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(57)【要約】
【課題】本発明は、ナノファイバーを含む、おむつ、トレーニングパンツ、成人用失禁パ
ッド、婦人用ケアパッド及びパンティライナーのような生理用品、タンポン、パーソナル
クレンジング物品、パーソナルケア物品、ならびに赤ちゃん用拭き取り用品、顔用拭き取
り用品及び婦人用拭き取り用品を含むパーソナルケア拭き取り用品等の衛生物品を対象と
する。
【解決手段】ナノファイバーは、エネルギー効率のよい溶融フィブリル化プロセスで製造
される。溶融フィブリル化プロセスは、オリフィス当たり約１０ｇ／分を超えるポリマー
処理量を有する。好ましくは、前記プロセスは、ポリマーの融点を５０℃以上超えない繊
維化流体の温度と、約１００ｍ／秒未満の繊維化流体速度を有する。直径が１ミクロン未
満のナノファイバーは、衛生物品に含有されるウェブの１つの層にて相当数の繊維を構成
しなければならない。好ましくは、ナノファイバーは、溶融フィルムフィブリル化プロセ
スで製造される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直径１ミクロン未満のナノファイバーを少なくとも５０％有し、平均孔直径が１５ミク
ロン未満、かつ、変動係数が２０％未満である層を含む不織布ウェブを含む衛生物品であ
って、前記ナノファイバーが、オリフィス当たり１０ｇ／分より大きなポリマー処理量を
有する単一工程の６０メートル／秒未満の速度を有する繊維化流体を利用する溶融フィル
ムフィブリル化プロセスから製造される、衛生物品。
【請求項２】
　前記ポリマーが４００デシグラム／分未満の溶融流量を有する、請求項１に記載の衛生
物品。
【請求項３】
　溶融フィブリル化プロセスが、室温で供給される繊維化流体を利用する、請求項１に記
載の衛生物品。
【請求項４】
　前記ポリマー処理量が、オリフィス当たり２５ｇ／分を超える、請求項１に記載の衛生
物品。
【請求項５】
　前記衛生物品が、おむつ、トレーニングパンツ、成人失禁パッド、婦人用ケアパッド及
びパンティライナーのような生理用品、タンポン、パーソナルクレンジング物品、パーソ
ナルケア物品、ならびに赤ちゃん用拭き取り用品、顔用拭き取り用品、及び婦人用拭き取
り用品のようなパーソナルケア拭き取り用品、ならびにこれらの組み合わせから成る群よ
り選択される、請求項１に記載の衛生物品。
【請求項６】
　前記ポリマーが１００デシグラム／分未満の溶融流量を有する、請求項１に記載の衛生
物品。
【請求項７】
　前記ポリマーがポリオレフィンであり、そのポリマー温度が２２０℃未満である、請求
項１に記載の衛生物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノファイバーから製造される衛生物品、及び低エネルギープロセスによる
ナノファイバーの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノファイバーを含有する不織布から製造される物品の必要性が増し続けている。ナノ
ファイバーの直径は、一般に約１０００ナノメートル未満、すなわち１ミクロン未満であ
ると理解されている。ナノファイバーウェブは、その大きい表面積、小さい孔径、及びそ
の他の特質のために所望されている。一般にマイクロファイバーまたは極細繊維とも呼ば
れるナノファイバーは、様々な方法によって様々な材料から製造できる。いくつかの方法
が使用されてきたが、そうした方法のそれぞれに欠点があり、費用効率のよいナノファイ
バーを製造するのは困難であった。そのため、ナノファイバーを含有する衛生物品及びそ
の他の使い捨て消費者製品は販売されていない。
【０００３】
　ナノファイバーを製造する方法としては、溶融フィブリル化で記述される部類の方法が
挙げられる。溶融フィブリル化は、１または複数のポリマーを溶融して、共押出、均質も
しくは２成分フィルムまたはフィラメントのような多くの可能な形体に押出し、次いで繊
維にフィブリル化または繊維化すると定義される一般的な部類の繊維製造法である。溶融
フィブリル化法の非限定例としては、メルトブロー、溶融フィルムフィブリル化、及び溶
融繊維バースト（melt fiber bursting）が挙げられる。溶融物を用いずにナノファイバ
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ーを製造する方法は、フィルムフィブリル化、電界紡糸、及び溶液紡糸である。ナノファ
イバーの他の製造方法としては、より大きい直径の２成分繊維を、海島型、セグメント化
パイ、またはその他の形体に紡糸することが挙げられ、ここでこの繊維を固化した後さら
に処理してナノファイバーを得る。
【０００４】
　メルトブローは、一般的に使用される繊維製造方法である。代表的な繊維直径は２～８
ミクロンの範囲である。メルトブローは、より小さい直径を有する繊維を製造するために
も使用できるが、そのプロセスに多大な変更を加えなければならない。一般に、再設計さ
れたノズル及びダイが必要となる。これらの例には、特許文献１及び特許文献２（ファブ
リカント（Fabbricante）ら）ならびに特許文献３及び特許文献４（ナイセン（Nyssen）
ら）が挙げられる。これらの方法は、比較的高い圧力、温度及び速度を利用して、小さい
繊維直径を達成する。
【０００５】
　溶融フィルムフィブリル化は、繊維を製造するための別の方法である。溶融フィルムチ
ューブを溶融物から製造し、次いでそのフィルムチューブから流体を使用してナノファイ
バーを形成する。この方法の２つの例が、特許文献５、特許文献６、及び特許文献７（い
