
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ポリオレフィン：及び
　（Ｂ）芳香族ジオール誘導部分を含む少なくとも一つのポリエーテルエステルアミド
を含む溶融ブレンドからなる可染性繊維又はフィラメントであって、
　前記芳香族ジオールが次式（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）
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【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、
　Ｒ 1及びＲ 2は、独立して、エチレンオキシド又はプロピレンオキシドを表わし、
　Ｙは、共有結合、１ないし６個の炭素原子を有するアルキレン基、２ないし６個の炭素
原子を有するアルキリデン基、５ないし１２個の炭素原子を有するシクロアルキリデン基
、７ないし１５個の炭素原子を有するアリールアルキリデン基、Ｏ、ＳＯ、ＳＯ 2、ＣＯ
、Ｓ、ＣＦ 2、Ｃ（ＣＦ 3） 2又はＮＨを表わし、
　Ｘは、１ないし６個の炭素原子を有するアルキル基、ハロゲン原子、スルホン酸又はス
ルホン酸塩を表わし、
　Ｘ 1及びＸ 2は、独立して、水素原子、１ないし６個の炭素原子を有する直鎖又は枝分か
れしたアルキル基、６ないし１０個の炭素原子を有するアラルキル基、アリール基、ハロ
ゲン原子、スルホン酸又はスルホン酸塩を表わし、
　ｊは、０ないし４を表わし、そして
　ｍ及びｎは、独立して、１ないし３２を表わす。）からなる群から選択される、可染性
繊維又はフィラメント。
【請求項２】
　ポリオレフィン及び芳香族ジオール誘導部分を含むポリエーテルエステルアミドを少な
くとも一つ含む混合物を複数の繊維に溶融押出しし、そして繊維を冷却することを含む、
ポリオレフィン繊維又はフィラメント、又はそれらから作成された織布または不織布へ永
久可染性を与えるための方法であって、前記芳香族ジオールは、次式（Ｉ）、（ＩＩ）及
び（ＩＩＩ）
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10

20

30

40

50

(2) JP 3959688 B2 2007.8.15



（式中、
　Ｒ 1及びＲ 2は、独立して、エチレンオキシド又はプロピレンオキシドを表わし、
　Ｙは、共有結合、１ないし６個の炭素原子を有するアルキレン基、２ないし６個の炭素
原子を有するアルキリデン基、５ないし１２個の炭素原子を有するシクロアルキリデン基
、７ないし１５個の炭素原子を有するアリールアルキリデン基、Ｏ、ＳＯ、ＳＯ 2、ＣＯ
、Ｓ、ＣＦ 2、Ｃ（ＣＦ 3） 2又はＮＨを表わし、
　Ｘは、１ないし６個の炭素原子を有するアルキル基、ハロゲン原子、スルホン酸又はス
ルホン酸塩を表わし、
　Ｘ 1及びＸ 2は、独立して、水素原子、１ないし６個の炭素原子を有する直鎖又は枝分か
れしたアルキル基、６ないし１０個の炭素原子を有するアラルキル基、アリール基、ハロ
ゲン原子、スルホン酸又はスルホン酸塩を表わし、
　ｊは、０ないし４を表わし、そして
　ｍ及びｎは、独立して、１ないし３２を表わす。）からなる群から選択される方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、優れた可染性を示す新規オレフィンポリマー繊維及び布に関する。布は、衣料
品、カーペット、布張り、使い捨て医療衣、おむつ等に有用である。
【０００２】
ポリオレフィン、例えばポリプロピレンは、多くの好都合な物理的性質を有する。しかし
ながら、染色されるためのその固有能力は、非常に乏しい。可染性ポリオレフィン組成物
、特にポリプロピレン繊維の切実な必要性が、長い間存在している。
【０００３】
最も多くの場合、繊維形状の着色ポリプロピレンは、固体顔料の添加によって得られる。
残念ながら、固体顔料を有する繊維は、染色繊維程には色が鮮やかでない。更に、染料と
比較した場合、顔料の数には制限があるために、非常に限定されたスペクトル選択しかで
きない。同様に、顔料の使用は、ポリプロピレンから作成される衣料品へ適用され得る柄
模様を制限する。そのうえ、特定の顔料は、ポリプロピレン繊維の伸縮性及び最終性質に
影響を及ぼす。ポリエチレンのような他のポリオレフィンも同様の欠点を持つ。可染性ポ
リオレフィン組成物、例えばポリプロピレン繊維の必要性が継続して存在している。
【０００４】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，０９６，９９５は、芳香族主鎖を有するポリエーテルエステルアミ
ドを開示している。
【０００５】
Ｕ．Ｓ．特許番号３，４８７，４５３は、芳香族ポリエーテルエステルの添加によるポリ
プロピレン繊維の染料受容性の改善を開示している。
【０００６】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，１４０，０６５は、ブロックポリエーテルポリアミド、ブロックポ
リエーテルエステルポリアミド、非晶質コポリアミド及び変性コポリオレフィンを含む顔
料相溶性熱可塑性成形組成物を開示している。
【０００７】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，６０４，２８４；５，６５２，３２６及び５，８８６，０９８は、
特定のポリエーテルエステルアミド添加剤を含む帯電防止樹脂組成物を開示している。
【０００８】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，９８５，９９９は、ポリエーテルアミンが官能化ポリプロピレン上
へグラフトされる、官能化ポリプロピレンとポリエーテルアミンの反応性生物からなる可
染性ポリオレフィン組成物を開示している。
【０００９】
ＧＢ－Ａ－２１１２７８９は、低温度における改善された耐衝撃性、改善された染色親和
力及び帯電防止性をもつポリエーテルエステルアミドを有するポリオレフィン組成物を開
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示している。
【００１０】
ＧＢ－Ａ－２１１２７９５は、改善された可染性及び改善された帯電防止性を示すポリエ
ーテルエステルアミドを有するポリオレフィン繊維組成物を開示している。
【００１１】
ＷＯ－Ａ－９７／４７６８４は、アイソタクチックポリプロピレン、コポリアミド、及び
ＥＶＡコポリマーを含む分散染料のための親和力を示すポリプロピレン組成物を開示して
いる。
【００１２】
驚くべきことに、溶融添加剤としてその中に混和された場合、特定のポリエーテルエステ
ルアミド類は、ポリオレフィン繊維及び布に可染性を与えるのに特に効果的であることが
発見された。
【００１３】
本発明は、
（Ａ）ポリオレフィン：及び
（Ｂ）芳香族ジオール誘導部分を含む少なくとも一つのポリエーテルエステルアミド
を含む溶融ブレンドからなる可染性繊維又はフィラメントであって、
前記芳香族ジオールが、次式（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 1及びＲ 2は、独立して、エチレンオキシド又はプロピレンオキシドを表し、
Ｙは、共有結合、１ないし６個の炭素原子を有するアルキレン基、２ないし６個の炭素原
子を有するアルキリデン基、５ないし１２個の炭素原子を有するシクロアルキリデン基、
７ないし１５個の炭素原子を有するアリールアルキリデン基、Ｏ、ＳＯ、ＳＯ 2、ＣＯ、
Ｓ、ＣＦ 2、Ｃ（ＣＦ 3） 2又はＮＨを表し、

Ｘ 1及びＸ 2は、独立して、水素原子、１ないし６個の炭素原子を有する直鎖又は枝分かれ
したアルキル基、６ないし１０個の炭素原子を有するアラルキル基、アリール基、ハロゲ
ン原子、スルホン酸又はスルホン酸塩を表し、
ｊは、０ないし４を表し、そして
ｍ及びｎは、独立して、１ないし３２を表す。）からなる群から選択される、可染性繊維
又はフィラメントに関する。
【００１４】
１ないし６個の炭素原子を有するアルキレン基は、枝分かれした又は枝分かれしていない
基、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチレン
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Ｘは、１ないし６個の炭素原子を有するアルキル基、ハロゲン原子、スルホン酸又はスル
ホン酸塩を表し、



