むことができる。代表的な単量体は、それらに限定はされないが、
アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコ
ン酸、マレイン酸無水物、４－メチルシクロヘキセン－１，２－ジカルボン酸無水物、ビ
シクロ（２，２，２）オクテン－２，３－ジカルボン酸無水物、１，２，３，４，５，８
，９，１０－オクタヒドロナフタレン－２，３－ジカルボン酸無水物、２－オキサ－１，
３－ジケトスピロ（４，４）ノネン、ビシクロ（２，２，１）ヘプテン－２，３－ジカル
ボン酸無水物、マレオピマル酸（ｍａｌｅｏｐｉｍａｒｉｃ　ａｃｉｄ）、テトラヒドロ
フタル酸無水物、ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸無水物、ナド酸無水物、メチルナ
ド酸無水物、ヒム酸無水物（ｈｉｍｉｃ　ａｎｈｙｄｒｉｄｅ）、メチルヒム酸無水物お
よび５－メチルビシクロ（２，２，１）ヘプテン－２，３－ジカルボン酸無水物を含む。
その他の適切なグラフト単量体は、メチルアクリレートと、より高次のアルキルアクリレ
ート、メチルメタクリレートとより高次のアルキルメタクリレート、アクリル酸、メタク
リル酸、ヒドロキシメチルメタクリレート、ヒドロキシ－エチルメタクリレートおよびよ
り高次のヒドロキシ－アルキルメタクリレートおよびグリシジルメタクリレートを含む。
マレイン酸無水物は好適なグラフト単量体である。
【００７６】
　一種以上の態様において、グラフトプロピレンベース重合体は、約０．５～約６重量％
、約０．５～約３重量％、他の態様においては、約１～約６重量％および約１～約３重量
％を含む、約０．５～約１０重量％のエチレン状不飽和カルボン酸または酸誘導体を含ん
でなる。グラフト単量体がマレイン酸無水物である場合は、グラフト形成重合体中のマレ
イン酸無水物の濃度は、最低量として約０．５重量％または約１．５重量％を含む、約１
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～約６重量％であることができる。
【００７７】
　連鎖切断を防止するために、グラフト単量体の存在下で、電荷移動剤として、パラメチ
ルスチレンのようなスチレンおよびその誘導体、またはｔ－ブチルスチレンのようなその
他の高次のアルキル置換スチレンを使用することができる。これはベータ切断反応の更な
る最少化およびより高い分子量のグラフト重合体（ＭＦＲ＝１．５）の生成を可能にする
。
【００７８】
グラフトプロピレンベース重合体の調製
　グラフト・プロピレンベース重合体は従来の方法を使用して調製することができる。例
えば、グラフト重合体は溶液中で、流動床反応器中で、または溶融グラフトにより調製す
ることができる。グラフト重合体は押し出し反応器のような剪断付与反応器中で溶融混合
により調製することができる。単軸または二軸押し出し反応器、例えば同方向回転相互嵌
合押し出し機または逆回転非嵌合押し出し機、しかしまた、同軸混練機、例えばＢｕｓｓ
により販売されているもの、が本目的に有用である。
【００７９】
　グラフト重合体は、グラフト単量体の存在下で、過酸化物反応開始剤のようなフリーラ
ジカル生成触媒と未グラフトプロピレンベース重合体を溶融混合することにより調製する
ことができる。グラフト反応に適切な一つの反応順序は、プロピレンベース重合体を溶融
し、グラフト単量体を添加、分散し、過酸化物を導入し、そして過酸化物の分解から生成
される未反応単量体と副産物を除去する工程を含む。その他の順序は、溶媒中に前以て溶
解された単量体と過酸化物を供給する工程を含むことができる。
【００８０】
　代表的な過酸化物反応開始剤は、それらに限定はされないが、とりわけ、過酸化ジアシ
ル（例えば過酸化ベンゾイル）、ペルオキシエステル［例えばペルオキシ安息香酸ｔｅｒ
ｔ－ブチル、ペルオキシ酢酸ｔｅｒｔ－ブチル、モノペルオキシ炭酸Ｏ－Ｏ－ｔｅｒｔ－
ブチル－Ｏ－（２－エチルヘキシル）］、ペルオキシケタール［例えばｎ－ブチル－４，
４－ジ－（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）バレレート］、および過酸化ジアルキル［例え
ば１，１－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）シクロヘキサン、１，１－ビス（ｔｅｒ
ｔ－ブチルペルオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，２－ビス（ｔｅ
ｒｔ－ブチルペルオキシ）ブタン、過酸化ジクミル、過酸化ｔｅｒｔ－ブチルクミル、ジ
－（２－ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシイソプロピル－（２））ベンゼン、過酸化ジ－ｔｅ
ｒｔ－ブチル（ＤＴＢＰ）、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキ
シ）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）ヘキシン
、３，３，５，７，７－ペンタメチル－１，２，４－トリオキセパン］およびそれらの組
み合わせ物を含む。
【００８１】
ポリオレフィンの熱可塑性樹脂
　本明細書で使用される用語「ポリオレフィンの熱可塑性樹脂」は、「ゴム」ではなく、
７０℃以上の融点をもつ重合体または重合体混合物であり、また当業者により熱可塑性の
性状をもつと考えられるあらゆる材料、例えば熱に曝露されると柔軟化し、室温に冷却さ
れるとその元来の状態に戻る重合体、を表す。ポリオレフィンの熱可塑性樹脂は、ポリオ
レフィン単独重合体とポリオレフィン共重合体とを含む、一種以上のポリオレフィンを含
むことができる。別記される時を除いて、用語「共重合体」は２種以上の単量体から誘導
される重合体（ターポリマー、テトラポリマー、等を含む）を意味し、また用語「重合体
」は一種以上の異なる単量体からの、反復単位をもつあらゆる炭素含有化合物を表す。
【００８２】
　代表的なポリオレフィンは、それらに限定はされないが、２～７個の炭素原子をもつ単
量体（例えば、エチレン、プロピレン、１－ブテン、イソブチレン、１－ペンテン、１－
ヘキセン、１－オクテン、３－メチル－１－ぺンテン、４－メチル－１－ぺンテン、５－
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メチル－１－ヘキセン、それらの混合物）含む、モノオレフィン単量体と、（メタ）アク
リレートおよび／またはビニルアセテートとのそれらの共重合体とから調製することがで
きる。ポリオレフィンの熱可塑性樹脂成分は非加硫または非架橋である。
【００８３】
　ポリオレフィン熱可塑性樹脂はポリプロピレンを含むことができる。本明細書で使用さ
れる用語「ポリプロピレン」は広範に、当業者により「ポリプロピレン」であると考えら
れるあらゆる重合体を意味し、またプロピレンの単独重合体、衝撃重合体（ｉｍｐａｃｔ
　ｐｏｌｙｍｅｒｓ）およびランダム重合体を含む。本明細書に記載の配合物中に使用さ
れるポリプロピレンは、約１１０℃を超える融点をもち、少なくとも約９０重量％のプロ
ピレン単位を含み、そしてこれらの単位のアイソタクチック序列を含む。ポリプロピレン
はまた、アタクチック序列またはシンジオタクチック序列、または両方を含むことができ
る。ポリプロピレンはまた、ポリプロピレンの融点が約１１０℃を超えるように、本質的