ずれもトロビン（Torobin））；ならびに特許文献８及び特許文献９（いずれもレネカー
（Reneker）、アクロン大学（the University of Akron）に譲渡）に含まれている。これ
らの方法は、まず溶融フィルムチューブを形成し、その後ナノファイバーを得るという点
で類似するが、これらのプロセスでは異なる温度、流量、圧力、及び設備を使用する。
【０００６】
　フィルムフィブリル化は、不織布ウェブに使用するためのポリマーナノファイバーを製
造するために設計されたものではないが、ナノファイバーを製造する別の方法である。特
許文献１０（ペレ（Perez）ら、３Ｍに譲渡）には、高度に配向され、高度に結晶性の溶
融処理されたポリマーフィルムの表面に流体エネルギーを付与してナノファイバーを形成
する方法が記載されている。このフィルム及び繊維は、ポリマー用のまたはコンクリート
などの鋳造構築材料用の強化繊維のように強度の高い用途に有用である。
【０００７】
　電界紡糸は、ナノファイバーを製造するのに一般に使用される方法である。この方法で
は、ポリマーを溶媒に溶解して、一方の末端が密閉され他方の末端ではネックダウン部分
（necked down portion）に小さい開口部を有するチャンバーの中に配置する。次いでポ
リマー溶液とチャンバーの開放末端近部のコレクターとの間に高電位差をかける。このプ
ロセスの製造速度は非常に遅く、繊維は通常少量でしか製造されない。ナノファイバーを
製造するための別の紡糸技術は、溶媒を利用する溶液紡糸またはフラッシュ紡糸である。
【０００８】
　ナノファイバーを製造する２工程方法も知られている。２工程方法は、繊維全体の平均
温度を繊維中に含有されるポリマーの溶融温度よりもかなり低い温度にした後、第２工程
を行うような繊維形成方法として定義される。通常は、繊維は固化されるか、またはほぼ
固化される。第１の工程は、より大きい直径の多成分繊維を、海島型、セグメント化パイ
、またはその他の形体に紡糸することである。次いで、そのより大きい直径の多成分繊維
を分割するか、または海部分を溶解して、第２の工程でナノファイバーを得る。例えば、
特許文献１１（ニシオ（Nishio）ら、チッソ（Chisso）に譲渡）、及び特許文献１２（パ
イク（Pike）ら、キンバリー－クラーク（Kimberly-Clark）に譲渡）にはそれぞれ、海島
型及びセグメント化パイの方法が記載されている。これらのプロセスは、繊維を製造する
工程及び繊維を分割する工程の２つの連続工程を含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，６７９，３７９号明細書
【特許文献２】米国特許第６，１１４，０１７号明細書
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【特許文献３】米国特許第５，２６０，００３号明細書
【特許文献４】米国特許第５，１１４，６３１号明細書
【特許文献５】米国特許第６，３１５，８０６号明細書
【特許文献６】米国特許第５，１８３，６７０号明細書
【特許文献７】米国特許第４，５３６，３６１号明細書
【特許文献８】米国特許第６，３８２，５２６号明細書
【特許文献９】米国特許第６，５２０，４２５号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，１１０，５８８号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，２９０，６２６号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，９３５，８８３号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，０７５，１６１号明細書
【特許文献１４】国際公開第０４／０２０７２２号パンフレット
【特許文献１５】米国特許第５，５１８，８０１号明細書
【特許文献１６】国際公開第０１／０９７７３１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　一般に使用されるポリマー、例えばポリプロピレン及びポリエチレンから製造される、
低坪量の均一なナノファイバーウェブを製造するのが望ましい。ナノファイバー及びウェ
ブの製造に関しては多くの情報開示があるが、低坪量でかつ一般的なポリマーを含む均一
なウェブは製造されてない。電界紡糸はナノファイバーを製造する一般的な方法であるが
、ポリプロピレンやポリエチレンのようなポリオレフィンには適していない。ポリスチレ
ンは電界紡糸に使用できるが、脆性が高すぎるので、ビーズが形成される。さらに、電界
紡糸は、高速製造にも、又はウェブ用の他の層とのインライン処理にも適した方法でない
。ナノファイバーを製造するための他の方法が開示されているが、低坪量の均一なウェブ
を製造するのに十分制御されていない。いかなる種類のホール又は不均一性も、許容でき
ない障害を作り出すことがあるので、均一なウェブが必要とされる。そのため、相当数の
ナノファイバーを含む均一な低坪量のウェブを製造することが切望されている。
商業的に有利なナノファイバーを含有する使い捨て衛生物品を製造するために、ナノファ
イバーのコストを抑えなければならない。設備コスト、プロセスコスト、いずれかの追加
の加工助剤、及びポリマーコストは全て、コスト節減できる対象である。そのため、本発
明の目的は低コストのナノファイバーを製造することである。
【００１１】
　コストを抑える１つの方法は、低エネルギーのプロセスを有することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ナノファイバーを含む衛生物品を対象とする。ナノファイバーは、エネルギ