基、ペンタメチレン基又はヘキサメチレン基である。
【００１５】
２ないし６個の炭素原子を有するアルキリデン基は、枝分かれした又は枝分かれしていな
い基、例えば、エチリデン基、プロピリデン基、ブチリデン基、ペンリデン基、４－メチ
ルペンチリデン基又はヘキシリデン基である。
【００１６】
５ないし１２個の炭素原子を有するシクロアルキリデン基は、例えば、シクロペンチリデ
ン基、シクロヘキシリデン基、シクロヘプチリデン基、シクロオクチリデン基、シクロノ
ニリデン基、シクロデシリデン基、シクロウンデシリデン基又はシクロドデシリデン基で
ある。
【００１７】
７ないし１５個の炭素原子を有するアリールアルキリデン基は、例えば、ベンジリデン基
又は２－フェニル－エチリデン基である。
【００１８】
１ないし６個の炭素原子を有する直鎖又は枝分かれしたアルキル基は、例えば、メチル基
、エチル基、プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉ－ブチル基、第三－ブチル基、ペンチル基又
はヘキシル基である。
【００１９】
６ないし１０個の炭素原子を有するアラルキル基は、例えば、チエニルメチル基、ベンジ
ル基、α－メチルベンジル基、α，α－ジメチルベンジル基又は２－フェニルエチル基で
ある。
【００２０】
アリール基は、例えば、チエニル基、フェニル基、ピリジル基又はイミダゾイル基である
。
【００２１】
ハロゲン原子は、例えば、塩素原子、臭素原子又は沃素原子である。好ましくは、塩素原
子及び臭素原子である。
【００２２】
スルホン酸塩は、例えば、スルホン酸のナトリウム又はカリウム塩である。
【００２３】
成分（Ｂ）で表されるポリエーテルエステルアミド添加剤は、ここで各々が参照として引
用されるＵ．Ｓ．特許番号５，０９６，９９５；５，６０４，２８４；５，６５２，３２
６及び５，８８６，０９８中に記載されている物を含む。本発明のポリエーテルエステル
アミドは、これらの参照文献に開示された方法によって調製され得る。
【００２４】
芳香族ポリエーテル部分を有する、Ｕ．Ｓ．特許番号５，０９６，９９５のポリエーテル
エステルアミドは以下の成分
（ａ）アミノカルボン酸、ラクタム、又はジアミンとジカルボン酸から合成された塩；
（ｂ）上記式（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）で表される芳香族化合物からなる群から選
択された少なくとも一つのジオール；
（ｃ）ポリ（アルキレンオキシド）グリコール及びＨＯ－Ｒ 3－ＯＨ（式中、Ｒ 3はアルキ
レン基、アルキリデン基、シクロアルキリデン基又は２ないし１６個の炭素原子を有する
アリールアルキリデン基を表す。）で表されるジオールからなる群から選択された少なく
とも一つのジオール化合物；
（ｄ）４ないし２０個の炭素原子を有するジカルボン酸；
を共重合させることによって調製されるが
ここでポリエーテルエステル単位の含有量は、１０ないし９０重量％である。
【００２５】
（Ｃ）で表される化合物、ポリ（アルキレンオキシド）グリコールは、例えば、ポリエチ
レングリコール又はポリプロピレングリコールである。
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【００２６】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，６０４，２８４、５，６５２，３２６及び５，８８６，０９８のポ
リエーテルエステルアミドは、本質的に、２００ないし５０００の数平均分子量を有する
カルボキシル鎖末端を有するポリアミドオリゴマー及びオキシアルキレン単位を含み、か
つ３００ないし３０００の数平均分子量を有するビスフェノール化合物の二つの成分から
からなる。
【００２７】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，６０４，２８４；５，６５２，３２６及び５，８８６，０９８の用
語、“オキシアルキレン単位を含むビスフェノール化合物”及び“オキシアルキル化ビス
フェノール”は、本発明の用語で、式（ＩＩ）で表される“芳香族ジオール”に相当する
。
【００２８】
ここで言及されるような“本質的に”という用語によって、本発明のポリエーテルエステ
ルアミドは実際には、上記した二つの成分からなり得るのだけれども、本発明の目的及び
有益な効果を下げることのない範囲内で、ポリマーへ第三の成分を添加することが許され
ることが理解され得る。
【００２９】
上記されたポリアミドオリゴマーを形成するために使用される化合物は、アミノカルボン
酸、ラクタム、及びジアミン及びジカルボン酸の塩である。アミノカルボン酸の例は、ω
－アミノカプロン酸、ω－アミノエナント酸、ω－アミノカプリル酸、ω－アミノぺルア
ルギン酸、ω－アミノカプリン酸、１１－アミノデカン酸及び１２－アミノデカン酸であ
る。ラクタムの例は、カプロラクタム、エナントラクタム、カプリロラクタム及びラウロ
ラクタムである。上記塩の成分であるジアミンは、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチ
レンジアミン、オクタメチレンジアミン及びデカメチレンジアミンであり、ジカルボン酸
は、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ウンデカンジカルボン酸、ドデカンジカル
ボン酸及びイソフタル酸である。これら化合物間の例は、カプロラクタム、１２－アミノ
デカン酸及びアジピン酸塩及びヘキサメチレンジアミンである。
【００３０】
２００ないし５０００の数平均分子量を有するカルボキシル鎖末端を有するポリアミドオ
リゴマーは、分子量調節剤の存在下においてのポリアミド形成成分の開環重合又は重縮合
によって得られる。分子量調節剤として、４ないし１２個の炭素原子を有するジカルボン
酸が通常使用され、より特異的には、琥珀酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、ス
ベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ウンデカンジカルボン酸及びドデカンジカルボン
酸のような脂肪族ジカルボン酸；テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ナフタレンジ
カルボン酸及び３－スルホイソフタル酸アルカリ金属塩のような芳香族ジカルボン酸；及
び１，４－シクロヘキサンジカルボン酸、ジシクロヘキシル－４，４ '－ジカルボン酸の
ような脂環式ジカルボン酸が使用される。これらカルボン酸のハロゲノ又はスルホキシル
誘導体もまた使用される。これら化合物間の例は、脂肪族ジカルボン酸及び芳香族ジカル
ボン酸であり、より好ましくは、アジピン酸、セバシン酸、テレフタル酸、イソフタル酸
及び３－スルホイソフタル酸アルカリ金属塩である。
【００３１】
ビスフェノール化合物の例は、ジヒドロキシジフェニル、Ｃ－アルキル置換ビスフェノー
ル；ハロゲン化ビスフェノール；ビスフェノールＦのようなアルキレンビスフェノール；
ビスフェノールＡ、シクロヘキシリデンビスフェノール及びビストリフルオロメチルメチ
レンビスフェノールのようなアルキリデンビスフェノール；アリールアルキリデンビスフ
ェノール；ビスフェノールＳ及びヒドロキシベンゾフェノンである。これら化合物間の特
異な例は、アルキリデンビスフェノール、例えばビスフェノールＡである。
【００３２】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，６０４，２８４；５，６５２，３２６及び５，８８６，０９８のビ
スフェノール化合物に含まれるオキシアルキレン単位は、オキシエチレン単位、オキシプ
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ロピレン単位、１－又は２－オキシブチレン単位及びオキシテトラメチレン単位である。
これらオキシアルキレン単位間の例は、オキシエチレン単位又はオキシエチレン及びオキ
シプロピレン単位の組合せである。
【００３３】
オキシアルキレン単位を含むビスフェノール化合物、即ち、オキシアルキル化ビスフェノ
ール化合物は、３００ないし３０００の範囲の、例えば１６００ないし３０００の数平均
分子量を有し得る。例えば、３２ないし６０のオキシエチレン単位を含むビスフェノール
化合物が都合良く使用される。
【００３４】
オキシアルキル化ビスフェノール化合物がオキシアルキル化アルキリデンビスフェノール
、例えば、オキシアルキル化ビスフェノールＡを含む繊維又はフィラメントが興味深い。
【００３５】
Ｕ．Ｓ．特許番号５，６０４，２８４；５，６５２，３２６及び５，８８６，０９８のポ
リエーテルエステルアミドは、上記ポリアミドオリゴマーとビスフェノール化合物を、必
要に応じて、三酸化アンチモン、モノブチル錫オキシド、テトラブチルチタネート、テト
ラブチルジルコネート及び酢酸亜鉛のような既知の触媒の存在下において、重縮合させる
ことによって得られる。ポリエーテルエステルアミドの２０ないし８０重量％の量に含ま
れるオキシアルキレン単位を有するビスフェノール鎖が好都合である。ポリエーテルエス
テルアミドの相対粘度は、例えば０．５ないし４．０の範囲内、例えば０．６ないし３．
０である。
相対粘度は、２５℃において、ｍ－クレゾール中にポリエーテルエステルアミド０．５重
量％溶液で測定される。
【００３６】
例えば、本発明のポリエーテルエステルアミドは、ビフェノールＡのエチレンオキシド付
加物と、ε－カプロラクタム及びアジピン酸から調製されたカルボキシル鎖末端を有する
オリゴマーの反応生成物であり得る。
【００３７】
芳香族ジオール誘導体であるビスフェノール化合物を含む本発明のポリエーテルエステル
アミドは、ポリオレフィン繊維、フィラメント及び布へ優れた可染性を与える。
【００３８】
本発明の組成物は、二つ又はそれ以上の成分（Ｂ）で表される異なるポリエーテルエステ
ルアミドの添加剤混合物であり得る。
【００３９】
ここで使用されるように、用語“繊維”又は“フィラメント”は、柔軟性があり、合成の
、長さと幅の比が高くかつ横断面が小さいマクロ構造的に均質体なものである。これら繊
維は、直接異形材押出し及びスリット又はファイブリル化テープを含むが限定はされない
従来技術で既知のあらゆる方法によって製造され得る。このため、本発明の組成物が、可
染性織布及び不織布ポリオレフィン繊維を含む可染性繊維の製造に有用であることが予期
される。
【００４０】
本発明の組成物は、溶融押出法によって調製され、繊維またはフィラメントを形成する。
糸またはステープル繊維の為の連続フィラメント紡糸のような従来技術、及びスパンボン
ド製造及び溶融吹込製造のような不織布法に従って、繊維またはフィラメントは、小さな
オリフィスを通して、溶融ポリマーを押出すことによって形成される。一般的にこのよう
に形成された繊維またはフィラメントは、次に、延伸または伸ばされ、分子配向が引き起
こされ、そして結晶度に影響を与えられるために、結果として、直径の縮小及び物理的性
質の改善が生じる。スパンボンド及び溶融吹込製造のような不織布法では、繊維またはフ
ィラメントは、移動水平ベルトコンベヤーのような孔のある表面上へ直接付着され、そし
て、熱、機械又は化学結合法を含むが、それに制限されない、いかなる様々な方法によっ
て少なくとも部分的に圧縮される。特定の所望の特徴を所有する複合布を製造するために
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、複数の方法又は異なる方法からの布を組合せることが従来技術から既知である。ＳＭＳ
として最も良く知られる積層布を製造するために、スパンボンド及び溶融吹込を組合せる
ことがこの例としてあり、これは二つのスパンボンド繊維の外部層及び溶融吹込繊維の内
部層を表すことを意味する。さらにこれら方法のどちらかまたは両方は、ステープル繊維
カーディング法、または不織布ステープル繊維カーディング法から生じた不織布と、いか
なる組合せ中でも組合せられ得る。このように、記載された積層布では、層は一般的に、
上記された方法の一つによって、少なくとも部分的に圧縮される。
【００４１】
本発明はまた、溶融押出しされた二成分繊維にも適用でき、そしてここで成分の一つは、
本発明に従ったポリオレフィンである。
【００４２】
ポリオレフィンの不織布は、カード化繊維構造を有し得るか、または繊維またはフィラメ
ントがランダム配列で分布されたマットを含む。布は、布から作成される製品の最終用途
に応じて、油圧絡み合い（ｈｙｄｒｏｅｎｔａｎｇｌｅｍｅｎｔ）又は延伸レース（ｓｐ
ｕｎ－ｌａｃｅ）技術、またはフィラメントのエアー成形（ａｉｒｌａｙｉｎｇ）または
溶融吹込成形、バット圧伸成形、ステッチ結合等を含む多数の既知の方法のいずれか一つ
によって、形成され得る。
【００４３】
スパンボンドフィラメントの大きさは、約１．０ないし約３．２デニールである。溶融吹
込繊維は、典型的に、１５ミクロン以下の繊維直径を有し、そして典型的には、５ミクロ
ン以下であり、サブミクロンレベルへ下方変化する。複合構造中のウェブは広い種々の基
本重量中で加工される。繊維の大きさは、最終用途に依存し得る。例えば、より重い繊維
は、しばしば衣料服飾品等を作成するために使用される繊維とは対照的にカーペット裏地
のために使用される。本発明の繊維は、例えば、約１ないし約１５００デニールであり得
る。
【００４４】
熱可塑性ポリオレフィン繊維は、典型的に約２１０℃ないし約２４０℃の範囲の温度にお
いて押出され、そしてそれらは、基本的に非多孔質であり、染料をひきつけること、結合
することができない連続分子鎖からなるため、本質的には疎水性である。結果として、未
処理のポリプロピレン繊維は、開放孔構造を有している場合でさえも、染色を阻止する傾
向がある。
【００４５】
本発明に従って、ポリエーテルエステルアミド添加剤は、ポリプロピレンのような熱可塑
性ポリオレフィン中へ、溶融中に混和され、そしてポリオレフィンと一緒に、繊維または
フィラメントの形成中に押出され、そしてそれは、続いて急冷され、繊細化され、そして
、次のまたは相伴う加工工程のどちらかで布として形成される。
【００４６】
ポリエーテルエステルアミドは、溶融押出しされるポリマーペレットと一緒に配合され得
る。加工を改善するために、ポリエーテルエステルアミドは前配合され得るか、または少
量の、タルクのような無機粉末、及び他の従来の安定剤もまた含み得る低メルトインデッ
クスポリプロピレン中へ配合され得る。
【００４７】
ポリオレフィン中へのポリエーテルエステルアミドの混合は、ロール練り、バンバリー型
ミキサー中での混合、または押出機バレル中で混合等のような一般的に使用されている技
術によって、溶融ポリマー中へ混合することによって行なわれる。熱履歴（昇温において
維持される時間）は、ポリマーの質量中に薬剤が十分にむらなく分布するようにポリエー
テルエステルアミドと未加熱ポリマー粒子を混合することによって短くなり得、それによ
って溶融温度において、完全に混合するするために必要とされる時間量が短くなり得る。
【００４８】
都合の良いことに、ポリエーテルエステルアミドは、特定の場合において所望され得るい
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かなる他の添加剤も、本質的には同時または連続的に添加され得る。ポリエーテルエステ
ルアミドはまた、他の添加剤ともプレブレンドされ得、そしてそのブレンドが、続いてポ
リマーへ加えられる。ある場合には、ポリエーテルエステルアミドは、他の添加剤がポリ
オレフィン中により容易にまたは均一に分散されるように、手助けをするという更なる利
点を有し得るということが、予期される。より容易な品質のバッチ間制御のために、最終
的に所望の配合物を得るために更なる多量のポリマーへ、少しずつ、連続的にブレンドさ
れるポリマー／添加剤ブレンドの濃縮マスターバッチを使用することが好まれ得る。マス
タバッチ、または生添加剤は、ポリマーがまだ溶融している間に、新たに調製されるポリ
マー中へ射出され得、そして、重合容器または装置から出された後、溶融ポリマーが冷却
され固体となる、またはさらなる加工で使用される前に、ブレンドされる。
【００４９】
本発明の組成物において、成分（Ｂ）で表されるポリエーテルエステルアミドと成分（Ａ
）で表されるポリオレフィンの重量比、（Ｂ）：（Ａ）は、０．１：９９．９ないし４０
：６０である。多くの用途において、ポリエーテルエステルアミドは、成分（Ａ）の重量
に基づいて、０．１％ないし１５重量％の量で存在し、例えば、成分（Ａ）の重量に基づ
いて、１ないし７重量％の量で存在する。
【００５０】
本発明に従った、ポリオレフィン繊維またはフィラメント中への成分（Ｂ）で表されるポ
リエーテルエステルアミドの混和は、これら自然に疎水性な材料の改善された可染性を導
く。この変性はまた永久性もあるので、繊維またはフィラメント及びそれから作成された
布は、老化または取扱いによってそれらの可染性を失わない。改善された可染性は、継続
した時間後でさえも、性能を損なうことがなく、繰返される洗浄に対して安定である。
【００５１】
これ故に、本発明はまた、熱可塑性ポリオレフィン及び成分（Ｂ）で表されるポリエーテ
ルエステルアミドを少なくとも一つ含む混合物を溶融押出しすることを含む、ポリオレフ
ィン繊維、フィラメント及びそれらから作成された織布または不織布へ永久可染性を与え
るための方法にも関する。
【００５２】
本発明は、不織布、例えばポリプロピレン布を意図している。それはまた、慣用的な編織
布加工において、製織または編成するための加工糸または糸も意図している。
【００５３】
本発明の添加剤は、不織布の性質に影響を及ぼす他の要因、例えば、基本重量、繊維直径
、繊維の結合の程度及び型、及びすでに記載しているＳＭＳ構造のような、複合構造の相
乗効果及び影響に関係なく効果的である。
【００５４】
本発明は、一成分繊維に限定されない。ポリオレフィン二成分繊維、特に、ポリプロピレ
ン及びポリエチレンの並置又はさやコアー繊維は、どちらかの型の一成分繊維としてと同
様の実用的利点を示すことが期待されている。
【００５５】
本発明の繊維及びフィラメントから作成された可染性布は、織布衣料品（上着及び下着）
；カーペット；家具及び自動車布張り、工業用織布；オムツに使用される不織布吸収材、
衛生パッド、失禁パッド、ウエット及びドライワイプ、創傷手当て用品、こぼれ減少用パ
ッド及び医療用吸収パッド；使い捨て医療衣を含む不織布衣料品；フェルト；プレスドシ
ート；幾何学模様の織物；フィルター（二極性）；包装紙及び合成紙を含む包装材料を含
む。
【００５６】
本発明の布は、約０．５ないし約１０メガラドのγ線照射への曝露によって滅菌され得る
。γ線照射による滅菌は、病院衣等に使用される。
【００５７】
成分（Ａ）で表されるポリオレフィンの例は：
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１．モノオレフィン及びジオレフィンのポリマー、例えばポリプロピレン、ポリイソブチ
レン、ポリブテ－１－エン、ポリ－４－メチルペンテ－１－エン、ポリイソプレン又はポ
リブタジエン、並びにシクロオレフィン、例えばシクロペンテン又はノルボルネンのポリ
マー、ポリエチレン（所望により架橋され得る）、例えば高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ
）、高密度及び高分子量ポリエチレン（ＨＤＰＥ－ＨＭＷ）、高密度及び超高分子量ポリ
エチレン（ＨＤＰＥ－ＵＨＭＷ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、低密度ポリエチレ
ン（ＬＤＰＥ）、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、（ＶＬＤＰＥ）及び（ＵＬＤ
ＰＥ）。
【００５８】
ポリオレフィン、すなわち前の段落において例示したモノオレフィンのポリマー、例えば
ポリエチレン及びポリプロピレンは、異なる方法によりそしてとりわけ以下の方法により
調製され得る：
ａ）ラジカル重合（通常は高圧下において及び上昇した温度において）。
ｂ）通常、周期表のＩＶｂ、Ｖｂ、ＶＩｂ又はＶＩＩＩ群の金属の一つ又はそれ以上を含
む触媒を使用した触媒重合。これらの金属は通常、一つ又はそれ以上の配位子、典型的に
はπ－又はσ－配位し得るオキシド、ハロゲン化物、アルコレート、エステル、エーテル
、アミン、アルキル、アルケニル及び／又はアリールを有する。これらの金属錯体は遊離
形態であるか、又は基材に、典型的には活性化塩化マグネシウム、チタン（ＩＩＩ）クロ
リド、アルミナ又は酸化ケイ素に固定され得る。これらの触媒は、重合媒体中に可溶又は
不溶であり得る。該触媒は重合においてそのまま使用され得、又は他の活性化剤、典型的
には金属アルキル、金属ヒドリド、金属アルキルハライド、金属アルキルオキシドまたは
金属アルキルオキサンであって、該金属が周期表のＩａ、ＩＩａおよび／またはＩＩＩａ
群の元素であるものが使用されることができる。該活性化剤は、他のエステル、エーテル
、アミン又はシリルエーテル基で都合良く変性され得る。これらの触媒系は、通常、フィ
リップス、スタンダード・オイル・インディアナ、チグラー（－ナッタ）、ＴＮＺ（デュ
ポン）、メタロセン又はシングルサイト触媒（ＳＳＣ）と命名される。
【００５９】
２．１）で言及されたポリマーの混合物、例えばポリプロピレンとポリイソブチレン、ポ
リプロピレンとポリエチレン（例えば、ＰＰ／ＨＤＰＥ、ＰＰ／ＬＤＰＥ）の混合物、及
び異なる型のポリエチレンの混合物（例えば、ＬＤＰＥ／ＨＤＰＥ）。
【００６０】
３．モノオレフィン及びジオレフィンの互いの又は他のビニルモノマーとのコポリマー、
例えばエチレン／プロピレンコポリマー、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）及びそ
れの低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）との混合物、プロピレン／ブテ－１－エンコポリマ
ー、プロピレン／イソブチレンコポリマー、エチレン／ブテ－１－エンコポリマー、エチ
レン／ヘキセンコポリマー、エチレン／メチルペンテンコポリマー、エチレン／ヘプテン
コポリマー、エチレン／オクテンコポリマー、プロピレン／ブタジエンコポリマー、イソ
ブチレン／イソプレンコポリマー、エチレン／アルキルアクリレートコポリマー、エチレ
ン／アルキルメタクリレートコポリマー、エチレン／酢酸ビニルコポリマー及び一酸化炭
素とのそれらのコポリマー、またはエチレン／アクリル酸コポリマー及びそれらの塩（ア
イオノマー）ならびにエチレンとプロピレン及びへキサジエン、ジシクロペンタジエン又
はエチリデン－ノルボルネンのようなジエンとのターポリマー；及びそのようなコポリマ
ーの互いの及び１）で上述したポリマーとの混合物、例えばポリプロピレン／エチレン－
プロピレンコポリマー、ＬＤＰＥ／エチレン－酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）、ＬＤＰ
Ｅ／エチレン－アクリル酸コポリマー（ＥＡＡ）、ＬＬＤＰＥ／ＥＶＡ、ＬＬＤＰＥ／Ｅ
ＡＡ及び互いの又はランダムのポリアルキレン／一酸化炭素コポリマー及びそれらの他の
ポリマー、例えばポリアミドとの混合物。
【００６１】
本発明のポリオレフィンは、例えば、ポリプロピレン又はポリエチレンがある。特に興味
深いのは、ポリプロピレンホモ－及びコポリマー、及びポリエチレンホモ－及びコポリマ
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ーである。例えば、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、線状低密度ポリ
エチレン（ＬＬＤＰＥ）及びポリプロピレンのランダム及び耐衝撃性コポリマー。
【００６２】
オレフィンポリマーのブレンドまたはアロイを使用することは、本発明の範囲内である。
【００６３】
本ポリオレフィン繊維、フィラメント、布はまた、そこへ紫外線吸収剤、障害アミン光安
定剤、抗酸化剤、加工助剤、及び他の添加剤のような適当な添加剤もまた混和もしくは適
用され得る。
【００６４】
例えば、本発明の組成物は、所望により、約０．０１ないし約１０重量％の、好ましくは
約０．０２５ないし約５重量％の、及び特には約０．１ないし約３重量％の、下記した材
料のような様々な慣用的な安定剤補助添加物もしくはその混合物も含んでもよい．
【００６５】