にシンジオタクチック序列を含むことができる。ポリプロピレンはプロピレン単量体（す
なわち、プロピレン単位のみをもつ）から独占的に誘導されるか、または主としてプロピ
レンから（約８０％を超えるプロピレン）誘導されることができ、残りはオレフィン（例
えばエチレン）および／またはＣ４－Ｃ１０αオレフィンから誘導される。特定のポリプ
ロピレンは高いＭＦＲをもつ（例えば、約１０、または約１５、または約２０ｇ／１０分
の低い値から、約２５または約３０ｇ／１０分の高い値まで）。その他は、より低いＭＦ
Ｒ、例えば、約１．０未満のＭＦＲをもつ「部分（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ）」ポリプロピ
レンをもつ。高いＭＦＲをもつものは、加工または配合の容易性のために有用であること
ができる。
【００８４】
　ポリオレフィンの熱可塑性樹脂は、アタクチックポリプロピレンであるかまたはそれを
含むことができる。ポリオレフィンの熱可塑性樹脂は、一種以上の結晶質プロピレン単独
重合体、またはＤＳＣにより測定される約１０５℃を超える融点をもつプロピレンの共重
合体、を含むことができる。プロピレンの代表的な共重合体は、それらに限定はされない
が、プロピレンのターポリマー、プロピレンの衝撃共重合体、ランダムポリプロピレンお
よびそれらの混合物を含む。コモノマーは２個の炭素原子、または４～１２個の炭素原子
（例えばエチレン）をもつことができる。このようなポリオレフィン熱可塑性樹脂および
それらを製造する方法は、参照により本明細書に引用されたこととされる、米国特許第６
，３４２，５６５号明細書に記載されている。
【００８５】
　本明細書で使用される用語「ランダム・ポリプロピレン」は広義に、約９重量％まで、
例えば約２重量％～８重量％、のアルファオレフィン・コモノマーを含むプロピレンの共
重合体を意味する。α－オレフィン・コモノマーは、２個の炭素原子、または４～１２個
の炭素原子をもつことができる。
【００８６】
　ランダム・ポリプロピレンは、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０Ａに従って測定される、約１００ｋ
Ｐｓｉ～約２００ｋＰｓｉの１％割線係数をもつことができる。１％割線係数は、ＡＳＴ
Ｍ　Ｄ７９０Ａに従って測定される、約１４０ｋＰｓｉ～１６０ｋＰｓｉを含む、または
約１００、約１１０または約１２５ｋＰｓｉの低い値から、約１４５、約１６０または約
１７５ｋＰｓｉ～の高い値までをもつ、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０Ａに従って測定される、約１
４０ｋＰｓｉ～１７０ｋＰｓｉであることができる。
【００８７】
　ランダム・ポリプロピレンはＡＳＴＭ　Ｄ７９２により測定される、約０．８９ｇ／ｃ
ｍ３～約０．９２ｇ／ｃｍ３の密度を含む、または約０．８５、約０．８７、または約０
．８９ｇ／ｃｍ３の低い値から、約０．９０、約０．９１、約０．９２ｇ／ｃｍ３の高い
値までをもつ、ＡＳＴＭ　Ｄ７９により測定される、約０．８５～約０．９５ｇ／ｃｍ３

の密度をもつことができる。
【００８８】
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更なる弾性成分
　弾性のポリプロピレンベース重合体の配合物は場合により、一種以上の更なる弾性成分
を含むことができる。更なる弾性成分は一種以上のエチレン－プロピレン共重合体（ＥＰ
）であるか、またはそれを含むことができる。エチレン－プロピレン重合体（ＥＰ）は、
非結晶質、例えばアタクチックまたは非晶質であるが、ＥＰは結晶質（「半結晶質」を含
む）であることができる。ＥＰの結晶度はエチレンから誘導することができ、多数の公開
された方法、手順および技術により決定することができる。ＥＰの結晶度は、配合物から
ＥＰを除去し、次に残留プロピレンベース重合体の結晶度を測定することにより、プロピ
レンベース重合体の結晶度から区別することができる。このような測定結晶度は通常、ポ
リエチレンの結晶度を使用して補整され（ｃａｌｉｂｒａｔｅｄ）、コモノマーの含量に
関連付けられる。このような場合の結晶度パーセントは、ポリエチレンの結晶度の割合と
して測定され、従ってエチレンからの結晶度の由来が確立される。
【００８９】
　一種以上の態様において、ＥＰは、特にジエンを含む一種以上の、場合により使用され
るポリエンを含むことができ、従ってＥＰはエチレン－プロピレン－ジエン（一般に「Ｅ
ＰＤＭ」と呼ばれる）であることができる。場合により使用されるポリエンは、少なくと
も２個の不飽和結合をもつあらゆる炭化水素構造であると考えられ、そこで不飽和結合の
少なくとも１個は、容易に重合体中に取り込まれる。第２の結合は重合に部分的に参加し
て、長い連鎖分枝を形成することができるが、好適には、その後の硬化または加硫インポ
スト重合過程に適した、少なくとも幾つかの不飽和結合を提供する。ＥＰまたはＥＰＤＭ
共重合体の例は、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＶＩＳＴＡＬＯＮの商
品名で市販されている、Ｖ７２２、Ｖ３７０８Ｐ、ＭＤＶ　９１－９、Ｖ８７８を含む。
幾つかの市販のＥＰＤＭは、Ｎｏｒｄｅｌ　ＩＰおよびＭＧ等級の商品名でＤｏｗから市
販されている。特定のゴム成分（例えば、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓか
らＶＩＳＴＡＬＯＮ　３６６６のようなＥＰＤＭ）は、ゴム成分が熱可塑性化合物と混合
される前に、前以て混合された添加剤油を含む。使用される添加剤油のタイプは、特定の
ゴム成分と一緒に従来から使用されたものであると考えられる。
【００９０】
　場合により使用されるポリエンの例は、それらに限定はされないが、ブタジエン、ペン
タジエン、ヘキサジエン（例えば、１，４－ヘキサジエン）、ヘプタジエン（例えば、１
，６－ヘプタジエン）、オクタジエン（例えば、１，７－オクタジエン）、ノナジエン（
例えば、１，８－ノナジエン）、デカジエン（例えば、１，９－デカジエン）、ウンデカ
ジエン（例えば、１，１０－ウンデカジエン）、ドデカジエン（例えば、１，１１－ドデ
カジエン）、トリデカジエン（例えば、１，１２－トリデカジエン）、テトラデカジエン
（例えば、１，１３－テトラデカジエン）、ペンタデカジエン、ヘキサデカジエン、ヘプ
タデカジエン、オクタデカジエン、ノナデカジエン、イコサジエン、ヘンエイコサジエン
、ドコサジエン、トリコサジエン、テトラコサジエン、ペンタコサジエン、ヘキサコサジ
エン、ヘプタコサジエン、オクタコサジエン、ノナコサジエン、トリアコンタジエンおよ
び１０００ｇ／モル未満の分子量（Ｍｗ）をもつポリブタジエンを含む。直鎖非環式ジエ
ンの例は、それらに限定はされないが、１，４－ヘキサジエンおよび１，６－オクタジエ
ンを含む。分枝鎖非環式ジエンの例は、それらに限定はされないが、５－メチル－１，４
－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，６－オクタジエン、および３，７－ジメチル－
１，７－オクタジエンを含む。単環の脂環式ジエンの例は、それらに限定はされないが、
１，４－シクロヘキサジエン、１，５－シクロオクタジエンおよび１，７－シクロドデカ
