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(57)【要約】
　熱可塑性ポリマー及びヒドロキシル化脂質の均質混加
物を含むポリマー－ヒドロキシル化脂質組成物を成形す
る方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形機を操作する方法であって、
　型穴を画定する第１の成形型側及び第２の成形型側を有する射出成形機を準備する工程
と、
　熱可塑性材料を準備する工程と、
　少なくとも１つの射出成形サイクルを通じて前記射出成形機を操作する工程であって、
前記射出成形サイクルが、
　　　溶融形態の前記熱可塑性材料を前記型穴内に前進させる工程と、
　　　前記型穴を前記熱可塑性材料で実質的に充填する工程と、
　　　前記熱可塑性材料を冷却する工程と、
　　　前記第１の成形型側及び前記第２の成形型側を分離して前記冷却された熱可塑性材
料を露出させる工程と、
　　　前記冷却された熱可塑性材料を前記型穴から除去する工程と、
　　　前記第１の成形型側及び前記第２の成形型側を閉じる工程と、を含む工程であり、
　前記熱可塑性材料を準備する工程が、ポリマー－ヒドロキシル化脂質組成物を準備する
工程を含み、前記ポリマー－ヒドロキシル化脂質組成物が、
　　　（ａ）熱可塑性ポリマーと、
　　　（ｂ）前記組成物の総重量に基づき、５～５０％のヒドロキシル化脂質と、
　　　の均質混加物を含み、
　前記ヒドロキシル化脂質が前記熱可塑性ポリマー内に分散されていて、前記ヒドロキシ
ル化脂質が前記熱可塑性ポリマー内で１０μｍ未満の液滴径を有するようになっているこ
とを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記液滴径が５μｍ未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記液滴径が１μｍ未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記液滴径が５００ｎｍ未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記熱可塑性材料が、１０～５０％の前記ヒドロキシル化脂質を含む、請求項１～４の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ヒドロキシル化脂質が、水素化ヒマシ油を含む、請求項１～５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記ヒドロキシル化脂質が、ヒドロキシル化パーム油を含む、請求項１～６のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ヒドロキシル化脂質が、ヒドロキシル化パーム核油を含む、請求項１～７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ヒドロキシル化脂質が、ヒドロキシル化ココナッツ油を含む、請求項１～８のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記操作する工程が、６９ＭＰａ（１０，０００ｐｓｉ）未満のピーク溶融圧力におい
て操作する工程を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記操作する工程が、プラス又はマイナス７ＭＰａ（１０００ｐｓｉ）の実質的に一定
の圧力において操作する工程を含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記操作する工程が、ピーク溶融圧力のプラス又はマイナス２０パーセントである実質
的に一定の圧力において操作する工程を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記操作する工程が、ピーク溶融圧力のプラス又はマイナス１０パーセントである実質
的に一定の圧力において操作する工程を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記射出成形機を準備する工程が、前記成形型側のうちの少なくとも１つが２１１ｋＪ
／時間ｍ℃（３０ＢＴＵ／時間ＦＴ°Ｆ）以上の平均熱伝導度を有する前記射出成形機を
準備する工程である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記射出成形機を準備する工程が、前記成形型側のうちの少なくとも１つがアルミニウ
ム、ベリリウム、銅、及びこれらの任意の合金を含む群から選択される材料から作製され
る前記射出成形機を準備する工程である、請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱可塑性ポリマー組成物、より具体的には、熱可塑性ポリマー及びヒドロキ
シル化脂質の均質混加物を含む組成物を成形する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリプロピレン及びポリエチレンなどの熱可塑性ポリマーは、比較的高い分子量を特徴
とする。長鎖直鎖ポリマー分子から主に作製される熱可塑性物質は、架橋をほとんど又は
全く保有しない。熱エネルギー（すなわち、熱）が適用されると、それらは柔軟に、又は
更には液状になり、熱可塑性ポリマーが形作られることを可能にする。柔軟又は溶融状態
にあるとき、熱可塑性ポリマーは、例えば、押出又は射出成形によって加工され得る。冷
却されると、熱可塑性ポリマーは一般的に結晶構造を形成し、平滑な表面仕上げ及び著し
い構造的強度をもたらす。
【０００３】
　熱可塑性ポリマーの材料特性は、熱可塑性物質を他の成分とブレンドすることにより、
特定の用途の必要を満たすように調節することができる。例えば、低温における材料の可
撓性を保持するために、可塑剤を熱可塑性ポリマーに添加してもよい。寒冷な天候の間の
断裂を防止するために、このような混合物からプラスチック製自動車部品などの物品を作
製することができる。
【０００４】
　熱可塑性ポリマーは、材料特性の変化を伴わずに繰り返し溶融及び再利用され得るため
、これらのポリマーは積極的に再生することができる。例えば、樹脂識別（例えば、再生
）コードを有する飲料ボトル及び家庭用容器は、一般的に熱可塑性ポリマーである。これ
らの容器は、チップに粉砕され、溶融され、不純物を除去するために精製され、再生利用
材料として再利用することができる。
【０００５】
　コスト、強度、再利用可能性、及び配合の柔軟性を含む理由のため、熱可塑性ポリマー
は様々な用途に広く使用されている。しかしながら、その優れた多用途性にも関わらず、
熱可塑性ポリマーは配合並びに加工に難題を提示し得る。これは、溶融紡糸繊維などの、
配合及び／又は加工の変動に対して感受性の高い製品形態を作製するときに、特に当ては
まる。
【０００６】
　熱可塑性ポリマーは、既定の温度におけるより高い粘度及びより低い溶融流れ速度に対
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応する、より高い分子量を一般的に有する。場合により、これらのより低い溶融流れ速度
は、より低い製造生産高をもたらし得、大規模な商業的製造を抑制的にすることがある。
溶融流れを増大させるために、押出成形機温度及び／又は圧力を上昇させてもよいが、こ
れは多くの場合、不均等な剪断応力、一貫性のない溶融流れ、気泡不安定性、材料の貼り
付き又は滑り、及び／又は押出成形機の全体にわたる不均一な材料張力の原因となり、押
出品が出るときに破断する原因にさえなり得る不規則性、変形、及び歪曲を有する、低品
質の押出品をもたらす。更に、高温は熱可塑性溶融物を焼き焦がす可能性があり、過剰な
圧力は押出成形機の構造的完全性を突破し、破裂、漏洩、又は断裂の原因となることがあ
る。
【０００７】
　あるいは、溶融流れの増大、粘度の低減、及び／又は剪断応力の一定化を助けるために
、例えば、希釈剤などの、粘度を修正する添加剤をその配合物に含んでもよい。しかしな
がら、これらの添加剤はポリマーの表面に移染し、熱可塑性物質をその意図される用途の
ために許容不可能な状態にし得るブルームをもたらす傾向があるため、使用可能な添加剤
の量には制限がある。例えば、希釈剤の移染は、熱可塑性物品を脂っぽい外観又は感触に
すること、それが接触する他の材料を汚染すること、接着に干渉すること、及び／又は熱
密封若しくは表面印刷などの更なる加工を厄介にすることがある。
【０００８】
　そのような希釈剤を使用しても、既存の技術は、熱可塑性材料ポリプロピレンを少量の
組成成分として利用するのみである。更に、既存の技術は、その移染を防止するために、
後の加工の間に希釈剤の除去を必要とする。希釈剤の除去は、追加の加工及び廃棄物処理
を必然的に伴うだけでなく、染料、顔料、及び／又は香料などの、他の所望される添加剤
の除去をももたらし得る。
【０００９】
　例えば、米国特許第３，０９３，６１２号は、脂肪酸が最終複合材料から除去される、
様々な脂肪酸とのポリプロピレンの組み合わせを記載する。科学誌Ｊ．Ａｐｐｌｙ．Ｐｏ
ｌｙｍ．Ｓｃｉ　８２（１）ｐｐ．１６９～１７７（２００１）は、熱誘導相分離が、低
ポリマー比率においてであるが、開いた大きな気泡構造を生成するための、ポリプロピレ
ンへの希釈剤の使用（希釈剤はその後、最終構造体から除去される）を開示している。科
学誌Ｊ．Ａｐｐｌｙ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ　１０５（４）ｐｐ．２０００～２００７（２
００７）は、少量成分のポリプロピレンを有するジブチルフタレート及び大豆油の混合物
による熱誘導相分離を介して生成されるミクロ孔質膜を開示している。希釈剤は最終構造
体から除去される。科学誌Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
１０８（１～２）ｐｐ．２５～３６（１９９５）は、所望される膜構造体を生成するため
の熱誘導相分離を使用し、少量成分のポリプロピレンを用い、大豆油及びポリプロピレン
の混合物を使用して生成される、中空繊維ミクロ孔質膜を開示している。希釈剤は最終構
造体から除去される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第３，０９３，６１２号
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】科学誌Ｊ．Ａｐｐｌｙ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ　８２（１）ｐｐ．１６９
～１７７（２００１）
【非特許文献２】科学誌Ｊ．Ａｐｐｌｙ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ　１０５（４）ｐｐ．２０
００～２００７（２００７）
【非特許文献３】科学誌Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　１
０８（１～２）ｐｐ．２５～３６（１９９５）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、希釈剤の除去の必要性なしに商業規模で容易に製造され得る、非移染性か
つ高分子量の熱可塑性物質の必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、（ａ）熱可塑性ポリマーと、（ｂ）ＨＬとの均質混加物を含む、非移染性ポ
リマー－ヒドロキシル化脂質（「ＨＬ」）組成物を提供する。本ＨＬは、固形熱可塑性ポ
リマー内で１０μｍ未満の液滴径を有する。あるいは、液滴径は５μｍ未満、１μｍ未満
、又は５００ｎｍ未満であってもよい。本組成物は、本組成物の総重量に基づき、５重量
％～５０重量％のＨＬ、又は１０～５０％、又は１５～５０％、又は２０～５０％、又は
３０～５０％のＨＬを含み得る。
【００１４】
　熱可塑性ポリマーは、例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、これらの
コポリマー、又はこれらの組み合わせを含み得る。熱可塑性ポリマーの更なる例としては
、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレンコポリマー、ポリエチレンコポリマー
、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳酸、ポリヒドロキ
シアルカノエート、ポリアミド－６、ポリアミド－６，６、又はこれらの組み合わせが挙
げられる。
【００１５】
　いくつかの組成物において、熱可塑性ポリマーはポリプロピレンを含む。例えば、熱可
塑性ポリマーは、本組成物内に存在する熱可塑性ポリマーの総重量に基づき、１％～１０
０％のポリプロピレン、５０％を上回るポリプロピレン、５５％～１００％のポリプロピ
レン、６０％～１００％のポリプロピレン、又は６０％～９５％のポリプロピレンを含み
得る。ポリプロピレンは、例えば、１０ｋＤａ～１，０００ｋＤａの重量平均分子量と、
０．２５ｇ／１０分超、又は０．２５ｇ／１０分～２０００ｇ／１０分、又は１ｇ／１０
分～５００ｇ／１０分、又は５ｇ／１０分～２５０ｇ／１０分、又は５ｇ／１０分～１０
０ｇ／１０分の溶融流れ指数と、を有し得る。
【００１６】
　更に、熱可塑性ポリマーは、生物系材料から供給されてもよい。例えば、本ポリマー－
ＨＬ組成物は、本ポリマー－ＨＬ組成物の総重量に基づき、１０％超、又は５０％超、又
は３０～１００％、又は１～１００％の生物系材料を含み得る。
【００１７】
　本ポリマー－ＨＬ組成物は、（ａ）溶融状態において、熱可塑性ポリマー及びＨＬを混
合し、均質混加物を形成する工程と、（ｂ）熱可塑性ポリマーの凝固温度以下の温度（い
くつかの熱可塑性ポリマー組成物については５０℃以下の温度）まで、均質混加物を１０
秒以下で冷却し、固形ポリマー－ＨＬ組成物を形成する工程と、を含む方法によって作製
され得る。混合工程は、形成方法（例えば、繊維紡糸、フィルム鋳造／吹き込み、射出成
形、又はボトル吹き込み）に応じて、１０ｓ-1超、又は３０ｓ-1超、又は１０～１０，０
００ｓ-1、又は３０～１０，０００ｓ-1の剪断速度において混合し、均質混加物を形成す
ることを含む。例えば、押出成形機（例えば、単軸又は２軸）などの、いかなる好適な混
合デバイスを使用してもよい。更に、本方法は、望ましくは添加剤又は希釈剤を除去する
工程を含まない。
【００１８】
　本ポリマー－ＨＬ組成物は、添加剤、望ましくはＨＬ可溶性又はＨＬ分散性である添加
剤を、更に含み得る。例えば、添加剤は、香料、染料、顔料、ナノ粒子、帯電防止剤、酸
化防止剤、充填剤、又はこれらの組み合わせであってもよい。他の添加剤は、成核剤を含
み得る。
【００１９】
　本方法は、混加物をペレット化する工程などの、他の工程を更に含み得る。ペレット化
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工程は、冷却工程の前、その間、又はその後に発生してもよい。
【００２０】
　本ポリマー－ＨＬ組成物から作製される、それを含む、又はそれから本質的になる熱可
塑性物品（例えば、繊維、フィルム、成形物品）は、非移染性であり、これは、それらが
、５０℃にて３０分において、０～３００％、又は０～２００％、又は０～１００％、又
は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又は０～３０％、又
は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は０～２％の移染値
と、５０℃にて６０分において、０～３００、又は０～２００％、又は０～１００％、又
は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又は０～３０％、又
は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は０～２％の移染値
と、５０℃にて９０分において、０～３００％、０～２００％、又は０～１００％、又は
０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又は０～３０％、又は
０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は０～２％の移染値と
、を有することを意味する。この移染値は、実施例に記載のＦＴＩＲ分光法を使用して、
０時間と比較して、３０、又は６０、及び／又は９０分の、５０℃のインキュベーション
時間における、吸収度のパーセント変化（特定の波長における）として算出される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本開示のより完全な理解のために、以下の「発明を実施するための形態」及び添付図面
を参照する。
【図１】代表的なヒドロキシル化脂質の水素化ヒマシ油（「ＨＣＯ」）の主成分である、
１２－ヒドロキシステアリンの化学構造図である。
【図２】ＦＴＩＲ分光法により測定して５０℃におけるポリプロピレン中の、３つのヒド
ロキシル化脂質（水素化ヒマシ油、水素化大豆油、及びヒドロキシル化大豆油）の移染運
動学の図表である。
【図３】射出成形プロセスにおいて熱可塑性ポリマーと共に使用されたときの、ピーク溶
融圧力に対するＨＣＯの効果を示す棒グラフである。
【図４】射出成形プロセスにおいて熱可塑性ポリマーと共に使用されたときの、ピーク溶
融圧力に対する加工補助添加剤の効果を示す棒グラフである。
【００２２】
　開示される発明は様々な形態の実施形態を許容可能であるが、本開示は例示を意図し、
かつ本発明を本明細書に記載及び例示される特定の実施形態に制限することを意図するも
のではないという理解の下で、本発明の特定の実施形態を図面に例示（及び以下に記載）
する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、（ａ）熱可塑性ポリマーと、（ｂ）ＨＬとの均質混加物を含む、非移染性ポ
リマー－ヒドロキシル化脂質（「ＨＬ」）組成物を提供する。用語「均質混加物」とは、
ＨＬと熱可塑性ポリマーとの間の物理的関係を意味し、ＨＬは、熱可塑性ポリマー内に分
散されている。本明細書で使用するとき、用語「混加物」は、本発明の均質混加物を意味
し、標準的な材料の混合物といったより一般的な意味の「混加物」ではない。
【００２４】
　熱可塑性ポリマーは、例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、これらの
コポリマー、又はこれらの組み合わせを含み得る。熱可塑性ポリマーの更なる例としては
、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレンコポリマー、ポリエチレンコポリマー
、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳酸、ポリヒドロキ
シアルカノエート、ポリアミド－６、ポリアミド－６，６、ポリスチレン（スチレン－ア
クリロニトリル及びスチレン－アクリロニトリル－ブタジエンコポリマーを含む）、ポリ
カーボネート、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー、並びにこれらの組み合わせが挙
げられる。
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【００２５】
　いくつかの組成物において、熱可塑性ポリマーはポリプロピレンを含む。例えば、熱可
塑性ポリマーは、本組成物内に存在する熱可塑性ポリマーの総重量に基づき、１％～１０
０％のポリプロピレン、５０％を上回るポリプロピレン、５５％～１００％のポリプロピ
レン、６０％～１００％のポリプロピレン、又は６０％～９５％のポリプロピレンを含み
得る。ポリプロピレンは、例えば、１０ｋＤａ～１，０００ｋＤａの重量平均分子量と、
０．２５ｇ／１０分～２０００ｇ／１０分、又は１ｇ／１０分～５００ｇ／１０分、又は
５ｇ／１０分～２５０ｇ／１０分、又は５ｇ／１０分～１００ｇ／１０分の溶融流れ指数
と、を有し得る。
【００２６】
　ＨＬの液滴径が１０μｍ未満であるようにＨＬが熱可塑性ポリマー内に分散されるとき
、ＨＬ及びポリマーは、本明細書における定義により、「均質混加物」内にある。熱可塑
性ポリマー内のＨＬの液滴径は、熱可塑性ポリマー内のＨＬの分散レベルを示すパラメー
ターである。液滴径が小さいほど、熱可塑性ポリマー内のＨＬの分散度は高くなる。反対
に、液滴径が大きいほど、熱可塑性ポリマー内のＨＬの分散度は低くなる。
【００２７】
　本明細書におけるＨＬは、固形熱可塑性ポリマー内で１０μｍ未満の液滴径を有する。
あるいは、液滴径は５μｍ未満、１μｍ未満、又は５００ｎｍ未満であってもよい。本組
成物は、本組成物の総重量に基づき、５重量％～５０重量％のＨＬ、又は１０～５０％、
又は１５～５０％、又は２０～５０％、又は３０～５０％のＨＬを含み得る。
【００２８】
　熱可塑性ポリマー内のＨＬが均質混加物内にあるような、好適な分散を達成するための
１つの代表的な手段は、溶融状態において、十分な剪断速度で熱可塑性ポリマー及びＨＬ
を混合することである。熱可塑性ポリマーは、（例えば、熱可塑性ポリマーの凝固温度を
上回る温度に曝露されて）溶融され、溶融した熱可塑性ポリマーを提供し、ＨＬと混合さ
れる。熱可塑性ポリマーは、ＨＬの添加に先だって溶融されるか、ＨＬの存在下で溶融さ
れてもよい。熱可塑性ポリマーが溶融されるとき、その温度は、ＨＬも溶融状態であるの
に十分であることを理解されたい。用語「ＨＬ」とは、本明細書で使用するとき、温度に
応じて固形（任意に結晶質）状態又は溶融状態のいずれかである成分を意味し得る。ＨＬ
は、ポリマーが凝固する温度で凝固する必要はない。例えば、ポリプロピレンは、代表的
なＨＬである水素化ヒマシ油の融点を上回る９０℃において、半結晶性固形である。
【００２９】
　ＨＬ及び溶融した熱可塑性ポリマーは、本明細書に開示される組成物をもたらすのに必
要な剪断速度を提供することができる任意の機械的手段を使用して混合可能である。熱可
塑性ポリマー及びＨＬは、形成方法（例えば、繊維紡糸、フィルム鋳造／吹き込み、射出
成形、又はボトル吹き込み）に応じて、例えば、１０ｓ-1超、又は３０ｓ-1超、又は１０
～１０，０００ｓ-1、又は３０～１０，０００ｓ-1の剪断速度で混合され、均質混加物を
形成することができる。混合の剪断速度が高いほど、本明細書に開示される組成物内のＨ
Ｌの分散度は高くなる。したがって、組成物形成中に特定の剪断速度を選択することによ
り、分散度を制御できる。好適な機械的混合手段の非限定例としては、Ｈａａｋｅバッチ