例えば、２，６－ジ－第三ブチル－４－メチルフェノール、２－第三ブチル－４，６－ジ
メチルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－エチルフェノール、２，６－ジ－第三
ブチル－４－ｎ－ブチルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－イソブチルフェノー
ル、２，６－ジシクロペンチル－４－メチルフェノール、２－（α－メチルシクロヘキシ
ル）－４，６－ジメチルフェノール、２，６－ジオクタデシル－４－メチルフェノール、
２，４，６－トリシクロヘキシルフェノール、２，６－ジ－第三ブチル－４－メトキシメ
チルフェノール、線状又は側鎖において分岐したノニルフェノール、例えば、２，６－ジ
－ノニル－４－メチルフェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メチル  －ウンデシ
－１’－イル）－フェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メチル  －ヘプタデシ－
１’－イル）フェノール、２，４－ジメチル－６－（１’－メチルトリデシ－１’－イル
）フェノール及びそれらの混合物。
【００６６】

例えば、２，４－ジオクチルチオメチル－６－第三ブチルフェノール、２，４－ジオクチ
ルチオメチル－６－メチルフェノール、２，４－ジオクチルチオメチル－６－エチルフェ
ノール、２，６－ジ－ドデシルチオメチル－４－ノニルフェノール。
【００６７】

例えば、２，６－ジ－第三ブチル－４－メトキシフェノール、２，５－ジ－第三ブチルヒ
ドロキノン、２，５－ジ－第三アミルヒドロキノン、２，６－ジフェニル－４－オクタデ
シルオキシフェノール、２，６－ジ－第三ブチルヒドロキノン、２，５－ジ－第三ブチル
－４－ヒドロキシアニソール、３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシアニソール、３
，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルステアレート、ビス（３，５－ジ－第三
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）アジペート。
【００６８】

例えば、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、
δ－トコフェロール及びそれらの混合物（ビタミンＥ）。
【００６９】

例えば、２，２’－チオビス（６－第三ブチル－４－メチルフェノール）、２，２’－チ
オビス（４－オクチルフェノール）、４，４’－チオビス（６－第三ブチル－３－メチル
フェノール）、４，４’－チオビス（６－第三ブチル－２－メチルフェノール）、４，４
’－チオビス（３，６－ジ－第二アミルフェノール）、４，４’－ビス（２，６－ジメチ
ル－４－ヒドロキシフェニル）ジスルフィド。
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１．抗酸化剤
１．１．アルキル化モノフェノール、