ジエンを含む。多環の脂環式縮合および架橋環ジエンの例は、それらに限定はされないが
、テトラヒドロインデン、ノルボルナジエン、メチルテトラヒドロインデン、ジシクロペ
ンタジエン、ビシクロ（２．２．１）ヘプタ－２，５－ジエンおよびアルケニル－、アル
キリデン－、シクロアルケニル－およびシクロアルキリエン・ノルボルネン［例えば、５
－メチレン－２－ノルボルネン、５－エチリデン－２－ノルボルネン、５－プロペニル－
２－ノルボルネン、５－イソプロピリデン－２－ノルボルネン、５－（４－シクロペンテ
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ニル）－２－ノルボルネン、５－シクロヘキシリデン－２－ノルボルネン、および５－ビ
ニル－２－ノルボルネンを含む］を含む。シクロアルケニル－置換アルケンの例は、それ
らに限定はされないが、ビニルシクロヘキセン、アリルシクロヘキセン、ビニルシクロオ
クテン、４－イニルシクロヘキセン、アリルシクロデセン、ビニルシクロドデセン、およ
びテトラシクロドデカジエンを含む。
【００９１】
　その他の態様において、更なる弾性成分は、それらに限定はされないが、スチレン／ブ
タジエン・ゴム（ＳＢＲ）、スチレン／イソプレン・ゴム（ＳＩＲ）、スチレン／イソプ
レン／ブタジエン・ゴム（ＳＩＢＲ）、スチレン－ブタジエン－スチレン・ブロック共重
合体（ＳＢＳ）、水素化スチレンブタジエン－スチレン・ブロック共重合体（ＳＥＢＳ）
、水素化スチレン－ブタジエン・ブロック共重合体（ＳＥＢ）、スチレン－イソプレンス
チレン・ブロック共重合体（ＳＩＳ）、スチレン－イソプレン・ブロック共重合体（ＳＩ
）、水素化スチレン－イソプレン・ブロック共重合体（ＳＥＰ）、水素化スチレン－イソ
プレン－スチレン・ブロック共重合体（ＳＥＰＳ）、スチレン－エチレン／ブチレン－エ
チレン・ブロック共重合体（ＳＥＢＥ）、スチレン－エチレン－スチレン・ブロック共重
合体（ＳＥＳ）、エチレン－エチレン／ブチレン・ブロック共重合体（ＥＥＢ）、エチレ
ン－エチレン／ブチレン／スチレン・ブロック共重合体（水素化ＢＲ－ＳＢＲブロック共
重合体）、スチレン－エチレン／ブチレン－エチレン・ブロック共重合体（ＳＥＢＥ）、
エチレン－エチレン／ブチレン－エチレン・ブロック共重合体（ＥＥＢＥ）、ポリイソプ
レンゴム、ポリブタジエン・ゴム、イソプレン・ブタジエン・ゴム（ＩＢＲ）、ポリスル
フィド、ニトリルゴム、酸化プロピレン重合体、スター分枝ブチルゴムおよびハロゲン化
スター分枝ブチルゴム、臭化ブチルゴム、塩化ブチルゴム、スター分枝ポリイソブチレン
・ゴム、スター分枝臭化ブチル（ポリイソブチレン／イソプレン共重合体）ゴム、ポリ（
イソブチレン－コ－アルキルスチレン）、適切なイソブチレン／メチルスチレン共重合体
（例えばイソブチレン／メタ－ブロモメチルスチレン、イソブチレン／ブロモメチルスチ
レン、イソブチレン／クロロメチルスチレン、ハロゲン化イソブチレン・シクロペンタジ
エン、およびイソブチレン／クロロメチルスチレンおよびそれらの混合物）、を含むこと
ができる。更なる弾性成分は、水素化スチレン－ブタジエンスチレン・ブロック共重合体
（ＳＥＢＳ）および水素化スチレンイソプレン－スチレン・ブロック共重合体（ＳＥＰＳ
）を含む。
【００９２】
　更なる弾性成分はまた、天然ゴムであるか、またはそれを含むことができる。天然ゴム
はＲＵＢＢＥＲ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　１７９－２０８（１９９５）中にＳｕｂｒａｍ
ａｎｉａｍにより詳細に記載されている。適切な天然ゴムはマレーシアゴム、例えばＳＭ
Ｒ　ＣＶ、ＳＭＲ　５、ＳＭＲ　１０、ＳＭＲ　２０およびＳＭＲ５０およびそれらの混
合物、よりなる群から選択することができ、ここで天然ゴムは約１００℃で、約４０～６
５を含む、約３０～１２０の（ＭＬ　１＋４）のムーニー粘度をもつ。本明細書で言及さ
れるムーニー粘度試験はＡＳＴＭ　Ｄ－１６４６に従う。
【００９３】
　更なる弾性成分はまた、一種以上の合成ゴムであるか、またはそれらを含むことができ
る。適切な市販の合成ゴムは、ＮＡＴＳＹＮＴＭ（Ｇｏｏｄｙｅａｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｃｏｍｐａｎｙ）およびＢＵＤＥＮＥＴＭ　１２０７またはＢＲ　１２０７（Ｇｏｏｄ
ｙａｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ）を含む。適切なゴムは高いシス－ポリブタ
ジエン（シス－ＢＲ）である。「シス－ポリブタジエン」または「高いシス－ポリブタジ
エン」により、１，４－シスポリブタジエンが使用され、そのシス成分の量が少なくとも
約９５％であることを意味する。高いシス－ポリブタジエンの例は配合物ＢＵＤＥＮＥＴ

Ｍ　１２０７中に使用される市販製品である。
【００９４】
　更なる弾性成分は、約５０ｐｈｒ（ゴム１００に対する部）まで、約４０ｐｈｒまで、
または約３０ｐｈｒまで存在することができる。一種以上の態様において、更なるゴム成



(22) JP 2013-515871 A 2013.5.9

10

20

30

40

50

分の量は、約１．７または約２０ｐｈｒの低い値から、約２５、約３５または約５０ｐｈ
ｒの高い値をもつことができる。
【００９５】
添加油
　弾性のプロピレンベース重合体の配合物は場合により一種以上の添加油を含むことがで
きる。このような「添加油」は本開示に使用される「仕上げ油」と混同するべきでない。
本明細書で使用される「添加油」は、前記に定義されたように、形成された繊維の表面に
適用される仕上げ油と反対に、弾性のプロピレンベース重合体の調製中に添加される油を
表す。用語「添加油」は、「プロセス油」と「増量油」の双方を含む。例えば、「添加油
」は炭化水素油および可塑剤、例えば有機エステルおよび合成可塑剤、を含むことができ
る。多数の添加油は石油留分から誘導され、またそれらがパラフィン、ナフテンまたは芳
香族油のクラスに入るかどうかに応じて、特定のＡＳＴＭ表示をもつ。その他のタイプの
添加油は、鉱油、アルファオレフィン合成油（例えば、液体ポリブチレン）、例えば、商
標Ｐａｒａｐｏｌ（登録商標）として販売される製品、を含む。石油ベースの油以外の添
加油、例えばコールタールと松根タールから由来する油、並びに合成油、例えばポリオレ
フィン物質（例えば、双方ともＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙにより供給されるＳｐｅｃｔａＳｙｎＴＭおよびＥｌｅｖａｓｔＴＭ）もまた使用する
ことができる。
【００９６】
　どのタイプの油を特定のゴムと一緒に使用するべきか、および油の適量は、当該技術分
野で周知である。添加油は、ゴムと熱可塑性成分のブレンド１００重量部に対して約５～
３００重量部の量で存在することができる。添加油の量はまた、ゴム成分の１００重量部
当り約３０～２５０部または約７０～２００重量部として表すことができる。あるいはま
た、添加油の量は、総ゴム含量に基づき、そして総ゴムに対する添加油の重量比率として
規定されることができ、また、その量は特定の場合には、プロセス油と増量剤油の合せた
量であることができる。この比率は例えば、約０～約４．０／１であることができる。以
下のあらゆる下限と上限：約０．１／１、または約０．６／１、または約０．８／１、ま