混合器などの混合器、及び押出成形機（例えば、単軸又は２軸押出機）が挙げられる。
【００３０】
　熱可塑性ポリマーＨＬ組成物は、添加剤、望ましくはＨＬ内で可溶性又は分散性である
任意の添加剤を、更に含み得る。例えば、添加剤は、香料、染料、顔料、ナノ粒子、帯電
防止剤、酸化防止剤、充填剤、又はこれらの組み合わせであってもよい。他の添加剤は、
成核剤を含み得る。
【００３１】
　更に、熱可塑性ポリマーは、生物系材料（すなわち、バイオマス）から供給されてもよ
い。例えば、本ポリマー－ＨＬ組成物は、本ポリマー－ＨＬ組成物の総重量に基づき、１
０％超、又は５０％超、又は３０～１００％、又は１～１００％の生物系材料を含み得る
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。
【００３２】
　混合後、溶融した熱可塑性ポリマー及びＨＬの混加物は、次に、（従来の熱可塑性ポリ
マー結晶化か、ポリマーのガラス転移温度を下回るかのいずれかを介して）熱可塑性ポリ
マーの凝固温度よりも低い温度に、急速に（例えば、１０秒未満で）冷却される。混加物
は、２００℃未満、１５０℃未満、１００℃未満、７５℃未満、５０℃未満、４０℃未満
、３０℃未満、２０℃未満、１５℃未満、１０℃未満、又は０℃～３０℃、０℃～２０℃
、若しくは０℃～１０℃の温度に冷却され得る。例えば、低温の液体（例えば、混合物が
冷却される温度又はそれ以下の液体）又は気体中に、混合物を置いてよい。液体は、周囲
温度又は制御された温度の水であってよい。気体は、周囲空気又は温度及び湿度が制御さ
れた空気であってよい。混加物を急速に冷却するものであれば、任意の急冷用媒体を使用
してよい。混加物組成に応じて、水を含む混合物（例えば、塩化ナトリウム）と共に、油
、アルコール、及びケトンなどの追加の液体を急冷に用いてよい。二酸化炭素及び窒素又
は大気温度及び気圧における天然の任意の他の成分といった追加の気体を使用することが
できる。
【００３３】
　更に、熱可塑性ポリマー－ＨＬ組成物を作製する方法は、望ましくは添加剤又は希釈剤
を除去する工程を含まない。
【００３４】
　任意に、本組成物は、ペレットの形態で作製され得、これは、そのまま使用されるか、
例えば、最終的な使用可能形態（例えば、繊維、フィルム、及び／又は成形物品）への更
なる加工などの、将来の使用のために保存されてもよい。ペレット化工程は、冷却工程の
前、その間、又はその後に発生してもよい。例えば、ペレットは、ストランドカット又は
水中ペレット化によって形成されてもよい。ストランドカットでは、組成物を急速に冷や
し（通常は、１０秒より大幅に短い時間で）、次に小片に切断する。水中ペレット化では
、混合物を小片に切断し、同時に又はその直後に、混合物を急速に冷却して凝固する低温
の液体の存在下に置き、ペレット化組成物を形成する。このようなペレット化法は、当業
者には周知である。ペレットの形態は、円形又は円筒形であってよく、好ましくはその寸
法は１０ｍｍを超えず、より好ましくは５ｍｍ未満であり、又はその寸法は２ｍｍを超え
ない。あるいは、混加物（用語「混加物」及び「混合物」は、本明細書において互換的に
使用される）を、溶融状態での混合の間に使用して、繊維又は他の好適な形態、例えば、
フィルム、及び成形物品に、直接的に形成してもよい。
【００３５】
　熱可塑性ポリマー－ＨＬ組成物から作製される、それを含む、又はそれから本質的にな
る熱可塑性ポリマー物品（例えば、繊維、フィルム、成形物品）は、非移染性であり、こ
れは、それらが、５０℃にて３０分において、０～３００％、又は０～２００％、又は０
～１００％、又は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又は
０～３０％、又は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は０
～２％の移染値と、５０℃にて６０分において、０～３００、又は０～２００％、又は０
～１００％、又は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又は
０～３０％、又は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は０
～２％の移染値と、５０℃にて９０分において、０～３００％、０～２００％、又は０～
１００％、又は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又は０
～３０％、又は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は０～
２％の移染値と、を有することを意味する。この移染値は、実施例に記載のＦＴＩＲ分光
法を使用して、０時間と比較して、３０、又は６０、及び／又は９０分の、５０℃のイン
キュベーション時間における、吸収度のパーセント変化（特定の波長における）として算
出される。
【００３６】
　熱可塑性ポリマー
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　本明細書で使用するとき、熱可塑性ポリマーは、溶融し、次に、冷却すると結晶化又は
硬化するが、更に加熱すると再溶融され得るポリマーである。本明細書で使用される好適
な熱可塑性ポリマーは、６０℃～３００℃、８０℃～２５０℃、又は１００℃～２１５℃
の溶融温度を有するものを含む。
【００３７】
　熱可塑性ポリマーは、生物系資源又は化石系材料由来であってもよい。生物系材料由来
の熱可塑性ポリマーは、例えば、ポリプロピレン及びポリエチレンの生成に使用される、
生物的に生成されたエチレン及びプロピレンモノマーを含む。これらの材料特性は、生物
系熱可塑性ポリマー内の炭素１４の存在を除き、化石系生成物の等価物と本質的に同一で
ある。
【００３８】
　生物系材料は再生可能資源である。本明細書で使用するとき、「再生可能資源」とは、
その消費速度に匹敵する速度（例えば、１００年の時間枠内）で自然過程によって生産さ
れるものである。この資源は、自然に、又は農業的技術を介して補充され得る。生物系再
生可能資源の非限定例としては、植物（例えば、サトウキビ、テンサイ、トウモロコシ、
ジャガイモ、柑橘果実、木本植物、リグノセルロース誘導体、ヘミセルロース誘導体、セ
ルロース廃棄物）、動物、魚、細菌類、真菌類、及び林産物が挙げられる。これらの資源
は、自然発生、交雑、又は遺伝子組み換えされた生物であってよい。生成に１００年超か
かる原油、石炭、天然ガス、及び泥炭などの天然資源は、再生可能資源とは考えられない
。
【００３９】
　生物系及び化石系熱可塑性ポリマーは、本発明において、コスト及び可用性に応じて任
意の比率で組み合わせることができる。再生熱可塑性ポリマーはまた、単独、又は生物系
及び／又は化石由来の熱可塑性ポリマーと組み合わせて使用され得る。再生熱可塑性ポリ
マーを、混合に先だって前処理し、任意の不必要な汚染物質を除去してよく、又は混合及
び押出プロセス中に使用してよく、並びに単純に混加物中に残してもよい。これら汚染物
質として、微量の他のポリマー、パルプ、顔料、無機化合物、有機化合物、及び典型的に
加工したポリマー組成物中に存在するその他添加剤を挙げてよい。汚染物質は、例えば、
繊維紡糸プロセス中の紡糸の中断要因となるなど、混加物の最終性能特性にマイナスの影
響を与えてはならない。
【００４０】
　例えば、熱可塑性ポリマーは、存在する熱可塑性ポリマーの総重量に基づき、１０％を
上回る生物系材料、又は５０％超、又は３０～１００％、又は１～１００％の生物系材料
を含み得る。
【００４１】
　未知の組成物（例えば、第三者によって作製された生成物）内に存在する生物系材料の
レベルを判定するために、ＡＳＴＭ試験方法Ｄ６８６６、試験方法Ｂを使用して、生成物
内の炭素１４の量を測定することにより、生物系含有量を測定することができる。ＡＳＴ
Ｍ　Ｄ６８６６によって使用される通り、「生物系」とは、再生可能資源由来の炭素の％
を意味する。バイオマス（すなわち、生物系供給源）由来の材料は、よく特徴付けられた
量の炭素１４の存在を有するが、一方で化石供給源由来のものは、炭素１４を含有しない
。したがって、生成物内に存在する炭素１４は、その生物系含有量に相関する。
【００４２】
　熱可塑性ポリマーの分子量は、ポリマー分子間のもつれを可能にするのに十分に高く、
なおかつ、溶融押出可能であるように十分に低い。組成物内へのＨＬの添加は、ＨＬを有
さない組成物と比較して、より高分子量の熱可塑性ポリマーを含有する組成物が溶融加工
されることを可能にする。したがって、好適な熱可塑性ポリマーは、１０００ｋＤａ以下
、又は１ｋＤａ～８００ｋＤａ、５ｋＤａ～８００ｋＤａ、１０ｋＤａ～７００ｋＤａ、
若しくは２０ｋＤａ～４００ｋＤａの重量平均分子量を有し得る。重量平均分子量は、そ
れぞれのポリマーについて特定のＡＳＴＭ方法によって判定されるが、ゲル透過クロマト
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グラフィー（ＧＰＣ）の使用、又は溶液粘度測定値のいずれかによって、一般的には測定
される。熱可塑性ポリマーの重量平均分子量は、混和物中に添加する前に、判定すること
ができる。
【００４３】
　好適な熱可塑性ポリマーとしては、通常は、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミ
ド、これらのコポリマー、及びこれらの組み合わせが挙げられる。この熱可塑性ポリマー
は、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレンコポリマー、ポリエチレンコポリマ
ー、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳酸、ポリヒドロ
キシアルカノエート、ポリアミド－６、ポリアミド－６，６、及びこれらの組み合わせか
らなる群から選択することができる。
【００４４】
　しかしながら、より具体的には、熱可塑性ポリマーは、望ましくは、ポリエチレン密度
が０．９０グラム毎立方センチメートル～０．９７グラム毎立方センチメートル、又は０
．９２～０．９５グラム毎立方センチメートルの範囲であるような、低密度、高密度、直
鎖低密度、若しくは超低密度ポリエチレンを含む、ポリエチレン又はそのコポリマーなど
の、ポリオレフィンを含む。ポリエチレンの密度は、分枝の量及び種類によって判定され
、ポリマー化技術並びにコモノマーの種類に依存する。アタクチックポリプロピレン、ア
イソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレン、又はこれらの組み
合わせを含む、ポリプロピレン及び／又はポリプロピレンコポリマーを使用してもよい。
ポリプロピレンコポリマー、特にエチレンは、溶融温度を低下させ、特性を改善するため
に使用することができる。これらのポリプロピレンポリマーは、メタロセン及びチーグラ
ー・ナッタ触媒系を用いて生成できる。これらのポリプロピレン及びポリエチレン組成物
を組み合わせて、最終使用特性を特別設計することができる。ポリブチレンも有用なポリ
オレフィンである。
【００４５】
　他の好適なポリマーとしては、ポリアミド又はこれらのコポリマー、例えば、ナイロン
６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン４６、ナイロン６６；ポリエステル又はこれ
らのコポリマー、例えば、無水マレイン酸ポリプロピレンコポリマー、ポリエチレンテレ
フタレート；オレフィンカルボン酸コポリマー、例えば、エチレン／アクリル酸コポリマ
ー、エチレン／マレイン酸コポリマー、エチレン／メタクリル酸コポリマー、エチレン／
酢酸ビニルコポリマー又はこれらの組み合わせ；ポリアクリレート、ポリメタクリレート
及びこれらのコポリマー、例えば、ポリ（メチルメタクリレート）が挙げられる。
【００４６】
　好適なポリマーの他の非限定例としては、ポリカーボネート、ポリビニルアセテート、
ポリ（オキシメチレン）、スチレンコポリマー、ポリアクリレート、ポリメタクリレート
、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリスチレン／メチルメタクリレートコポリマー、ポ
リエーテルイミド、ポリスルホン、又はこれらの組み合わせが挙げられる。いくつかの実
施形態では、熱可塑性ポリマーとして、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアミド、ポ
リビニルアルコール、エチレンアクリル酸、ポリオレフィンカルボン酸コポリマー、ポリ
エステル、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００４７】
　しかしながら、より具体的には、熱可塑性ポリマーは、望ましくは、アタクチックポリ
プロピレンと、アイソタクチックポリプロピレン、メタロセンアイソタクチックポリプロ
ピレン、ポリブチレン、若しくはこれらのコポリマーと、例えば、ナイロン６、ナイロン
１１、ナイロン１２、ナイロン４６、ナイロン６６などの、ポリアミド若しくはそのコポ
リマーと、例えば、無水マレイン酸ポリプロピレンコポリマー、ポリエチレンテレフタレ
ートなどの、ポリエステル若しくはそのコポリマーと、例えば、エチレン／アクリル酸コ
ポリマー、エチレン／マレイン酸コポリマー、エチレン／メタクリル酸コポリマー、エチ
レン／酢酸ビニルコポリマー、若しくはこれらの組み合わせなどの、オレフィンカルボン
酸コポリマーと、例えば、ポリ（メチルメタクリレート）などの、ポリアクリレート、ポ
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リメタクリレート、及びこれらのコポリマーと、を含む、低密度、高密度、直鎖低密度、
若しくは超低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、又はそのコポリマーを含む、ポリエチ
レン又はそのコポリマーなどの、ポリオレフィンを含み得る。
【００４８】
　その他のポリマーの非限定例として、ポリカーボネート、ポリビニルアセテート、ポリ
（オキシメチレン）、スチレンコポリマー、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポ
リ（メチルメタクリレート）、ポリスチレン／メチルメタクリレートコポリマー、ポリエ
ーテルイミド、ポリスルホン、又はこれらの組み合わせが挙げられる。いくつかの実施形
態では、熱可塑性ポリマーとして、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアミド、ポリビ
ニルアルコール、エチレンアクリル酸、ポリオレフィンカルボン酸コポリマー、ポリエス
テル、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００４９】
　また、生分解性熱可塑性ポリマーも本明細書に用いるのに想到される。生分解性材料は
、生分解性材料を土に埋めたとき、又はその他の方法で微生物と接触させたとき（微生物
の増殖を促す環境条件下での接触を含む）、かび類、真菌類、及び細菌類などの微生物に
よって同化されやすい。好適な生分解性ポリマーは、好気性又は嫌気性消化手順を使用し
て、又は太陽光、雨、水分、風、温度などの環境要素への曝露によって、環境分解性であ
る生分解性材料も含む。生分解性熱可塑性ポリマーは、単独で、又は生分解性若しくは非
生分解性ポリマーの組み合わせとして使用できる。生分解性ポリマーとして、脂肪族構成
要素を含むポリエステルが挙げられる。ポリエステルの中には、脂肪族構成要素及びポリ
（ヒドロキシカルボン）酸を含むエステル重縮合体がある。エステル重縮合体として、ポ
リブチレンサクシネート、ポリブチレンサクシネートコアジペートなどの二塩基酸／ジオ
ール脂肪族ポリエステル、ブチレンジオール、アジピン酸、及びテレフタル酸から製造さ
れるターポリマーなどの脂肪族／芳香族ポリエステルが挙げられる。ポリ（ヒドロキシカ
ルボン）酸として、乳酸系ホモポリマー及びコポリマー、ポリヒドロキシブチレート（Ｐ
ＨＢ）、又は他のポリヒドロキシアルカノエートホモポリマー及びコポリマーが挙げられ
る。このようなポリヒドロキシアルカノエートとしては、Ｃ6～Ｃ12のような高級鎖長モ
ノマーとＰＨＢのコポリマー、米国再発行特許第ＲＥ　３６，５４８号及び同第５，９９
０，２７１号に開示されているもののようなポリヒドロキシアルカノエートが挙げられる
。
【００５０】
　好適な市販のポリ乳酸の一例は、Ｃａｒｇｉｌｌ　Ｄｏｗ製のＮＡＴＵＲＥＷＯＲＫＳ
（商標）及びＭｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製のＬＡＣＥＡ（商標）である。好適な市
販の二塩基酸／ジオール脂肪族ポリエステルの一例は、Ｓｈｏｗａ　Ｈｉｇｈ　Ｐｏｌｙ
ｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）からＢＩＯＮＯＬＬＥ（商
標）１０００及びＢＩＯＮＯＬＬＥ（商標）３０００として販売されているポリブチレン
サクシネート／アジペートコポリマーである。好適な市販の脂肪族／芳香族コポリエステ
ルの一例は、Ｅａｓｔｍａｎ　ＣｈｅｍｉｃａｌからＥＡＳＴＡＲ　ＢＩＯ（商標）コポ
リエステルとして、又はＢＡＳＦからＥＣＯＦＬＥＸ（商標）として販売されているポリ
（テトラメチレンアジペート－コ－テレフタレート）である。
【００５１】
　好適な市販のポリプロピレン又はポリプロピレンコポリマーの非限定例としては、Ｂａ
ｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　ＰＨ－８３５（商標）（Ｌｙｏｎｄｅｌｌ－Ｂａｓｅｌｌ製の
３５溶融流れ速度のチーグラー・ナッタアイソタクチックポリプロピレン）、Ｂａｓｅｌ
ｌ　Ｍｅｔｏｃｅｎｅ　ＭＦ－６５０Ｗ（商標）（Ｌｙｏｎｄｅｌｌ－Ｂａｓｅｌｌ製の
５００溶融流れ速度のメタロセンアイソタクチックポリプロピレン）、Ｂａｓｅｌｌ　Ｐ
ｒｏｆａｘ　ＳＲ５４９Ｍ（１１溶融流れ速度のチーグラー・ナッタ浄化エチレン及びプ
ロピレンのランダムコポリマー）、Ｐｏｌｙｂｏｎｄ　３２００（商標）（Ｃｒｏｍｐｔ
ｏｎ製の２５０溶融流れ速度の無水マレイン酸ポリプロピレンコポリマー）、Ｅｘｘｏｎ
　Ａｃｈｉｅｖｅ　３８５４（商標）（Ｅｘｘｏｎ－Ｍｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製の
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２５溶融流れ速度のメタロセンアイソタクチックポリプロピレン）、及びＭｏｓｔｅｎ　
ＮＢ４２５（商標）（Ｕｎｉｐｅｔｒｏｌ製の２５溶融流れ速度のチーグラー・ナッタア
イソタクチックポリプロピレン）が挙げられる。他の好適なポリマーは、Ｄａｎｉｍｅｒ
　２７５１０（商標）（Ｄａｎｉｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ＬＬＣ製のポリヒドロ
キシアルカノエートポリプロピレン）、Ｄｏｗ　Ａｓｐｕｎ　６８１１Ａ（商標）（Ｄｏ
ｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製の２７溶融指数のポリエチレンポリプロピレンコポリマー）、及
びＥａｓｔｍａｎ　９９２１（商標）（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製の名目上０
．８１の固有粘度を有するポリエステルテレフタル酸ホモポリマー）を含み得る。
【００５２】
　熱可塑性ポリマー成分は、本明細書に記載の単一ポリマー種、又は２つ以上の熱可塑性
ポリマーのブレンドであってもよい。ポリマーがポリプロピレンの場合、熱可塑性ポリマ
ーは、ポリプロピレンの測定に使用されるＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８により測定して、０．
２５ｇ／１０分超、又は０．２５ｇ／１０分～２０００ｇ／１０分、又は１ｇ／１０分～
５００ｇ／１０分、又は５ｇ／１０分～２５０ｇ／１０分、又は５ｇ／１０分～１００ｇ
／１０分の溶融流れ指数を有し得る。
【００５３】
　ヒドロキシル化脂質（「ＨＬ」）
　ヒドロキシル化脂質（「ＨＬ」）は、ヒドロキシル（－ＯＨ）基を含有する脂質である
。脂質分子当たりのヒドロキシル基の数及び種類、並びに「脂肪質」炭素鎖上のヒドロキ
シル基の配置は、脂質の供給源、化学修飾の方法、及び使用される共試薬（co-reagent）
（及び触媒）に応じて変動する。ＨＬは、例えば、ヒマシ油などの、自然起源の不飽和ヒ
ドロキシル化脂質の水素化を介して調製することができる。エポキシド官能基を含有する
自然起源の油の転化は、既知の開環化学を介して実行することができる。自然に見られる
エポキシ前駆体は、９，１０－エポキシオクタデカ－１２－エン（コロナル酸）酸を含む
。これらは、ヒマワリ種子（キク科）、及び９１％のコロナル酸を含有するＢｅｒｎａｒ
ｄｉａ　ｐｕｌｃｈｅｌｌａ（トウダイグサ科）の種子油に見ることができる（Ｖｏｌｋ
ｅｒ　Ｓｐｉｔｚｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃ－Ｐ
ａｒｉｎａｒｉｃ　Ａｃｉｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｅｅｄ　Ｏｉｌ　ｏｆ　Ｓｅｂａｓｔｉ
ａｎａ　ｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓ　ｓｐｒｅｎｇｅｌ（Ｅｕｐｈｏｒｂｉａｃｅａｅ）
，」ＪＡＯＣＳ　７３，５６９～５７３（１９９６））。これらの脂肪酸は、塗料及びコ
ーティングを作製するために一般的に使用される。自然の他のＨＬは、麦角菌（Ｃｌａｖ
ｉｃｅｐｓ　ｐｕｒｐｕｒｅａ）のものを含む。
【００５４】
　ＨＬはまた、例えば、大豆油、パーム油、ココナッツ油、トウモロコシ油、綿実油、オ
リーブ油、キャノーラ油、ベニバナ油、ゴマ油、パーム核油、ヒマワリ、ナンヨウアブラ
ギリ油、ピーナッツ油、藻類油、高オレオイル大豆油、及び高オレオイルヒマワリ油など
の、不飽和脂質のヒドロホルミル化及びその後の水素化を介して調製することができる。
ヒドロホルミル化及び水素化のプロセスは、ヒドロホルミル化触媒の種類に応じて、一工
程プロセスにおいて実行することができる。これらの種類の反応に関する追加の情報は、
例えば、２０１２年４月１０日にＰｅｔｒｏｖｉｃらに授与された米国特許第８，１５３
，７４６号、「Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ－Ｏｉｌ　Ｂａｓｅｄ　Ｐｏｌｙ