１．２．アルキルチオメチルフェノール、

１．３．ヒドロキノン及びアルキル化ヒドロキノン、

１．４．トコフェロール、

１．５．ヒドロキシル化チオジフェニルエーテル、



【００７０】

例えば、２，２’－メチレンビス（６－第三ブチル－４－メチルフェノール）、
２，２’－メチレンビス（６－第三ブチル－４－エチルフェノール）、２，２’－メチレ
ンビス［４－メチル－６－（α－メチルシクロヘキシル）－フェノール］、
２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－シクロヘキシルフェノール）、２，２’－メ
チレンビス（６－ノニル－４－メチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４，６－
ジ－第三ブチルフェノール）、２，２’－エチリデンビス（４，６－ジ－第三ブチルフェ
ノール）、２，２’－エチリデンビス（６－第三ブチル－４－イソブチルフェノール）、
２，２’－メチレンビス［６－（α－メチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、２，
２’－メチレンビス［６－（α，α－ジメチルベンジル）－４－ノニルフェノール］、４
，４’－メチレンビス（２，６－ジ－第三ブチルフェノール）、４，４’－メチレンビス
（６－第三ブチル－２－メチルフェノール）、１，１－ビス（５－第三ブチル－４－ヒド
ロキシ－２－メチルフェニル）ブタン、２，６－ビス（３－第三ブチル－５－メチル－２
－ヒドロキシベンジル）－４－メチルフェノール、１，１，３－トリス（５－第三ブチル
－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）ブタン、１，１－ビス（５－第三ブチル－４－
ヒドロキシ－２－メチルフェニル）－３－ｎ－ドデシルメルカプトブタン、エチレングリ
コールビス［３，３－ビス（３’－第三ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）ブチレート
］、ビス（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ジシクロペンタジエ
ン、ビス［２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルベンジル）－６－
第三ブチル－４－メチルフェニル］テレフタレート、１，１－ビス－（３，５－ジメチル
－２－ヒドロキシフェニル）ブタン、２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒド
ロキシフェニル）プロパン、２，２－ビス－（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ２－メチ
ルフェニル）－４－ｎ－ドデシルメルカプトブタン、１，１，５，５－テトラ（５－第三
ブチル－４－ヒドロキシ－２－メチルフェニル）ペンタン。
【００７１】

例えば、３，５，３’，５’－テトラ－第三ブチル－４，４’－ジヒドロキシジベンジル
エーテル、オクタデシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルベンジルメルカプトアセテ
ート、トリデシル－４－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジルメルカプトアセテ
ート、トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）アミン、ビス（４－
第三ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）ジチオテレフタレート、ビス
（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）スルフィド、イソオクチル－３，
５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルメルカプトアセテート。
【００７２】

例えば、ジオクタデシル－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－２－ヒドロキシベン
ジル）マロネート、ジ－オクタデシル－２－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メ
チルベンジル）マロネート、ジドデシルメルカプトエチル－２，２－ビス（３，５－ジ－
第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）マロネート、ビス－［４－（１，１，３，３－テ
トラメチルブチル）フェニル］－２，２－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキ
シベンジル）マロネート。
【００７３】

例えば、１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２
，４，６－トリメチルベンゼン、１，４－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキ
シベンジル）－２，３，５，６－テトラメチルベンゼン、２，４，６－トリス（３，５－
ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）フェノール。
【００７４】

10

20

30

40

50

(12) JP 3959688 B2 2007.8.15

１．６．アルキリデンビスフェノール、

１．７．Ｏ－、Ｎ－及びＳ－ベンジル化合物、

１．８．ヒドロキシベンジル化マロネート、

１．９．芳香族ヒドロキシベンジル化合物、

１．１０．トリアジン化合物、



例えば、２，４－ビス（オクチルメルカプト）－６－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒ
ドロキシアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２－オクチルメルカプト－４，６－ビス
（３ ,５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２－
オクチルメルカプト－４，６－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェノキ
シ）－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒ
ドロキシフェノキシ）－１，２，３－トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ－第
三ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－トリス（４－第三
ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌレート、２，４，６－
トリス－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルエチル）－１，３，５－ト
リアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロ
ピオニル）－ヘキサヒドロ－１，３，５－トリアジン、１，３，５－トリス（３，５－ジ
シクロヘキシル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート。
【００７５】

例えば、ジメチル－２，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジ
エチル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシ
ル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシル－
５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルベンジルホスホネート、３，５－ジ－第三
ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸のモノエチルエステルのカルシウム塩。
【００７６】

例えば、４－ヒドロキシラウラニリド、４－ヒドロキシステアラニリド、オクチルＮ－（
３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）カルバメート。
【００７７】

例えば、
メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール、ｉ－オクタノール、オクタデカノール、１
，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロ
パンジオール、ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコ
ール、トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イ
ソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノ
ール、３－チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパ
ン、４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．
２］オクタンとのエステル。
【００７８】

例えば、
メタノール、エタノール、ｎ－オクタノール、ｉ－オクタノール、オクタデカノール、１
，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロ
パンジオール、ネオペンチルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコ
ール、トリエチレングリコール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イ
ソシアヌレート、Ｎ，Ｎ’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノ
ール、３－チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパ
ン、４－ヒドロキシメチル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．
２］オクタン；３，９－ビス［２－｛３－（３－第三ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチ
ルフェニル）プロピオニルオキシ｝－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テ
トラオキサスピロ［５．５］－ウンデカンとのエステル。
【００７９】

例えば、
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１．１１．ベンジルホスホネート、

１．１２．アシルアミノフェノール、

１．１３．β－（３ ,５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸のエ
ステルであって、一価又は多価アルコール、

１．１４．β－（５－第三ブチル－４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）プロピオン酸
のエステルであって、一価または多価アルコール、

１．１５．β－（３，５－ジシクロヘキシル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸の
エステルであって、一価又は多価アルコール、



メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオール
、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペン
チルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリ
コール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ
’－ビス（ヒドロキシエチル）－オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペンタ
デカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメ
チル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタンとのエス
テル。
【００８０】

例えば、
メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、１，６－ヘキサンジオール
、１，９－ノナンジオール、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ネオペン
チルグリコール、チオジエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリ
コール、ペンタエリトリトール、トリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、Ｎ，Ｎ
’－ビス（ヒドロキシエチル）オキサミド、３－チアウンデカノール、３－チアペンタデ
カノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、４－ヒドロキシメチ
ル－１－ホスファ－２，６，７－トリオキサビシクロ［２．２．２］オクタンとのエステ
ル。
【００８１】

例えば、
Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヘキ
サメチレンジアミド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ルプロピオニル）トリメチレンジアミド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第三ブチル－４
－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス［２－（３－［３，５
－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオニルオキシ）エチル］オキサミド
（ユニロイヤルによって供給されるナウガードＸＬ－１；登録商標：Ｎａｕｇａｒｄ）。
【００８２】

（ビタミンＣ）
【００８３】

例えば、Ｎ，Ｎ’－ジ－イソプロピル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ－第二ブ
チル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１，４－ジメチルペンチル）－ｐ－フ
ェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－エチル－３－メチルペンチル）－ｐ－フェニレ
ンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（１－メチル－ヘプチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，
Ｎ’－ジシクロヘキシル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニ
レンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（２－ナフチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－イソプ
ロピル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－
Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（１－メチルヘプチル）－Ｎ’－フェニ
ル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジ
アミン、４－（ｐ－トルエンスルファモイル）ジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチル－
Ｎ，Ｎ’－ジ－第二ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、ジフェニルアミン、Ｎ－アリルジ
フェニルアミン、４－イソプロポキシジフェニルアミン、Ｎ－フェニル－１－ナフチルア
ミン、Ｎ－（４－第三オクチルフェニル）－１－ナフチルアミン、Ｎ－フェニル－２－ナ
フチルアミン、オクチル化ジフェニルアミン、例えばｐ，ｐ’－ジ－第三オクチルジフェ
ニルアミン、４－ｎ－ブチルアミノフェノール、４－ブチリルアミノフェノール、４－ノ
ナノイルアミノフェノール、４－ドデカノイルアミノフェノール、４－オクタデカノイル
アミノフェノール、ビス（４－メトキシフェニル）アミン、２，６－ジ－第三ブチル－４
－ジメチルアミノメチルフェノール、２，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－
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１．１６．３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル酢酸のエステルであって、
一価又は多価アルコール、

１．１７．β－（３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオン酸のア
ミド、

１．１８．アスコルビン酸

１．１９．アミン酸化防止剤、



ジアミノジフェニルメタン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－４，４’－ジアミノジ
フェニルメタン、１，２－ビス［（２－メチルフェニル）アミノ］エタン、１，２－ビス
（フェニルアミノ）プロパン、（ｏ－トリル）ビグアニド、ビス［４－（１’，３’－ジ
メチルブチル）フェニル］アミン、第三オクチル化Ｎ－フェニル－１－ナフチルアミン、
モノ－及びジアルキル化第三ブチル／第三オクチルジフェニルアミンの混合物、モノ－及
びジアルキル化ノニルジフェニルアミンの混合物、モノ－及びジアルキル化ドデシルジフ
ェニルアミンの混合物、モノ－及びジアルキル化イソプロピル／イソヘキシルジフェニル
アミンの混合物、モノ－及びジアルキル化第三ブチルジフェニルアミンの混合物、２，３
－ジヒドロ－３，３－ジメチル－４Ｈ－１，４－ベンゾチアジン、フェノチアジン、モノ
－及びジアルキル化第三ブチル／第三オクチルフェノチアジンの混合物、モノ－及びジア
ルキル化第三オクチルフェノチアジンの混合物、Ｎ－アリルフェノチアジン、Ｎ，Ｎ，Ｎ
’，Ｎ’－テトラフェニル－１，４－ジアミノブテ－２－エン。
【００８４】

例えば、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（
３’ ,５’－ジ－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（
５’－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒド
ロキシ－５’－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル）ベンゾトリアゾール
、２－（３’，５’－ジ－第三ブチル－２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベンゾ
トリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）－
５－クロロベンゾトリアゾール、２－（３’－第二ブチル－５’－第三ブチル－２’－ヒ
ドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－４’－オクチルオキ
シフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５’－ジ－第三アミル－２’－ヒドロキ
シフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’，５’－ビス（α，α－ジメチルベンジル
）－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－
ヒドロキシ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）フェニル）－５－クロロベ
ンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキシルオキシ
）カルボニルエチル］－２’－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、
２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）
フェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキ
シ－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）フェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３
’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－オクチルオキシカルボニルエチル）フ
ェニル）ベンゾトリアゾール、２－（３’－第三ブチル－５’－［２－（２－エチルヘキ
シルオキシ）カルボニルエチル］－２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２
－（３’－ドデシル－２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、
２－（３’－第三ブチル－２’－ヒドロキシ－５’－（２－イソオクチルオキシカルボニ
ルエチル）フェニルベンゾトリアゾール、２，２’－メチレンビス［４－（１，１，３，
３－テトラメチルブチル）－６－ベンゾトリアゾレ－２－イルフェノール］；２－［３’
－第三ブチル－５’－（２－メトキシカルボニルエチル）－２’－ヒドロキシ－フェニル
］－２Ｈ－ベンゾトリアゾールとポリエチレングリコール３００とのエステル交換生成物
；Ｒが３’－第三ブチル－４’－ヒドロキシ－５’－２Ｈ－ベンゾトリアゾリ－２－イル
フェニル基を表す［Ｒ－ＣＨ 2ＣＨ 2－ＣＯＯ－ＣＨ 2ＣＨ 2－］ 2－、２－［２’－ヒドロ
キシ－３’－（α，α－ジメチルベンジル）－５’－（１，１，３，３－テトラメチルブ
チル）フェニル］ベンゾトリアゾール；２－［２’－ヒドロキシ－３’－  （１，１，３
，３－テトラメチルブチル）－５’－（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］ベンゾト
リアゾール。
【００８５】

例えば、４－ヒドロキシ、４－メトキシ、４－オクチルオキシ、４－デシルオキシ、４－
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２．ＵＶ吸収剤及び光安定剤
２．１．２－（２’－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、