たは約１．０／１、または約１．２／１、または約１．５／１、または約１．８／１、ま
たは約２．０／１、または約２．５／１の下限、および約４．０／１、または約３．８／
１、または約３．５／１、または約３．２／１、または約３．０／１、または約２．８／
１の上限（前記の下限のいずれとも組み合わせることができる）、をもつその他の範囲も
使用することができる。欠陥は、しばしば、配合物の物理的強度低下、または油の浸出、
または双方であるが、より大量の添加油を使用することができる。
【００９７】
　ポリブテン油は適切である。代表的なポリブテン油は、約１５，０００未満のＭをもち
、また３～８炭素原子、そしてより好適には４～６炭素原子をもつオレフィン誘導単位の
単独重合体または共重合体を含む。ポリブテンはＣ４ラフィネートの単独重合体または共
重合体であることができる。「ポリブテン」重合体と呼ばれる代表的な低分子量重合体は
例えば、ＳＹＮＴＨＥＴＩＣ　ＬＵＢＲＩＣＡＮＴＳ　ＡＮＤ　ＨＩＧＨ－ＰＥＲＦＯＲ
ＭＡＮＣＥ　ＦＵＮＣＴＩＯＮＡＬＦＬＵＩＤＳ　３５７－３９２（Ｌｅｓｌｉｅ　Ｒ．
Ｒｕｄｎｉｃｋ　＆　Ｒｏｎａｌｄ　Ｌ．Ｓｈｕｂｋｉｎ，ｅｄ．，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅ
ｋｋｅｒ　１９９９）（以後「ポリブテンプロセス油」または「ポリブテン」と呼ばれる
）に記載されている。
【００９８】
　ポリブテンのプロセス油は、少なくともイソブチレン誘導単位および、場合により１－
ブテン誘導単位および／または２－ブテン誘導単位をもつ共重合体であることができる。
ポリブテンは、イソブチレンの単独重合体、またはイソブチレンと１－ブテンもしくは２
－ブテンの共重合体、またはイソブチレンと１－ブテンと２－ブテンのターポリマーであ
ることができ、ここで、イソブチレン誘導単位は共重合体の約４０～１００重量％であり
、１－ブテン誘導単位は共重合体の約０～４０重量％であり、そして２－ブテン誘導単位
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は共重合体の約０～４０重量％である。ポリブテンは、共重合体またはターポリマーであ
ることができ、ここでイソブチレン誘導単位は共重合体の約４０～９９重量％であり、１
－ブテン誘導単位は共重合体の約２～４０重量％であり、そして２－ブテン誘導単位は共
重合体の約０～３０重量％である。ポリブテンはまた、３単位のターポリマーであること
ができ、ここでイソブチレン誘導単位は共重合体の約４０～９６重量％であり、１－ブテ
ン誘導単位は共重合体の約２～４０重量％であり、そして２－ブテン誘導単位は共重合体
の約２～２０重量％である。その他の適切なポリブテンはイソブチレンと１－ブテンの単
独重合体または共重合体であり、ここでイソブチレン誘導単位は、単独重合体または共重
合体の約６５～１００重量％であり、そして１－ブテン誘導単位は共重合体の約０～３５
重量％である。適切なプロセス油の市販の例は、Ｓｏｌｔｅｘ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｏ
ｉｌｓからのプロセス油のＰＡＲＡＰＯＬＴＭシリーズまたはポリブテン等級またはＩｎ
ｄｏｐｏｌＴＭおよびＢＰ／ＩｎｎｏｖｅｎｅからのＬｕｂｒｉｎｃａｎｔｓを含む。
【００９９】
　更にその他の態様において、一種または複数のプロセス油は、約２～４０ｐｈｒ、約４
～３５ｐｈｒおよび約５～３０ｐｈｒを含む、約１～６０ｐｈｒで存在することができる
。一種または複数のプロセス油はまた、ポリオレフィンの脆弱化を防止する補助をし、ま
たそれらの柔軟性を維持する、非結晶質の移動性添加剤、特に、その後、架橋を容易にす
るために放射線に曝露されるもの、として役立つことができる（参照することにより本明
細書に引用されたこととされる米国特許第４，１１０，１８５号明細書）。
【０１００】
架橋剤／協力剤（ｃｏ－ａｇｅｎｔｓ）
　弾性のプロピレンベース重合体の組成物は、場合により、協力剤とも呼ばれる一種また
は複数の架橋剤を含むことができる。適切な協力剤は、液体および金属の多官能性アクリ
レートおよびメタクリレート、官能化ポリブタジエン樹脂、官能化シアヌレートおよびア
リルイソシアヌレートを含むことができる。より具体的には、適切な協力剤は、それらに
限定はされないが、多官能性ビニルもしくはアリル化合物、例えばトリアリルシアヌレー
ト、トリアリルイソシアヌレート、ペンタエリスリトール・テトラメタクリレート、エチ
レングリコールジメタクリレート、ジアリルマレエート、ジプロパルギルマレエート、ジ
プロパルギルモノアリルシアヌレート、アゾビスイソブチロニトリル等、およびそれらの
組み合わせ物を含むことができる。市販の架橋剤／協力剤はＳａｒｔｏｍｅｒから購入す
ることができる。
【０１０１】
　弾性のプロピレンベース重合体の組成物は、重合体組成物の総重量に基づいて約０．１
重量％以上の協力剤を含むことができる。一種または複数の協力剤の量は、重合体組成物
の総重量に基づいて、約０．１重量％～約１５重量％であることができる。一つ以上の態
様において、一種または複数の協力剤の量は、ブレンドの総重量に基づいて、約０．１重
量％、約１．５重量％または約３．０重量％の低い値から、約４．０重量％、約７．０重
量％、または約１５重量％の高い値までをもつことができる。一つ以上の態様において、
一種または複数の協力剤の量は、重合体組成物の総重量に基づいて、約２．０重量％、約
３．０重量％または約５．０重量％の低い値から、約７．０重量％、約９．５重量％また
は約１２．５重量％の高い値までをもつことができる。
【０１０２】
抗酸化剤
　弾性のプロピレンベース重合体の配合物は場合により、一種または複数の抗酸化剤を含
むことができる。適切な抗酸化剤は、Ｃｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ　Ｃｏｒｐ．により製造され
る、ヒンダードフェノール、ホスファイト、ヒンダードアミン、Ｉｒｇａｆｏｓ　１６８
、Ｉｒｇａｎｏｘ　１０１０、Ｉｒｇａｎｏｘ　３７９０、Ｉｒｇａｎｏｘ　Ｂ２２５、
Ｉｒｇａｎｏｘ　１０３５、Ｉｒｇａｆｏｓ　１２６、Ｉｒｇａｓｔａｂ　４１０、Ｃｈ
ｉｍａｓｓｏｒｂ　９４４、等を含むことができる。これらは、形成また加工操作中の劣
化を防止するため、そして／または、弾性のプロピレンベース重合体の配合物がｅ－ビー
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ムに曝露される場合に特に有用である可能性がある連鎖の劣化の程度をより良く制御する
ために、弾性配合物に添加されることができる。
【０１０３】
　弾性のプロピレンベース配合物は、ブレンドの総重量に基づいて、少なくとも約０．１
重量％の抗酸化剤を含むことができる。一つ以上の態様において、一種または複数の抗酸
化剤の量は、ブレンドの総重量に基づいて、約０．１重量％～約５重量％であることがで
きる。一つ以上の態様において、一種または複数の抗酸化剤の量は、ブレンドの総重量に
基づいて、約０．１重量％。約０．２重量％また約０．３重量％の低い値から、約１重量
％、約２．５重量％また約５重量％の高い値をもつことができる。一つ以上の態様におい
て、一種または複数の抗酸化剤の量は、ブレンドの総重量に基づいて、約０．１重量％で
ある。一つ以上の態様において、一種または複数の抗酸化剤の量はブレンドの総重量に基