ｏｌｓ」と、Ｅｌｅｎａ　Ｐａｔｒｉｃｃｉ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｍｉｃｒｏｗａｖｅｓ　
Ｍａｋｅ　Ｈｙｄｒｏｆｏｒｍｙｌａｔｉｏｎ　ａ　Ｒａｐｉｄ　ａｎｄ　Ｅａｓｙ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓ，」Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．８，Ｎｏ．１７，２００６
と、Ａｎａ　Ｎ．Ｆ．Ｍｅｎｄｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　
Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｖａｒｉａｂｌｅｓ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｎ　Ｒｈｏｄｉｕ
ｍ　Ｃａｔａｌｙｚｅｄ　Ｈｙｄｒｏｆｏｒｍｙｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｕｎｓａｔｕｒａ
ｔｅｄ　Ｆａｔｔｙ　Ｅｓｔｅｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ［ＲｈＨ（Ｃ
Ｏ）（ＰＰｈ3）3］ａｎｄ［ＲｈＣｌ3．３Ｈ2Ｏ］ａｓ　Ｓｔａｒｔｉｎｇ　Ｃａｔａｌ
ｙｔｉｃ　Ｐｒｅｃｕｒｓｏｒｓ，」Ｊ．Ｂｒａｚ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，Ｖｏｌ．１６
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，Ｎｏ．６Ａ，１１２４～１１２９（２００５）と、に見ることができる。
【００５５】
　他のワックスは熱可塑性物質の表面に移染する傾向がある一方、ＨＬは移染しないため
独特である。理論に限定されることを望むものではないが、それぞれの分子がヒドロキシ
ル（－ＯＨ）基を含有し、ＨＬ分子間の強固な分子間水素結合を可能にするため、ＨＬは
非移染性であると考えられている。水素結合は、水素原子、及び酸素、窒素、又はフッ素
などの電気陰性原子を伴う方向性の静電気引力である。－ＯＨ基において、酸素は、付着
した水素よりも多く結合電子を誘引し、部分負電荷を有する酸素及び部分正電荷を有する
水素を有する双極子を生じさせる。したがって、２つの－ＯＨ基は、一方の正端が他方の
負端と相互作用するように、クーロン力で互いに誘引され得る。ＨＬの場合、任意の特定
の脂肪酸鎖の－ＯＨ基の水素は、異なる分子上の別の－ＯＨ基と相互作用して分子間水素
結合を形成することができる。ＨＬは複数のヒドロキシル基を有し得るため、他のより低
分子量の脂質よりも高い凝集力を有する、もつれた「超分子」構造を生じさせる、複数の
分子間会合が可能である。他の非共有結合より強固である一方、この形態の分子間会合は
依然として容易に破壊され、したがって組成物の熱可塑性性質を保持することができる。
【００５６】
　ＨＬの非限定例は、水素化ヒマシ油（「ＨＣＯ」）、別称ヒマシワックスである）。Ｈ
ＣＯは、制御された水素化を通じて、トウゴマの生成物であるヒマシ油から調製されるト
リアシルグリセロールである。ＨＣＯは、ほとんどの材料における乏しい不溶性、非常に
狭い溶融範囲、潤滑性、並びに卓越した顔料及び染料分散性を特徴とする。ＨＣＯは植物
系であるため、１００％生物系及び再生可能な材料である。好適な市販の等級のＨＣＯは
、Ａｌｎｏｒｏｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．（Ｖａｌｌｅｙ　Ｓｔｒｅａｍ，ＮＹ）
から入手可能な水素化ヒマシ油である。
【００５７】
　ＨＣＯの原理成分は、１２－ヒドロキシステアリンである。ＨＣＯは、それぞれが二級
ヒドロキシル基を有する１８炭素脂肪酸鎖で主になっているため、脂肪質材料の中でも独
特である。ＨＣＯの化学構造を図１に示す。
【００５８】
　本組成物は、本組成物の総重量に基づき、５重量％～５０重量％のＨＬ、又は１０～５
０％、又は１５～５０％、又は２０～５０％、又は３０～５０％のＨＬを含み得る。本明
細書における使用に想到されるＨＬは、６５℃を上回る融点を有する。
【００５９】
　ＨＬは、熱可塑性ポリマー内で１０μｍ未満、５μｍ未満、１μｍ未満、又は５００ｎ
ｍ未満の液滴径を有するように、熱可塑性ポリマー内に分散され得る。本明細書で使用す
るとき、ＨＬが熱可塑性ポリマー内で１０μｍ未満の液滴径を有するとき、ＨＬ及びポリ
マーは「均質混加物」を形成する。液滴径を判定するための分析方法は本明細書に記載さ
れている。
【００６０】
　未知のポリマー－ＨＬ組成物内（例えば、第三者によって作製された生成物内）に存在
するＨＬの割合を判定したい場合、重量測定重量損失方法を介してＨＬの量を判定するこ
とができる。凝固した混合物を崩壊させ、１ｍｍを超えない最狭寸法を有する（すなわち
、最小寸法は１ｍｍを超えられない）粒子の混合物を生成し、この混合物を秤量し、次に
、還流フラスコシステムを使用して、１００ｇのアセトン当たり１ｇの混合物の比率でア
セトン中に配置する。このアセトン及び微粉砕した混合物を、６０℃にて２０時間にわた
り加熱する。固形サンプルを除去し、６０分にわたって空気乾燥させ、最終重量を判定す
る。ＨＬの重量パーセントを算出するための等式は以下の通りである：
　ＨＬの重量％＝（［混合物の初期重量－混合物の最終重量］／［混合物の初期重量］）
×１００％
【００６１】
　例えば、水素化大豆油、部分水素化大豆油、部分水素化パーム核油、及びこれらの組み
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合わせなどの、他のワックス又は油を任意に含んでもよい（移染性及び非移染性の両方）
。ナンヨウアブラギリ（Jatropha）からの非食用ワックス及び菜種油もまた使用すること
ができる。更に、任意のワックスは、水素化植物油、部分水素化植物油、エポキシ化植物
油、マレイン化植物油、及びこれらの組み合わせからなる群から選択することができる。
かかる植物油の特定例として、大豆油、トウモロコシ油、キャノーラ油、及びパーム核油
が挙げられる。
【００６２】
　様々な実施形態において、水素化ヒマシ油に加えて、又はその代わりに、以下の米国特
許出願のいずれかに開示される任意の他のワックス若しくは油を含む、他のワックス若し
くは油を、（本明細書に開示されるＨＣＯに対して任意の割合で）含んでもよい：「Ｐｏ
ｌｙｍｅｒ－ｏｉｌ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｍａｋｉｎｇ
　ａｎｄ　ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ」と題す２０１２年５月１８日出願の第１３／
４７５，５５６号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２１３４Ｍとして）、「Ｐｏｌｙｍｅｒ－ｗａｘ　
ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｍａｋｉｎｇ　ａｎｄ　ｕｓｉｎｇ
　ｔｈｅ　ｓａｍｅ」と題す２０１２年５月１７日出願の第１３／４７４，５６２号（Ｐ
＆Ｇ事例番号１２１３５Ｍとして）、及び「Ｍｏｌｄｅｄ　ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｏｆ　ｐ
ｏｌｙｍｅｒ－ｏｉｌ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」と題す２０１２年５月１８日出願の
第１３／４７５，６０２号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２１３９Ｍ）（これらはそれぞれ参照によ
り本明細書に組み込まれる）。
【００６３】
　所望の場合、化石系材料を含んでもよい。化石系（例えば、鉱質）材料の特定例として
は、パラフィン（ワセリンを含む）、モンタンワックス、並びにポリエチレン由来ワック
スなどの断裂プロセスから生成されるポリオレフィンワックスが挙げられる。
【００６４】
　添加剤
　本明細書に開示される組成物は、添加剤を更に含んでよい。添加剤は、組成物全体に分
散するか、又は実質的に熱可塑性層の熱可塑性ポリマー部分、若しくは実質的に組成物の
ＨＬ部分内にあってもよい。添加剤が組成物のＨＬ部分内にある場合、添加剤は、望まし
くはＨＬ可溶性又はＨＬ分散性である。あるいは、添加剤は、熱可塑性ポリマー内で可溶
性又は分散性であってもよい。
【００６５】
　本明細書に開示される組成物内に想到される種類の添加剤の非限定例としては、香料、
染料、顔料、ナノ粒子、帯電防止剤、酸化防止剤、充填剤、及びこれらの組み合わせが挙
げられる。本明細書に開示される組成物は、単一の添加剤又は添加剤の混合物を含有して
よい。例えば、香料及び着色剤（例えば、顔料及び／又は染料）の両方が、組成物中に存
在してよい。添加剤（複数可）は、存在する場合、組成物の総重量に基づき、０．０５重
量％～２０重量％、又は０．１重量％～１０重量％の重量パーセントで典型的に存在する
。
【００６６】
　本明細書で使用するとき、用語「香料」は、本明細書に開示される組成物から後に放出
される任意の発香性材料を示すために用いられる。アルデヒド、ケトン、アルコール、及
びエステル等の材料を含む広範囲にわたる化学物質が香料として使用するために既知であ
る。より一般的には、様々な化学成分の複雑な混合物を含む天然起源の植物油、動物油、
及び滲出物が、香料としての使用で知られている。本明細書における香料は、その組成物
が比較的単純なものであるか、又は天然及び／又は合成の化学成分の高度に洗練された複
合混合物を含んでもよく、これらは全て任意の所望される香りを提供するように選択され
る。典型的な香料として、例えば、ビャクダン、シベット、及びパチョリ油などの特殊材
料を含有する、ウッディ／アーシーベースを挙げることができる。香料は、ライトフロー
ラル系芳香剤（例えば、バラ抽出物、スミレ抽出物、及びライラック）であってよい。香
料は、望ましいフルーティな香り、例えば、ライム、レモン、及びオレンジなどの香りを
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もたらすように配合することもできる。本発明の組成物及び物品中に送達される香料は、
気持ちをリラックス又はリフレッシュさせるなど、アロマテラピー効果のために選択して
よい。このように、好ましい、ないしは別の望ましい香りを滲出する任意の材料を、本発
明の組成物及び物品中の香料活性物質として用いてよい。
【００６７】
　顔料又は染料は、無機物、有機物、又はこれらの組み合わせであってよい。想到される
顔料及び染料の特定例としては、ピグメントイエロー（Ｃ．Ｉ．１４）、ピグメントレッ
ド（Ｃ．Ｉ．４８：３）、ピグメントブルー（Ｃ．Ｉ．１５：４）、ピグメントブラック
（Ｃ．Ｉ．７）、及びこれらの組み合わせが挙げられる。特定の想到される染料として、
直接染料、酸性染料、塩基性染料、及び様々な溶剤可溶性染料などの水溶性インク着色剤
が挙げられる。例としては、ＦＤ＆Ｃ青色１（Ｃ．Ｉ．４２０９０：２）、Ｄ＆Ｃ赤色６
（Ｃ．Ｉ．１５８５０）、Ｄ＆Ｃ赤色７（Ｃ．Ｉ．１５８５０：１）、Ｄ＆Ｃ赤色９（Ｃ
．Ｉ．１５５８５：１）、Ｄ＆Ｃ赤色２１（Ｃ．Ｉ．４５３８０：２）、Ｄ＆Ｃ赤色２２
（Ｃ．Ｉ．４５３８０：３）、Ｄ＆Ｃ赤色２７（Ｃ．Ｉ．４５４１０：１）、Ｄ＆Ｃ赤色
２８（Ｃ．Ｉ．４５４１０：２）、Ｄ＆Ｃ赤色３０（Ｃ．Ｉ．７３３６０）、Ｄ＆Ｃ赤色
３３（Ｃ．Ｉ．１７２００）、Ｄ＆Ｃ赤色３４（Ｃ．Ｉ．１５８８０：１）、及びＦＤ＆
Ｃ黄色５（Ｃ．Ｉ．１９１４０：１）、ＦＤ＆Ｃ黄色６（Ｃ．Ｉ．１５９８５：１）、Ｆ
Ｄ＆Ｃ黄色１０（Ｃ．Ｉ．４７００５：１）、Ｄ＆Ｃ橙色５（Ｃ．Ｉ．４５３７０：２）
、並びにこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６８】
　想到される充填剤としては、例えば、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、及びチタ
ンの酸化物などの無機充填剤が挙げられるが、これらに限定されない。これらの材料を、
安価な充填剤又は加工助剤（processing aides）として添加してよい。添加剤として機能
し得る他の無機材料として、ケイ酸マグネシウム水和物、二酸化チタン、炭酸カルシウム
、粘土、チョーク、窒化ホウ素、石灰岩、珪藻土、雲母ガラス、石英、及びセラミックス
が挙げられる。更に、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、リン酸塩などの無機塩が使
用できる。更に、アルキド樹脂を組成物に添加してもよい。アルキド樹脂は、ポリオール
、ポリ酸若しくは無水物、及び／又は脂肪酸を含み得る。
【００６９】
　追加の想到される添加剤として、熱可塑性ポリマーの成核剤及び清澄剤が挙げられる。
ポリプロピレンに好適な特定例は、例えば、安息香酸及び誘導体（例えば、安息香酸ナト
リウム及び安息香酸リチウム）、並びにカオリン、タルク、及び亜鉛グリセロレートであ
る。ジベンジリデン（Dibenzlidene）ソルビトール（ＤＢＳ）は、使用できる清澄剤の例
である。使用可能な他の成核剤は、有機カルボン酸塩、リン酸ナトリウム、及び金属塩（
例えば、二安息香酸アルミニウム）である。一態様において、成核剤又は清澄剤は、２０
百万分率（２０ｐｐｍ）～２０，０００ｐｐｍ、又は２００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍ、又
は１０００ｐｐｍ～１５００ｐｐｍの範囲で添加され得る。成核剤の添加を使用して、最
終熱可塑性ＨＣＯ組成物の引張り及び衝撃特性を改善することができる。
【００７０】
　想到される界面活性剤として、例えば、米国特許第３，９２９，６７８号及び同第４，
２５９，２１７号、並びに欧州特許第４１４　５４９号、国際公開第９３／０８８７６号
及び同第９３／０８８７４号に開示される界面活性剤などの、アニオン性界面活性剤、両
性界面活性剤、又はアニオン性及び両性界面活性剤の組み合わせ、並びにこれらの組み合
わせが挙げられる。
【００７１】
　想到されるナノ粒子として、金属、金属酸化物、炭素同素体、粘土、有機変性粘土、硫
酸塩、窒化物、水酸化物、酸化／水酸化物、粒子状非水溶性ポリマー、ケイ酸塩、リン酸
塩、及び炭酸塩が挙げられる。例としては、二酸化ケイ素、カーボンブラック、グラファ
イト、書記素、フラーレン、膨張化グラファイト、カーボンナノチューブ、タルク、炭酸
カルシウム、ベトナイト、モンモリロン石、カオリン、亜鉛グリセロレート、シリカ、ア
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ルミノケイ酸塩、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化
アンチモン、長石、雲母、ニッケル、銅、鉄、コバルト、鋼、金、銀、白金、アルミニウ
ム、ウォラストナイト、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、二酸化チタン、酸化セリ
ウム、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化スズ、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ4）、及びこ
れらの混合物が挙げられる。ナノ粒子は、本明細書に開示される組成物の強度、熱安定性
、及び／又は摩耗耐性を増大させることができ、かつ組成物に電気的又は抗菌特性を与え
ることができる。
【００７２】
　想到される帯電防止剤としては、帯電防止の利益を提供することが知られている布地柔
軟剤が挙げられる。これは、Ｎ，Ｎ－ジ（タロウオイル－オキシ－エチル）－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアンモニウムメチルサルフェートなどの、２０を上回るヨウ素価を有する脂肪族ア
シル基を有する布地柔軟剤を含み得る。
【００７３】
　本明細書に開示される組成物の製造プロセス
　ポリマー及びＨＬの溶融混合：ポリマー及びＨＬは、ＨＬの存在下でポリマーを溶融す
ることにより好適に混合することができる。溶融状態において、ポリマー及びＨＬは、剪
断にかけられ、これは、ポリマー内へのＨＬの分散を可能にする。ＨＬは、熱可塑性ポリ
マーに添加されるときに溶融されている必要はない。例えば、熱可塑性ポリマーの存在下
でＨＬを溶融し、均質混加物を調製することができる。あるいは、溶融したＨＬを、溶融
した熱可塑性ポリマーに添加してもよい。溶融状態及び剪断下において、ＨＬ及びポリマ
ーは、互いと著しくより相溶性がある。
【００７４】
　ポリマー及びＨＬの溶融混合は、多くの異なるプロセスによって達成することができる
。このプロセスは、従来の熱可塑性ポリマー加工装置を要してよい。例えば、高剪断を用
いるプロセスを使用して均質混加物を生成してもよい。一般的なプロセス順序は、ポリマ
ーをシステムに添加すること、ポリマーを溶融すること、及び次いでＨＬを添加すること
を伴う。しかしながら、均質混加物の生成に十分な剪断が存在する限り、特定の混合シス
テムの性質に応じて、いかなる順序で材料を添加してもよい。
【００７５】
　Ｈａａｋｅバッチ混合器：Ｈａａｋｅバッチ混合器は、低量の剪断及び混合を用いる単
純な混合システムである。このユニットは、加熱された固定容積チャンバー内に収容され
る２つの混合スクリューから構成される。材料は、所望されるときに、ユニットの頂部の
中に添加される。好ましい順序は、まずポリマーをチャンバー内に添加し、ポリマーの溶
融（又は凝固）温度を２０℃～１２０℃上回るまで加熱することである。ポリマーが溶融
したら、ＨＬが添加、溶融され、溶融ポリマーと混合され得る。この混合物を、次に、２
つの混合スクリューで、５～１５分にわたり６０～１２０のスクリューＲＰＭにて、溶融
物内に混合する。組成物を混合してから、ユニットの前側を取り外し、混合組成物を溶融
状態で除去する。その設計により、このシステムは、数分にわたって結晶化が開始する前
に組成物の一部を高温にしておく。この混合プロセスは、中間急冷プロセスを提供し、こ
こで、組成物は、３０秒～２分かけて冷却し凝固することができる。より高い剪断速度は
、ＨＬのより良い分散をもたらし、ひいては、より多い量のＨＬの組み込みを促進するこ
とができる。
【００７６】
　単軸押出機：単軸押出機は、溶融ポリマーの押出に最も多く用いられる、典型的なプロ
セスユニットである。単軸押出機は、典型的には、バレル内に単独のシャフトを備え、こ
のシャフト及びバレルが、特定のスクリュー要素（例えば、形状及びすきま）を伴うよう
に設計されて、剪断特性を調節する。単軸押出機の典型的なＲＰＭ範囲は１０～１２０で
ある。単軸押出機の設計は、供給部、圧縮部、及び計量部から典型的に構成される。供給
部では、極めて間隙容積が高いフライトを用いてポリマーを加熱して圧縮部内に供給する
が、ここで融解が完了し、完全に融解したポリマーが剪断される。圧縮部では、フライト
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間の間隙容積が減少する。計量部では、フライト間の間隙容積が低いものを用いて、ポリ
マーを高剪断にかける。汎用単軸設計を使用してもよい。このユニットでは、組成物の構
成成分が所望の区域に導入され、続いて標的ゾーン内で温度に曝され剪断される場所で、
連続状態又は定常状態の種のプロセスが達成される。このプロセスは、単軸プロセス中の
各区域の接点の物理的性質が、時間に応じて一定であるため、定常状態プロセスであると
考えることができる。これによって、ゾーンごとの温度及び剪断力の調節（スクリュー要
素及び／若しくはバレルのデザイン、又はスクリュー速度によって剪断力を変更できる）
を可能にすることで、混合プロセスを最適化できる。
【００７７】
　単軸押出機を出る混合組成物を、次に液体冷媒、例えば、水への溶融物の押出を介して
ペレット化することができ、次にポリマーストランドは小片又はペレットに切断すること
ができる。あるいは、混合組成物を使用して、最終形成構造体、例えば、繊維又は成形物
品を生成してもよい。ポリマー加工で使用される溶融ポリマーのペレット化プロセスには
、基本の２種類、ストランドカット及び水中ペレット化がある。ストランドカットでは、
組成物は液体媒体中で急速に（一般的に、１０秒より大幅に短い時間で）急冷され、次に
小片に切断される。水中ペレット化プロセスにおいて、溶融ポリマーは小片に切断され、
次に、同時又はその直後に、ポリマーを急速に急冷及び結晶化する低温液体の存在下に配
置される。これらの方法は周知であり、ポリマー加工業で用いられている。
【００７８】
　押出成形機から出てくるポリマーストランドは、ほとんどの場合、１℃～５０℃の温度
範囲を有する（例えば、通常はおよそ２５℃の室温である）水浴中に急速に配置される。
混合組成物の代替的な最終使用は、所望の構造体、例えば繊維紡糸及びフィルム又は射出
成形物に、更に加工することである。単軸押出プロセスは、混合度を高く、冷却速度を早
くすることができる。また、単軸押出機を用いて、ペレット化組成物を、繊維及び射出成
形物品に更に加工することもできる。例えば、繊維単軸押出機は、標準的な汎用スクリュ
ー特性を有し、長さと直径の比が３０：１の３７ｍｍシステムであってよい。
【００７９】
　２軸押出機：２軸押出機は、高強度混合が必要とされるほとんどの溶融ポリマーの押出
に使用される典型的なユニットである。２軸押出機は、２本のシャフトと外側バレルとを
備える。２軸押出機の典型的なＲＰＭ範囲は１０～１２００である。２本のシャフトは、
同方向又は逆方向に回転でき、精密な許容範囲、高強度混合を可能にする。このタイプの
ユニットでは、組成物成分がスクリューに沿った所望の位置で導入され、標的領域内の温
度及び剪断にかけられる、連続又は定常状態タイプのプロセスが達成される。このプロセ
スは、２軸プロセス中のそれぞれの位置における接点の物理的性質が時間関数として一定
であるため、定常状態プロセスであると考えることができる。これによって、ゾーンごと
の温度及び剪断力の調節（スクリュー要素及び／又はバレルのデザインによって剪断力を
変更できる）を可能にすることで、混合プロセスを最適化できる。
【００８０】
　二軸押出成形機の端部における混合組成物は、次に、溶融物を押し出して液体冷媒（多
くの場合、水）に入れることを介してペレット化することができ、次にポリマーストラン
ドは小片又はペレットに切断される。あるいは、混合組成物は、例えば、繊維などの最終