２．２．２－ヒドロキシベンゾフェノン、



ドデシルオキシ、４－ベンジルオキシ、４，２’，４’－トリヒドロキシ及び２’－ヒド
ロキシ－４，４’－ジメトキシ誘導体。
【００８６】

例えば、４－第三ブチル－フェニルサリチレート、フェニルサリチレート、オクチルフェ
ニルサリチレート、ジベンゾイルレゾルシノール、ビス（４－第三ブチルベンゾイル）レ
ゾルシノール、ベンゾイルレゾルシノール、２，４－ジ－第三ブチルフェニル３，５－ジ
－第三ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート、ヘキサデシル３，５－ジ－第三ブチル－４
－ヒドロキシベンゾエート、オクタデシル３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベン
ゾエート、２－メチル－４，６－ジ－第三ブチルフェニル３，５－ジ－第三ブチル－４－
ヒドロキシベンゾエート。
【００８７】

例えば、エチルα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート、イソオクチルα－シアノ
－β，β－ジフェニルアクリレート、メチルα－カルボメトキシシンナメート、メチルα
－シアノ－β－メチル－ｐ－メトキシシンナメート、ブチルα－シアノ－β－メチル－ｐ
－メトキシシンナメート、メチルα－カルボメトキシ－ｐ－メトキシシンナメート及びＮ
－（β－カルボメトキシ－β－シアノビニル）－２－メチルインドリン。
【００８８】

例えば、ｎ－ブチルアミン、トリエタノールアミン又はＮ－シクロヘキシルジエタノール
アミンのような他の配位子を伴うか又は伴わない１：１又は１：２錯体のような２，２’
－チオビス－［４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール］のニッケル錯
体、ニッケルジブチルジチオカルバメート、モノアルキルエステルのニッケル塩、例えば
４－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジルホスホン酸のメチル又はエチルエステ
ル、ケトキシム、例えば２－ヒドロキシ－４－メチルフェニル－ウンデシルケトキシムの
ニッケル錯体、他の配位子を伴うか又は伴わない１－フェニル－４－ラウロイル－５－ヒ
ドロキシピラゾールのニッケル錯体。
【００８９】

例えば、ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（２
，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）スクシネート、ビス（１，２，２，６，
６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，
６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペン
タメチル－４－ピペリジル）ｎ－ブチル－３，５－ジ－第三ブチル－４－ヒドロキシベン
ジルマロネート、１－（２－ヒドロキシエチル）－２，２，６，６－テトラメチル－４－
ヒドロキシピペリジンとコハク酸の縮合物、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメ
チル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミンと４－第三オクチルアミノ－２，６－ジ
クロロ－１，３，５－トリアジンの線状又は環状縮合物、トリス（２，２，６，６－テト
ラメチル－４－ピペリジル）ニトリロトリアセテート、テトラキス（２，２，６，６－テ
トラメチル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレート、１，
１’－（１，２－エタンジイル）－ビス（３，３，５，５－テトラメチルピペラジノン）
、４－ベンゾイル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－ステアリルオキシ－
２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピ
ペリジル）－２－ｎ－ブチル－２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－第三ブチルベンジル
）マロネート、３－ｎ－オクチル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリア
ザスピロ［４．５］デカン－２，４－ジオン、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６，
６－テトラメチルピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオキシ－２，２，６，６
－テトラメチルピペリジル）スクシネート、Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメ
チル－４－ピペリジル）－ヘキサメチレンジアミンと４－モルホリノ－２，６－ジクロロ
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２．３．置換された及び非置換の安息香酸のエステル、

２．４．アクリレート、

２．５．ニッケル化合物、

２．６．立体障害アミン、



－１，３，５－トリアジンの線状又は環状縮合物、２－クロロ－４，６－ビス（４－ｎ－
ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジル）－１，３，５－トリアジンと
１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンの縮合物、２－クロロ－４，６－ジ－
（４－ｎ－ブチルアミノ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジル）－１，３，５
－トリアジンと１，２－ビス－（３－アミノプロピルアミノ）エタンの縮合物、８－アセ
チル－３－ドデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザスピロ［４
．５］デカン－２，４－ジオン、３－ドデシル－１－（２，２，６，６－テトラメチル－
４－ピペリジル）ピロリジン－２，５－ジオン、３－ドデシル－１－（１，２，２，６，
６－ペンタメチル－４－ピペリジル）ピロリジン－２，５－ジオン、４－ヘキサデシルオ
キシ－と４－ステアリルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンの混合物、Ｎ
，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミ
ンと４－シクロヘキシルアミノ－２，６－ジクロロ－１，３，５－トリアジンの縮合物、
１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタンと２，４，６－トリクロロ－１，３，
５－トリアジン並びに４－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンの縮
合物（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．Ｎｏ．［１３６５０４－９６－６］）；１，６－ヘキサンジアミ
ンと２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン並びにＮ，Ｎ－ジブチルアミンと
４－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．Ｎｏ．
［１９２２６８－６４－７］）の縮合物；Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピ
ペリジル）－ｎ－ドデシルスクシンイミド、Ｎ－（１，２，２，６，６－ペンタメチル－
４－ピペリジル）－ｎ－ドデシルスクシンイミド、２－ウンデシル－７，７，９，９－テ
トラメチル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－オキソ－スピロ［４．５］デカン、７，
７，９，９－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－
オキソ－スピロ［４．５］デカンとエピクロロヒドリンの反応生成物、１，１－ビス（１
，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルオキシカルボニル）－２－（４－メト
キシフェニル）エテン、Ｎ，Ｎ’－ビス－ホルミル－Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－
テトラメチル－４－ピペリジル）ヘキサメチレンジアミン、４－メトキシメチレンマロン
酸と１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ヒドロキシピペリジンとのジエステル、ポ
リ［メチルプロピル－３－オキシ－４－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジ
ル）］シロキサン、マレイン酸無水物－α－オレフィンコポリマーと２，２，６，６－テ
トラメチル－４－アミノピペリジン又は１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－アミノ
ピペリジンとの反応生成物。
【００９０】
立体障害アミンはまた、ＧＢ－Ａ－２３０１１０６中に、成分Ｉ－ａ）、Ｉ－ｂ）、Ｉ－
ｃ）、Ｉ－ｄ）、Ｉ－ｅ）、Ｉ－ｆ）、Ｉ－ｇ）、Ｉ－ｈ）、Ｉ－ｉ）、Ｉ－ｊ）、Ｉ－
ｋ）、又はＩ－ｌ）として記載されている化合物、特に上記ＧＢ－Ａ－２３０１１０６の
６８ないし７３頁に列挙されている光安定剤１－ａ－１、１－ａ－２、１－ｂ－１、１－
ｃ－１、１－ｃ－２、１－ｄ－１、１－ｄ－２、１－ｄ－３、１－ｅ－１、１－ｆ－１、
１－ｇ－１、１－ｇ－２又は１－ｋ－１の一つでもあり得る。
【００９１】
立体障害アミンはまた、ＥＰ－Ａ－０７８２９９４中に記載されている化合物、例えば、
請求項１０または３８、または実施例１ないし１２もしくはその中のＤ－１ないしＤ－５
に記載されているような化合物の一つでもあり得る。
【００９２】

例えば、１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポキシ）－４－オクタデカノイルオキシ
－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポ
キシ）－４－ヘキサデカノイルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、１－
オキシル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンとｔ－アミルアル
コールからの炭素原子の反応生成物、１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポキシ）－

10

20

30

40

50

(17) JP 3959688 B2 2007.8.15

２．７ヒドロキシ置換されたアルコキシ基によって、Ｎ原子上を置換された立体障害アミ
ン、



４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、１－（２－ヒドロキシ－２
－メチルプロポキシ）－４－オキソ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、ビス（
１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポキシ）－２，２，６，６－テトラメチルピペリ
ジン－４－イル）セバケート、ビス（１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポキシ）－
２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）アジペート、ビス（１－（２－ヒ
ドロキシ－２－メチルプロポキシ）－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イ
ル）スクシネート、ビス（１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポキシ）－２，２，６
，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）グルタレート、及び２，４－ビス [Ｎ－［１
－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロポキシ）－２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－４－イル］－Ｎ－ブチルアミノ ]－６－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－ｓ－トリ
アジンのような化合物。
【００９３】

例えば、４，４’－ジオクチルオキシオキサニリド、２，２’－ジエトキシオキサニリド
、２，２’－ジオクチルオキシ－５，５’－ジ－第三ブトキサニリド、２，２’－ジドデ
シルオキシ－５，５’－ジ－第三ブトキサニリド、２－エトキシ－２’－エチルオキサニ
リド、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－ジメチルアミノプロピル）オキサミド、２－エトキシ－５－
第三ブチル－２’－エトキサニリド及びその２－エトキシ－２’－エチル－５，４’－ジ
－第三ブトキサニリドとの混合物、ｏ－及びｐ－メトキシ－二置換オキサニリドの混合物
及びｏ－及びｐ－エトキシ－二置換オキサニリドの混合物。
【００９４】

例えば、２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－１，３
，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェニル）－４，６－ビ
ス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２，４－ジヒドロキ
シフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、
２，４－ビス（２－ヒドロキシ－４－プロピルオキシフェニル）－６－（２，４－ジメチ
ルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフ
ェニル）－４，６－ビス（４－メチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－
ヒドロキシ－４－ドデシルオキシフェニル）－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル
）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－トリデシルオキシフェニル）
－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒ
ドロキシ－４－（２－ヒドロキシ－３－ブチルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－
ビス（２，４－ジメチル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（２
－ヒドロキシ－３－オクチルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジ
メチル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－（ドデシルオキシ／トリデシルオキシ－
２－ヒドロキシプロポキシ）－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメ
チルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［２－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキ
シ－３－ドデシルオキシプロポキシ）フェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェ
ニル）－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシ）フェニ
ル－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシ－４－メトキ
シフェニル）－４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス［２
－ヒドロキシ－４－（３－ブトキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－１，３，
５－トリアジン、２－（２－ヒドロキシフェニル）－４－（４－メトキシフェニル）－６
－フェニル－１，３，５－トリアジン、２－｛２－ヒドロキシ－４－［３－（２－エチル
ヘキシル－１－オキシ）－２－ヒドロキシプロピルオキシ］フェニル｝－４，６－ビス（
２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン。
【００９５】

例えば、Ｎ，Ｎ’－ジフェニルオキサミド、Ｎ－サリチラル－Ｎ’－サリチロイル－ヒド
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２．８．オキサミド、

２．９．　２－（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、

３．金属奪活剤、



ラジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）ヒドラジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３，５－ジ－第
三ブチル－４－ヒドロキシフェニルプロピオニル）ヒドラジン、３－サリチロイルアミノ
－１，２，４－トリアゾール、ビス（ベンジリデン）オキサリルジヒドラジド、オキサニ
リド、イソフタロイルジヒドラジド、セバコイルビスフェニルヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ジ
アセチルアジポイルジヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）オキサリルジヒドラ
ジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）チオプロピオニルジヒドラジド。
【００９６】