ー効率のよい溶融フィブリル化プロセスで製造される。溶融フィブリル化プロセスは、オ
リフィス当たり約１０ｇ／分を超えるポリマー処理量を有する。好ましくは、前記プロセ
スは、ポリマーの融点を５０℃以上超えない繊維化流体の温度と、約１００ｍ／秒未満の
繊維化流体速度を有する。直径が１ミクロン未満のナノファイバーは、衛生物品に含有さ
れるウェブの１つの層にて相当数の繊維を構成しなければならない。好ましくは、ナノフ
ァイバーは、溶融フィルムフィブリル化プロセスで製造される。衛生物品としては、おむ
つ、トレーニングパンツ、成人用失禁パッド、婦人用ケアパッド及びパンティライナーの
ような生理用品、タンポン、パーソナルクレンジング物品、パーソナルケア物品、ならび
に赤ちゃん用拭き取り用品、顔用拭き取り用品及び婦人用拭き取り用品を含むパーソナル
ケア拭き取り用品が挙げられる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、ナノファイバーから製造される衛生物品に関する。ナノファイバーは、１ま
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たは複数の熱可塑性ポリマーから製造される。本発明に好適な熱可塑性ポリマーの非限定
的な例としては、ポリオレフィン類、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリスチレン類、
ポリウレタン類、熱可塑性デンプン、ＰＨＡ、ＰＬＡ、デンプン組成物などの生分解性ポ
リマー、及びこれらの組み合わせが挙げられる。ホモポリマー、コポリマー、及びそれら
のブレンドは、本明細書の範囲内に含まれる。最も好ましいポリマーは、ポリプロピレン
、ポリエチレンのようなポリオレフィン、ナイロン、及びポリエチレンテレフタレートで
ある。
【００１４】
　好適な熱可塑性ポリマーとしては、溶融紡糸に好適ないかなるポリマーも挙げられる。
ポリマーのレオロジー的特性は、ポリマーが溶融押出しでき、フィルムに形成可能となる
ようなものでなければならない。ポリマーの融点は一般に、約２５℃～４００℃である。
本発明のポリマーは、ダイの中に存在するとき、約４００デシグラム／分の溶融流量を有
してもよい。溶融流量は、ＡＳＴＭ法Ｄ－１２３８を用いて測定される。好ましくは、溶
融流量は約３００デシグラム／分未満、より好ましくは約２００デシグラム／分未満、最
も好ましくは約１００デシグラム／分未満であってもよい。溶融流量に関して最も好まし
い範囲は、約１デシグラム／分～約１００デシグラム／分である。一般に、溶融流量が低
くなるにつれて、より好ましくなる。従って、溶融流量が約５０デシグラム／分未満のポ
リマー及び４０デシグラム／分未満のポリマーが使用され得る。
【００１５】
　繊維は、単繊維または２成分繊維のような多成分繊維であってもよい。繊維は、シース
－コアもしくは並列形体、またはその他の好適な幾何学的形体を有していてもよい。繊維
を製造した後、繊維をウェブに形成する前に処理またはコーティングしてもよい。また、
ウェブを製造した後、ウェブを処理してもよい。所望により、添加剤をポリマー樹脂に化
合してもよく、また、これらの添加剤を繊維が形成された後に繊維表面に移動させてもよ
い。表面に移動した添加剤は、熱のような外部エネルギーを利用して硬化させなければな
らない場合があり、または表面上の添加剤は、別の構成成分と化学的に反応させなければ
ならない場合があり、または硬化は、添加剤と共に樹脂を使用した繊維の製造中もしくは
繊維の製造後に追加の構成成分をプロセスに添加できるように、別の構成成分の存在下で
触媒作用を受けなければならない場合がある。好適な処理としては、親水性または疎水性
処理が挙げられる。疎水性処理の例は、ポリジメチルシロキサンである。特定の処理は、
ウェブの用途、ポリマーの種類、及びその他の要因に左右される。
【００１６】
　所望により、繊維に他の特性を提供するためにポリマーが追加の物質を含有していても
よい。これらは、とりわけ弾性、強度、熱または化学的安定性、外観、吸収性、臭気吸収
性、表面特性、及び印刷適性のような、得られた繊維の物理的特性を変更できる。好適な
親水性溶融添加剤を添加してもよい。任意物質は、ポリマー組成物全体の５０％まで含ま
れていてよい。
【００１７】
　本発明のナノファイバー製造方法は、オリフィス当たり約１０ｇ／分を超えるポリマー
処理量を有する、１工程の溶融フィブリル化プロセスである。溶融フィブリル化プロセス
は、単一相ポリマー溶融物を利用して繊維を形成するプロセスとして定義される。単一相
は、分散液を含んでもよいが、溶液紡糸または電界紡糸に使用されるもののような溶媒ベ
ースの溶融物を含まない。典型的な単一工程の溶融フィブリル化プロセスは、メルトブロ
ー、溶融フィルムフィブリル化、スパンボンディング、通常の溶融／延伸プロセス（draw
 process）における溶融紡糸、及びこれらの組み合わせを含む。単一工程のプロセスは、
最初に繊維を製造し、次いで該繊維を固化した後でさらに分割（例えば、セグメント化パ
イもしくは海島型）または処理する、２工程プロセスを含まない。
【００１８】
　本発明のナノファイバー製造方法は、溶融フィブリル化プロセス、より好ましくは溶融
フィルムフィブリル化プロセスである。溶融フィルムフィブリル化プロセスは、一般に、
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ポリマー溶融物を調製する工程、中央の流体流を利用して細長い中空のポリマーフィルム
チューブを形成する工程、及びその後、流体を用いて前記中空のチューブから多数のナノ