づいて、約０．２重量％である。一つ以上の態様において、一種または複数の抗酸化剤の
量はブレンドの総重量に基づいて、約０．３重量％である。一つ以上の態様において、一
種または複数の抗酸化剤の量は、ブレンドの総重量に基づいて、約０．４重量％である。
一つ以上の態様において、一種または複数の抗酸化剤の量は、ブレンドの総重量に基づい
て、約０．５重量％である。
【０１０４】
混合および添加剤
　一つ以上の態様において、プロピレンベース重合体および場合により一種または複数の
ポリオレフィン熱可塑性樹脂、更なる弾性成分、添加油、協力剤および抗酸化剤のような
個々の材料および成分は、溶融混合によりブレンドされて、ブレンドを形成することがで
きる。剪断を形成し、また混合可能な機械の例は、一種または複数の混合先端または羽根
をもつ混練装置または混合要素をもつ押し出し機、一種または複数のスクリューをもつ押
し出し機、並流または向流回転タイプの押し出し機、Ｂａｎｂｕｒｙミキサー、Ｆａｒｒ
ｅｌｌ連続ミキサーおよびＢｕｓｓ混練装置、を含む。混合のタイプと強度、温度および
必要な滞留時間は、混練または混合要素、スクリューのデザインおよびスクリュー速度（
＜３０００ＲＰＭ）の選択と組み合わせて、前記の機械の一つの選択により達成すること
ができる。
【０１０５】
　一つ以上の態様において、ブレンドは約６０、約７０または約７５重量％の低い値から
、約８０、約９０または約９５重量％の高い値をもつ量のプロピレンベース重合体を含む
ことができる。一つ以上の態様において、ブレンドは約５、約１０または約２０重量％の
低い値から約２５、約３０または約７５重量％の高い値をもつ量の、一つ以上のポリオレ
フィン熱可塑性成分を含むことができる。一つ以上の態様において、ブレンドは約５、約
１０または約１５重量％の低い値から、約２０、約３５または約５０重量％の高い値の範
囲の量の、更なる弾性成分を含むことができる。
【０１０６】
　一つ以上の態様において、協力剤、抗酸化剤および／またはその他の添加剤は、その他
の重合体成分と同時に、または押し出し機もしくはＢｕｓｓ混練装置を使用する場合には
後に下流で、または時間的に後になってのみ、導入することができる。説明された協力剤
および抗酸化剤以外の、その他の添加剤は、ブロック阻害剤、静電気抑制剤、紫外線安定
剤、発泡剤および加工補助剤を含むことができる。添加剤はブレンドに純粋な形態でまた
はマスターバッチ添加することができる。
【０１０７】
硬化された製品
　形成された製品（例えば、押し出し製品）は、繊維、糸またはフィルムであることがで
き、また少なくとも一部は架橋または硬化されることができる。架橋は製品に、繊維また
は糸のような製品が高温に曝露されると考えられる時に有用な、熱抵抗性を与える。本明
細書で使用される用語「熱抵抗性」は、重合体組成物、または重合体組成物から形成され
る製品の、本明細書に記載の高温熱硬化および染色試験を通過する能力を表す。
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【０１０８】
　本明細書で使用される用語「硬化された」、「架橋された」、「少なくとも一部は硬化
された」および「少なくとも一部は架橋された」は、配合物の総重量に基づいて、少なく
とも２重量％の不溶物を有する組成物を表す。本明細書に記載された弾性のポリプロピレ
ンベースの配合物は、Ｓｏｘｈｌｅｔ抽出により、溶媒としてキシレンを使用して、少な
くとも約３重量％、または少なくとも約５重量％、または少なくとも約１０重量％、また
は少なくとも約２０重量％、または少なくとも約３５重量％、または少なくとも約４５重
量％、または少なくとも約６５重量％、または少なくとも約７５重量％、または少なくと
も約８５重量％、または約９５重量％未満の不溶物を提供するような程度に硬化されるこ
とができる。
【０１０９】
　特定の態様において、架橋は、製品を成形または押し出し後に、電子ビームまたは単に
「ｅ－ビーム」により実施される。適切なｅ－ビーム装置はＥ－ＢＥＡＭ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ，Ｉｎｃ．から市販されている。具体的な態様において、電子は、複数回の曝露におい
て、約１００ｋＧｙ以下の投与量で使用される。電子源は、所望の用量を供給することが
できる電力出力をもつ、約１５０Ｋｅｖ～約１２メガ－電子ボルト（ＭｅＶ）の範囲で作
動するあらゆる電子ビーム発生機であることができる。電子電圧は例えば、約１００，０
００、約３００，０００、約１，０００，０００、約２，０００，０００、約３，０００
，０００および約６，０００，０００であることができる適当なレベルに調整することが
できる。重合体および重合体製品を照射する広範な装置が利用可能である。
【０１１０】
　有効な照射は一般に、約１０ｋＧｙ（キログレイ）～約３５０ｋＧｙ、好適には約２０
～約３５０ｋＧｙ、または約３０～約２５０ｋＧｙ、または約４０～約２００ｋＧｙ間の
用量で実施される。本態様の特定の相様において、照射は室温で、大気中で実施される。
【０１１１】
　その他の態様において、架橋は、ｅ－ビームの硬化に加えて一種または複数の化学物質
への曝露により実施することができる。代表的な化学物質は、それらに限定はされないが
、過酸化物およびその他のフリーラジカル発生剤、硫黄化合物、フェノール樹脂および水
素化珪素を含む。本態様の具体的な相様において、架橋剤は流体であるか、またはそれが
製品に均一に適用されることができるように流体に転化される。流体の架橋剤は、気体（
例えば、二塩化硫黄）、液体（例えば、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌから市販のＴｒｉｇｏｎｏ
ｘ　Ｃ）、溶液（例えば、アセトン中過酸化ジクミル）またはそれらの懸濁物（例えば、
水中過酸化ジクミルの懸濁物またはエマルション、あるいは過酸化物ベースのレドックス
系）である配合物を含む。
【０１１２】
　代表的な過酸化物は、それらに限定はされないが、過酸化ジクミル、過酸化ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチル、過安息香酸ｔ－ブチル、過酸化ベンゾイル、クメンヒドロペルオキシド、ｔ
－ブチルペルオクトエート、過酸化メチルエチルケトン、２，５－ジメチル－２，５－ジ
（ｔ－ブチルペルオキシ）ヘキサン、過酸化ラウリル、過酢酸ｔｅｒｔ－ブチル、を含む
。過酸化物の硬化剤は、使用される時に一般に有機過酸化物から選択される。有機過酸化
物の例は、それらに限定はされないが、過酸化ジ－ｔｅｒｔ－ブチル、過酸化ジクミル、
過酸化ｔ－ブチルクミル、α，α－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）ジイソプロピル
ベンゼン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）ヘキサン、１，１－
ジ（ｔ－ブチルペルオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、－ブチル－４，
４－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）バレレート、過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロ
イル、過酸化ジラウロイル、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチルペルオキ
シ）ヘキセン－３およびそれらの混合物を含む。更に、過酸化ジアリール、過酸化ケトン
、ペルオキシジカーボネート、ペルオキシエステル、過酸化ジアルキル、ヒドロペルオキ
シド、ペルオキシケタールおよびそれらの混合物を使用することができる。
【０１１３】
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　一つ以上の態様において、架橋は、ヒドロシリル化法を使用して実施することができる
。
【０１１４】
　一つ以上の態様において、架橋は、不活性雰囲気または酸素限定雰囲気下で実施するこ
とができる。適切な雰囲気は、ヘリウム、アルゴン、窒素、二酸化炭素、キセノンおよび
／または真空の使用により提供されることができる。
【０１１５】
　化学物質または照射のいずれかによる架橋は、架橋触媒、例えば、有機塩基、カルボン
酸並びに、有機チタネートおよび鉛、コバルト、鉄、ニッケル、亜鉛およびスズの錯体ま
たはカルボン酸塩（例えば、ジブチルスズジラウレート、ジオクチルスズマレエート、ジ
ブチルスズジアセテート、ジブチルスズジオクトエート、酢酸スズ、スズオクトエート、
ナフテン酸鉛、カプリル酸亜鉛、ナフテン酸コバルト、等）を含む有機金属化合物により
促進されることができる。
【０１１６】
　従って、前記のように、幾つかの代表的な態様において、弾性のエチレン－プロピレン
ベース重合体はまた、ジエンおよび／または架橋剤を含む。幾つかの態様において、ジエ
ンは、以下：５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）、１，４－ヘキサジエン、５
－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）、１，６－オクタジエン、５－メチル－１，４
－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，６－オクタジエン、１，３－シクロペンタジエ
ン、１，４－シクロヘキサジエン、ビニルノルボルネン（ＶＮＢ）、ジシクロペンタジエ
ン（ＤＣＰＤ）およびそれらの組み合わせ物、から選択される。幾つかの態様において、
架橋剤は、以下：多官能性アクリレート、多官能性メタクリレート、官能化ポリブタジエ
ン樹脂、官能化シアヌレートおよびアリルイソシアヌレートおよびそれらの組み合わせ物
、から選択される。
【０１１７】
抗粘着剤
　本開示の抗粘着剤は、弾性重合体とともに繊維中に取り込まれると、繊維が紡糸、巻き
取りそして包装物から巻き出しすることができるように粘性を減少するあらゆる抗粘着剤
を含むことができる。代表的な抗粘着剤は、それらに限定はされないが、脂肪酸アミドま
たはビス－ステアラミドと呼ばれる抗粘着剤（例えば、エチレンビス－ステアラミド、例
えばＣｌａｒｉａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより製造されるＣｅｒｉｄｕｓｔ（登
録商標））、ＴｉＯ２、Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　ＨａｓｓからのＡｄｖａｗａｘＴＭ（例えば
、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビスステアラミドまたは金属ステアレートと混合された（等級に
応じて）、ＬｏｎｚａからのＡｃｒａｗａｘＴＭはＮ，Ｎ’－エチレン・ビスステアラミ
ドである）、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）および／またはセルロースアセ
テートプロピオネート（ＣＡＰ）（参照により本明細書に引用されたこととされる、米国
特許第６，２３２，３７４号明細書に記載のような）、タルク、コーンスターチを含む澱
粉、粘土、ステアリン酸の金属塩、オレイン酸もしくはパルミチン酸、等の金属塩、並び
に前記の一種または複数の組み合わせ物、の群からの抗粘着剤を含む。幾つかの態様にお
いて、抗粘着剤は、ビス－ステアラミド、好適にはエチレン・ビス－ステアラミド、最も
好適にはＣｅｒｉｄｕｓｔ（登録商標）　３９１０（例えば、ビ－ステアリル－エチレン
－ジアミド、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビスステアラミド、Ｎ，Ｎ’－エチレン・ビス（オク
タデカンアミド）および１，２－ビス（オクタデカンアミド）エタン）である。
【０１１８】
　一つの態様において、抗粘着剤は、ビス－ステアラミド抗粘着剤と、限定はされないが
、ＴｉＯ２、タルクおよびコーンスターチのようなその他の抗粘着剤との組み合わせ物で
あることができる。幾つかの態様において、例えば、ＴｉＯ２、タルク、およびコーンス
ターチのような特定の抗粘着剤はまた、充填剤として働くことができる。
【０１１９】
　本開示の抗粘着剤は、包装物から繊維の巻出しを許すのに十分な量で、弾性のプロピレ
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ンベース重合体の配合物に添加される。幾つかの態様において、約０．５～約３０重量％
の抗粘着剤が重合体組成物に添加される。特定の態様に使用される抗粘着剤の量は、ある
程度までは、使用される抗粘着剤のタイプに左右されると考えられる。例えば、Ｃｅｒｉ
ｄｕｓｔ（登録商標）　３９１０のようなビス－ステアラミド抗粘着剤は少量で有効であ
り、またそれらは高価であるので、比較的少量が望ましい。従って、より多量を使用する
ことができると考えられ、またこの範囲は限定することを意図されないが、ビス－ステア
ラミドタイプの抗粘着剤を使用する時は、好適には約０．５～約１０重量％の抗粘着剤が
使用される。しかし、比較的安価な材料、特に充填材料としても働くことができる材料を
使用する時は、繊維の特性に悪影響を与えずに、双方とも抗粘着特性を提供すると考えら
れる多量の抗粘着／充填材料を使用することは有益である。例えば、代表的な態様におい
て、抗粘着剤は、繊維の約１～約２０重量％の量の、ＴｉＯ２、タルク、コーンスターチ
または同様な物質、あるいはそれらの組み合わせ物であることができる。その他の代表的
な態様において、抗粘着剤は、そこで、合わせた抗粘着剤の量が繊維の約１～約３０重量
％である、ビス－ステアラミドタイプの抗粘着剤と、それらに限定されないが、ＴｉＯ２

、タルクおよびコーンスターチのような、一つ以上のその他の抗粘着剤との組み合わせで
あることができる。幾つかの代表的な態様において、一種以上の抗粘着剤の量は、繊維の
約０．５～約３０％、約１～約２０％、約１～約５％または約２～約４重量％である。
【０１２０】
　これらの抗粘着剤は、それが繊維中に取り入れられるように、繊維の紡糸前に弾性重合
体組成物に添加される。例えば、抗粘着剤は弾性プロピレンベース重合体の形成中のよう
な、溶融紡糸過程の上流で添加することができるか、またはそれは、繊維形成の前に（例
えば、溶融混合期間中）溶融紡糸過程中に添加することができる。
【０１２１】
場合により使用される添加剤
　本開示の繊維の態様において、繊維は約６０～約９．５重量％までの弾性のプロピレン
ベース重合体の配合物を含み、また抗粘着剤は、前記の量を（例えば、繊維の約０．５～