形成構造を製造するために、使用することができる。ポリマー加工において使用される溶
融ポリマーのペレット化プロセスには、２つの基本的な種類、すなわち、ストランドカッ
ト及び水中ペレット化がある。ストランドカットでは、組成物は液体媒体中で急速に（一
般的に、１０秒より大幅に短い時間で）急冷され、次に小片に切断される。水中ペレット
化プロセスにおいて、溶融ポリマーは小片に切断され、次に、同時又はその直後に、ポリ
マーを急速に急冷及び結晶化する低温液体の存在下に配置される。混合組成物の別の最終
使用は、冷却と共に溶融混和物を紡糸することを介して、フィラメント又は繊維に直接更
に加工することである。
【００８１】
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　５２：１の長さ対直径比で同速回転するシステムＢａｋｅｒ　Ｐｅｒｋｉｎｓ　ＣＴ－
２５　２５ｍｍを使用する、１つのスクリュー特性を採用してもよい。この特定のＣＴ－
２５は、温度、並びにダイ温度が制御できる１１の領域で構成される。領域１と２との間
（位置Ａ）、領域２と３との間（位置Ｂ）、領域５と６との間（位置Ｃ）、及び領域７と
８との間（位置Ｄ）に位置する、４つの液体射出部位も可能である。
【００８２】
　液体射出位置は直接的に加熱されず、むしろ隣接する加熱された領域を通して間接的に
加熱される。位置Ａ、Ｂ、Ｃ、及びＤを使用してＨＣＯを射出するか、又は熱可塑性ポリ
マーと共にＨＣＯを始めに添加してもよい。追加の固体を添加するためのサイドフィーダ
又は排出口が、領域６と領域７との間に含まれ得る。領域１０は、必要に応じて、いかな
る残留蒸気をも除去するための真空部を収容する。特段の記載がない限り、ＨＣＯは領域
１において添加される。あるいは、ＨＬは糊タンクを介して溶融され、加熱されたホース
を介して２軸に供給される。糊タンク及び供給ホースの両方は、ＨＬの融点を上回る温度
で加熱される。
【００８３】
　ＣＴ－２５で、運搬及び混合の２種の領域を用いる。運搬領域では、材料は加熱され（
必要であれば、領域２に向かう領域１内の完全溶融を含む）、低～中程度の剪断下でバレ
ル長に沿って運搬される。混合部は、剪断力と混合度を劇的に増加させる特殊要素を含む
。混合部の長さ及び区域を必要に応じて変更し、必要に応じて剪断力を増加又は低下させ
てよい。
【００８４】
　ＣＴ－２５の標準的な混合スクリューは、２つの混合部から構成される。第１の混合部
は領域３～５に位置し、１つのＲＫＢ　４５／５／３６、次に２つのＲＫＢ　４５／５／
２４、続いて２つのＲＫＢ　４５／５／１２、反転ＲＫＢ　４５／５／１２ＬＨ（左回り
）、次に１０のＲＫＢ　４５／５／１２、そして次に反転要素ＲＳＥ　２４／１２ＬＨ、
続いて５つのＲＳＥ　３６／３６要素を使用して、第２の混合部内へ運搬する。第２の混
合部に先だって、１つのＲＳＥ　２４／２４及び２つのＲＳＥ　１６／１６（１６ｍｍの
ピッチ及び１６ｍｍの総要素長を有する右回り運搬要素）要素を使用して、第２の混合領
域へのポンピングを増大させる。領域７及び領域８に位置する第２の混合領域は、１つの
ＲＫＢ　４５／５／３６、次に２つのＲＫＢ　４５／５／２４、続いて６つのＲＫＢ　４
５／５／１２、そして次に完全反転要素ＳＥ　２４／１２ＬＨである。混合領域前のＳＥ
　１６／１６要素及び単一の反転要素の組み合わせは、剪断及び混合を大きく増強する。
残りのスクリュー要素は運搬要素である。
【００８５】
　追加のスクリュー要素の種類は反転要素であり、そのスクリュー部位への充填レベルを
増加させ、よりよく混合することができる。２軸混合は、成熟した分野である。当業者は
、適切な混合及び分散について書籍を調べることができる。この種のスクリュー押出機は
、当該技術分野においてよく理解されており、概要は、Ｊａｍｅｓ　ＷｈｉｔｅによるＴ
ｗｉｎ　Ｓｃｒｅｗ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　２Ｅ：Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｐｒ
ｉｎｃｉｐｌｅｓ（Ｈａｎｓｅｎ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ）にある。混合についての
特定例を挙げたが、様々な要素構成を使用して均質混加物の形成に必要な混合レベルを達
成する多くの異なる組み合わせが可能である。
【００８６】
　第２の混練システムを使用して混合組成物を調製してもよい。４８：１の長さ対直径比
で同速回転するシステムＷａｒｎｅｒ　＆　Ｐｆｌｅｉｄｅｒｅｒ　３０ｍｍ（ＷＰ－３
０）を使用する、第２のスクリュー特性を採用してもよい。この特定のＷＰ－３０は、温
度、並びにダイ温度が制御できる１２の領域で構成される。材料は、領域１において押出
成形機内へ供給される。排出口は領域１１に位置する。
【００８７】
　組成物が、形成方法（例えば、繊維紡糸、フィルム鋳造／吹き込み、射出成形、又はボ
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トル吹き込み）に応じて、例えば、１０ｓ-1超、又は３０ｓ-1超、又は１０～１０，００
０ｓ-1、又は３０～１０，０００ｓ-1の剪断速度で混合され、均質混加物を形成すること
ができる限り、押出成形機及びスクリュー設計の正確な性質はさほど重大ではない。混合
の剪断速度が高いほど、本明細書に開示される組成物内の分散度は高くなる。したがって
、組成物形成中に特定の剪断速度を選択することにより、分散度を制御できる。
【００８８】
　製造物品
　繊維、フィルム、及び成形物体を含む、様々な形態の物品を作製するために、本発明の
組成物を使用することができる。本明細書で使用するとき、「物品」とは、２５℃又はそ
の付近でその硬化状態にある組成物を意味する。本物品は、その現在の形態（例えば、ボ
トル、自動車部品、吸収性衛生用製品の構成要素）で使用されるか、又はその後の再溶融
、及び／又は他の物品（例えば、ペレット、繊維）への製造のために使用され得る。本発
明の様々な物品形態を作製するための製造プロセスは本明細書に記載されている。
【００８９】
　繊維
　本発明において繊維は、モノコンポーネント又はマルチコンポーネントであってよい。
用語「繊維」は、５０超、又は５００超、又は１，０００超の長さ対厚さ比を有する、凝
固したポリマー形状として定義される。本発明のモノコンポーネント繊維はまた、多成分
であってもよい。本明細書で使用するところの成分とは、物質又は材料の化学種を意味す
るものとして定義される。多成分繊維は、本明細書で使用するとき、２種以上の化学種又
は材料を含有する繊維を意味するように定義される。多成分ポリマー及びアロイポリマー
は、本発明では同じ意味を有し、互換的に使用することができる。一般的には、繊維は、
モノコンポーネントのタイプのものか、又はマルチコンポーネントのタイプのものとする
ことができる。コンポーネントとは、本明細書で使用するとき、繊維の別の部分に対して
空間的関係を有する、繊維の別個の部分として定義される。マルチコンポーネントという
用語は、本明細書で使用するとき、繊維が、互いに対する空間的関係において２つ以上の
別個の部分を有することとして定義される。マルチコンポーネントという用語は、繊維が
、互いに対する空間的関係において２つの別個の部分を有することとして定義される、バ
イコンポーネントを包含する。マルチコンポーネント繊維の異なるコンポーネントは、繊
維の横断面にわたって実質的に個別の区域内に配置構成され、繊維の長さに沿って連続し
て延びる。マルチコンポーネント繊維を作製するための方法は、当該技術分野において周
知である。マルチコンポーネント繊維の押出成形は、１９６０年代には周知であった。Ｄ
ｕＰｏｎｔは、マルチコンポーネント能力の主な技術開発者であり、米国特許第３，２４
４，７８５号及び米国特許第３，７０４，９７１号は、これらの繊維を作製するために使
用される技術を説明している。１９７１年の、Ｍｅｒｒｏｗ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇから
の、Ｒ．Ｊｅｆｆｒｉｅｓによる「Ｂｉｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｆｉｂｅｒｓ」は、バイコ
ンポーネント技術に関する確固とした基盤を築いた。より最近の出版物は、「Ｔａｙｌｏ
ｒ－Ｍａｄｅ　Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　ａｎｄ　Ｂｉｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｆｉｂ
ｅｒｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，」Ｔａｐｐｉ　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　１９９１（ｐ．１０３）及びＷｏｏｄｈｅａｄ　Ｐｕｂｌ
ｉｓｈｉｎｇのＮａｋａｊｉｍａ編集の「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｆｉｂｅｒ　Ｓｐｉｎｎｉ
ｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」を含む。
【００９０】
　本発明で形成される不織布は、種々の押出成形システムから、同じ紡糸口金を通じて供
給される、複数のタイプのモノコンポーネント繊維を含み得る。この実施例では、押出成
形システムは、種々のポリマーを別個の毛管に供給するマルチコンポーネント押出成形シ
ステムである。例えば、コポリマー組成物が異なる温度で溶融するように、一方の押出成
形システムは本明細書に記載の組成物を送達し、他方がポリプロピレンコポリマーを送達
する。別の例では、一方の押出成形システムはポリエチレン樹脂を送達し、他方は本明細
書に記載の組成物を送達してもよい。第３の例では、１つの押出成形システムが、本明細
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書に記載の第１の組成物、及び異なる熱可塑性ポリマーを有する本明細書に記載の第２の
組成物を送達してもよい。このシステムにおけるポリマー比率は、９５：５～５：９５、
又は９０：１０～１０：９０、又は８０：２０～２０：８０の範囲であり得る。
【００９１】
　バイコンポーネント繊維及びマルチコンポーネント繊維は、サイドバイサイド型の構成
、シース／コア型（対称及び偏心）の構成、分割パイ型の構成、リボン型の構成、海島型
の構成、又はこれらの任意の組み合わせであってよい。シースはコアの周囲において連続
的又は非連続的であってよい。代表的なマルチコンポーネント繊維は、米国特許第６，７
４６，７６６号において開示されている。シース対コアの重量比は、５：９５～９５：５
である。本発明の繊維は、円形、長円形、星形、３葉形、３～８の葉を有する多葉形、長
方形、Ｈ字形、Ｃ字形、Ｉ字形、Ｕ字形、又は任意の他の好適な形状を含むがこれらに限
定されない、異なる形状を有し得る。中空繊維もまた、使用することができる。多くの例
において、その形状は円形、３葉形、又はＨ字形である。丸形及び３葉形の繊維形状はま
た、中空であってもよい。
【００９２】
　シース及びコアのバイコンポーネント繊維が多くの場合に利用される。一例では、コア
内のコンポーネントは本明細書に記載の組成物を含有する一方で、シースはそれを含有し
ない。この例において、繊維の表面における本明細書に記載の組成物への曝露は、低減又
は排除される。別の例において、シースは本明細書に記載の組成物を含有し得るが、コア
はそれを含有しない。この例において、繊維表面における本明細書に記載の組成物の濃度
は、コア内よりも高い。シース及びコアのバイコンポーネント繊維を使用して、シース若
しくはコアのいずれかにおける所望の特性、又はいくらかの濃度勾配を付与するように、
本明細書に記載の組成物の濃度を選択することができる。海島型バイコンポーネント繊維
は、シース及びコアの繊維の１つの種類であるが、複数のコアを有するものと考えられる
ということを理解されたい。分割パイ型繊維（中空及び中実）が想到される。それらは、
例えば、分割パイ型のバイコンポーネント繊維設計を使用して、ワックスを含有しない領
域からワックスを含有する領域を分割するために使用することができる。分割は、機械的
な変形、流体力の適用、又は他の好適なプロセスの間に生じ得る。
【００９３】
　トリコンポーネント繊維も想到される。有用なトリコンポーネント繊維の一例は、３層
のシース／シース／コア繊維であり、それぞれのコンポーネントは、本明細書に記載の組
成物の異なるブレンドを含有する。それぞれの層における異なる量の本明細書に記載の組
成物は、追加の利益を提供し得る。例えば、コアは、１０溶融流れのポリプロピレンと本
明細書に記載の組成物のブレンドであり得る。中間層のシースは、２５溶融流れのポリプ
ロピレンと本明細書に記載の組成物のブレンドであり得、外層は、ストレートの３５溶融
流れ速度のポリプロピレンであり得る。代表的な本明細書に記載の組成物は、４０重量％
未満、又は２０重量％未満のそれぞれの層の含有量を有する。想到される別のタイプの有
用なトリコンポーネント繊維は、シースも有する分割パイ型バイコンポーネントデザイン
である。
【００９４】
　「高度細繊化繊維」とは、高い引き下げ（draw down）比を有する繊維として定義され
る。総繊維引き下げ比は、繊維の最大直径（典型的には毛管を出た直後に生じる）の、最
終使用における最終的な繊維直径に対する比率として定義される。総繊維引き下げ比は、
１．５超、又は５超、又は１０超、又は１２超である。これは、触覚性、及び有用な機械
的特性を達成するために必要である。
【００９５】
　繊維は、２００μｍ未満の直径を有し得る。繊維直径は、混合物が微細繊維を製造する
ために使用されている場合、少なくとも０．１μｍであり得る。繊維は、本質的に連続性
又は本質的に不連続性であり得る。スパンボンド不織布の作製に一般的に使用される繊維
は、５μｍ～３０μｍ、又は１０μｍ～２０μｍ、又は１２μｍ～１８μｍの直径を有す
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る。微細繊維直径は、０．１μｍ～５μｍ、又は０．２μｍ～３μｍ、最も好ましくは０
．３μｍ～２μｍの直径を有する。繊維直径は、ダイの形状、紡糸速度又は延伸速度、質
量スループット、並びにブレンド組成及びレオロジーにより制御される。本明細書に記載
の繊維は、環境分解性である。
【００９６】
　本明細書に記載の繊維は、典型的には、使い捨て不織布物品を作製するのに使用される
。この物品は、フラッシャブルであり得る。本明細書で使用するとき、用語「フラッシャ
ブル」は、トイレを流した際にトイレ又は任意の他の汚物排水管を詰まらせることなく一
掃するように、トイレのような腐敗廃棄システムにおいて溶解、分散、分解（disintegra
ting）、及び／又は分解（decomposing）可能である物質を指す。繊維及び得られる物品
はまた、水性反応性であり得る。用語「水性反応性」は、水中に配置又は流されたときに
観察可能及び測定可能な変化をもたらすことを意味する。典型的な観察としては、物品が
臭う、バラバラになる、溶解することに留意すること又は概ね弱まった構造を観察するこ
とが挙げられる。
【００９７】
　本発明では、繊維の親水性及び疎水性を調節することができる。ベース樹脂の特性は、
共重合を介した親水性の特性を有し得る（特定のポリエステル（一般にスルホポリエステ
ル群のポリマーである、Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製のＥＡＳＴＯＮＥ）又はポ
リプロピレン若しくはポリエチレンなどのポリオレフィンに関する場合など）か、又はベ
ース樹脂に添加され、そのベース樹脂を親水性にさせる材料を有し得る。添加剤の代表的
な例としては、ＣＩＢＡ　Ｉｒｇａｓｕｒｆ（登録商標）の添加剤群が挙げられる。本発
明における繊維はまた、作製された後に、処理又はコーティングして、親水性にすること
もできる。本発明では、耐久性のある親水性が好ましい。耐久性のある親水性とは、２回
以上の流体相互作用の後に、親水性の特性を維持していることとして、定義される。例え
ば、評価中のサンプルが、耐久性のある親水性に関して試験される場合には、サンプル上
に水を注ぎ、湿潤を観察することができる。サンプルが浸潤しているならば、そのサンプ
ルは、初期には親水性である。次に、サンプルを水で完全にすすぎ、乾燥させる。このす
すぎは、サンプルを大きな容器内に入れて１０秒間攪拌し、次いで乾燥させることによっ
て、最良に行なわれる。乾燥後のサンプルはまた、再び水と接触させた場合、浸潤するべ
きである。
【００９８】
　繊維を形成した後に、その繊維を更に処理してもよく、又はその接着布を処理すること
もできる。親水性仕上げ又は疎水性仕上げを追加して、布地の表面エネルギー及び化学的
性質を調節することができる。例えば、親水性である繊維を湿潤剤で処理し、水性液体の
吸収を促進させることができる。接着布もまた、界面活性剤、顔料、スリップ剤、塩、又
は他の材料を含有する局所溶液で処理し、繊維の表面特性を更に調節することができる。
【００９９】
　本発明における繊維は、捲縮させることが可能であるが、この繊維は捲縮させないこと
が好ましい。捲縮繊維は、一般に、２つの方法で作り出される。第１の方法は、既に紡糸
された後の、繊維の機械的な変形である。繊維を溶融紡糸して、最終フィラメント直径ま
で引き下げ、一般的には、２次元的捲縮若しくは３次元的捲縮のいずれかを付与する歯車
又はスタッフィングボックスに通して、機械的に処理する。この方法は、最も毛羽立てら
れたステープルファイバーを製造するのに使用される。繊維を捲縮させるための第２の方
法は、スパンレイドプロセスにおいて捲縮することが可能な、マルチコンポーネント繊維
を押し出すことである。当業者は、バイコンポーネント捲縮スパンボンド繊維を作製する
数多くの方法が存在することを認識するであろうが、しかしながら、本発明に関しては、
捲縮スパンレイド不織布を作製するために、３つの主要な技術を考察する。第１の方法は
、ポリマーの種類、ポリマーの分子量特徴（例えば、分子量の分布）、又は添加剤の含量
の差異に基づく紡糸線におけるポリマーの結晶化の差のために紡糸線において生じる捲縮
である。第２の方法は、スパンレイド基材へと紡糸された後の、繊維の収縮差である。例
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えば、熱接着プロセスの間などに、スパンレイドウェブを加熱することによって、紡糸さ
れたままの繊維内での結晶化度の差異のために、繊維の捲縮を引き起こすことができる。
捲縮を引き起こす第３の方法は、繊維又はスパンレイドウェブを、機械的に伸張させるこ
とである（一般に、機械的な伸張に関しては、ウェブは一体となって接着されている）。
この機械的な伸張は、２種のポリマーコンポーネント間の、応力－歪み曲線における差異
を顕在化させることができ、この差異によって捲縮を引き起こすことができる。
【０１００】
　繊維の引張り強度は、大体２５メガパスカル（ＭＰａ）を超える。本明細書に開示され
る繊維は、５０ＭＰａ超、又は７５ＭＰａ超、又は１００ＭＰａ超の引張り強度を有する
。引張り強度は、ＡＳＴＭ　ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄ　３８２２－９１に記載の手順又は同
様の試験に従って、Ｉｎｓｔｒｏｎを用いて測定される。
【０１０１】
　本明細書に開示されている繊維は、脆くなく、２ＭＰａ超、５０ＭＰａ超、又は１００
ＭＰａ超の強靱性を有する。強靱性は、応力ひずみ曲線の下の面積として定義され、試料
標点距離は２５ｍｍであり、１分当たり５０ｍｍのひずみ速度である。繊維の弾性又は伸
張性もまた所望され得る。
【０１０２】
　本明細書に開示されている繊維は、十分な熱可塑性ポリマーが繊維内又は繊維の外側コ
ンポーネント（すなわち、バイコンポーネントのシース）上に存在する場合、熱接着性で
あり得る。加圧される熱結合及びスルーエアヒート結合方法では、熱結合性の繊維が最も
効果的に使用される。熱結合性は、組成物が、繊維重量の１５％超、又は３０％超、又は
４０％超、又は５０％超のレベルで存在するときに、典型的に達成される。
【０１０３】
　本明細書に開示されている繊維は、存在する組成物の量及び繊維の具体的な構成に依存
して環境分解性である。「環境分解性」は、生分解性、分解性、分散性、フラッシャブル
、又はコンポスト化可能、又はこれらの組み合わせとして、定義される。繊維、不織布ウ
ェブ、及び物品は環境分解性であり得る。結果として、繊維は、既存のコンポスト化設備
において容易かつ安全に処理され得るか又はフラッシャブルであり得るかのいずれかであ
り、既存の下水インフラシステムに対して有害な結果を引き起こすことなく安全に排水管
に流すことができる。拭き取り用品及び生理用品のような使い捨て製品において使用され
る際の繊維のフラッシャブル性は、更なる便利さ及び裁量を消費者に提供する。
【０１０４】
　用語「生分解性」は、好気性及び／又は嫌気性環境に曝露されると、微生物、加水分解
及び／又は化学作用により最終的にはモノマー成分に分解される物質を指す。好気性条件
下では、生分解は、材料を二酸化炭素及び水のような最終生成物に変形する。嫌気性条件
下では、生分解は、材料を二酸化炭素と水とメタンに変形する。生分解性プロセスは、多
くの場合、無機化と説明される。生分解性は、物質（例えば、繊維）の全ての有機成分が
生物活性を通して最終的には分解にさらされることを意味する。
【０１０５】
　様々な組織により及び異なる国々で時間をかけて確立されてきた様々な異なる規格化さ
れた生分解性方法が存在する。試験は具体的な試験条件査定方法及び所望される基準にお
いて様々ではあるが、大抵の物質について同じ結論に至るように、異なるプロトコル間で
も合理的な収束が存在する。好気性生分解性については、米国材料試験協会（ＡＳＴＭ）
がＡＳＴＭ　Ｄ　５３３８－９２：制御組成条件下でのプラスチック材料の好気性生分解
のための試験方法（Test methods for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic
 Materials under Controlled Composting Conditions）を確立している。このＡＳＴＭ
試験は、５８℃の高温に保持された活性コンポストの存在下で、微生物による同化作用の
結果として放出される二酸化炭素の量をモニターすることにより、時間に応じて無機化す