ファイバーを形成する工程を含む。好適な方法は、例えば、米国特許第４，５３６，３６
１号（トロビン（Torobin））ならびに米国特許第６，３８２，５２６号及び同第５，５
２０，４２５号（レネカー（Reneker））に詳述されている。溶融フィルムフィブリル化
法は、様々な異なる処理条件を利用することができる。レネカー（Reneker）の方法は、
ポリマーを環状のカラムに供給する工程、及びガスジェット空間が形成される環状カラム
の出口にてフィルムまたはチューブを形成する工程をより詳細に含む。次いで、ガスカラ
ムがポリマーチューブの内周に圧力を与える。ポリマーチューブがガスジェット空間を出
たときに、中央のガスが膨張することによってナノファイバーを含む多数の小さな繊維に
吹き分けられる。
【００１９】
　溶融フィルムフィブリル化法の一例には、ポリマーを溶融してポリマー溶融物を形成す
る工程がより詳細に含まれる。ポリマー溶融物は、ポリマー組成物及び任意のその他の成
分を含有する。ポリマー溶融物は、細長い中空のチューブとしてポリマーが押出されるよ
うに、入れ替わりに中央の流体流を含有するオリフィスを通って押出される。オリフィス
は、ノズルの一部であってもよい。ノズル全体の設計がプロセスの安定性のために最適化
されなければならない場合があることは、当業者にとって明らかである。さらに、中央の
流体流は、同心性であってもよく、または偏心性であってもよい。繊維化流体、例えば中
央の流体流が吹き込まれて細長い中空のチューブを形成する。次いで繊維化流体は、細長
い中空のチューブの内表面に圧力を与える。薄くなった壁または弱くなった部分が中空の
チューブに形成されると、ナノファイバーを含む繊維をより容易かつ制御可能に形成でき
るようになることがある。弱くなった部分は、中央の流体ジェットチューブの外表面また
はポリマー押出オリフィスの内表面上にあるノッチまたは突出部に起因し得る。次いで、
細長い中空のポリマーフィルムチューブは流体を受けて、ナノファイバーを形成する。こ
の流体は、脈動または変動圧力場を誘導するための、中央流体流または同伴流体（entrai
ning fluid）またはいかなる流体流でもあることができ、ナノファイバーを含む多数の繊
維を形成する。有利ならば、形成されたナノファイバーに冷却または加熱流体を提供する
ノズルを使用してもよい。
【００２０】
　ポリマーは、典型的には、液体を形成して容易に流動するまで加熱される。溶融ポリマ
ーは、約０℃～約４００℃、好ましくは約１０℃～約３００℃、より好ましくは約２０℃
～約２２０℃の温度であってよい。ポリマーの温度は、ポリマーまたはポリマー組成物の
融点に左右される。ポリマーの温度は、その融点より高くても約５０℃未満であり、好ま
しくはその融点より高くても２５℃未満であり、より好ましくはその融点より高くても１
５℃未満であり、ちょうどその融点もしくは融解範囲であるか、またはそのすぐ上である
。融点または融解範囲は、ＩＳＯ３１４６法を用いて測定される。溶融ポリマーは、通常
は、約１Ｐａ・ｓ～約１０００Ｐａ・ｓ、典型的には約２～約２００Ｐａ・ｓ、より一般
的には約４～約１００Ｐａ・ｓの粘度を有する。これらの粘度は、約１００～約１００，
０００／秒の範囲の剪断速度にわたって与えられる。溶融ポリマーは、およそ大気圧かま
たは（それよりも）わずかに高い圧力である。
【００２１】
　細長い中空ポリマーチューブは、中空領域を有する、円形、楕円形、不規則な形状、ま
たは他のいかなる形状でもあることができる。場合によっては、細長い中空のポリマーチ
ューブは、形成直後に潰れることがある。潰れたチューブの場合、フィブリル化を補助す
るためにチューブに薄くなった壁または弱くなった部分を有するのが好ましい場合がある
。繊維化流体の非限定例は、窒素のような気体またはより好ましくは空気である。繊維化
流体は、通常は、溶融ポリマーの温度に近い温度である。繊維化流体温度は、ポリマーの
流動と中空チューブの形成とを助けるために溶融ポリマーより高い温度であってもよい。
あるいは、繊維化流体温度は、ナノファイバーの形成及び固化を補助するために溶融ポリ
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マー温度未満であることができる。好ましくは繊維化流体温度は、ポリマー融点未満、よ
り好ましくはポリマー融点よりも５０℃超低く、より好ましくはポリマー融点より１００
℃超低く、またはちょうど室温である。繊維化流体の圧力は、ナノファイバーをフィブリ
ル化するのに十分であり、オリフィスから押出されたときの溶融ポリマーの圧力をわずか
に超えることができる。
【００２２】
　繊維化流体は、約５００メートル／秒未満の速度を有してもよい。好ましくは、繊維化
流体速度は、約１００メートル／秒未満、より好ましくは約６０メートル／秒未満、最も
好ましくは約１０～約５０メートル／秒である。繊維化流体は、脈動していてもよく、ま
たは安定した流れであってもよい。この繊維化流体は、細長い中空のポリマーフィルムチ
ューブの形成を助けるために存在することが重要であるが、この流れの中の流体量は非常
に少なくてもよい。
【００２３】
　ポリマー処理量は、使用される特定のポリマー、ノズル設計、ならびにポリマーの温度
及び圧力に主に左右される。ポリマー処理量は、オリフィス当たり約１０ｇ／分を超える
。ポリマー処理量は、好ましくはオリフィス当たり約１５ｇ／分を超え、より好ましくは
オリフィス当たり約２５ｇ／分を超える。最も好ましくは、ポリマー処理量は、オリフィ
ス当たり約４０ｇ／分よりもさらにより大きい。おそらく一度にいくつかのオリフィスが
作動するので、製造処理量全体が増大する。圧力、温度及び速度と同様に、処理量は、ダ