例えば、トリフェニルホスフィット、ジフェニルアルキルホスフィット、フェニルジアル
キルホスフィット、トリス（ノニルフェニル）ホスフィット、トリラウリルホスフィット
、トリオクタデシルホスフィット、ジステアリルペンタエリトリトールジホスフィット、
トリス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ホスフィット、ジイソデシルペンタエリトリ
トールジホスフィット、ビス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ペンタエリトリトール
ジホスフィット、ビス（２，４－ジ－クミルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィ
ット、ビス（２，６－ジ－第三ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリトリトールジホ
スフィット、ジイソデシルオキシペンタエリトリトールジホスフィット、ビス（２，４－
ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、ビス（２
，４，６－トリス（第三ブチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット、トリス
テアリルソルビトールトリホスフィット、テトラキス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル
）４，４’－ビフェニレンジホスホニット、６－イソオクチルオキシ－２，４，８，１０
－テトラ－第三ブチル－１２Ｈ－ジベンズ［ｄ，ｇ］－１，３，２－ジオキサホスホシン
、ビス（２，４－ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）メチルホスフィット、ビス（２
，４－ジ－第三ブチル－６－メチルフェニル）エチルホスフィット、６－フルオロ－２，
４，８，１０－テトラ－第三ブチル－１２－メチル－ジベンズ［ｄ，ｇ］－１，３，２－
ジオキサホスホシン、２，２’，２”－ニトリロ［トリエチルトリス（３，３’，５，５
’－テトラ－第三ブチル－１，１’－ビフェニル－２，２’－ジイル）－ホスフィット］
、２－エチルヘキシル（３，３’，５，５’－テトラ－第三ブチル－１，１’－ビフェニ
ル－２，２’－ジイル）ホスフィット、５－ブチル－５－エチル－２－（２，４，６－ト
リ－第三ブチルフェノキシ）－１，３，２－ジオキサホスフィラン。
【００９７】
以下のホスフィットがとりわけ好ましい：
トリス（２，４－ジ－第三ブチルフェニル）ホスフィット（イルガフォス１６８（登録商
標：Ｉｒｇａｆｏｓ）、チバ　スペシャリティー　ケミカルズ社）、トリス（ノニルフェ
ニル）ホスフィット、
【化４】
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４．ホスフィット及びホスホニット、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９８】

例えば、Ｎ，Ｎ－ジベンジルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミン
、Ｎ，Ｎ－ジオクチルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジラウリルヒドロキシルアミン、Ｎ
，Ｎ－ジテトラデシルヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジヘキサデシルヒドロキシルアミン
、Ｎ，Ｎ－ジオクタデシルヒドロキシルアミン、Ｎ－ヘキサデシル－Ｎ－オクタデシルヒ
ドロキシルアミン、Ｎ－ヘプタデシル－Ｎ－オクタデシルヒドロキシルアミン、水素化牛
脂アミンから誘導されたＮ，Ｎ－ジアルキルヒドロキシルアミン。
【００９９】

例えば、Ｎ－ベンジル－アルファ－フェニルニトロン、Ｎ－エチル－アルファ－メチルニ
トロン、Ｎ－オクチル－アルファ－ヘプチルニトロン、Ｎ－ラウリル－アルファ－ウンデ
シルニトロン、Ｎ－テトラデシル－アルファ－トリデシルニトロン、Ｎ－ヘキサデシル－
アルファ－ペンタデシルニトロン、Ｎ－オクタデシル－アルファ－ヘプタデシルニトロン
、Ｎ－ヘキサデシル－アルファ－ヘプタデシルニトロン、Ｎ－オクタデシル－アルファ－
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５．ヒドロキシルアミン、

６．ニトロン、



ペンタデシルニトロン、Ｎ－ヘプタデシル－アルファ－ヘプタデシルニトロン、Ｎ－オク
タデシル－アルファ－ヘキサデシルニトロン、水素化牛脂アミンから誘導されたＮ，Ｎ－
ジアルキルヒドロキシルアミンから誘導されたニトロン。
【０１００】

例えば、Ｕ．Ｓ．特許番号５，８４４，０２９及び５，８８０，１９１中に記載されてい
るようなアミンオキシド誘導体、ジデシルメチルアミンオキシド、トリデシルアミンオキ
シド、トリドデシルアミンオキシド、及びトリヘキサデシルアミンオキシド。
【０１０１】

例えば、Ｕ．Ｓ．４，３２５，８６３；Ｕ．Ｓ．４，３３８，２４４；Ｕ．Ｓ．５，１７
５，３１２；Ｕ．Ｓ．５，２１６，０５２；Ｕ．Ｓ．５，２５２，６４３；ＤＥ－Ａ－４
３１６６１１；ＤＥ－Ａ－４３１６６２２；ＤＥ－Ａ－４３１６８７６；ＥＰ－Ａ－０５
８９８３９又はＥＰ－Ａ－０５９１１０２に開示されるもの、又は３－［４－（２－アセ
トキシエトキシ）フェニル］－５，７－ジ－第三ブチル－ベンゾフラノ－２－オン、５，
７－ジ－第三ブチル－３－［４－（２－ステアロイルオキシエトキシ）フェニル］ベンゾ
フラノ－２－オン、３，３’－ビス［５，７－ジ－第三ブチル－３－（４－［２－ヒドロ
キシエトキシ］フェニル）ベンゾフラノ－２－オン］、５，７－ジ－第三ブチル－３－（
４－エトキシフェニル）ベンゾフラノ－２－オン、３－（４－アセトキシ－３，５－ジメ
チルフェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オン、３－（３，５－ジメ
チル－４－ピバロイルオキシフェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オ
ン、３－（３，４－ジメチルフェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オ
ン、３－（２，３－ジメチルフェニル）－５，７－ジ－第三ブチルベンゾフラノ－２－オ
ン。
【０１０２】

例えば、ジラウリルチオジプロピオン酸又はジステアリルチオジプロピオン酸。
【０１０３】

例えば、β－チオジプロピオン酸のエステル、例えば、ラウリル、ステアリル、ミリスチ
ル又はトリデシルエステル、メルカプトベンズイミダゾール又は２－メルカプトベンズイ
ミダゾールの亜鉛塩、亜鉛ジブチルジチオカルバメート、ジオクタデシルジスルフィド、
ペンタエリトリトールテトラキス（β－ドデシルメルカプト）プロピオネート。
【０１０４】

例えば、ヨウ化物及び／又はリン化合物と組み合わせた銅塩及び二価マグネシウムの塩。
【０１０５】

例えば、メラミン、ポリビニルピロリドン、ジシアンジアミド、トリアリルシアヌレート
、尿素誘導体、ヒドラジン誘導体、アミン、ポリアミド、ポリウレタン、高級脂肪酸のア
ルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩、例えばカルシウムステアレート、亜鉛ステアレー
ト、マグネシウムベヘネート、マグネシウムステアレート、ナトリウムリシノレート及び
カリウムパルミテート、アンチモンピロカテコレート又は亜鉛ピロカテコレート。
【０１０６】

例えば、タルクのような無機物質、二酸化チタン、酸化マグネシウムのような金属酸化物
、ホスフェート、好ましくはアルカリ土類金属の炭酸塩又は硫酸塩；モノ－又はポリカル
ボン酸のような有機化合物及びそれらの塩、例えば、４－第三ブチル安息香酸、アジピン
酸、ジフェニル酢酸、コハク酸ナトリウム又は安息香酸ナトリウム；イオンコポリマー（
アイオノマー）のようなポリマー化合物。とりわけ好ましくは１，３：２，４－ビス（３
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７．アミンオキシド、

８．ベンゾフラノン及びインドリノン、

９．チオ相乗剤、

１０．過酸化物捕捉剤、

１１．ポリアミド安定剤

１２．塩基性補助安定剤

１３．核剤、



’，４’－ジメチルベンジリデン）ソルビトール、１，３：２，４－ジ（パラメチルジベ
ンジリデン）ソルビトール、及び１，３：２，４－ジ（ベンジリデン）ソルビトール。
【０１０７】

例えば、炭酸カルシウム、シリケート、ガラス繊維、ガラス球、アスベスト、タルク、カ
オリン、マイカ、硫酸バリウム、金属酸化物及び金属水酸化物、カーボンブラック、グラ
ファイト、木粉及び他の天然物の粉末又は繊維、合成繊維。
【０１０８】

例えば、ポリエチレンオキシドワックスまたは鉱油。
【０１０９】

例えば、可塑剤、滑剤、乳化剤、顔料、染料、レオロジー添加剤、触媒、流れ調整剤、蛍
光増白剤、スリップ剤、架橋剤、架橋増進剤、ハロゲン掃去剤、防煙剤、防炎加工剤、静
電防止剤、置換された、または未置換のビスベンジリデンソルビトールのような透明剤、
２，２’－ｐ－フェニレン－ビス（３，１－ベンズオキサジン－４－オン）のようなベン
ゾトリアジン紫外線吸収剤、シアソルブ（登録商標：Ｃｙａｓｏｒｂ）３６３８（ＣＡＳ
＃１８６００－５９－４）、及び発泡剤。
【０１１０】
例えば、本技術中で一般的に使用される添加剤は、本発明の可染性繊維へ所望により混和
され得る。このような物質の典型例は、グリセロールモノステアレートのようなモノグリ
セリド、直鎖アルキルホスフェートのカリウム又はナトリウム塩のような結合した親水基
を有する長鎖炭化水素のような親水性変性剤、又はそれらの組合せを含む。親水基は、カ
ルボキシレート、スルフェート、スルホネート、ホスフェート、ホスホネート、並びに第
四アンモニウム塩及びポリエーテル基であり得る。更に、膨潤剤が、並びに湿潤剤、染料
相溶剤及び様々なガム類のような増粘剤も染色中に使用され得る。ポリオレフィン繊維は
、しばしば屋外カーペットのような屋外製品にも使用されるため、紫外線安定剤が都合良
く添加され得る。また、抗酸化剤も組成物へ添加され得る。
【０１１１】
更に、本発明の組成物はポリオレフィンベースの編織布又は不織布マットの改善された洗
濯適性を示し得ることが予期される。無極性ポリオレフィンは、双方が疎水性のために、
汚れを保持する傾向がある。成分（Ｂ）で表されるポリエーテルエステルアミドは、洗剤
が布又はマトリックスに浸透することを促進させることが予期でき、それ故、洗剤は汚れ
及びオイルを遊離及び洗い清め得る。
【０１１２】
ポリオリフィン中への成分（Ｂ）で表されるポリエーテルエステルアミドの混和は、ポリ
オレフィン織布及び不織布の吸収及び吸上能力を増加させ得ることが予期される。一つの
例としては、幼児用オムツ中の、溶融吹込みされた不織布吸収材である。ポリオレフィン
中へ極性ポリエーテルエステルアミドを配合することによって、不織布フィラメントの表
面をより親水性にすることは、オムツの吸湿性を非常に増加させることが予期される。
【０１１３】
ポリオリフィン中への成分（Ｂ）で表されるポリエーテルエステルアミドの混和は、繊維
、布及び他の製品の耐摩耗性を増加させ得ることが予期される。耐摩耗性は、形成された
繊維の延伸に重要である。典型的に、サイジングは、延伸系の繊維と金属表面の間の摩擦
を減少させるために適用される。
【０１１４】
本発明に従って製造されたポリオレフィン織布及び不織布繊維及び布はまた、ひときわ優
れた印刷適性を示す。それら固有の疎水性の結果として、ポリオレフィン繊維及び布は印
刷適性、すなわち標準印刷技術に対する問題を提起する。本発明の組成物はこれらの問題
も解消する。
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１４．充填剤及び強化剤、