る試験材料のパーセントを測定する。二酸化炭素生成試験は、電解呼吸計により行われ得
る。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）からの３０１Ｂのような他の標準的なプロトコルもま
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た使用され得る。酸素不在下での標準生分解試験は、ＡＳＴＭ　Ｄ　５５１１－９４とい
った様々なプロトコルにおいて説明されている。これらの試験を使用して、嫌気性固体廃
棄物処理設備又は衛生埋立地における材料の生分解性をシミュレートする。しかしながら
、これらの条件は、本明細書に記載されている繊維及び不織布について記載されている使
い捨ての実用例のタイプにはそれほど妥当ではない。
【０１０６】
　繊維性基材が急速に砕けて、コンポスト化される場合にはスクリーニングした後に識別
不可能なほどに、あるいは、流される場合には排水管の詰まりを生じ得ないほどに、小さ
な破片に寸断する及び分解する能力を有すると、分解は生じる。分解性材料はまたフラッ
シャブルでもある。分解性のついてのほとんどのプロトコルは、様々なマトリックスに曝
露された場合の試験材料の経時的な重量喪失を測定する。好気性及び嫌気性分解の両方が
使用される。重量喪失は、材料を排水及び汚泥に曝露した後で１ミリメートルの孔を有す
る１８メッシュの篩上でもはや回収できない繊維の試験材料の量により決定される。分解
については、初期サンプルの重量とスクリーン上で回収されたサンプルの乾燥重量との差
異が分解の速度及び量を決定する。生分解性及び分解についての試験は、非常に同様な環
境又は同じ環境が試験に使用されると、非常に同様になる。分解を判定するためには残っ
ている材料の重量を測定し、一方、生分解性については発生する気体を測定する。本明細
書に開示されている繊維は、急速に分解することができる。
【０１０７】
　本明細書に開示されている繊維はコンポスト化可能でもあり得る。ＡＳＴＭは、コンポ
スト化可能性についての試験方法及び規格を開発してきた。この試験は３つの特性を測定
する：生分解性、分解、及び環境毒性のないこと。生分解性及び分解を測定するための試
験は、上述している。コンポスト化可能性についての生分解性基準を満たすため、材料は
４０日以内に少なくとも６０％の二酸化炭素への転化を達成しなくてはならない。分解基
準としては、材料は、廃棄物の中にあったならば有していたであろう実際の形状及び厚さ
で、試験材料の１０％未満が２ミリメートルのスクリーン上に残っていなければならない
。最後の基準（環境毒性がない）を満たすには、生分解副産物は、種子発芽及び植物生育
に負の影響を呈してはならない。この基準についての１つの試験は、ＯＥＣＤ　２０８に
詳述されている。Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅは、いったん製品がＡＳＴＭ　６４００－９９規格を満た
すと立証されたら、コンポスト化可能性についてロゴを発行する。プロトコルはドイツの
ＤＩＮ　５４９００に従い、これは、１回のコンポスト化サイクル以内に分解を完了させ
る任意の材料の最大限の厚さを判定するものである。
【０１０８】
　本明細書に記載の繊維は、使い捨て不織布物品を作製するのに使用できる。物品は一般
にフラッシャブルである。本明細書で使用するとき、用語「フラッシャブル」は、トイレ
を流した際にトイレ又は任意の他の汚物排水管を詰まらせることなく一掃するようにトイ
レのような腐敗廃棄システムにおいて溶解、分散、分解（disintegrating）、及び／又は
分解（decomposing）可能である物質を指す。繊維及び得られる物品はまた、水性反応性
であり得る。用語「水性反応性」は、水中に配置又は流されたときに観察可能及び測定可
能な変化をもたらすことを意味する。典型的な観察としては、物品が臭う、バラバラにな
る、溶解することに留意すること、又は概ね弱まった構造を観察することが挙げられる。
【０１０９】
　この繊維から製造された不織布製品は、特定の機械的特性、特に強度、可撓性、柔軟性
、及び吸光度を呈する。強度の目安としては、乾燥及び／又は湿潤引っ張り強度が挙げら
れる。可撓性は剛性と関連しており、柔軟性に起因するものであると考えられる。一般的
に柔軟性は、可撓性及びテクスチャの両方と関連する生理学的に知覚される属性として説
明される。吸収性は、製品が流体を取り込む能力、並びにその流体を保持する容量と関連
している。
【０１１０】
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　繊維の作製プロセス
　繊維は、本明細書に開示の組成物の溶融物から紡糸することができる。溶融紡糸におい
ては、押出品での質量損失は存在しない。溶融紡糸は、溶液からの湿式紡糸又は乾式紡糸
などの、他の紡糸とは区別されるが、それらの紡糸では、揮発又は拡散によって、溶媒が
押出品から除去されていることにより、質量損失がもたらされる。
【０１１１】
　紡糸は、１２０℃～３２０℃、又は１８５℃～２５０℃、又は２００℃～２３０℃で生
じ得る。１００メートル／分を超える繊維紡糸速度が好ましい。代表的な繊維紡糸速度は
、１，０００～１０，０００メートル／分、又は２，０００～７，０００メートル／分、
又は２，５００～５，０００メートル／分である。ポリマー組成物は、繊維における脆さ
を避けるために迅速に紡糸される。
【０１１２】
　連続フィラメント又は繊維は、スパンボンド法を通して製造することができる。本質的
に連続又は本質的に不連続の、フィラメント又は繊維は、溶融吹込又は溶融フィルムフィ
ブリル化プロセスといった溶融フィブリル化法を通して製造することができる。あるいは
、不連続（ステープルファイバー）繊維を製造することができる。また、多様な繊維製造
法を組み合わせて、組み合わせ技法を生み出してもよい。
【０１１３】
　均質ブレンドは、従来の溶融紡糸装置においてモノコンポーネント又はマルチコンポー
ネント繊維に溶融紡糸することができる。装置は、マルチコンポーネントの所望の形態に
基づいて選択される。市販の溶融紡糸装置は、Ｈｉｌｌｓ，Ｉｎｃ．（Ｍｅｌｂｏｕｒｎ
ｅ，Ｆｌｏｒｉｄａ）より入手可能である。紡糸の温度は１００℃～３２０℃である。加
工温度は、各成分の化学的性質、分子量、及び濃度によって決められる。紡糸された繊維
は、従来のゴデット巻き取りシステムを用いて、又は空気抵抗細繊化デバイスにより、回
収することができる。ゴデットシステムを使用する場合、２５℃～２００℃の温度での後
押出延伸を通じて、繊維を更に配向することができる。延伸された繊維を次に捲縮及び／
又は切断して、カーディング、エアレイド、又はフルイドレイド処理に使用される不連続
繊維（短繊維）にしてもよい。
【０１１４】
　例えば、開示されるシース内の組成物及びコア内の異なる組成物を使用するバイコンポ
ーネントのシースコア繊維の紡糸に好適なプロセスは、以下の通りである。１０重量％の
ＨＬを含有する組成物を、混練を通じてまず調製し、３０重量％のＨＬを含有する第２の
組成物を、混練を通じてまず調製する。１０重量％のＨＬ成分の押出成形機プロファイル
は、３つのヒーター領域の押出成形機の最初の３つの領域においては１８０℃、２００℃
、及び２２０℃であり得る。移動ライン及び溶融ポンプヒーター温度は、第１組成物のた
めに２２０℃であり得る。第２組成物の押出成形機温度プロファイルは、３つのヒーター
領域の押出成形機の最初の３つの領域においては、１８０℃、２３０℃、及び２３０℃で
あり得る。移動ライン及び溶融ポンプは、２３０℃に加熱され得る。この場合、紡糸口金
温度は、２２０℃～２３０℃であり得る。
【０１１５】
　微細繊維製造
　均質ブレンドは、例えば、溶融フィルムフィブリル化によって１つ以上のフィラメント
又は繊維に紡糸される。好適なシステム及び溶融フィルムフィブリル化方法は、米国特許
第６，３１５，８０６号、同第５，１８３，６７０号、及び同第４，５３６，３６１号（
Ｔｏｒｏｂｉｎ　ｅｔ　ａｌ．）、並びに米国特許第６，３８２，５２６号、同第６，５
２０，４２５号、及び同第６，６９５，９９２号（Ｒｅｎｅｋｅｒ　ｅｔ　ａｌ．、Ｕｎ
ｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ａｋｒｏｎに譲渡）に記載されている。他の溶融フィルムフィ
ブリル化方法及びシステムは、Ｊｏｈｎｓｏｎらに付与された米国特許第７，６６６，３
４３号及び同第７，９３１，４５７号、Ｋｒａｕｓｅらに付与された米国特許第７，６２
８，９４１号、並びにＫｒａｕｓｅらに付与された米国特許第７，７２２，３４７号に記
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載されている。上記の特許に記載の方法及び装置は、均一かつ狭い繊維分布、低減された
又は最小の繊維の欠陥を有する不織布ウェブを提供する。溶融フィルムフィブリル化プロ
セスは、均質ブレンドの１つ以上の溶融フィルム、１つ以上の加圧流体の流れ（又は流体
の流れの繊維化）を供給して、溶融フィルムをリガメントにフィブリル化し、これを加圧
流体の流れにより細繊化することを含む。場合により、１つ以上の加圧流体の流れは、繊
維を形成するためのリガメントの細繊化及び急冷を助けるために供給される。１つの均質
ブレンドを使用して溶融フィルムフィブリル化プロセスから生成される繊維は、典型的に
１００ナノメートル（０．１マイクロメートル）～５０００ナノメートル（５マイクロメ
ートル）の範囲の直径を有する。場合によっては、均質ブレンドの溶融フィルムフィブリ
ル化プロセスから生成される繊維は、２マイクロメートル未満、又は１マイクロメートル
（１０００ナノメートル）未満、又は１００ナノメートル（０．１マイクロメートル）～
９００ナノメートル（０．９マイクロメートル）の範囲内である。溶融フィルムフィブリ
ル化を使用して生成される均質ブレンドの繊維の平均直径（少なくとも１００の繊維サン
プルの算術平均直径）は、２．５マイクロメートル未満、又は１マイクロメートル未満、
又は０．７マイクロメートル（７００ナノメートル）未満である。メジアン繊維径は、１
マイクロメートル以下であり得る。場合によっては、溶融フィルムフィブリル化プロセス
によって生成される均質ブレンドの繊維の少なくとも５０％は、１マイクロメートル未満
の直径を有し得るか、又は繊維の少なくとも７０％は、１マイクロメートル未満の直径を
有し得るか、又は繊維の少なくとも９０％は、１マイクロメートル未満の直径を有し得る
。特定の場合において、溶融フィルムフィブリル化プロセスを使用して生成されると、９
９％以上の繊維でさえも１マイクロメートル未満の直径を有することができる。
【０１１６】
　溶融フィルムフィブリル化プロセスでは、均質ブレンドは典型的には、液体を生じ、容
易に流れるまで、加熱される。均質ブレンドは、溶融フィルムフィブリル化時において、
１２０℃～３５０℃、又は１６０℃～３５０℃、又は２００℃～３００℃の温度であって
もよい。均質ブレンドの温度は、組成物に依存する。加熱された均質ブレンドは、０．１
０メガパスカル（ＭＰａ）～３ＭＰａ［１５ポンド毎平方インチ絶対圧（ｐｓｉａ）～（
４００ｐｓｉａ）］、又は０．１ＭＰａ～１ＭＰａ（２０ｐｓｉａ～２００ｐｓｉａ）、
又は０．１７ＭＰａ～０．７ＭＰａ（２５ｐｓｉａ～１００ｐｓｉａ）の圧力下である。
【０１１７】
　加圧された繊維化流体の流れの非限定例は、空気又は窒素といった気体、あるいは、均
質ブレンド組成を有する任意の適合する他の流体（反応性又は不活性として定義される）
である。繊維化流体の流れは、加熱された均質ブレンドの温度に近い温度であり得る。繊
維化流体の流れの温度は、均質なブレンドの流れ及び溶融フィルムの形成に役立つために
、加熱された均質ブレンドよりも高い温度であり得る。場合によっては、線維化流体の流
れの温度は、加熱された均質ブレンドよりも１００℃高いか、又は加熱された均質ブレン
ドよりも５０℃高いか、又は加熱された均質ブレンドの温度とちょうど同じである。ある
いは、繊維化流体の流れの温度は、加熱された均質ブレンドよりも低くなり得る。場合に
よっては、線維化流体の流れの温度は、加熱された均質ブレンドよりも５０℃低いか、又
は加熱された均質ブレンドよりも１００℃低いか、又は加熱された均質ブレンドよりも２
００℃低い。特定の場合において、線維化流体の流れの温度は、－１００℃～４５０℃、
又は－５０℃～３５０℃、又は０℃～３００℃の範囲であり得る。繊維化流体の流れの圧
力は、均質ブレンドをフィブリル化するのに十分であり、加熱された均質ブレンドの圧力
よりも高い。線維化流体の流れの圧力は、０．１０ＭＰａ～３ＭＰａ（１５ｐｓｉａ～５
００ｐｓｉａ）、又は０．２ＭＰａ～１ＭＰａ（３０ｐｓｉａ～２００ｐｓｉａ）、又は
０．３ＭＰａ～０．７ＭＰａ（４０ｐｓｉａ～１００ｐｓｉａ）の範囲であり得る。線維
化流体の流れは、溶融フィルムフィブリル化の位置で２００メートル毎秒を上回る速度を
有し得る。場合によっては、溶融フィルムフィブリル化の位置で、線維化流体の流れの速
度は、３００メートル毎秒超、すなわち、遷音速であり、他の場合においては、３３０メ
ートル毎秒超、すなわち、音速であり、更に他の場合においては、３５０～９００メート
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ル毎秒（ｍ／ｓ）、すなわち、マッハ１～マッハ３の超音速である。繊維化流体の流れは
脈動してもよく、又は定常流であってもよい。均質ブレンド処理量は主に、使用される具
体的な均質ブレンド、装置設計、並びに均質ブレンドの温度及び圧力に依存する。均質ブ
レンド処理量は、例えば、円形ノズル内で、１オリフィス当たり１グラム毎分を上回る。
一例では、均質ブレンド処理量は、１オリフィス当たり１０グラム毎分を上回り、別の例
では、１オリフィス当たり２０グラム毎分を上回り、更に別の例では、１オリフィス当た
り３０グラム毎分を上回る。更に、スロットノズルを利用するプロセスでは、均質ブレン
ド処理量は、スロットノズルの幅１メートル当たり０．５キログラム毎時を上回る。他の
スロットノズルプロセスでは、均質ブレンド処理量は、スロットノズルの幅１メートル当
たり５キログラム毎時超、又はスロットノズルの幅１メートル当たり２０キログラム毎時
超、又はスロットノズルの幅１メートル当たり４０キログラム毎時超である。スロットノ
ズルを採用する特定のプロセスでは、均質ブレンド処理量は、スロットノズルの幅１メー
トル当たり６０キログラム毎時を超え得る。一時に数個のオリフィス又はノズルを作動さ
せる可能性があり、このことは全体の生産処理量を更に増大させる。処理量は、圧力、温
度、及び速度と共に、オリフィス又はノズルで、円形及びスロットノズルの両方に関して
測定される。
【０１１８】
　場合により、飛沫同伴流体を使用して脈動又は波動する圧力場を誘導し、多数の繊維の
形成を助けてもよい。飛沫同伴流体の非限定例は、加圧空気、窒素、酸素、又は均質ブレ
ンド組成物と適合可能な（反応性又は不活性と定義される）任意の他の流体といった加圧
気体流である。高速の娯楽的流体は、音速（すなわち、３３０ｍ／ｓ）又は超音速（すな
わち、３３０ｍ／ｓを上回る）に近い速度を有し得る。低速の飛沫同伴流体は、１～１０
０ｍ／ｓ、又は３～５０ｍ／ｓの速度を典型的に有する。飛沫同伴流体の流れ１４中に低
乱流を有して、通常、流体の流れ中に存在する高乱流により生じる繊維同士のもつれを最
小にすることが望ましい。飛沫同伴流体１４の温度は、上記の線維化流体の流れと同じか
、又はフィラメントの急冷を助けるためにそれよりも高い温度であってもよく、－４０℃
～４０℃、又は０℃～２５℃の範囲である。追加の流体の流れは、ノズルから出るフィラ
メントの周りに「カーテン」又は「囲い板」を形成し得る。任意の流体の流れが均質ブレ
ンドの繊維化に寄与することができ、したがって、一般に繊維化流体の流れと呼ぶことが
できる。
【０１１９】
　本発明におけるスパンレイドプロセスは、米国特許第３，８０２，８１７号、同第５，
５４５，３７１号、同第６，５４８，４３１号、及び同第５，８８５，９０９号に開示さ
れる高速紡糸プロセスを使用して作成されている。これらの溶融紡糸プロセスでは、押出
成形機が、溶融ポリマーを溶融ポンプに供給し、この溶融ポンプが、特定の体積の溶融ポ
リマーを送り出すと、この溶融ポリマーは、複数個の毛管から構成される紡糸パックを通
過して移動し、繊維へと形成され、ここでその繊維は、空気焼入れ区域を通過して冷却さ
れ、空気圧的に引き下げられて、その寸法を高度細繊化繊維へと低減し、分子レベルの繊
維配向によって繊維強度を増大させる。次に、この引き出された繊維は、形成ベルト又は
形成テーブルと称される場合が多い、多孔性のベルト上に堆積する。
【０１２０】
　スパンレイドプロセス
　本発明におけるベース基材を形成する代表的な繊維は、スパンレイド布地を形成する連
続フィラメントを含む。スパンレイド布地とは、本質的に連続的なフィラメントから形成
される、基本的に凝集性の引っ張り特性を有さない、非接着布地として定義される。連続
フィラメントとは、１０，０００：１を超える比率の、長さ対直径の高い比率を有する繊
維として定義される。スパンレイド布地を構成する、本発明における連続フィラメントは
、短繊維、短く切断された繊維、又は他の意図的に作製された短い長さの繊維ではない。
本質的に連続性であるものと定義される、本発明における連続フィラメントは、平均して
、長さ１００ｍｍ超、又は長さ２００ｍｍ超である。本発明における連続フィラメントは
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また、意図的又は非意図的に捲縮されない。本質的に不連続性の繊維及びフィラメントは
、長さ１００ｍｍ未満、又は長さ５０ｍｍ未満の長さを有するものとして定義される。
【０１２１】
　本発明におけるスパンレイドプロセスは、米国特許第３，８０２，８１７号、同第５，
５４５，３７１号、同第６，５４８，４３１号、及び同第５，８８５，９０９号に開示さ
れる高速紡糸プロセスを使用して作成されている。これらの溶融紡糸プロセスでは、押出
成形機が、溶融ポリマーを溶融ポンプに供給し、この溶融ポンプが、特定の体積の溶融ポ
リマーを送り出すと、この溶融ポリマーは、複数個の毛管から構成される紡糸パックを通
過して移動し、繊維へと形成され、その繊維は、空気焼入れ区域を通過して冷却され、空
気圧的に引き下げられて、その寸法を高度細繊化繊維へと低減し、分子レベルの繊維配向
によって繊維強度を増大させる。次に、この引き出された繊維は、形成ベルト又は形成テ
ーブルと称される場合が多い、多孔性のベルト上に堆積する。
【０１２２】
　連続フィラメントの作製に使用される、本発明におけるスパンレイドプロセスは、１メ
ートル当たり１００～１０，０００本の毛管、又は１メートル当たり２００～７，０００
本の毛管、又は１メートル当たり５００～５，０００本の毛管を含む。本発明における、
１つの毛管当たりのポリマーの質量流量は、０．３ＧＨＭ（毎分の１つの穴当たりのグラ
ム）より大きい。好ましい範囲は、０．３５ＧＨＭ～２ＧＨＭ、又は０．４ＧＨＭ～１Ｇ
ＨＭ、更により好ましくは０．４５ＧＨＭ～８ＧＨＭ、最も好ましい範囲は０．５ＧＨＭ
～０．６ＧＨＭである。
【０１２３】
　本発明におけるスパンレイドプロセスは、高度に細繊化された、捲縮していない連続フ
ィラメントを作製するための、単一のプロセス工程を含む。押し出されたフィラメントは
、急冷用空気の区域を通過して引き出され、この区域でフィラメントは、細繊化しつつ、
冷却されて硬化する。このようなスパンレイドプロセスは、米国特許第３，３３８，９９
２号、米国特許第３，８０２，８１７号、米国特許第４，２３３，０１４号、米国特許第
５，６８８，４６８号、米国特許第６，５４８，４３１（Ｂ１）号、米国特許第６，９０
８，２９２（Ｂ２）号、及び米国出願第２００７／００５７４１４（Ａ１）号に開示され
ている。欧州特許第１３４０８４３（Ｂ１）号、及び同第１３２３８５２（Ｂ１）号に記
載される技術もまた、スパンレイド不織布を製造するために使用することができる。高度
細繊化連続フィラメントは、紡糸口金からのポリマー出口から、細繊化デバイスへと直接
引き下げられるが、スパンレイド布地は形成テーブル上で形成されるため、ここでは連続
フィラメントの直径又はデニールは、実質的に変化しない。
【０１２４】
　代表的なポリマー材料としては、ポリプロピレン及びポリプロピレンコポリマー、ポリ
エチレン及びポリエチレンコポリマー、ポリエステル及びポリエステルコポリマー、ポリ
アミド、ポリイミド、ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリビニルアルコール
、エチレンビニルアルコール、ポリアクリレート、及びこれらのコポリマー、及びこれら
の混合物、並びに本発明において提示される他の混合物が挙げられるが、これらに限定さ
れない。他の好適なポリマー材料としては、米国特許出願公開第２００３／０１０９６０
５（Ａ１）号及び同第２００３／００９１８０３号に詳細に述べられるような熱可塑性デ
ンプン組成物がある。更に他の好適なポリマー材料としては、エチレンアクリル酸、ポリ
オレフィンカルボン酸コポリマー、及びこれらの組み合わせが挙げられる。米国特許第６
７４６７６６号、同第６８１８２９５号、同第６９４６５０６号、及び米国公開出願第０
３／００９２３４３号に記載のポリマー。通常の熱可塑性ポリマー繊維等級の材料が好ま
しく、特に、ポリエステル系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリ乳酸系樹脂、ポリヒドロ
キシアルカノエート系樹脂、及びポリエチレン系樹脂、並びにこれらの組み合わせが好ま
しい。ポリエステル系樹脂及びポリプロピレン系樹脂が、最も好ましい。
【０１２５】
　本発明における１つの追加要素は、本明細書に記載の組成物の４０重量パーセント（重
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量％）を上回る混合組成物を、押出プロセスにおいて利用する能力であり、マスターバッ
チレベルの本明細書に記載の組成物は、押出の間により低濃度（０重量％まで）の熱可塑
性組成物と組み合わせられ、標的範囲内の本明細書に記載の組成物を生成する。
【０１２６】
　繊維紡糸プロセスにおいて、特に温度を１０５℃超に上昇させる際、典型的には残留物
の水濃度が繊維の１重量％以下、あるいは０．５％以下、又は０．１５％以下であること
が望ましい。
【０１２７】
　繊維から作製される不織布物品
　繊維は、異なる結合方法により、不織布に転化することができる。連続的な繊維は、業
界標準のスパンボンド方式の技術を使用してウェブに形成することができ、一方、業界標
準のカーディング、エアレイド、又はウェットレイド技術を用いて短繊維をウェブに形成