イオリフィスの出口にて測定される。
【００２４】
　繊維のフィブリル化及び固化は、繊維及び流体がオリフィスを出る前に生じてもよい。
細長い中空のチューブがオリフィスを出たら、ナノファイバーが形成される。一般に、ナ
ノファイバーの形成はオリフィスを出た直後に生じる。多数のナノファイバーを形成する
ためには１または複数の流体流が使用される。流体流は、中央の流体流、同伴流体、また
はいかなる他の流体流でもあることができる。同伴流体は、脈動または変動圧力場を誘導
するために使用でき、多数のナノファイバーを形成するのに役立つ。同伴流体は横方向の
ジェットによって提供されてもよく、そのジェットは同伴流体の流れを中空の細長いチュ
ーブ及びナノファイバー形成領域にわたってならびにそれらの周りに方向付けるように位
置する。同伴流体は、低速度であることができ、音波または超音波速度に近いような高速
度であることができる。低速度の同伴流体は、典型的には約１～約１００メートル／秒、
好ましくは約３～約５０メートル／秒の速度を有する。同伴流体の温度は、上記の繊維化
流体と同じであることができ、室温、またはより高温、または室温より低い温度であるこ
とができる。
【００２５】
　追加の流体流、急冷または加熱流体も使用できる。この追加の流体流は、繊維を冷却ま
たは加熱するために、流体をナノファイバーに方向付けるように位置する。追加の流体が
急冷流体として使用される場合、それは、約－５０℃～約１００℃、好ましくは約１０℃
～４０℃の温度である。追加の流体が加熱流体として使用される場合、それは、約４０℃
～約４００℃、典型的には約１００℃～約２５０℃の温度である。いずれの流体流も、ポ
リマー溶融物の繊維化に寄与してもよく、そのため一般に繊維化流体と呼ばれることがで
きる。
【００２６】
　中央流体流、同伴流体または追加流体流を含むいかなる流体流も、製造された繊維の表
面特性、化学的特性、物理的特性、または機械的特性を変化させるための、処理物質、添
加剤物質、コーティング物質もしくはその他の物質または粒子を含有してよい。
【００２７】
　ナノファイバーは、コレクターに載置されてウェブを形成する。コレクターは、典型的
にはコンベヤーベルトまたはドラムである。コレクターは好ましくは多孔質であり、吸引
を供給して繊維がコレクター上に載置されるのを助けるために真空を適用してもよい。オ
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リフィスからコレクターまでの距離は、一般にダイ・ツー・コレクター・ディスタンス（
ＤＣＤ）と呼ばれ、所望のウェブ特性のために最適化され得る。繊維の束化またはロープ
化の量を減らすために、ＤＣＤは比較的短くなければならない。この距離が短くなれば、
繊維が交絡したり、互いに巻きついたり、または束化する時間をなくすことができる。ウ
ェブに使用されるＤＣＤを２以上利用するか、製造中にＤＣＤを変化させるか、または異
なるＤＣＤに異なるビームを有するのが望ましい場合がある。ＤＣＤを変化させることに
よって、異なる均一性をもったウェブを形成させることが望ましい場合もある。
【００２８】
　細長い中空のフィルムチューブを形成した後、チューブまたはナノファイバーは、別の
方法としてナノファイバーの形成をさらに促進する追加のプロセスを受けてもよい。なお
も単一工程プロセスであると見なされるように、さらなる処理は、細長い中空のポリマー
フィルムチューブの形成直後で、かつナノファイバーが固化される前に行われる。追加の
処理は、１または複数のラバル（Laval）ノズルを利用して、音波及び／または超音波域
にガス速度を上げることもできる。ポリマー溶融物は、こうした高速のガス速度に曝され
ると、破裂（バースト）して多数の微細な繊維の状態になる。ラバルノズルの例は、特許
文献１３（ナイセン（Nyssen）ら）に記載されており、そこにはポリフェニレンスルフィ
ド溶融物を微細なフィラメントにバーストさせる方法が開示されている。ラバルノズルは
、細長い中空のポリマーフィルムチューブが製造されるときに、紡糸ノズルの直後に配置
されてもよい。あるいは、ラバルノズルは、繊維径をさらに小さくするためにナノファイ
バーが形成された直後に配置されることもできる。ポリマー溶融物流と本質的に平行に流
れ、音波または超音波速度に到達するガス状の媒体にポリマー溶融物流を押出すことによ
り、ポリマー溶融物流を延伸して、融解温度未満まで冷却することによってポリマー繊維
を製造できる。この同時に生じる変形及び冷却によって、有限長さの無定形微細繊維また
は超極細繊維が生じる。高速繊維バーストは、繊維の表面酸化を最小にする。紡糸速度、
融解温度、及びラバルノズルの位置は、微細フィラメントの熱酸化がその表面にて部分的
にのみ達成されるように適切に設定される。
【００２９】
　様々なプロセス及びプロセスの組み合わせを使用して本発明のウェブを製造できる。特
許文献１４（ソデマン（Sodemann）ら）に開示されるような溶融繊維バーストは、単一ラ
インにおいて２つの別個のビームにて本発明の溶融フィルムフィブリル化と組み合わせる
ことができる。様々な態様の溶融繊維バーストは、溶融フィルムフィブリル化に導入され
て、例えば異なる強度及び直径の繊維を製造して、所望の特性の組み合わせを提供できる
。あるいは、溶融フィルムフィブリル化の態様は、繊維を形成するための中空の細長いチ
ューブを利用することによって処理速度を増加させるために、他の溶融フィブリル化プロ
セスに含まれることができる。例えば、本発明の溶融フィルムフィブリル化プロセスは、
繊維の延伸を助けるためにラバルノズルを含むように変更できる。延伸は、さらなる細分