１５．分散助剤

１６．他の添加剤



【０１１５】
慣用の方法が本発明の繊維を染色するために使用され得る。例えば、繊維は、慣用の染料
及び分散染色技術の両方を使用して、染料で染色される。一般的に、染料は、染料溶液の
形状で適用され、そのため、それは、例えば、染料溶液を含むトラフ中に繊維を浸漬する
ことによって、又は繊維上に染料溶液を噴霧することによって、又は瀑落ロール技術を使
用することによって、直ちに適用され得る。一般的なように、染料溶液は印刷ペーストの
状態であり得、それから、典型的にローラー印刷又はスクリーン印刷によって染色が行な
われる。繊維は、一つの又はそれ以上の染色技術を用いて、何度も染色され得る。
【０１１６】
水性染浴は、典型的に約２ないし約１１のｐＨであり、一般的には、酸性染料のために約
２と約６の間である。ｐＨは、所望により、蟻酸、酢酸、スルファミド酸、クエン酸、燐
酸、硝酸、硫酸、モノナトリウムホスフェート、テトラナトリウムホスフェート、トリナ
トリウムホスフェート、水酸化アンモニウム、水酸化ナトリウムのような様々な化合物、
及びそれらの組合せを用いて調節され得る。界面活性剤の使用は、染浴中に水溶性分散染
料を控えめに分散することを手助けするために使用され得る。典型的に、非イオン表面活
性剤は、この目的のために使用され得る。染色段階の間中、染浴は、染色割合を促進する
ために、かきまわされ得る。染色段階は、様々な温度において、一般的に、染色割合を促
進させるためにより高い温度を用いて行われ得る。
【０１１７】
他の従来技術は、ジェット染色であり、そしてそれは、高温度での染色及びベンチュリー
ジェットシステムの使用による移動布上への染料の衝突を可能にする。キャリヤーは、大
気圧及び１００℃以下においてより速い染色を可能にする。キャリヤーは、典型的には、
水に乳化され得り、かつ繊維と親和性の有機化合物である。このようなキャリヤーの典型
例は、ジフェニル及びメチルナフタレンのような芳香族炭化水素、フェニルフェノールの
ようなフェノール、ジクロロ及びトリクロロベンゼンのような塩素化炭化水素、及びメチ
ルサリチレート、ブチルベンゾエート、ジエチルフタレート、及びベンズアルデヒドのよ
うな芳香族エステルを含む。キャリヤーは、一般的に染色後に除去される。
【０１１８】
上記添加剤を用いた染料混合物を使用した染色の後、染料が繊維中へ浸透しかつ繊維中に
固定されるように、乾熱が繊維へ、幅広い高温において適用され得る。染料固定段階は、
例えばオーブン中での、乾熱への繊維の曝露を含む。温度は、組成繊維の溶融又はガラス
転移温度まで変更でき得る。一般的に、より高い乾燥温度は、より短い乾燥時間をもたら
す。典型的に、加熱時間は約１分ないし約１０分である。残留染料が、次に繊維から除去
され得る。
【０１１９】
分散染料混合物は、従って、様々な方法でポリプロピレン繊維へ適用され得る。染料混合
物は、所望の効果を与えるために、良く知られている様々な技術を使用して、繊維から形
成された糸の長さに沿って断続的に適用され得る。一つの適当な繊維染色法は、“ニット
－デニット（ｋｎｉｔ－ｄｅｋｉｎｔ）”染色技術として言及され得る。この方法に従っ
て、繊維は糸に形成され、その後、編まれ、典型的にはチューブ形状にされる。次に、染
料混合物がニットチューブへ断続的に適用される。染色後、チューブは、糸をほぐされ、
そのため、糸は不連続パターンを有する。選択性印刷方法に従って、繊維は、最初に糸に
形成され、そしてその後、織られるか又は編まれ布にされるか、又はふさづけしてカーペ
ットとされる。慣用の水平スクリーン印刷機が、染料混合物を布又はカーペットに適用す
るために使用される。
【０１２０】
連続染色は、布又はカーペットが十分な長さの染料溶液に連続的に通り抜けさせられ、初
期染料浸透に達する染色範囲まで行なわれる。ある種の分散染料も、従来技術で既知の方
法により、加熱及び部分真空下において、ポリマー繊維中へ昇華させられ得る。本発明に
従って行なわれるポリオレフィン組成物の印刷は、ポリオレフィン中へ染料を拡散又は分
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散させるため、十分な加熱を用いた圧力下で伝熱印刷することによる染料の分散によって
成し遂げられ得る。ブロック、水平スクリーン、及び伝熱バッチ方法、及び彫刻ロール及
び回転スクリーン印刷連続方法が使用され得る。布がジェット下を通り、パターンが形成
されるように
異なる染料溶液が、プログラムされた順序で、本発明の組成物から作成された布又はカー
ペット上へジェット噴霧され得る。染料溶液は、液体計量を行なわれ得、そしてカーペッ
ト上の一面に染色パターンが拡散するように、染色されるカーペット上に滴下し、下面に
通過することを許すような液滴パターンに分かれるか又は切り換えられる。染色で装飾さ
れたカーペットが、ナイロン、ポリエステル等のような特定の異なる繊維及びポリオレフ
ィンからなる場合、ポリオレフィンの拮抗染色は有用である。異なる装飾効果は、与えら
れる繊維の各々の型の色相の濃度を制御することによって生じ得る。与えられる繊維に依
存して、酸、分散及びプレメタル化染料、又はそれらの組合せが装飾効果を得るために使
用され得る。可染性組成物中の反応生成物及び／又はポリエーテルエステルアミドの量を
制御することによって、ツイード効果を生じさせることも可能である。印刷染色、スペー
ス染色、及び連続染色が例えば糸のようなものから作成された布に行われ得る。
【０１２１】
多くの分散染料が市販で入手可能である。染料は、適用方法及びある程度は化学構造に基
づいて、染物及び色彩研究協会によってより分類される。様々な分散染料は、アメリカ合
衆国化学繊維及び色彩研究協会発行の化学繊維及び色彩研究、１９９２年７月、２４巻、
７号中に示されている“カラーインデックス及び属名による染料及び顔料”の列挙中に見
られ得る。
【０１２２】
染料は、紙、プラスチック、又は繊維材料のような、様々な支持体の着色のために使用さ
れる濃い色の着色物質である。染料は、物理的吸収によって、もしくは塩又は金属錯体の
形成によって、もしくは共有結合の形成によって、これら支持体中に保持されると信じら
れている。支持体へ染料を適用するために使用される方法は非常に様々であり、支持体及
び染料の種類に依存している。染料と顔料の区別は、化学構造によるよりむしろ、適用方
法による。適用方法の間、染料は、溶解又は気化によってそれらの結晶構造を失う。ある
場合には、結晶構造は、染色加工のより後期の段階中に、再結晶化され得る。これに反し
て、顔料は、全体の適用方法を通じて、それらの結晶又は粒状形状を維持する。
【０１２３】
従って、幅広く異なる性質を有する多数の染料が、多くの種類の物質を染色するために必
要である。世界的に見て、数千の異なる染料が、商業意義を有している。一般的に、染料
は二つの方法で、グループに分類されてきた。第一の分類方法は、化学構造によるもので
あり、染料は、分子単位で与えられる発色団又は色彩にしたがって分類される。第二の分
類方法は、染料の最終用途の適用種類に基づく。カラーインデックス（ＣＩ）で使用され
る二重分類系が、染料製造及び染料を使用する産業を通じて国際的に認められている。こ
の系では、染料は、各々の化学化合物のＣＩ番号を用いた化学分類に従い、かつ各々の染
料のＣＩ名を用いた使用又は適用分類に従って分類される。分散染料は、一般的に、水性
分散系の、親水性布を染色するために典型的に使用される水不溶性の非イオン染料である
。分散染料は、ポリエステル、ナイロン及びアセテート繊維上に使用されてきた。
【０１２４】
多くの紡糸仕上げが、延伸する前の繊維に適用され得る。このような仕上げは、水性であ
り得る。従来技術で既知のように、紡糸仕上げは、陰イオン又は非イオンであり得る。ま
た、繊維は、従来技術のように、例えば、機械クリンプ加工又は成形によって特定のきめ
を出すことにより、染色の前に仕上られ得る。
【０１２５】
本発明はまた、ポリオレフィン及び芳香族ジオール誘導部分を含むポリエーテルエステル
アミドを少なくとも一つ含む混合物を複数の繊維に溶融押出しすることを含む、ポリオレ
フィン繊維又はフィラメント、又はそれらから作成された織布または不織布へ永久可染性
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を与えるための方法であって、前記芳香族ジオールは、次式（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩ
Ｉ）
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 1及びＲ 2は、独立して、エチレンオキシド又はプロピレンオキシドを表し、
Ｙは、共有結合、１ないし６個の炭素原子を有するアルキレン基、２ないし６個の炭素原
子を有するアルキリデン基、５ないし１２個の炭素原子を有するシクロアルキリデン基、
７ないし１５個の炭素原子を有するアリールアルキリデン基、Ｏ、ＳＯ、ＳＯ 2、ＣＯ、
Ｓ、ＣＦ 2、Ｃ（ＣＦ 3） 2又はＮＨを表し、

Ｘ 1及びＸ 2は、独立して、水素原子、１ないし６個の炭素原子を有する直鎖又は枝分かれ
したアルキル基、６ないし１０個の炭素原子を有するアラルキル基、アリール基、ハロゲ
ン原子、スルホン酸又はスルホン酸塩を表し、
ｊは、０ないし４を表し、そして
ｍ及びｎは、独立して、１ないし３２を表す。）からなる群から選択される方法にも関す
る。
【０１２６】
好ましくは、方法は、繊維、フィラメント又は布を、繊維を染色するのに有効な条件下で
、染料と接触させることを更に含む。
【０１２７】
本発明はまた、織布衣料品、カーペット、家具布張り、自動車布張り、工業用織布、使い
捨てオムツ、衛生パッド、失禁パッド、ウエット及びドライワイプ、創傷手当て用品、こ
ぼれ減少用パッド、医療用吸収パッド、不織布衣料品、使い捨て医療衣、フェルト、プレ
スドシート、幾何学模様の織物、二極性フィルター、包装材料、包装紙及び合成紙からな
る群から選択される織布または不織布からなる製品にも関する。
【０１２８】
本発明の好ましい態様は、従って、ポリオレフィン繊維、フィラメント、または、織布ま
たは不織布へ永久可染性を与えるための成分（Ｂ）の使用である。
【０１２９】
以下の実施例で本発明を詳細に説明する。それらは、いかなる方法でも本発明を制限する
ように構成されてない。
【０１３０】
以下の実施例で使用された添加剤：
ペバックス（ＰＥＢＡＸ）１０７４（登録商標：ＰＥＢＡＸ　１０７４、エルフアトケム
（Ｅｌｆ  Ａｔｏｃｈｅｍ）社製）はＰＡ１２及びポリエチレングリコールから調製され
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Ｘは、１ないし６個の炭素原子を有するアルキル基、ハロゲン原子、スルホン酸又はスル
ホン酸塩を表し、