することができる。典型的な結合方法としては、カレンダー（圧力及び熱）、スルーエア
ヒート、機械的エンタングルメント、流体力学的エンタングルメント、ニードルパンチン
グ、及び化学結合及び／又は樹脂結合が挙げられる。カレンダー、スルーエアヒート、及
び化学結合は、デンプンポリマー繊維のための好ましい結合方法である。加圧される熱結
合及びスルーエアヒート結合方法では熱結合性の繊維が必要である。
【０１２８】
　また、本発明の繊維を他の合成繊維又は天然繊維と接着又は組み合わせて不織布物品を
作製してもよい。合成繊維又は天然繊維は形成処理において共に配合されてもよく、又は
別個の層において使用されてもよい。好適な合成繊維としては、ポリプロピレン、ポリエ
チレン、ポリエステル、ポリアクリレート、並びにこれらのコポリマー、及びこれらの混
合物から作製された繊維が挙げられる。天然繊維としては、セルロース繊維及びこれらの
誘導体が挙げられる。好適なセルロース繊維としては、広葉樹繊維、針葉樹繊維、麻布、
及び綿が含まれる、任意の木又は植物由来の繊維が挙げられる。レーヨンのような、加工
された天然セルロース資源から作製された繊維も挙げられる。
【０１２９】
　本発明の繊維は、他の好適な物品の中でも不織布を作製するために使用され得る。不織
布物品は、連続又は不連続でありかつ物理的及び／又は化学的に互いに結合された複数の
繊維を１５％超含有する物品として定義される。不織布は、それ自体で又は赤ちゃん用お
むつ又は女性用ナプキンのような他の材料との複合的な組み合わせにおける構成要素とし
てのいずれかで使用される層状製品を製造するために、追加の不織布又はフィルムと組み
合わせてもよい。好ましい物品は、使い捨て不織布物品である。得られる製品は、空気、
油、及び水用のフィルタと、掃除機フィルタと、加熱炉フィルタと、フェイスマスクと、
コーヒーフィルタ、ティーバッグ又はコーヒーバッグと、断熱材料及び遮音材料と、例え
ば、おむつ、女性用ナプキン、タンポン、及び失禁用物品などの、使い捨ての衛生用品の
ための不織布と、例えば、ミクロ繊維又は通気性布地などの衣類の改善された水分吸収性
及び柔軟性のための生分解性織布と、埃を集め取り除くための帯電構造化ウェブと、例え
ば、包装紙、筆記用紙、新聞紙、段ボール板紙などの硬質のグレードの紙のための強化材
及びウェブ、並びに、例えば、トイレットペーパー、ペーパータオル、ナプキン、及び化
粧紙などのティッシュグレードの紙のためのウェブと、例えば、外科用ドレープ、創傷包
帯、包帯、皮膚パッチ、及び自己溶解性縫合糸などの医療用途と、例えば、デンタルフロ
ス及び歯ブラシの毛などの歯科用途と、において使用法を見出すことができる。繊維ウェ
ブはまた、具体的用途として、匂い吸収剤、シロアリ忌避剤、殺虫剤、駆鼠剤、及びこれ
らに類するものが挙げられ得る。得られる製品は、水及び油を吸収し、油若しくは水の流
出物の清掃、又は農業若しくは園芸用途での水保持及び放出の制御において使用を見出す
ことができる。得られる繊維又は繊維ウェブはまた、壁、支持梁、つや出し紙、ドライウ
ォール及び裏当て材料、及び天井タイルといった建材；型、副子及び舌圧子といった他の
医療用途；装飾及び／又は燃焼目的の暖炉の薪として、使用できる複合材料を形成するた
めに、おがくず、木材パルプ、プラスチック、及びコンクリートといった他の材料の中に
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組み込んでもよい。本発明の好ましい物品としては、衛生及び医療用途の使い捨て不織布
が挙げられる。衛生用途としては、拭き取り用品、おむつ、女性用ナプキン、及びタンポ
ンなどの用品が挙げられる。
【０１３０】
　フィルム
　本明細書に開示されている組成物は、フィルムに成形することができ、所望されるフィ
ルム特性に合わせて多くの異なる立体構造のうちの１つを構成することができる。フィル
ムの特性は、例えば、厚さを変えることにより、あるいは、多層フィルムの場合には、層
の数を変えることにより、層の化学的性質、すなわち、疎水性又は親水性かを変えること
により、及びポリマー層を形成するのに使用されるポリマーのタイプを変えることにより
、操作することができる。本明細書に開示されているフィルムは、３００μｍ未満の厚さ
を有することができ、あるいは、３００μｍ以上の厚さを有することができる。典型的に
は、フィルムが３００μｍ以上の厚さを有する場合には押出成形シートと呼ばれるが、本
明細書に開示されているフィルムがフィルム（例えば、３００μｍ未満の厚さを有する）
及び押出成形シート（例えば、３００μｍ以上の厚さを有する）の両方を包含することが
理解される。
【０１３１】
　本明細書に開示されているフィルムは、多層フィルムであり得る。このフィルムは、少
なくとも２層（例えば、第１フィルム層及び第２フィルム層）を有することができる。第
１フィルム層及び第２フィルム層は、互いに隣接して積層されて、多層フィルムを形成す
ることができる。多層フィルムは、少なくとも３層（例えば、第１フィルム層、第２フィ
ルム層及び第３フィルム層）を有してもよい。第２フィルム層は、第１フィルム層の上面
又は下面のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に重なり得る。第３フィルム層は、
第２フィルム層がコア層を形成するように、第２フィルム層に少なくとも部分的に重なり
得る。多層フィルムが追加の層（例えば、結合層、不透過性層）を含み得ることが想到さ
れる。
【０１３２】
　多層フィルムは、２層～１０００層、又は３層～２００層、又は５層～１００層を含み
得るということが理解されるであろう。
【０１３３】
　本明細書に開示されるフィルムは、１０マイクロメートル～２００マイクロメートル、
特定において又は２０マイクロメートル～１００マイクロメートル、又は４０マイクロメ
ートル～６０マイクロメートルの厚さ（例えば、キャリパー）を有し得る。例えば、多層
フィルムの場合、各フィルム層は、１００マイクロメートル未満、又は５０マイクロメー
トル未満、又は１０マイクロメートル未満、又は１０マイクロメートル～３００マイクロ
メートルの厚さを有し得る。各フィルム層が、実質的に同じ又は異なる厚さを有し得るこ
とが理解される。
【０１３４】
　フィルムの厚さは、ＩＳＯ　４５９３：１９９３「Ｐｌａｓｔｉｃｓ－Ｆｉｌｍ　ａｎ
ｄ　ｓｈｅｅｔｉｎｇ－Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｂｙ
　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｃａｎｎｉｎｇ」に記載の方法といった様々な技術を用いて
測定することができる。本明細書に記載のフィルムの厚さを測定するために他の好適な方
法を利用できることが理解される。
【０１３５】
　多層フィルムのために、各層は、本明細書に記載の組成物から形成することができる。
多層フィルムを形成するために使用される組成物の選択は、多くの物理的パラメーターに
影響を与える可能性があり、そのため、より低い坪量、並びにより高い引張り及びシール
強度といった特性の改善をもたらし得る。特性が改善された商業的多層フィルムの例は、
米国特許第７，５８８，７０６号に記載されている。
【０１３６】
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　多層フィルムは、３層構成を含むことができ、第１フィルム層及び第３フィルム層はス
キン層を形成し、第２フィルム層は第１フィルム層と第３フィルム層との間に形成されて
コア層を形成する。第３フィルム層は、第１フィルム層と同じであっても又は異なってい
てもよく、そのため、第３フィルム層は、本明細書に記載の組成物を含むことができる。
３層を超える層を有する多層フィルムを形成するために同様のフィルム層が使用され得る
と理解される。多層フィルムについては、異なる層において、異なる量の本明細書に記載
の組成物を有することが想到される。多層フィルムを使用するための１つの技術は、本明
細書に記載の組成物の位置を制御することである。例えば、３層フィルムにおいて、コア
層は本明細書に記載の組成物を含有し得る一方、外層はそれを含有しない。あるいは、内
層は本明細書に記載の組成物を含有し得、外層は本明細書に記載の組成物を含有しない。
【０１３７】
　多層フィルムにおいて不相溶性の層が隣接する場合、望ましくはそれらの間に連結層が
配置され得る。連結層の目的は、不相溶性材料間の移動及び適切な接着をもたらすことで
ある。接着剤又は連結層は、典型的には、伸張、ひずみ、又は変形を加えられた場合に層
間剥離を呈する層において、層の間にて使用される。層間剥離は、微視的な分離又は巨視
的な分離のいずれかであり得る。どちらの事象においても、フィルムの性能は、この層間
剥離により損なわれ得る。結果として、層間に適切な接着を呈する連結層は、この層間剥
離を制限又は排除するために使用される。
【０１３８】
　連結層は、通常、不相溶性材料間で有用である。例えば、ポリオレフィンとコポリ（エ
ステル－エーテル）が隣接層である場合、連結層が通常使用される。
【０１３９】
　連結層は、隣接する材料の性質に従って選択され、１つの材料（例えば、非極性及び疎
水性層）に対して、並びに第２の材料（例えば、極性及び親水性相）と相溶性又は相互作
用する反応性基に対して、相溶性及び／又は同じである。
【０１４０】
　連結層のための好適な骨格鎖としては、ポリエチレン（低密度－ＬＤＰＥ、直鎖低密度
－ＬＬＤＰＥ、高密度－ＨＤＰＥ、及び超低密度－ＶＬＤＰＥ）及びポリプロピレンが挙
げられる。
【０１４１】
　反応性基は、この骨格鎖にグラフト化されるグラフト化モノマーであり得、少なくとも
１つのアルファ－若しくはベータ－エチレン性不飽和カルボン酸又は無水物、又はこれら
の誘導体であるか、又はそれらを含有する。モノ－、ジ－、又はポリカルボン酸であり得
るこのようなカルボン酸及び無水物の例は、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、クロトン酸、イタコン酸無水物、無水マレイン酸、並びに置換リン
ゴ酸無水物、例えば、ジメチル無水マレイン酸である。不飽和酸の誘導体の例は、塩、ア
ミド、イミド、及びエステル、例えば、モノ－及びジナトリウムマレエート、アクリルア
ミド、マレイミド、並びにジエチルフマレートである。
【０１４２】
　特に好ましい連結層は、例えば、マレイン酸、フマル酸、アクリル酸、メタクリル酸、
酢酸ビニル、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、ブタジエン、一酸化炭素などの、
エチレンでコポリマー化され得る、０．１～３０重量パーセントの１つ以上の不飽和モノ
マーを有する、低分子量エチレンポリマーである。アクリル酸エステル、無水マレイン酸
、酢酸ビニル、及びメチアクリル酸が好ましい。グラフト化モノマーとして無水物は特に
好ましく、無水マレイン酸が最も好ましい。
【０１４３】
　連結層としての使用に好適な材料の代表的部類は、ＤｕＰｏｎｔにより商品名Ｂｙｎｅ
ｌ（登録商標）（例えば、Ｂｙｎｅｌ（登録商標）３８６０）で販売されている改質エチ
レン酢酸ビニル無水物として知られる材料の部類である。連結層としての使用に好適な別
の材料は、これもまたＤｕＰｏｎｔにより商品名Ｂｙｎｅｌ（登録商標）（例えば、Ｂｙ
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ｎｅｌ（登録商標）２１６９）で販売されている改質エチレンメチルアクリレート無水物
である。連結層としての使用に好適な無水マレイン酸グラフトポリオレフィンポリマーは
また、Ｅｌｆ　Ａｔｏｃｈｅｍ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　
Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＰＡ）から、Ｏｒｅ
ｖａｃ（商標）として入手可能である。
【０１４４】
　あるいは、連結層材料として使用に好適なポリマーは、本明細書に開示されているフィ
ルムの１つ以上の層の組成物に組み込むことができる。このような組み込みにより、様々
な層の性質は、これらの相溶性を改善し、層間剥離のリスクを低減するように改質される
。
【０１４５】
　連結層以外の他の中間層は、本明細書に開示されている多層フィルムにおいて使用する
ことができる。例えば、ポリオレフィン組成物の層は、押出成形ウェブに追加の機械的強
度をもたらすために、親水性樹脂の２つの外側の層の間で使用することができる。任意の
数の中間層を使用してもよい。
【０１４６】
　中間層の形成において使用に好適な熱可塑性材料の例としては、ポリエチレン樹脂、例
えば、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、直鎖低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチ
レン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、エチレンメチルアクリレート（ＥＭＡ）、ポリプロピレン、
及びポリ（塩化ビニル）が挙げられる。このタイプの好ましいポリマー層は、疎水性層に
ついて上述したものと実質的に等しい機械的特性を有する。
【０１４７】
　本明細書に記載の組成物から形成されることに加えて、フィルムは、追加の添加剤を更
に含むことができる。例えば、不透明化剤をフィルム層の１つ以上に添加することができ
る。このような不透明化剤としては、酸化鉄、カーボンブラック、アルミニウム、酸化ア
ルミニウム、二酸化チタン、タルク及びこれらの組み合わせを挙げることができる。これ
らの不透明化剤は、重量でフィルムの０．１％～５％、又はフィルムの０．３％～３％を
構成し得る。他の好適な不透明化剤を様々な濃度で採用できることが理解される。不透明
化剤の例は、米国特許第６，６５３，５２３号に記載されている。
【０１４８】
　更に、フィルムは、他のポリマー材料（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、エチ
レン酢酸ビニル、ポリメチルペンテン、これらの任意の組み合わせ又はこれらに類するも
の）、充填剤（例えば、ガラス、タルク、炭酸カルシウム又はこれらに類するもの）、離
型剤、難燃剤、導電剤、帯電防止剤、顔料、酸化防止剤、耐衝撃性改良剤、安定剤（例え
ば、紫外線吸収剤）、湿潤剤、染料、フィルム帯電防止剤又はこれらの任意の組み合わせ
といった他の添加剤を含むことができる。フィルム帯電防止剤としては、カチオン性、ア
ニオン性、及び非イオン性の作用剤が挙げられる。カチオン性作用剤としては、アンモニ
ウム、ホスホニウム及びスルホニウムカチオンが挙げられ、アルキル基置換及び関連する
アニオン（例えば、塩化物、メトサルフェート、又は窒化物）を有する。想到されるアニ
オン性作用剤としては、アルキルスルホネートが挙げられる。非イオン性作用剤としては
、ポリエチレングリコール、有機ステアレート、有機アミド、グリセロールモノステアレ
ート（ＧＭＳ）、アルキルジエタノールアミド、及びエトキシル化アミンが挙げられる。
【０１４９】
　フィルムの作製方法
　本明細書に開示されているフィルムは、従来の押出成形フィルム作製装置においてフィ
ルムを製造するための従来手順を使用して加工することができる。一般に、鋳造又は吹き
込みフィルム押出方法のいずれかを使用して、ポリマーをフィルムに溶融加工することが
できるが、これらの方法はどちらも、Ａｌｌａｎ　Ａ．Ｇｒｉｆｆ（Ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒ
ａｎｄ　Ｒｅｉｎｈｏｌｄ－１９７６）によるＰｌａｓｔｉｃｓ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－２ｎｄ　Ｅｄ．に記載されている。
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【０１５０】
　キャストフィルムは、線形スロットダイを通して押し出される。一般に、平らなウェブ
は、大きな移動式の研磨された金属ロール（チルロール）において冷却される。これは急
速に冷却され、第１ロールから剥がされ、１つ以上の補助ロールを通過し、その後、１組
のゴムでコーティングされたプル又は「引取」ロールを通り、最終的に巻取機に到達する
。
【０１５１】
　吹込フィルム押出成形においては、溶融物は、薄い環状のダイの開口部を通して上向き
に押し出される。このプロセスはまた、管状フィルム押出成形と呼ばれる。空気は、チュ
ーブを膨張させるためにダイの中心を通して導入されて、これによりチューブは膨張する
。これにより、移動する泡が形成され、内部気圧、押出速度及び引取速度の同時制御によ
り、一定のサイズで保持される。フィルムのチューブは、チューブを囲む１つ以上のチル
リングを通した空気吹込により冷却される。このチューブは次に、このチューブを平らな
フレームの中に引き込み、１対のプルロールに通して、巻取機に到達させることにより、
つぶされる。
【０１５２】
　共押出成形プロセスは、多層フィルム構造を得るために、２つ以上の押出成形機と、共
押出成形フィードブロック又はマルチマニホールドダイシステム又はこれら２つの組み合
わせのいずれかと、を必要とする。参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４，１
５２，３８７号及び同第４，１９７，０６９号は、共押出成形のフィードブロック及びマ
ルチマニホールドダイの原理を開示している。複数の押出成形機はフィードブロックに接
続され、フィードブロックは、流路を通過するポリマーの容量に直接関係して個別の流路
各々の形状を比例的に変化させる移動可能な分流器を採用することができる。流路は、合
流点にて材料が同じ速度及び圧力で一緒に流れ、界面応力及び流動不安定性を最小化する
ように、設計される。いったん材料がフィードブロックにおいて合流したら、これらは複
合構造として単一のマニホールドダイに流入する。フィードブロック及びダイシステムの
他の例は、Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　Ｄｉｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｒｕｂ
ｂｅｒ，Ｗ．Ｍｉｃｈａｅｌｉ，Ｈａｎｓｅｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，２ｎｄ　Ｅｄ．，１
９９２に開示されており、これは参照により本明細書に組み込まれる。このようなプロセ
スにおいて、材料の溶融粘度、法線応力差、及び溶融温度があまりにも大きく異ならない
ことが重要であり得る。さもなければ、層封入又は流動不安定性がダイの中で生じ、層の
厚さ分布の貧弱な制御、並びに多層フィルムにおける平らではない界面から生じる欠陥（
例えば、フィッシュアイ）を引き起こし得る。
【０１５３】
　フィードブロック共押出成形に代わるものは、参照により本明細書に組み込まれる米国
特許第４，１５２，３８７号、同第４，１９７，０６９号、及び同第４，５３３，３０８
号に開示されているマルチマニホールド又はベーンダイ（vane die）である。フィードブ
ロックシステムにおいて溶融流が外側で、かつ、ダイ本体に入る前に、一緒に生じている
のに対して、マルチマニホールド又はベーンダイにおいては各溶融流はダイにおいてそれ
ぞれのマニホールドを有し、そこでポリマーは各マニホールドにおいて独立して広がる。
溶融流は、ダイ出口付近で合流し、各溶融流はダイ幅全体に広がる。可動性の羽根（vane
s）は、これを通って流れる材料の容量に直接比例した各流路の出口の調整機能をもたら
し、これにより溶融物は同じ速度、圧力、及び所望される幅にて一緒に流れることが可能
になる。
【０１５４】
　ポリマーの溶融流動特性及び溶融温度は幅広く様々であるため、ベーンダイの使用はい
くつかの利点を有する。このダイは、それ自体に熱的分離特性を持たせ、非常に異なる溶
融温度、例えば、最大８０℃（１７５°Ｆ）のポリマーを一緒に加工することができる。
【０１５５】
　ベーンダイの各マニホールドは、具体的なポリマー向けに設計及び製作され得る。これ
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により、各ポリマーの流れは、そのマニホールドの設計のみにより影響され、他のポリマ
ーにより付与される力には影響されない。このことにより、大きく異なる溶融粘度を有す
る材料も多層フィルムに共押出成形することが可能になる。加えて、このベーンダイによ
り、内側の層が外側の層に完全に包囲され、曝露されるエッジを全く残さないように、個
々のマニホールドの幅を製作できるようになる。フィードブロックシステム及びベーンダ
イを使用して、より複雑な多層構造を達成することができる。
【０１５６】
　当業者であれば、本明細書に開示されているフィルムを製造するために使用される押出
成形機のサイズが所望される製造速度に依存すること、並びに、複数のサイズの押出成形
機が使用され得ることが理解されよう。好適な例としては、２４又は３０の長さ／直径比
と共に２．５ｃｍ（１インチ）～３．７ｃｍ（１．５インチ）の直径を有する押出成形機
が挙げられる。より大きな製造需要により必要とされる場合には、押出成形機の直径は、
上向きの範囲であり得る。例えば、６．４ｃｍ（２．５インチ）～１０ｃｍ（４インチ）
の直径を有する押出成形機を使用して、本発明のフィルムを生成することができる。汎用
スクリューを使用してもよい。好適なフィードブロックは、単一の温度領域、固定された
プレートブロックである。分配プレートは、特定の層の厚さを供給するために、機械加工
される。例えば、三層フィルムについて、プレートは８０／１０／１０の厚さ構成で層を
供給し、好適なダイは、「フレックスリップ（flex-lip）」ダイ間隔調整を有する単一温
度領域の平らなダイである。ダイ間隔は、０．５ｍｍ（０．０２０インチ）未満に典型的
に調節され、それぞれの部分は、ウェブ全体に均一な厚さを提供するように調節される。
生成要件が必要とする通りに任意のサイズのダイを使用することができるが、２５～３５
ｃｍ（１０～１４インチ）のダイが好適であると分かっている。チルロールは典型的には
水冷される。エッジピンニングが通常使用され、場合によりエアーナイフが採用されても
よい。
【０１５７】
　一部の共押出成形フィルムについて、粘着性の親水性材料をチルロール上に配置するこ
とは必要であり得る。この構成が粘着性材料をチルロール上に置くものである場合、粘着
性材料がロールに接触するのを最小限にするために、剥離紙がダイとチルロールとの間に