化を助けることができ、繊維の強度を増大できる。これは、応力誘導による結晶化が４０
００ｍ／分を超える速度で生じるポリエステルのような高Ｔｇポリマーに関して特に好ま
しい場合がある。
【００３０】
　本発明のナノファイバーは、不織布ウェブを製造するために使用される。ウェブは、不
織布複合体全体として定義される。ウェブは、１またはいくつかの層を有していてもよい
。層は、別個の繊維載置または形成工程で製造されるウェブまたはウェブの一部である。
本発明のウェブは、直径が１ミクロン未満の相当数のナノファイバーを有する１または複
数の層を含む。相当数とは、少なくとも約２５％と定義される。相当数の繊維は、層中の
繊維の総数の少なくとも約３５％、少なくとも約５０％、または７５％を超えることがで
きる。ウェブは、約１ミクロン未満の直径を有する繊維の１００％であることができる。
ウェブの繊維直径は、走査型電子顕微鏡を用いて、約５００倍を超えて、約１０，０００
倍までの倍率にて、視覚分析に関する必要に応じて測定される。相当数の繊維が１ミクロ
ン未満の直径を有するかについて判断するために、少なくとも約１００本の繊維、好まし
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くはそれより多くの繊維を測定しなければならない。測定は、層全体にわたって種々の領
域にて行わなければならない。統計学的に意味のある十分なサンプリングを行わなければ
ならない。
【００３１】
　７５％までの、残りのより大きい繊維の繊維直径は、いかなる範囲の繊維直径を有して
いてもよい。通常は、より大きい繊維直径は、ちょうど１ミクロンを超え、約１０ミクロ
ンまでである。
【００３２】
　好ましくは、層中の相当数の繊維は、約９００ナノメートル未満、より好ましくは約１
００ナノメートル～約９００ナノメートルの繊維直径を有する。繊維は、７００ナノメー
トル未満の直径、及び約３００～約９００ナノメートルの直径を有していてもよい。好ま
しい直径は、ウェブの所望の用途に左右される。プロセス及び製品効果のために、相当数
の繊維が約１ミクロン未満の直径を有し、相当数の繊維が約１ミクロンを超える直径を有
することが、一部の用途では望ましい場合もある。より大きい繊維はナノファイバーを捕
捉して、不動化してもよい。これによって、ナノファイバーの凝集（clumping）またはロ
ープ化の量を低減するのを助けることができ、軌道から外れた気流によってナノファイバ
ーが運び去られるのを防ぐ。
【００３３】
　本発明のウェブ中のナノファイバーの層は、２以上のポリマーを含有してもよい。異な
るオリフィスに異なるポリマーまたはポリマーブレンドを使用して、異なる繊維直径及び
異なるポリマー組成を有するウェブの層を製造してもよい。
【００３４】
　様々な繊維直径を有する単一層の不織布を製造するのが望ましい場合がある。あるいは
、各層が異なる繊維直径を有する多層の不織布ウェブを製造するのが望ましい場合がある
。溶融フィルムフィブリル化プロセスは、小さい及び大きい直径の繊維の両方を製造して
様々なウェブを製造するように変更できる。より小さい繊維直径とは、１ミクロン未満の
直径を有する相当数の繊維を有することをいう。より大きい直径の繊維は、メルトブロー
範囲（通常は３～５ミクロン）からスパンボンド（通常は約１５ミクロン）までの繊維、
または１ミクロンを超えるいかなる範囲の繊維直径の繊維をも含む。例えば、１つの層は
、１ミクロン未満の平均繊維直径を有するように製造し、別の層は約５ミクロンの平均繊
維直径を有するように製造することができる。この種類の構造は、従来ＳＭＳウェブが使
用されるところに使用され得る。別の例は、多層のナノファイバーウェブを製造すること
であり、各層は、１つの層が０．４ミクロンの平均繊維直径を有し、第二の層が０．８ミ
クロンの平均繊維直径を有するように、別個の平均繊維直径を有する。種々の繊維直径を
有するウェブは、同一の設備を用いて同一ラインにて製造できる。これは、同一の設備及
び構成要素を使用できるので安価な方法である。運転コスト及び設備コストが両方とも抑
えられる。また所望により、同一ポリマーを使用して異なる繊維直径を製造することもで
きる。
【００３５】
　いくつかの層のウェブを形成するのが望ましい場合もある。ナノファイバーの層は、１
、２またはそれ以上の層と組み合わせてもよい。スパンボンド－ナノファイバー－スパン
ボンドウェブは、１つの例である。複合ウェブ全体の坪量は、約５ｇｓｍ～約１００、好
ましくは約１０～約１００ｇｓｍ、より好ましくは約１０ｇｓｍ～約５０ｇｓｍの範囲で
ある。バリア層として使用するには、複合ウェブ全体の坪量は、約１０ｇｓｍ～約３０ｇ
ｓｍであってもよい。ナノファイバー層だけの坪量は、約０．５ｇｓｍ～約３０ｇｓｍ、
好ましくは約１ｇｓｍ～約１５ｇｓｍである。
【００３６】
　不織布を製造した後、それを後処理にかけてもよい。後処理の非限定例としては、固体
状態形成、圧密化、積層、表面コーティング、コロナ及びプラズマ処理、染色、ならびに
印刷が挙げられる。固体状態形成の非限定例としては、噛み合うロールを用いるプロセス
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、例えば特許文献１５にあり、後続の特許文献中では「構造的弾性様フィルム（Structur
al Elastic-like Film）」の略語である「ＳＥＬＦ」ウェブと呼ばれるようなもの、テク
スチャー加工（texturing）、伸張、穿孔、積層、局所変形（local straining）、微小ク
レーピング（マイクロクレープ化）、ハイドロフォーミング、及び真空形成が挙げられる
。圧密化の非限定例としては、熱接着、通過空気接着（through air bonding）、接着剤