約３０重量％）取り入れられる。更に、本開示の弾性繊維はまた、様々な目的のための更
なる従来の添加剤を含むことができる。幾つかのこのような添加剤もまた、粘性を減少さ
せる補助になることができる。適切な添加剤は、それらに限定はされないが、有機ステア
レート（例えば、ステアリン酸カルシウムまたはステアリン酸マグネシウム）、鉱油およ
びそれらの混合物を含む。本開示の弾性繊維は実質的にシリコーンベースの仕上げ剤を含
まないが、幾つかの態様において、弾性繊維は、それらに限定はされないが、局所的に適
用された鉱油仕上げ剤またはエステルもしくは脂肪酸ベースの油の仕上げ剤またはそれら
の混合物を含む、非シリコーンベースの紡糸仕上げ剤を含んでも、または含まなくてもよ
い。幾つかの態様において、このような非シリコーンベースの仕上げ剤は、最終的繊維の
約１％と約７重量％の量（すなわち、一旦適用された重量）で適用される。幾つかの態様
において、弾性繊維は実質的にあらゆる仕上げ剤を含まない。
【０１２２】
　一つの態様において、本開示の弾性繊維は、これらの添加剤がプロピレンベースのエラ
ストマーまたは本開示の抗粘着添加剤との拮抗効果をもたらさない限り、抗酸化剤、熱安
定剤、ＵＶ安定剤、顔料およびつや消し剤（例えば、二酸化チタン）、染料および染料促
進剤、塩素劣化に対する抵抗を高める添加剤（例えば、二酸化亜鉛、酸化マグネシウムお
よびフンタイト（ｈｕｎｔｉｔｅ）とヒドロマグネサイトの混合物）のような、特定の目
的のために添加される更なる従来の添加剤を含むことができる。幾つかの従来の添加剤は
、弾性繊維の粘性を判定するために使用される一つのパラーメーターであるオーバーエン
ド引取張力（ＯＥＴＯＴ）測定値に対して僅かな効果を示すことができるが、それらのど
れも、ＯＥＴＯＴ測定値に対してかなりの効果をもたらすと考えられる量では添加されな
い。
【０１２３】
繊維および製品を調製する方法
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　本開示の態様は、本明細書に説明される弾性繊維のいずれか一つを調製する方法を含む
。その方法は、前記の弾性のプロピレンベース重合体を提供する方法を含んでなる。幾つ
かの態様において、弾性のプロピレンベース重合体は、ジエンおよび／または架橋剤を含
むことができ、従って重合体組成物を架橋可能にさせることができる。次にその方法は、
弾性のプロピレンベース重合体の組成物に前記の抗粘着剤（例えば、ビス－ステアラミド
、ＴｉＯ２、コーンスターチ、タルクまたはそれらの混合物）を添加／混合する方法を含
む。この混合は、弾性のプロピレンベース重合体の調製中、または溶融紡糸中に実施する
ことができる。次にその方法は、溶融紡糸工程により組成物から繊維を調製する方法を含
み、そこで生成される繊維は、巻き取りの前に繊維の表面にシリコーンベースの仕上げ剤
の適用を伴わずに、巻き出すことができる。
【０１２４】
　一つの態様において、本開示の弾性重合体組成物を合成中、またはその後に、抗粘着添
加剤が組成物に取り入れられる。その中に抗粘着添加剤を分散された組成物が溶融紡糸さ
れて、本開示の弾性繊維を形成することができる。溶融紡糸は、重合体組成物を溶融し、
そして紡糸口金（ダイ）の口を通して溶融重合体溶液を押し出して、繊維（フィラメント
）を形成し、次にそれが冷却され、固化され、円筒状コア上に巻き取られて、糸供給包装
物を形成する方法を表す。その他の態様において、抗粘着添加剤は、溶融過程中のような
重合体組成物が繊維に形成される前の時点で、溶融紡糸過程中に、重合体組成物と混合さ
れる。従って、抗粘着添加剤が弾性重合体組成物中に、溶融紡糸過程の上流で取り入れら
れようと、または溶融過程中に取り入れられようと、添加剤は、仕上げ剤の場合における
ように、形成された繊維の表面に適用されるものと反対に、形成された繊維中に取り入れ
られる。
【０１２５】
　弾性重合体が、ジエンおよび／または架橋剤の包含により架橋可能である態様において
、本開示の繊維を製造する方法は更に、繊維紡糸後のどこかの時点で、繊維を架橋する過
程を含むことができる。繊維は紡糸後、しかし包装物への巻き取り前に、架橋されること
ができるか、あるいは繊維は、最終使用製品（例えば、布帛、ラミネート、衣料、使い捨
て個人手入れ製品、等）への取り入れ前、または繊維が最終使用製品中に取り入れられた
後、のような繊維形成の下流のいずれかの地点で架橋されることができる。架橋は、それ
らに限定はされないが、熱、化学的触媒反応、ｅ－ビーム照射、等を含む、当業者に知ら
れた様々な方法により実施することができる。一つの態様において、架橋は、本開示の繊
維をｅ－ビーム光線に曝露することにより実施される。その他の架橋法は、ガンマ照射、
熱、ＵＶ光線、ガンマ照射、ｘ－線照射、ＵＶ（紫外線）、等、またはそれらの組み合わ
せ物を含む。
【０１２６】
製品
　本開示の態様は、本開示の弾性繊維を含んでなる製品を含む。これらの製品は、それら
に限定はされないが、布帛およびラミネート構造物を含む。
【０１２７】
　一つの態様において、本開示は、前記の弾性プロピレンベース重合体、前記の抗粘着剤
を含む本開示の弾性繊維を含む布帛を提供し、ここで該繊維が繊維の表面上にシリコーン
ベースの仕上げ剤を実質的に含まない。本開示の布帛は、それらに限定はされないが、衣
料、家具の布帛、等のような、様々な最終使用製品を製造するために使用することができ
る。
【０１２８】
　一つの態様において、本開示のラミネート構造物は、前記の弾性のプロピレンベース重
合体、前記の抗粘着剤、を含む本開示の弾性繊維を含み、ここで該繊維が繊維の表面上に
シリコーンベースの仕上げ剤を実質的に含まない。特定の態様において、繊維は、布帛、
不織布、フィルムおよびそれらの組み合わせ物のような１枚以上の支持体層に接着される
。ラミネート構造物は接着剤、超音波接着またはそれらの組み合わせ物により接着させる
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ことができる。ラミネート構造物は、それらに限定はされないが、使い捨て衛生製品（例
えば、おむつ）、小児訓練パンツ、成人失禁用製品または女性生理用品のような様々な製
品を製造するために使用することができる。
【実施例】
【０１２９】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施例
　本開示の態様を説明してきたが、以下の実施例は一般に、本開示の幾つかの更なる態様
を説明する。本開示の態様は以下の実施例および対応する本文および図面と関連して説明
されるが、この説明に、本開示の態様を限定する意図はない。その反対に、その意図は、
本開示の態様の精神と範囲内に含まれるすべての代替物、修正物および同等物を網羅する
ことである。
【０１３０】
実施例
　以下の方法に従って、抗粘着添加剤を含むおよび含まない弾性繊維を調製した。すべて
の繊維は、弾性のプロピレンベース重合体から製造された。以下の表１に示したように、
繊維を紡糸するために、ＶｉｓｔａｍａｘｘＴＭ　１１００等級の弾性のプロピレンベー
ス重合体（ＶＭ１１００）（実施例１～９）またはＶｉｓｔａｍａｘｘＴＭ　２１００等
級の弾性のプロピレンベース重合体（ＶＭ２１００）（実施例１０～１２）を使用した。
繊維は溶融紡糸され、スプール上に回収された。溶融紡糸を以下の通りに実施した。
【０１３１】