供給され得る。しかしながら、好ましい構成は、チルロールから離れている側に粘着性材
料を押し出すものである。この構成は通常、材料がチルロール上に固着するのを回避する
。チルロールの上に配置される追加のストリッピングロールも粘着性材料の除去を補助す
ることができ、またフィルムを冷却するのを補助するためにチルロール上に追加の滞留時
間を提供することができる。
【０１５８】
　場合により、粘着性材料は、下流のロールに固着し得る。この問題は、影響されたロー
ル上に低表面エネルギー（例えば、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標））スリーブを配置すること
、もたらされたロール上にＴｅｆｌｏｎ（登録商標）テープを巻きつけること、又はもた
らされたロールの前に剥離紙を供給することのいずれかによって最小化され得る。最後に
、粘着性材料が巻取ロール上のそれ自体に対してブロックし得るように見える場合には、
剥離紙が巻取の直前に加えられ得る。これは、巻取ロール上での保存中にフィルムのブロ
ックを防止する標準的方法である。加工助剤、剥離剤又は混入物は最小化すべきである。
場合により、これらの添加剤は、表面に対してブルームを引き起こし、親水性表面の表面
エネルギーを低減し（接触角を上昇させ）得る。
【０１５９】
　本明細書に開示されている多層フィルムを作製する別の方法は、個別の層のうちの１つ
に好適な材料を含むウェブを押出成形することである。平らなフィルムを形成するための
当該技術分野において既知の押出成形方法が好適である。ここで、このようなウェブは、
下記の方法を用いて流体浸透性ウェブに形成するのに好適な多層フィルムを形成するため
に、積層されてもよい。認識されているように、多層フィルムを形成するためにウェブを
接合するのに、ホットメルト接着剤といった好適な材料を使用することができる。好まし
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い接着剤は、直鎖スチレンイソプレンスチレン（「ＳＩＳ」）ホットメルト接着剤のよう
な感圧性ホットメルト接着剤であるが、ポリアミドのポリエステル粉末接着剤のような他
の接着剤、ポリエステル、ポリアミド又は低残存モノマーポリウレタンのような相溶剤と
一緒のホットメルト接着剤、他のホットメルト接着剤、又は他の感圧性接着剤が本発明の
多層フィルムの作製に利用されることも考えられる。
【０１６０】
　本明細書に記載されているフィルムを作製する別の代替的方法では、ベース又はキャリ
アウェブを別々に押し出すことができ、１つ以上の層は、押出コーティングプロセスを用
いて、その上に押し出して、フィルムを形成することができる。望ましくは、キャリアウ
ェブは、２５マイクロメートル未満の厚さを有する非常に薄いフィルムを形成するように
押出成形機の速度と調和された速度で、押出ダイの下を通過する。溶融ポリマーとキャリ
アウェブは、溶融ポリマーが冷却しキャリアウェブと結合するにつれて、密着するように
なる。
【０１６１】
　上記のように、連結層は、層間の結合を増強し得る。接触及び結合はまた通常、２本の
ロールの間で形成されるニップに層を通過させることにより、増強される。結合は、フィ
ルムに接触するためのキャリアウェブの表面を、当該技術分野において既知であり、Ｍｏ
ｄｅｒｎ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，ｐ．２３
６（１９９４）に記載されているコロナ処理のような表面処理にかけることにより、更に
増強され得る。
【０１６２】
　単分子層フィルム層が、管状フィルム（すなわち、吹き込みフィルム技術）又は平らな
ダイ（すなわち、キャストフィルム）を介して生成される場合（Ｋ．Ｒ．Ｏｓｂｏｒｎ及
びＷ．Ａ．Ｊｅｎｋｉｎｓによって「Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｌｍｓ，Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ　ａｎｄ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」（Ｔｅｃｈｎｏｍｉｃ　
Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．（１９９２））に記載される通り）、このフィ
ルムは、他の包装材料層に対する接着性又は押出積層の追加の後押出工程を経て、多層フ
ィルムを形成することができる。フィルムが２つ以上の層の共押出成形物である場合、フ
ィルムは、最終フィルムの他の物理的要件に依存して依然として包装材料の追加の層に積
層することができる。Ｄ．Ｄｕｍｂｌｅｔｏｎ（Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｍａｇａｚｉｎ
ｅ（Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９２）による「Ｌａｍｉｎａｔｉｏｎｓ　Ｖｓ．Ｃｏｅｘ
ｔｒｕｓｉｏｎ」も、積層対共押出を説明している。本明細書で想到されるフィルムはま
た、二軸配向プロセスのような他の押出成形後の技法を施すことができる。
【０１６３】
　流体透過性ウェブ
　本明細書に開示されているフィルムは、吸収性物品においてトップシートとしての使用
に好適な流体透過性ウェブに形成することができる。下記の通り、流体浸透性ウェブは、
本明細書に開示されるフィルムを巨視的に拡大することによって、望ましくは形成される
。流体透過性ウェブは、複数のマクロ細孔、ミクロ細孔又はこれらの両方を含有する。マ
クロ細孔及び／又はミクロ細孔は、流体透過性ウェブに、当該技術分野において既知の（
例えば、多数のピンを備えたロールを用いる）エンボス加工又は穿孔といった方法により
孔を開けられたウェブよりも消費者にとって好ましい繊維状又は布状の外観を与える。当
業者であれば、フィルムに孔を開けるこのような方法もまた本明細書に開示されているフ
ィルムに孔を開けるのに有用であることを認識するであろう。流体透過性ウェブは本明細
書では吸収性物品における使用のためのトップシートとして記載されているが、当業者で
あれば、これらのウェブが、包帯、農業用カバー、表面を通して流体の流れを管理するこ
とが望ましい同様の用途といった他の用途を有することが理解されよう。
【０１６４】
　マクロ及びミクロ細孔は、望ましくはフィルムの対向する表面に隣接して真空を適用し
ながら、水などから構成される高圧流体噴流を、フィルムの１つの表面に対して適用する
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ことによって形成される。一般に、フィルムは、対向する表面を有する成形構造の１つの
表面上に支持される。成形構造は、それを通る多数の孔が設けられており、その孔が、対
向する表面を互いに流体連通した状態にする。成形構造は固定式又は移動式であり得るが
、代表的な実行例は、連続性プロセスの一部としてこの成形構造を使用するが、フィルム
は１つの移動方向を有し、成形構造はフィルムを支持しながらその移動方向にフィルムを
運ぶ。流体噴流及び望ましくは真空は、協働してフィルムの厚さ全体にわたる液圧差を提
供し、フィルムを成形構造に整合するように促し、成形構造内の細孔と一致する領域にお
いて破裂させる。
【０１６５】
　フィルムは、順々に２つの成形構造の上を通過する。多数の微細なスケールの孔を設け
られた第１成形構造が上記の液圧差に曝されると、フィルムのウェブにミクロ細孔が生じ
る。第２成形構造は、多数の巨視的断面孔により画定される巨視的三次元断面を呈する。
第２液圧差に曝されると、フィルムは、微細なスケールの孔の一体性を実質的に維持しな
がら、第２成形構造にほぼ整合する。
【０１６６】
　開孔のこのような方法は、「ハイドロフォーメーション（hydroformation）」として既
知であり、米国特許第４，６０９，５１８号、同第４，６２９，６４３号、同第４，６３
７，８１９号、同第４，６８１，７９３号、同第４，６９５，４２２号、同第４，７７８
，６４４号、同第４，８３９，２１６号、及び同第４，８４６，８２１号に極めて詳細に
記載されており、これらの開示はそれぞれ参照により本明細書に組み込まれる。
【０１６７】
　有孔ウェブはまた、バキュームフォーメーション（vacuum formation）などの方法によ
り、並びに、穿孔などの機械的方法を用いて、形成することができる。バキュームフォー
メーションは、米国特許第４，４６３，０４５号に開示されており、この開示は参照によ
り本明細書に組み込まれる。機械的方法の例は、米国特許第４，７９８，６０４号、同第
４，７８０，３５２号、及び同第３，５６６，７２６号に開示されており、これらの開示
は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１６８】
　成形物品
　本明細書に開示されている組成物は、成形又は押出成形物品に形成することができる。
成形物品は、雌型により画定される形状にガスにより射出、圧縮、又は吹込されると形成
される物体である。成形又は押出成形物品は、例えば、玩具のような中実物体、あるいは
、例えば、ボトル、容器、タンポンアプリケータ、又は身体開口部の中に薬剤を挿入する
ためのアプリケータ、一回使用のための医療器具、手術用器具、又はこれらに類するもの
といった中空物体であり得る。成形物品及びこれらの調製プロセスは広く記載されており
、例えば、米国特許第６，７３０，０５７号、並びに、米国特許出願公開第２００９／０
２６９５２７号に記載されており、これらはそれぞれ参照により本明細書に組み込まれる
。
【０１６９】
　本明細書に開示されている組成物は、パーソナルケア製品、家庭用洗浄製品、及び洗濯
洗剤製品といった容器物品を製造する、並びに、このような物品を包装するのに好適であ
る。パーソナルケア製品には、化粧品、毛髪ケア、スキンケア及び口腔ケア製品、すなわ
ち、シャンプー、石鹸、練り歯磨きが挙げられる。したがって、本明細書に記載の組成物
を収容する容器又はボトルといった製品包装が更に本明細書で開示される。容器は、例え
ば、本体、キャップ、ノズル、ハンドルといった容器の１つ以上の要素、あるいは、例え
ば、本体とキャップといった全体としての容器を指すことができる。
【０１７０】
　更に、成形物品は、他のポリマー材料（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、エチ
レン酢酸ビニル、ポリメチルペンテン、これらの任意の組み合わせ又はこれらに類するも
の）、充填剤（例えば、ガラス、タルク、炭酸カルシウム又はこれらに類するもの）、離
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型剤、難燃剤、導電剤、フィルム帯電防止剤、顔料、酸化防止剤、耐衝撃性改良剤、安定
剤（例えば、紫外線吸収剤）、湿潤剤、染料、又はこれらの任意の組み合わせといった他
の添加剤を含むことができる。成形物品の帯電防止剤としては、カチオン性、アニオン性
、及び望ましくは非イオン性の作用剤が挙げられる。カチオン性作用剤としては、アンモ
ニウム、ホスホニウム及びスルホニウムカチオンが挙げられ、アルキル基置換及び関連す
るアニオン（例えば、塩化物、メトサルフェート又は窒化物）を有する。想到されるアニ
オン性作用剤としては、アルキルスルホネートが挙げられる。非イオン性作用剤としては
、ポリエチレングリコール、有機ステアレート、有機アミド、グリセロールモノステアレ
ート（ＧＭＳ）、アルキルジエタノールアミド、及びエトキシル化アミンが挙げられる。
【０１７１】
　成形物品の作製方法
　本明細書に開示されている組成物の成形物品は、射出成形、吹込成形、圧縮成形、又は
パイプ、チューブ、プロファイル若しくはケーブルの押出成形といった様々な技術を用い
て調製することができる。
【０１７２】
　本明細書に開示される組成物の射出成形は、組成物が溶融するまで加熱され、次いで閉
じた成形型内に押し込まれ、そこで形成され、最終的に冷却により凝固する、多工程プロ
セスである。組成物は、不必要な熱分解を最小化するために、１８０℃未満、より典型的
には１６０℃未満の溶融温度で溶融加工される。射出成形において使用される機械の３つ
の一般的なタイプは、ラム式、射出を伴うスクリュー可塑化装置、及び往復スクリュー装
置である（Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ
　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌ．８，ｐｐ．１０２～１３８，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ
　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８７（「ＥＰＳＥ－３」）を参照のこと）
。
【０１７３】
　ラム式射出成型機は、シリンダー、スプレッダー、及びプランジャーから構成される。
プランジャーは、溶融物を成形型の中に押し込む。第２段階射出を有するスクリュー可塑
化装置は、可塑化装置、方向制御弁、スプレッダーなしのシリンダー、及びラムから構成
される。スクリューによる射出後、ラムは、溶融物を成形型の中に押し込む。往復スクリ
ュー射出機は、バレル及びスクリューから構成される。スクリューは回転して、材料を溶
融及び混合し、その後、前に移動して溶融物を成形型に押し込む。
【０１７４】
　好適な射出成形機の例は、成形型と、ノズルと、複数の領域に別れたバレルと、を有す
るＥｎｇｅｌ　Ｔｉｅｂａｒｌｅｓｓ　ＥＳ　６０　ＴＬ装置であり、バレルの各領域は
、熱電対及び温度制御ユニットを備えている。射出成形機の領域は、前方、中心、及び後
方領域と記載することができ、ペレットは、制御温度下で前方領域に導入される。射出成
形機のノズル、成形型、及びバレル構成要素の温度は、組成物の溶融加工温度及び使用さ
れる成形型に従って変動し得るが、典型的には、以下の範囲内である：ノズル、１２０～
１７０℃；前方領域、１００～１６０℃、中心領域、１００～１６０℃；後方領域、６０
～１５０℃；及び成形型、５～５０℃。他の典型的な加工条件としては、２１００ｋＰａ
～１３，７９０ｋＰａの射出圧力、２８００ｋＰａ～１１，０３０ｋＰａの保持圧力、２
秒～１５秒の保持時間、及び２ｃｍ／秒～２０ｃｍ／秒の射出速度が挙げられる。他の好
適な射出成型機の例としては、Ｖａｎ　Ｄｏｒｎ　Ｍｏｄｅｌ　１５０－ＲＳ－８Ｆ、Ｂ
ａｔｔｅｎｆｅｌｄ　Ｍｏｄｅｌ　１６００及びＥｎｇｅｌ　Ｍｏｄｅｌ　ＥＳ８０が挙
げられる。
【０１７５】
　圧縮成形は、開口型ダイの下半分に本明細書に開示されている組成物を一定量充填する
ことを含む。ダイの上半分及び下半分は、圧力下で一緒にされ、その後、溶融した組成物
はダイの形状に一致する。成形型は次に冷却されて、プラスチックを硬化させる。
【０１７６】
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　吹込成形は、ボトル及び他の中空物体を製造するために使用される（ＥＰＳＥ－３を参
照のこと）。このプロセスにおいて、パリソンとして知られる溶融組成物のチューブは、
閉じた中空の成形型の中に押し出される。次に、パリソンは、気体により膨張され、成形
型の壁に対して組成物を押し込む。続いて、冷却によりプラスチックを硬化する。次に成
形型を開いて、物品を除去する。
【０１７７】
　吹込成形は、射出成形に比べて多くの利点を有する。使用される圧力は、射出成形より
もはるかに低い。吹込成形は、プラスチックと成形型表面との間で、０．１７～０．７Ｍ
Ｐａ（２５～１００ｐｓｉ）の圧力で典型的に達成することができる。比較すると、射出
成形圧力は、６９～１３８ＭＰａ（１０，０００～２０，０００ｐｓｉ）に達し得る（Ｅ
ＰＳＥ－３を参照のこと）。組成物が、成形型を容易に還流するには分子量が大き過ぎる
場合、吹き込み成形が選択される技術である。高分子量ポリマーは、多くの場合、低分子
量類似体よりも良好な特性を有し、例えば、高分子量材料は、環境応力亀裂に対してより
大きな耐性を有する。（ＥＰＳＥ－３を参照のこと）。吹込成形では、製品に極度に薄い
壁を作製することが可能である。これは、より少量の組成物が使用され、凝固時間がより
短く、その結果、材料保全にかかるコストが少なく、処理量がより高いことを意味する。
吹込成形の別の重要な特徴は、雌型のみを使用することから、パリソンノズルでの押出条
件のわずかな変化でも壁厚を変えられることである（ＥＰＳＥ－３を参照のこと）。これ
は、その必要な壁厚が前もって予測できない構造において利点である。複数の厚さを有す
る物品の評価を行うことができ、要件に適合する最も薄い、したがって、最も軽くて最も
安価である物品を使用できる。
【０１７８】
　押出成形は、パイプ、チューブ、ロッド、ケーブル、又は異形押出材といった押出成形
物品を形成するために使用される。組成物は加熱チャンバーの中に送り込まれ、連続回転
スクリューによりチャンバーの中を移動する。単軸又は二軸押出成形機は、プラスチック
押出成形に通常使用される。組成物は可塑化され、パイプダイヘッドを通して搬送される
。引取装置は、較正ダイ、真空タンク較正ユニット及び冷却ユニットを有する、較正及び
冷却セクションを通るパイプを引き込む。剛性パイプは一定の長さに切断され、一方、可
撓性パイプは巻き取られる。異形押出は、単一工程プロセスで行われ得る。押出成形手順
は、Ｈｅｎｓｅｎ，Ｆ．，Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
，ｐ　４３～１００に更に記載されている。
【０１７９】
　タンポンアプリケータは、外側管状部材と内側管状部材又はプランジャーとを含むアプ
リケータをもたらす様々な成形又は押出成形技術を用いて、所望の形状又は構成に、成形
又は押出成形される。外側管状部材及びプランジャーは、異なる成形又は押出成形技術に
より作製することができる。外側部材は、本明細書に開示される組成物から成形又は押出
成形することができ、プランジャーは別の材料から成形又は押出成形することができる。
【０１８０】
　一般に、タンポンアプリケータの作製プロセスは、本明細書に開示されている組成物を
混練機の中に充填することを包含し、組成物は溶融ブレンドされ、ペレットに加工される
。その後、ペレットから、射出成形装置を用いて、タンポンアプリケータが構築される。
射出成形プロセスは、典型的には、制御温度、時間、及び速度下で実行され、溶融組成物
が成形型に射出され、冷却され、所望のプラスチック物体に成形されるように、溶融加工
することを包含する。あるいは、組成物は、射出成形装置の中に直接充填することができ
、溶融物は所望のタンポンアプリケータに成形することができる。
【０１８１】
　タンポンアプリケータの作製手順の一例は、組成物の溶融温度よりも高い温度にて組成
物を押し出してロッドを形成し、ロッドを刻んでペレットにし、ペレットを所望のタンポ
ンアプリケータの形状に射出成形することを包含する。
【０１８２】
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　溶融ブレンド熱可塑性組成物に通常使用される混練機は、一般に、単軸押出成形機、二
軸押出成形機、混練押出成形機である。本明細書における使用に好適な市販の押出成形機
の例としては、Ｂｌａｃｋ－Ｃｌａｗｓｏｎ単軸押出機、Ｗｅｒｎｅｒ　ａｎｄ　Ｐｆｌ
ｅｉｄｅｒｅｒ共回転２軸押出機、ＨＡＡＫＥ（登録商標）Ｐｏｌｙｌａｂ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ逆回転２軸押出機、及びＢｕｓｓ混練押出成形機が挙げられる。ポリマー混練及び押出
成形の一般的な説明は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌ．６，ｐｐ．５７１～６３１，１９８６
及びＶｏｌ．１１，ｐｐ．２６２～２８５，１９８８（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　
Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）に開示されている。
【０１８３】
　タンポンアプリケータは、その包装材が汚れ耐性であり、乾燥廃棄物と共に使い捨て可
能であるならば、任意の好適な包装材の中にパッケージ化することができる。廃棄物につ
いて環境に対して懸念が最小限しか又は全く生じない生分解性材料から作製された包装材
が想到される。タンポンアプリケータはまた、紙、不織布、セルロース、熱可塑性材料又
は任意の他の好適な材料又はこれらの材料の組み合わせから作製された包装材の中にパッ
ケージ化できることが想到される。
【０１８４】
　成形物品が作製される方法に拠らず、プロセスは、アニーリングサイクルを包含する。
アニーリングサイクル時間は、保持時間＋成形物品作製のプロセスの冷却時間である。特
定の成形型について加工条件が実質的に最適化されるものとして、アニーリングサイクル
時間は、組成物に応じる。実質的に最適化される加工条件は、成形装置の領域、ノズル、
及び成形型の温度設定、ショットサイズ、射出圧力、及び保持圧力である。本明細書で提
供されるアニーリングサイクル時間は、本明細書に開示されている組成物から成形又は押
出成形物品を形成するためのアニーリングサイクル時間よりも少なくとも１０秒短い。本
明細書において提供される、Ｅｎｇｅｌ　Ｔｉｅｂａｒｌｅｓｓ　ＥＳ　６０　ＴＬ射出
成形機を使用して作製される、１２．７ｍｍ（１／２インチ）長さ（Ｌ）×３．１７５ｍ
ｍ（１／８インチ）幅（Ｗ）×１．５８７５ｍｍ（１／１６インチ）高さ（Ｈ）の寸法を
有する犬の骨状の引張り試験片は、本明細書におけるアニーリングサイクル時間を測定す
るための代表的な成形又は押出物品としての標準物品を提供する。
【０１８５】
　保持時間は、最初の材料射出後に一部が保持圧力下に保持されている時間の長さである
。その結果は、成形又は押出物品の表面から２０ｃｍの距離で、（２０－２０の視力を有
し、視覚的欠陥を有さない人の）裸眼により、気泡及び／又はひけマーク、望ましくはそ
の両方が、外面、望ましくは外面及び内面（該当する場合）の両方の上で視覚的に観察不
可能であることである。これは、部分の正確さ及び表面の質を確かめるためのものである
。成形型設計により縮みが考慮される。しかしながら、１．５％～５％、１．０％～２．
５％、又は１．２％～２．０％の縮みが生じ得る。より短い保持時間は、部分が上記の視
覚的試験を通過しなくなるまで、成形型の形状及び構造に一致しなくなるまで、完全に充
填されなくなるまで、又は過剰な縮みを呈するまで、保持時間を低減することにより判定
される。このような事象が生じる時間に先行する時間の長さを次に、より短い保持時間と