接着、及び水流交絡が挙げられる。
【００３７】
　本発明の衛生物品は、上述の不織布ウェブを含有する。ウェブは拭き取り用品のような
衛生物品全体を構成してもよく、またはウェブはおむつのような衛生物品の１つの構成要
素を構成してもよい。衛生物品としては、おむつ、トレーニングパンツ、成人用失禁パッ
ド、婦人用ケアパッド及びパンティライナーのような生理用品、タンポン、パーソナルク
レンジング物品、パーソナルケア物品、ならびに赤ちゃん用拭き取り用品、顔用拭き取り
用品、身体用拭き取り用品及び婦人用拭き取り用品を含む衛生拭き取り用品が挙げられる
。パーソナルケア物品としては、創傷包帯、活性物質送達ラップまたは貼付剤、及び身体
、特に皮膚に適用される他の基材が挙げられる。
【００３８】
　おむつにおいて、ウェブはバリア層または外側カバーとして使用されてもよい。ウェブ
はまた、高い静水頭部を有する高バリアカフとして使用されて、快適さ及びフィット感の
ために所望される薄くて股の狭いおむつの漏れ発生率を低くすることもできる。ウェブは
、拭き取り用品に使用されて、ローション処理性を改善し、液体の傾斜を低減できる。ウ
ェブはまた、制御された物質の送達をもたらすことができる。送達される物質は、液体、
ローション、活性物質、またはその他の物質であることができる。ナノファイバーの表面
積が大きいので、ウェブは、拭き取り用品用の吸収性材料、または婦人用ケア製品パッド
、おむつ、トレーニングパンツもしくは成人用失禁具のコア用の吸収性材料として使用で
きる。ウェブは、流体の分配及び／または保持を向上できる。さらに、吸収体用途のため
のウェブは、吸収性を向上させるための微粒子もしくは吸収体もしくは天然繊維を添加し
て製造されてもよく、またはウェブの特定の層が異なる特性を有していてもよい。ナノフ
ァイバーウェブはまた、不透明さが所望される物品に使用されてもよい。小さい繊維直径
及び均一性によって結果として不透明さが増す場合があり；または顔料をポリマー溶融物
もしくはウェブに添加してもよい。一般にナノファイバー層は、ウェブにてスパンボンド
層と組み合わせられる。１つのスパンボンド層があってもよく、またはナノファイバーウ
ェブの両側にスパンボンド層があってもよい。
【００３９】
　おむつまたはその他の使い捨て吸収性製品において、ナノファイバーを含有する不織布
ウェブは、バリア層として利用されてもよい。バリア層は、使い捨て吸収性製品の吸収性
コアと外側層との間に配置されてもよい。吸収性コアは、体液の獲得、移送、分配及び貯
蔵のような流体処理特性に主として関与する物品の構成要素である。吸収性コアは、通常
は、液体透過性の身体側の内側層と、蒸気透過性で液体不透過性の外側カバーとの間にあ
る。バックシートまたは外側カバーとしても知られる外側層は、使い捨て製品の外側にあ
る。おむつの場合、外側層はユーザーの衣類または衣服と接触する。バリア層は、代わり
にまたはさらに、吸収性コアと内側層との間に配置されてもよい。トップシートとしても
知られる内側層は、ユーザーの皮膚に最も近い側にある。内側層はユーザーの皮膚に接触
してもよく、またはユーザーの皮膚と接触する別個のトップシートと接触してもよい。バ
リア層は吸収性であってもよい。不織布ウェブは、吸収性コアのまわりの層を構成して、
流体の分配または処理を助けてもよい。不織布ウェブは、コアに隣接して位置することが
できる流体分配層であってもよい。バリア層は、最も好ましくは対流空気流と吸収性バリ
ア特性とのバランスをとる。対流空気流特性は、吸収性物品と着用者の皮膚との間の空間
内の相対湿度を低減するのに有効である。液体吸収性と液体バリア特性との組み合わせは
、濡れ（wet through）問題に対する保護を提供し、これは、吸収性物品が衝撃及び／ま
たは持続圧力下にある場合に特に有益である。バリア層のさらなる記述及び効果は、特許
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文献１６に見出すことができる。
【００４０】
　ウェブは乾燥タイプまたはウェットタイプの衛生拭き取り用品を製造するために使用さ
れてもよい。ナノファイバーは、拭き取り用品に使用されて、ローション処理性を改善し
、液体の傾斜を低減できる。ナノファイバー層は、部分的なバリアを提供してもよく、部
分的または完全に液体不透過性であってもよい。ウェブはまた、薬品のような物質または
活性物質の制御された送達をもたらすことができる。送達される物質は、液体、ローショ
ン、酵素、触媒、活性物質、または他の物質、例えば皮膚軟化剤、界面活性剤、湿潤剤、
研磨剤（polishes）、オイル、有機及び無機溶媒、ペースト、ゲル、顔料、もしくは染料
であることができる。ウェブは、流体の分配及び／または保持を向上できる。さらに、吸
収体用途のためのウェブは、吸収性を向上させるための微粒子もしくは吸収体もしくは天
然繊維を添加して製造されてもよく、またはウェブの特定の層が異なる特性を有していて
もよい。ナノファイバーは、低密度または多孔質ナノファイバーとなるように製造されて
もよい。ナノファイバーは、膨張剤（inflatent）または発泡剤を用いて製造されてもよ
い。
【００４１】
　ナノファイバーの表面積が大きいので、ウェブは、拭き取り用品用の吸収性材料、また
は婦人用ケア製品パッド、おむつ、トレーニングパンツもしくは成人用失禁具のコア用の
吸収性材料として使用できる。表面積が大きいので洗浄性も向上し、衛生洗浄拭き取り用
品に使用できる。ウェブは、流体の分配及び／または保持を向上できる。さらに、吸収体
用途のためのウェブは、吸収性を向上させるための微粒子もしくは吸収体もしくは天然繊