　ＩＷＫＡ巻き取り装置を伴うＦｏｕｒｎｅ　Ｐｉｌｏｔ溶融紡糸システムを使用した。
この紡糸装置は図１に示される。重合体チップの形態のポリオレフィン樹脂を押し出し機
に供給した。樹脂を押し出し機中で完全に溶融し、次に加熱、遮蔽された移動ライン内を
、紡糸ブロック（「紡糸ヘッド」としても知られる）内に設置されている紡糸パック内の
紡糸口金に、正確な速度により重合体を計量添加する計量ポンプに運搬した。計量ポンプ
は遮蔽され、ポンプブロックは電気で加熱され、更に一定温度を維持するために遮蔽され
ている。
【０１３２】
　１基を越える押し出し機を使用することができると考えられるが、以下の実施例におい
ては、溶融重合体を２基の計量ポンプに供給するために１基の押し出し機を使用した。各
計量ポンプは一つの流入口と４つの流出流をもち、従って合計８本の重合体の流れが８個
の個々の紡糸口金に対して同時に計量添加された。合計４個の紡糸パックが紡糸ブロック
内部に設置され、各紡糸パックは２個の個々の紡糸口金とスクリーンフィルターアセンブ
リーを含む。しかし、実際には紡糸パックに対して紡糸口金のあらゆる組み合わせ物を満
足に使用することができる。各紡糸口金は一本の円形の毛細管を含むが、複数のフィラメ
ントまたは円形でないｘ－断面をもつ連続的連続糸を製造するために、複数の毛細管また
は円形でないｘ－断面をもつ紡糸口金をも使用することができる。
【０１３３】
　紡糸口金の毛細管から押し出された時に、静止溶融された（ｓｔｉｌｌ－ｍｏｌｔｅｎ
）重合体を冷却空気により急冷して固形物の繊維にする。以下の実施例においては、糸（
特に高いｄｐｆをもつ糸）の完全な急冷を可能にし、また糸の均一性を最適化するための
急冷空気流の分布測定（ｐｒｏｆｉｌｉｎｇ）を幾らか制御させるために、２個の別々の
急冷区域が使用された。各急冷区域は送風機、ガスの流速の制御を許すために手動で制御
されるダンパーをもつダクト、および空気流の方向を変えて拡散させて繊維を効率的に、
均一に急冷するための急冷スクリーンを含む。
【０１３４】
　繊維が急冷され、固化された後、それらは次に、２基の駆動ローラーにより取り上げら
れ、巻き取り機上に巻取られた。ローラーの速度は、糸の張力が包装物上に糸を巻き取る
ため、そしてまた所望の糸の特性の開発のために最適であるように制御された。本実施例
において、仕上げ剤が糸に適用される時（例えば、実施例９と１１）に、それはローラー
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のような、その他のタイプの仕上げ剤アプリケーターも使用することができる。
【０１３５】
　実施例１～９に使用されたＥｘｘｏｎ　ＶＭ１１００樹脂（表１）も使用されて、驚く
ほど高い伸長度と優れた糸の強度（データは示されていない）をもつ、２５、４０、５５
および７０Ｄの単一フィラメントの弾性の糸を製造した。結果は、ＶＭ１１００が非常に
高い固有粘度および溶融粘度を有し、また一般的にフィラメント糸に紡糸する方法に適さ
ないと信じられている点で、驚くべきで、直観に反したものであった。しかし、この重合
体が溶融され、極めて高温の範囲に維持された時に、それは驚くほど優れた紡糸連続性と
糸の特性を伴って連続的フィラメント糸に押し出されることができることが見出された。
更に、適切な特性の繊維が２０～１００ｄｐｆの広い範囲および、恐らくはより高い値で
紡糸することができることは驚くべきことであった（それに対し、スパンデックスの糸は
典型的には、所望の特性を維持するためには１０ｄｐｆ以下に限定される）。
【０１３６】
　巻き出しを、圧延引取および（ＯＥＴＯ）のオーバーエンドテイク双方により実施した
。巻き出しの容易性を評価した。本開示中に記載された抗粘着添加剤のような添加剤およ
び／または仕上げ剤を添加し、そして／または以下の繊維に適用した。添加剤の量は繊維
の総重量に基づく重量パーセントとして与えられる。
【０１３７】
　比較例９に対して、ＶＭ１１００を、添加剤を使用せずに、しかしステアリン酸マグネ
シウムを含む低粘度のシリコーン油仕上げ剤を使用して溶融紡糸した。その材料は繊維を
形成し、スプール上に回収することができ、そして圧延引取とＯＥＴＯの双方により破断
せずにスプールから巻き出すことができた。
【０１３８】
　実施例１と２において、本開示の弾性繊維は、３重量％の抗粘着添加剤のＣｅｒｉｄｕ
ｓｔ　３９１０と混合されたＶＭ１１００の使用により調製された。その樹脂は、どんな
仕上げ剤の適用もなしに、溶融紡糸し、スプール上に回収し、次に巻き出すことができた
。実施例５～８の繊維を実施例１と２におけるように調製したが、６重量％のＣｅｒｉｄ
ｕｓｔ　３９１０（実施例５～８）の添加もまた、樹脂を溶融紡糸させ、スプール上に回
収させ、そして次に更に、より容易な巻き出しを許した。実施例３と４において、抗粘着
添加剤は１重量％のＴｉＯ２であり、また樹脂は、仕上げ剤の適用なしに、溶融紡糸し、
回収し、巻き出しさせることができた。
【０１３９】
　実施例１１に対して、繊維は、抗粘着添加剤として１重量％のＣｅｒｉｄｕｓｔ　３９
１０の添加により、紡糸繊維にステアリン酸マグネシウムを含む低粘度のシリコーン油仕
上げ剤の適用を伴ってＶＭ２１００から紡糸された。比較例１０において、この同一のポ
リオレフィンエラストマーを、添加剤または適用仕上げ剤なしで、溶融紡糸し、回収し、
そしてどんな手段によっても巻き出すことができなかった。実施例１２に対して、繊維は
、実施例１１と同様に調製されたが、仕上げ剤の添加なしに実施され、その繊維もまた有
効に紡糸、回収および巻きだしが実施された。結果は以下の表１に示される。
【０１４０】
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【０１４１】
　これらのデータは、弾性のプロピレンベース重合体と抗粘着剤（エチレン・ビス－ステ
アラミドまたはＴｉＯ２のような）の混合物から紡糸された繊維が、紡糸、巻き取りし、
その後仕上げ剤の必要なしに巻き出し可能であることを示す。
【０１４２】
　比率、濃度、量およびその他の数値データは、本明細書において範囲形式で表すことが
できることは注意しなければならない。これらの範囲形式は便宜と簡略のために使用され
、従って、範囲の限界として明白に引用される数値のみを含まず、また、あたかも各数値
および副範囲が明白に引用されるかのように、その範囲内に包含されるすべての各数値ま
たは副範囲を含むように、柔軟な方法で解釈されるべきであることが理解できる。具体的
に説明するために、約０．１％～約５％の濃度範囲は、約０．１重量％～約５重量％の、
明白に引用された濃度のみならずまた、記載された範囲内の個々の濃度（例えば、１％、
２％、３％および４％）および副範囲（例えば、０．５％、１．１％、２．２％、３．３
％および４．４％）をも含むと解釈されるべきである。用語「約」は、修飾されている１
個以上の数値の±１％。±２％、±３％、±４％、±５％、±８％または±１０％を含む
ことができる。更に、用語「約「ｘ」～「ｙ」」は「約「ｘ」～約「ｙ」」を含む。
【０１４３】
　前記の態様には多数の変更および修正が実施されることができる。本明細書のすべての
そのような修正および変更は、本開示の範囲内に含まれ、以下の請求項により保護される
ことが意図される。
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