たポリエーテルエステルアミドであり、融点は１５８℃である。
【０１３１】
ペレスタット１２５０（登録商標：ＰＥＬＥＳＴＡＴ　１２５０、サンヨー化学工業（Ｓ
ａｎｙｏ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）社製）、本発明のポリエーテルエス
テルアミドで、オキシアルキル化ビスフェノールを含み、融点は約１５０℃である。
【０１３２】
ペレスタット６３２１（登録商標：ＰＥＬＥＳＴＡＴ　６３２１、サンヨー化学工業（Ｓ
ａｎｙｏ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）社製）、本発明のポリエーテルエス
テルアミドで、オキシアルキル化ビスフェノールを含み、融点は約２０３℃である。
【０１３３】
イルガスタブＦＳ４１０（登録商標：ＩＲＧＡＳＴＡＢ  ＦＳ  ４１０、チバ  スペシャリ
ティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、イルガスタブＦＳ－０４２〔登録商標
：ＩＲＧＡＳＴＡＢＦＳ－０４２、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ
）社製、Ｎ，Ｎ－ジ（水素化牛脂）－アミンの直接酸化によって製造されたＮ，Ｎ－（ジ
アルキル）ヒドロキシルアミン〕とチマソルブ９４４（登録商標：ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ
 ９４４、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）の１：１ブレン
ドである。
【０１３４】
イルガノクスＢ１４１１（登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ  Ｂ  １４１１、チバ  スペシャリテ
ィー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、イルガフォス１６８（登録商標：ＩＲＧ
ＡＦＯＳ　１６８、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）とイル
ガノクス３１１４（登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ  ３１１４、チバ  スペシャリティー　ケミ
カルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）の１：１相乗ブレンドである。イルガフォス１６８（登
録商標：ＩＲＧＡＦＯＳ　１６８）は、トリス（２，４－ジ－第三－ブチルフェニル）ホ
スフィットであり、イルガノクス３１１４（登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ  ３１１４）は、
トリス（３，５－ジ－第三－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレートである
。
【０１３５】
イルガノクスＸＰ６２０（登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ　ＸＰ　６２０、チバ  スペシャリ
ティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、イルガフォス１２６〔登録商標：ＩＲ
ＧＡＦＯＳ　１２６、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製、ビス
（２，４－ジ－第三－ブチルフェニル）ペンタエリトリトールジホスフィット〕３３％、
イルガノクスＨＰ－１３６〔登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ　ＨＰ－１３６、チバ  スペシャ
リティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）、３－（３，４－ジメチルフェニル）－
５，７－ジ－第三－ブチル－ベンゾフラン－２－オン〕１７％及びイルガノクス１０１０
〔登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ　１０１０、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂ
ａ  ＳＣ）社製）、ペンタエリトリトールテトラキス〔３－（３，５－ジ－第三－ブチル
－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕５０％の混合物である。
【０１３６】
チヌビン２３４（登録商標：ＴＩＮＵＶＩＮ  ２３４、チバ  スペシャリティー　ケミカル
ズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、２－（３，５－ビス－α－クミル－２－ヒドロキシフェ
ニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾールである。
【０１３７】
チヌビン１５７７（登録商標：ＴＩＮＵＶＩＮ  １５７７、チバ  スペシャリティー　ケミ
カルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、４，６－ジフェニル－２－（４－ヘキシルオキシ－
２－ヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジンである。
【０１３８】
チマソルブ８１（登録商標：ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ  ８１、チバ  スペシャリティー　ケミ
カルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシベンゾフェノ
ンである。
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【０１３９】
フレームスタブＦＲ１１６（登録商標：ＦＬＡＭＥＳＴＡＢ  ＦＲ  １１６、チバ  スペシ
ャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は：
【化６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
である。
【０１４０】
チヌビン１１１（登録商標：ＴＩＮＵＶＩＮ  １１１、チバ  スペシャリティー　ケミカル
ズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、チマソルブ１１９（登録商標：ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ  １
１９、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）及びチヌビン６２２
（登録商標：ＴＩＮＵＶＩＮ  ６２２、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  
ＳＣ）社製）の相乗混合物である。
【０１４１】
チヌビン７８３（登録商標：ＴＩＮＵＶＩＮ  ７８３、チバ  スペシャリティー　ケミカル
ズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）は、チマソルブ９４４（登録商標：ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ  ９
４４、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）及びチヌビン６２２
（登録商標：ＴＩＮＵＶＩＮ  ６２２、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  
ＳＣ）社製）の相乗混合物である。
【化７】
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（式中、ｍは、２ないし２００の範囲の数を表す）。
【化８】
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 'は、
【化９】
　
　
　
　
　
　
　
　
を表す。）。
【０１４２】
以下の実施例は、説明目的のためのみのものであり、いかなる方法も本発明を制限するよ
うに構成されてない。添加剤の量は、重量パーセントで報告される。
【０１４３】

ポリプロピレン繊維の可染性
繊維用銘柄ポリプロピレン、プロファックス６３０１（登録商標：ｐｒｏｆａｘ、モンテ
ル（Ｍｏｎｔｅｌｌ）社製）及び適当量のポリエーテルエステルアミド添加剤をターブラ
（ＴＵＲＢＵＬＡ）社製ミキサー上で１５分間混合した。ブレンド混合物を優秀なＭＰＭ
一軸スクリュー実験室用押出機へ、２１８、２３２、２４６及び２４６℃、スクリュー速
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実施例１：



度８０ｒｐｍにおいて添加した。添加剤を有する溶融ポリプロピレンは円形ダイを出てい
き、水トラフ中で冷却され、そして冷水トラフ中で固体化され、コンエアージェトロ（ｃ
ｏｎａｉｒ／ｊｅｔｒｏ）ペレタイザー中へ供給される。配合ペレットは、４１個の孔の
三角紡糸口金を有するヒルズ　ラボ　繊維押出機（Ｈｉｌｌ　Ｌａｂ　ｆｉｂｅｒ　Ｅｘ
ｔｒｕｄｅｒ）中へ２３２、２４６、２６０及び２７４℃において供給される。７５０ｐ
ｓｉの定常圧が、フィードバックループを通してスクリュー速度を制御する。供給、延伸
及び緩和ロールは７９及び１００℃であり、そして分当り１２０、４００及び３８３メー
トル回転する。繊維は、供給ロールの直前に水性繊維仕上げ溶液６％と接触させられる。
この溶液はゴウルストン工業（Ｇｏｕｌｓｔｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）社製のルロー
ルＰＰ－４５２１（登録商標：ＲＵＲＯＬ　ＰＰ－４５２１）である。ラインの末端にお
いてリーソナ（登録商標：Ｌｅｅｓｏｎａ）ワインダーがスプール上へ繊維を収集する。
フィラメント当りの最終デニールは、１．５である。収集された繊維は、スプールから取
外され、ローソンヘムフィルＦＡＫサンプラー編み機（登録商標：Ｌａｗｓｏｎ　Ｈｅｍ
ｐｈｉｌｌ　ＦＡＫ）を用いて編まれ、ソックスとされた。
【０１４４】
染料溶液は、分離容器中で、希釈水中に１．０ｇ／Ｌに調製される。分散染料のためには
、６３ないし８５℃へ水を加熱し、続いて水を添加することによって行った。酸性の染料
溶液は、水を８５ないし１００℃へ加熱することによって調製した。均染剤（ｌｅｖｅｌ
ｅｒ）、滑剤、及びｐＨ制御化学薬品は室温において１０％ｗ／ｗの量に調製される。
【０１４５】
ア　ローチェス（登録商標：Ａ　ＲＯＡＣＨＥＳ）プログラム性染浴は以下の条件に設定
される。
ＰＰのための分散染料：９８℃まで分当り３．５℃温度上昇し、６０分間、９８℃におい
て維持され、続いて分当り５．５℃の最大冷却において冷却される。
ＰＰのための酸性染料：９８℃まで分当り３．５℃温度上昇し、３０分間、９８℃におい
て維持され、続いて分当り５．５℃の最大冷却において冷却される。
【０１４６】
適当量の溶液（表１参照）をスチール製の５００ｍＬシリンダーへ５．０ｇ重量のソック
スに基づいて添加した。ソックスに洗濯札を結びつけ、シリンダー中に置いた。シリンダ
ーを蒸留水で満たした。ｐＨを調べ、かつｐＨは分散染色のために４ないし５、そして酸
性染色のために６ないし６．５であるべきである。最終的に、シリンダーを密封し、染浴
中へ置き、そして上記サイクルを開始した。染料サイクルが完了した後、ソックスをシリ
ンダーから取り出し、水道水ですすいだ。過剰な水を遠心分離によってソックスから除去
し、そして強制空気炉中で、１００℃において１５分間乾燥させた。
【０１４７】
ソックスの明度及び暗度（Ｌ）をデータカラー分光光度計ＳＦ６００（Ｄａｔａｃｏｌｏ
ｒ　Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ　ＳＦ６００）上で測定した。Ｌは０（暗い）
から１００（明るい）のスケールでの、明るさ及び暗さの測定である。装置条件は、ＣＩ
Ｅ　ｌａｂ、Ｄ６５、１０度、ＳＣＩ、ＳＡＶ、ＵＶ４００－７００である。結果を表２
に示す。より低いＬの値は改善された可染性を示す。
【表１】
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【表２】
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添加剤はポリプロピレンに基づいた重量％で示される。
【０１４８】
本発明のポリエーテルエステルアミド添加剤を含む配合Ｂ及びＤは、添加剤を含まないソ
ックス及び本発明ではないポリエーテルエステルアミドを含むもの（配合Ｃ及びＥ）と比
較してポリプロピレンソックスに改善された可染性を与える。
【０１４９】
組成物はまた、湿潤及び乾燥摩擦色落ち値も試験された。摩擦色落ち試験法はこすること
によって、染色製品の表面から他の表面へ移動し得る色の程度で測定された。このような
染料移動は望ましくない。試験は、乾燥及び湿潤した白色の試験布の両方を、摩擦試験機
を通して染色製品に対し横切らせ特異的にこすることが必要とされる。布は次にグレース
ケールによって評価された。グレースケールは、５単位スケール（１－５＠０．５分割）
であり、５がごくわずかな染料移動を示す。
【０１５０】
ポリオレフィンの可染性を促進するために効果的な添加剤として認められるために、摩擦
色落ち試験により評価した場合、本発明の添加剤を含むソックスは、ごくわずかな繊維移
動を示し得り、物理的性質の損失は見られるべきでない。
【０１５１】
本発明のポリエーテルエステルアミドを含み得るソックスはまた、許容できる湿潤及び乾
燥摩擦色落ち値によって明らかにされたように優れた可染性も示す。
【０１５２】
染色された組成物はまた、引張り強さも試験された。本発明のポリエーテルエステルアミ
ドを含むソックスは、添加剤を含まないソックスと比べて、引張り強さの損失がないこと
を示す。
【０１５３】

ポリオレフィン可染性
実施例１の方法に従って、以下の配合が調製され（全ての量は重量パーセントを表す。）
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実施例２：



、可染性が試験された。
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポリエーテルエステルアミド添加剤は、ペレスタット１２５０及びペレスタット６３２１
（登録商標：ＰＥＬＥＳＴＡＴ　６３２１、サンヨー化学工業（Ｓａｎｙｏ  Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ  Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）社製）から選択される。抗酸化剤はイルガスタブＦＳ４
１０、イルガノクスＢ１４１１及びイルガノクスＸＰ６２０（登録商標：ＩＲＧＡＮＯＸ
　ＸＰ　６２０、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）から選択
される。紫外線吸収剤（ＵＶＡｓ）は、チヌビン２３４、チヌビン１５７７及びチマソル
ブ８１（登録商標：ＣＨＩＭＡＳＳＯＲＢ  ８１、チバ  スペシャリティー　ケミカルズ（
Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）から選択される。立体障害性アミン安定剤（ＨＡＳ）は、チヌビ
ン１１１、チヌビン６２２、チヌビン７８３、チマソルブ９４４及びフレームスタブＦＲ
１１６（登録商標：ＦＬＡＭＥＳＴＡＢ  ＦＲ  １１６、チバ  スペシャリティー　ケミカ
ルズ（Ｃｉｂａ  ＳＣ）社製）から選択される。
【０１５４】
紫外線吸収剤、立体障害性アミン、ヒドロキシルアミン、ホスフィット及びフェノール性
抗酸化剤のような添加剤を更に含む本発明の組成物は、低いＬ値及び許容できる湿潤及び
乾燥摩擦色落ち値によって明らかにされたように優れた可染性を示す。
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