維を添加して製造されてもよく、またはウェブの特定の層が異なる特性を有していてもよ
い。
【００４２】
　ナノファイバーウェブはまた、不透明さが所望される物品に使用されてもよい。小さい
繊維直径及び均一性によって結果として不透明さが増す場合があり；または顔料をポリマ
ー溶融物もしくはウェブに添加してもよい。ウェブはまた、より長い繊維またはウェブ中
の繊維の交絡から生じるリンティングを少なくし得る。本発明のナノファイバーウェブの
引張り強度は、同様の繊維直径及び同様の坪量を有する他のプロセスから製造されたウェ
ブの引張り強度よりも大きくできる。本発明のナノファイバーウェブは柔軟であり、同じ
性能を有する他のウェブより柔らかくてもよい。
【００４３】
　ナノファイバーウェブから利益を得る他の製品としては、パーソナルフィルターまたは
マスク、例えば手術用マスクが挙げられる。ナノファイバー層を含有するウェブのその他
の医学的用途としては、手術着、創傷包帯、及び医療用バリア（medical barriers）が挙
げられる。
【００４４】
　繊維直径は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）及び画像解析ソフトウェアを用いて測定され
ることができる。５００～１０，０００の倍率は、測定のために繊維が好適に拡大される
ように選択される。ＳＥＭ画像における繊維直径の自動サンプリングのための画像解析ソ
フトウェアが利用可能であるが、より手動の手順を用いることもできる。一般に、ランダ
ムに選択された繊維の末端を探し、次いで繊維の反対の末端までの幅を横断して（その個
所にて繊維方向に対して垂直に）測定される。目盛りのある、較正された画像解析ツール
は、ｍｍまたはマイクロメートル（μｍ）単位で実際の読みを得るための尺度を提供する
。いくつかの繊維は、ＳＥＭにてウェブのサンプル全体にわたってランダムに選択される
。通常は、ウェブからいくつかのサンプルを切断し、この様式で試験し、少なくとも約１
００回の測定を行い、全てのデータを統計学的分析用に記録する。結果をデニールで記録
すべき場合、次の計算が必要になる。デニールでの直径＝断面積×密度×９０００ｍ×１
０００ｇ／ｋｇ。断面積は、π×直径2／４である。例えばＰＰの密度は、９１０ｋｇ／
ｍ3と見なすことができる。デシテックス（ｄｔｅｘ）を得るためには、９０００ｍを１
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　坪量は、簡潔な（compendial）方法ＡＳＴＭ Ｄ ７５６、ＩＳＯ ５３６及びＥＤＡＮ
Ａ ＥＲＴ－４０．３－９０に従って測定できる。坪量は、単位面積当たりの質量として
定義され、好ましい単位はグラム／平方メートル（ｇｓｍ）である。必要な機器は、サン
プルを切断するためのはさみまたはダイカッター、及びはかりのような正確な計量装置で
ある。サンプルは１層当たり１００ｃｍ2の総面積に、±０．５％の正確さと精度で切断
される。はかりまたは天秤は、０．００１ｇの感度で読み取り可能であり、較正されて、
適用された荷重の０．２５％以内の正確さである必要がある。サンプルは、摂氏２３°（
±２℃）、約５０％の相対湿度にて、２時間、平衡に達するように調整される。サンプル
領域から合計１０００ｃｍ2＝０．１ｍ2となるように切断されたサンプル１０プライを０
．００１ｇの単位まで化学天秤にて計量して、その重さを記録する。（１ｍｍより厚いサ
ンプルに関しては、１プライだけを計量するのが好ましいが、注釈すべきである。）重さ
をサンプル面積（試験される全ての層）で割ることによって坪量を計算し、ｇｓｍ単位で
坪量を得る。全てのデータを統計学的分析のために記録する。
【００４５】
　ウェブの均一性は、いくつかの方法によって測定できる。均一性の測定基準の例として
は、孔直径の変動係数、坪量、空気透過率、及び／または不透明度がいずれも低いことが
挙げられる。均一性はまた、繊維束もしくはロープ化、または目に見えるホール、または
その他のこうした欠点がないことを必要とする。均一性は、ノズルからコレクターまでの
距離を縮めるなどのプロセスの変更によって制御できる。この距離を縮めることで、繊維
束化またはロープ化が低減し、より均一なウェブを提供できる。
【００４６】
　孔直径は、当業者に既知の方法によって測定できる。平均孔直径は、好ましくは約１５
ミクロン未満、より好ましくは約１０ミクロン未満、最も好ましくは約５ミクロン未満で
ある。均一ウェブに関する所望の変動係数は、２０％未満、好ましくは約１５％未満、よ
り好ましくは約１０％以下である。ロープ化がないことは、ウェブの測定領域における繊
維ロープまたは繊維束の数を数えることによって測定できる。ホールがないことも、ウェ
ブの測定領域における特定の閾値を超える直径を有するホールの数によって測定される。
ホールは、それらが裸眼で目に見える、または直径が１００ミクロンを超えるなら、数に
入れることができる。
【００４７】
　引用されるすべての文献は、その関連部分において本明細書に参考として組み込まれる
。いずれの文献の引用もそれが本発明に関連する先行技術であることの容認として解釈さ
れるべきではない。
　本発明の特定の実施形態について例示しかつ説明したが、本発明の精神及び範囲から逸
脱することなく、その他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には自明であ
る。従って、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の「特許請
求の範囲」で扱うものとする。
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