して記録する。
【０１８６】
　冷却時間は、部分が成形型において凝固し、成形型から容易に射出されるようになる時
間である。成形型は少なくとも２つの部分を含み、それにより、成形物品は容易に除去さ
れる。除去のために、成形型は２つの部分の分割線にて開く。最終成形部分は、開いた成
形型から手で除去することができ、又は、成形型が開くと射出システムにより人の介在な
しに自動的に押し出すことができる。部分形状に依存して、このような射出機は、ピン又
はリングから構成され得、これらは成形型に埋め込まれており、成形型が開くと前方に押
し出すことができる。例えば、成形型は、成形型部分の射出を機械的に補助する標準ダイ
アル型又は機械的ロッド型射手ピンを含有することができる。好適なサイズのロッド型射
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出ピンは、３．１７５ｍｍ（１／８”）及びこれに類するものである。より短い冷却時間
は、部分が成形型に引っかかるようになり、容易にパッと飛び出さないことができなくな
るまで、冷却時間を短縮することにより、判定される。次に、部分が引っかかるようにな
る時間に先行する時間の長さは、より短い冷却時間として記録される。
【０１８７】
　組成物の熱分解を回避するために十分に低く、かつ形成のための組成物の自由な流動を
可能にするために十分に高く設定される加工温度が使用される。組成物は、熱分解を最小
化するために、１８０℃未満、又はより典型的には１６０℃未満の溶融温度で溶融加工さ
れる。一般に、ポリマーは、一定の時間にわたって溶融した後に溶融温度よりも高い温度
に曝露されると熱分解し得る。本開示を考慮すれば当業者により理解されるように、熱分
解を生じるのに必要とされる具体的な時間は、具体的な組成物、溶融温度（Ｔｍ）を超え
る時間の長さ、及びＴｍよりも高い温度の値に依存する。温度は、熱分解のリスクを最小
化するために、溶融したポリマーの自由な流動を可能にすべく、合理的に実施可能な程度
に低いものであり得る。押出成形中、押出成形機における高せん断は、設定温度よりも高
く押出成形機における温度を上昇させる。したがって、設定温度は、材料の溶融温度より
も低くなり得る。低い加工温度はまた、サイクル時間の短縮に役立つ。例えば、限定する
ものではないが、射出成形機のノズル及びバレル構成要素の設定温度は、ポリマー材料の
溶融加工温度及び使用される成形型のタイプに従って変動し得、Ｔｍの２０℃下からＴｍ
の３０℃上までであり得るが、典型的には以下の範囲内である：ノズル、１２０～１７０
℃；前方領域、１００～１６０℃；中心領域、１００～１６０℃；領域、６０～１６０℃
。射出成型機の設定成形型温度も、組成物のタイプ及び使用される成形型のタイプに依存
する。成形型温度が高いほど、ポリマーの結晶化の迅速化を助け、サイクル時間を短縮す
る。しかしながら、成形型温度が高過ぎると、部分は、変形した成形型から外に出て来得
る。成形型温度の非限定例としては、５～６０℃又は２５～５０℃が挙げられる。
【０１８８】
　成形射出速度は、組成物の流量に依存する。より高い流量、より低い粘度、より低い速
度が射出成形には必要とされる。射出速度は５ｃｍ／秒～２０ｃｍ／秒の範囲であり得、
１つの実行例において射出速度は１０ｃｍ／秒である。粘度が高いと、射出速度は増大し
、その結果、押出成形機の圧力は溶融材料を成形型の中に押し出して、成形型を充填する
。射出成形圧力は、加工温度及びショットサイズに依存する。自由な流動は、１４Ｍｐａ
以下の射出圧力測定値に依存する。
【０１８９】
　様々な実施形態において、以下の米国特許出願のいずれかに記載の、いずれかの成形プ
ロセスにおいて、本明細書に開示される組成物のうちのいずれかを使用してもよい：「Ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄｉｎ
ｇ　ａｔ　Ｌｏｗ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ」と題す２０１２年５月２１日
出願の第１３／４７６，０４５号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２１２７として）、「Ａｌｔｅｒｎ
ａｔｉｖｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　ａ　Ｌｏｗ　Ｃｏｎｓｔａｎ
ｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」と
題す２０１２年５月２１日出願の第１３／４７６，０４７号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２１２８
として）、「Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ
　Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題す２０１２年２月２４日出願の第６１／６０２，
７８１号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２１２９Ｐとして）、「Ｎｏｎ－Ｎａｔｕｒａｌｌｙ　Ｂａ
ｌａｎｃｅｄ　Ｆｅｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ａｎ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄ
ｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」と題す２０１２年５月２１日出願の第１３／４７６，０７
３号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２１３０として）、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｍｏｌｄｉｎｇ　ａｔ　Ｌｏｗ，Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ」と題す２０１２年５月２１日出願の第１３／４７６，１９７号（Ｐ＆
Ｇ事例番号１２１３１Ｑとして）、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏ
ｌｄｉｎｇ　ａｔ　Ｌｏｗ，Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｐｒｅｓ
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ｓｕｒｅ」と題す２０１２年５月２１日出願の第１３／４７６，１７８号（Ｐ＆Ｇ事例番
号１２１３２Ｑとして）、「Ｈｉｇｈ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　Ｃ
ｏ－Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題す２０１２年２月２４日
出願の第６１／６０２，６５０号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２３６１Ｐとして）、「Ｉｎｊｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｅｖａｐｏｒａｔｉｖ
ｅ　Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｒ　ａ　Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｃｏｏｌｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　Ｅｘｏｔｉｃ　Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題す２０
１２年８月３１日出願の第１３／６０１，３５９号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２４５３として）
、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ
　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄｉｎｇ　ｏｆ　
Ｔｈｉｎｗａｌｌ　Ｐａｒｔｓ」と題す２０１２年５月２１日出願の第１３／４７６，５
８４号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２４８７として）、及び「Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄ　Ｗ
ｉｔｈ　Ｆａｉｌ　Ｓａｆｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」と題す２０１２
年１１月８日出願の第１３／６７２，２４６号（Ｐ＆Ｇ事例番号１２４８７として）（こ
れらはそれぞれ参照により本明細書に組み込まれる）。
【０１９０】
　組成物の特性
　本明細書に開示される組成物は、既知の熱可塑性組成物に勝る利点を提供する、以下の
特性のうちの１つ以上を有し得る。これらの利点は、単独で又は組み合わせて存在し得る
。
【０１９１】
　非移染：ポリマー－ＨＬ組成物から作製される熱可塑性物品（例えば、繊維、フィルム
、成形物品）は非移染性である。ＨＬ独特の化学構造は、強い分子間の水素結合の形成を
可能にし、これは熱可塑性物質の表面へのＨＬの移染を防止する。本ポリマー－ＨＬ組成
物から作製される、それを含む、又はそれから本質的になる熱可塑性物品（例えば、繊維
、フィルム、成形物品）は、５０℃にて３０分において、０～３００％、０～２００％、
又は０～１００％、又は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％
、又は０～３０％、又は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、
又は０～２％の移染値と、５０℃にて６０分において、０～３００％、０～２００％、又
は０～１００％、又は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、
又は０～３０％、又は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又
は０～２％の移染値と、５０℃にて９０分において、０～３００％、０～２００％、又は
０～１００％、又は０～８０％、又は０～６０％、又は０～５０％、又は０～４０％、又
は０～３０％、又は０～２５％、又は０～１５％、又は０～１０％、又は０～５％、又は
０～２％の移染値と、を有する。
【０１９２】
　ずり粘度低減：熱可塑性ポリマー、例えば、Ｂｒａｓｋｅｍ　ＣＰ－３６０ＨへのＨＬ
の添加は、熱可塑性ポリマーの粘度を低減する。粘度の低減は、プロセス圧力を減らすこ
と（より低いずり粘度）により、効果的に高いポリマー流速を可能にできるので、あるい
は、材料強度を改善するポリマー分子量の増加を可能にできるので、プロセス改善である
。ＨＬの存在なしでは、既存の加工条件にて、好適な手段で、高いポリマー流速でポリマ
ーを加工することが不可能なことがある。
【０１９３】
　持続可能な内容物：既存のポリマーシステムへの持続可能な材料の包含は、強く望まれ
る特性である。自然の成長周期によって毎年交換できる材料は、全体的な環境への影響を
低下させることに寄与し、所望される。例えば、熱可塑性ＨＬ組成物は、熱可塑性ＨＬ組
成物の総重量に基づき、５０％超、又は８０～１００％の生物系材料を含み得る。
【０１９４】
　着色：ポリマーへの顔料添加は、ポリマーマトリックス中の粒子である高価な無機化合
物の使用を伴うことが多い。これらの粒子は、多くの場合大きく、組成物の加工を干渉す
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ることがある。本明細書に開示されるＨＬを使用すると、熱可塑性ポリマー全体にわたる
微細な分散（液滴径により測定される）及び均一な分布のため、従来のインク化合物を介
するような色合いが可能になる。大豆インクは、刊行物に広く使用されており、加工性に
影響しない。
【０１９５】
　芳香剤：ＨＬは、例えば、ベース熱可塑性ポリマーよりもはるかに優先的に香料を含有
できるため、本組成物を使用して、最終使用に有益である芳香を含有することができる。
【０１９６】
　表面の感触：ＨＬの存在は、ＨＬなしの熱可塑性ポリマー組成物と比較して、組成物の
表面特性を変更することができ、感触をより柔軟にすることができる。
【０１９７】
　形態：組成物の生成において生成される形態を介して利益がもたらされる。強力混合及
び迅速結晶化の組み合わせによって、その形態がもたらされる。強力混合は、用いた混合
プロセスによってもたらされ、迅速結晶化は、用いた冷却プロセスによってもたらされる
。高強度混合が所望され、迅速結晶化を用いて、微細孔径と比較的一様な孔径分布とが保
持される。図２は、１０μｍ未満、５μｍ未満、又は１μｍ未満の小さな孔径を有する、
Ｂｒａｓｋｅｍ　ＣＰ－３６０Ｈ内のステアリン酸マグネシウムを示す。
【実施例】
【０１９８】
　材料：
　ポリマー：この作業に使用した主要なポリマーは、ポリプロピレン（ＰＰ）系であった
が、他のポリマーを使用してもよい（例えば、全てが試験されたわけではないが、可能で
あるポリマーの包括的リストを提供する、米国特許第６，７８３，８５４号を参照のこと
）。評価された具体的なポリマーは、以下のものであった：
　・Ｌｙｏｎｄｅｌｌ－Ｂａｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　ＳＲ５４９Ｍ浄化ランダムコポリ
マーポリプロピレン
　・Ｂｒａｓｋｅｍ　ＦＴ２００ＷＶ成核ホモポリマーポリプロピレン
　脂質：使用した具体的な脂質は以下の通りであった：
　・Ｓｔｒａｔａｓ　Ｆｏｏｄｓ提供の水素化大豆油（「ＨＳＢＯ」）
　・Ａｌｎｏｒｏｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．提供の水素化ヒマシ油（「ＨＣＯ」）
　・Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅの社内製造によるヒドロキシル化大豆油（「Ｈｙ
ＳＢＯ」）。
【０１９９】
　ＨｙＳＢＯの合成
　部分Ａ：アルデヒドを含有する大豆油由来のポリ－分枝状ポリ－オレフィンの合成
　装置：この作業に使用した反応器は、Ｔ３１６ステンレス鋼で構築されたモデル番号４
５６３のＰａｒｒ　６００ｍｌ反応器であった。これは、撹拌のために空気圧モーターを
使用する磁気駆動撹拌アセンブリを有する。撹拌シャフトは、それぞれ直径３．５１ｃｍ
（１．３８”）である４枚のブレードを有する、それぞれピッチのある２つのブレード羽
根車を有する。
【０２００】
　手順：０．４７リットル（１６オンス）の、蓋がぴったり閉まるフレンチ（French）角
瓶に、５．０グラムのトリフェニルホスフィン（「ＴＰＰ」、ＣＡＳ番号６０３－３５－
０）、続いて１５０グラムの高オレイン酸大豆油を添加した。これを、８５～９０℃にて
、２時間にわたり加熱してＴＰＰを溶解し、次に室温まで冷却した。この混合物を、窒素
スパージを使用して空気を排除し、５．０グラムのカルボニルヒドリドトリス（トリフェ
ニル－ホスフィン）－ロジウム（Ｉ）（ＣＡＳ番号：１７１８５－２９－４）に添加した
。この混合物を、窒素で更にスパージし、次に勢いよく振盪して、触媒を分散させた。こ
の組み合わせた混合物を、次に真空を使用して反応器内に引き込み、続いて１００グラム
の大豆油を追加した。この反応器から、真空及び窒素サイクルを使用して空気をパージし
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、次に２：１の一酸化炭素：水素の混合物で、３．８～３．９ＭＰａ（５５０～５７０ｐ
ｓｉｇ）の初期圧力に充填した。この反応器を、４５０～６００ｒｐｍの撹拌（全体にわ
たり使用）と共に１００℃まで加熱し、圧力を５．２～５．５ＭＰａ（７５０～８００ｐ
ｓｉｇ）に調節し、次に１：１の一酸化炭素：水素の混合物に切り替えた。この反応物を
、合計１８．６時間の反応時間にわたり撹拌及び加熱させ、次に室温まで冷却した。一酸
化炭素：水素の混合物を排出し、間欠的に撹拌しながら真空及び窒素サイクルを使用して
、残留の一酸化炭素を除去した。最終生成物を反応器から排出した。１０００ｍｌの丸底
フラスコ内に、油（２４２ｇ）、続いてメタノール（５００ｍｌ）を配置し、１５分にわ
たり勢いよく撹拌した。この混合物を分液漏斗に加え、４５分間静置した。底部の油層を
メタノールから分離させた。油の抽出をもう２回繰り返し、第３の抽出後、クロロホルム
（２００ｍｌ）をこの油に添加し、溶媒を真空で除去した。この油（１５６ｇ）を、２リ
ットルの丸底フラスコ内でヘキサン（５００ｍｌ）と混合した。混合したら、シリカゲル
（２６０ｇ）を添加した。溶媒を真空で除去し、シリカゲル上に油を堆積させた。シリカ
ゲル（４００グラム）を、直径１６ｃｍのクロマトグラフィーカラム内に湿布（ヘキサン
）した。およそ５００ｍｌのヘキサンをシリカ上に置き、その上に油が堆積されたシリカ
を緩徐に添加した。これを、カラム内の過剰なヘキサンに加え、更に１５００ｍｌのヘキ
サン、続いてヘキサン（６５０ｍｌ）中１５％のエチルアセテート、ヘキサン（６５０ｍ
ｌ）中２０％のエチルアセテート、そして最後に、ヘキサン（６５０ｍｌ）中３０％のエ
チルアセテートで溶出させた。８つの５００ｍｌの留分を収集し、留分４及び５を組み合
わせて９３．５ｇの所望の材料を得た。
【０２０１】
　部分Ｂ：アルデヒドを含有する大豆油由来のポリ－分枝状ポリ－オレフィンの、大豆油
由来のポリ－分枝状アルコールへの還元
　装置：この作業に使用した反応器は、Ｔ３１６ステンレス鋼で構築されたモデル番号４
５６３のＰａｒｒ　６００ｍｌ反応器であった。これは、撹拌のために空気圧モーターを
使用する磁気駆動撹拌アセンブリを有する。撹拌シャフトは、それぞれ直径３．５１ｃｍ
（１．３８”）である４枚のブレードを有する、それぞれピッチのある２つのブレード羽
根車を有する。
【０２０２】
　手順：２４５．１グラムのヒドロホルミル化高オレイン酸大豆油を、シリカ触媒（ＢＡ
ＳＦ　Ｎｉ－５２４９Ｐ）上で１２．３グラムのニッケルと組み合わせた。この混合物を
振盪して、触媒をスラリーにし、次に真空を使用して反応器内に引き込んだ。この反応器
から真空及び窒素サイクルを使用して空気をパージし、次に、４５０～６００ｒｐｍの撹
拌（全体にわたり使用）と共に、水素で３～４ＭＰａ（５００～６００ｐｓｉｇ）に充填
した。この反応物を加熱し、次に１００～１０５℃にて１８時間にわたり流れさせた。こ
の混合物を冷却し、反応器から排出した。ヒートテープを巻き、濾過の間７５℃に加熱し
た金属加圧フィルタを使用する濾過によって、シリカ触媒上のニッケルを除去した。濾過
した材料をクロロホルム（２００ｍｌ）中に溶解し、ガラスミクロ繊維フィルタを通して
濾過した。溶媒を真空で除去し、粘性油（２０２ｇ）として所望の材料を得た。
【０２０３】
　組成物の混練：
　実施例１～３については、標準混合及び運搬要素をそれぞれ有する２つの３０ｍｍの汎
用スクリューを備える、Ｗｅｒｎｅｒ　ａｎｄ　Ｐｆｌｅｉｄｅｒｅｒ　ＺＳＫ　３０共
回転２軸押出機を使用して、ポリマー及びワックスの組成物の溶融ブレンドを達成した。
実施例４については、汎用スクリュー及び単一のホールダイを備える、Ｐｒｉｓｍ　ＴＳ
Ｅ－１６ＴＣ２軸押出機を使用して、ポリマー及びワックスの組成物の溶融ブレンドを達
成した。ポリマーペレット及びワックス粉末を、重量測定フィーダを使用して押出成形機
内に計り入れた。その配合物及び対応する加工条件を表１に示す。
【０２０４】
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【表１】

【０２０５】
　試験試料の射出成形：
　ＡＳＴＭ　Ｄ３６４１の原理に従ってサンプル試料の射出成形を実行した。表面ゲート
付き多目的ＡＳＴＭ　Ａ　５２８５４０成形型を備える、Ｅｎｇｅｌの６０トンの射出成
形機で、サンプルを形作り、以下の寸法を有する試料を生成した：半径３１．２５ｍｍ及
び厚さ１．０ｍｍのディスクと、厚さ１．５ｍｍ、ゲージ３．０ｍｍ、及びゲージ長１２
５．５ｍｍのタイプＶ試料と、厚さ３．０ｍｍ、幅１２．５ｍｍ、及び長さ１２５．５ｍ
ｍの長方形試料。成形型を１８℃（６５°Ｆ）に平衡化することができる閉回路水冷器で
、成形型を冷却した。典型的な射出成形条件を、表に明記する：
【０２０６】
【表２】

【０２０７】
　成形物品サンプルのリストを表３に示す。全てのワックス複合体を、ワックスが１０重
量％の最終濃度になるように配合した。実施例５については、２０重量％のＨＳＢＯを含
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有する混練ペレットを、適量の未使用のＰＰ　ＳＲ５４９Ｍポリプロピレンと乾燥ブレン
ドし、１０重量％のＨＳＢＯの最終成形部分濃度を得た。実施例６及び８については、１
０重量％のＨＣＯを含有する混練ペレットを一切の希釈なしで使用し、１０重量％のＨＣ
Ｏの最終成形部分濃度を得た。
【０２０８】
【表３】

【０２０９】
　アイゾット衝撃強度の判定：
　ＡＳＴＭ　Ｄ２５６の原理に従ってノッチ付きアイゾット衝撃強度を判定した。上述の
方法によって組成物を長方形試料に射出成形した。厚さ３ｍｍ、幅１２．５ｍｍ、長さ１
２５．５ｍｍの長方形試料を、帯のこを使用して６３．５ｍｍの最終の長さに切り取った
。ＴＭＩモデル番号２２－０５－０３－００１のノッチカッターを使用して、試料の幅方
向にノッチを切り込んだ（ＴＭＩノッチブレード、モデル番号２２－０５－０１－０１５
－０２）。調製した試料を、ＴＭＩモデル番号４３－０２－０１－０００１のデジタル振
子ユニットで、室温（約２３℃）で試験した。アイゾット衝撃の結果を表３に要約する。
【０２１０】
　引張り特性の判定：
　ＡＳＴＭ　Ｄ６３８の原理に従って引張り特性を判定した。上述の方法によって組成物
をＡＳＴＭタイプＶ試料に射出成形した。調製した試料を、Ｉｎｓｔｒｏｎモデル番号６
１６１９　５００Ｎのロードセルを備えるＩｎｓｔｒｏｎモデル番号１１２２で試験した
。０．８ｍｍ／秒のクロスヘッド速度を、全ての実験に使用した。引張り係数の結果を表
３に要約する。
【０２１１】
　表面ワックス移染運動学の判定：
　射出成形したディスク試料の表面上のワックス濃度の変化を測定することによって、ワ
ックス移染／表面ブルーム運動学を、時間及び温度の関数として判定した。減衰全反射（
ＡＴＲ）フーリエ変換赤外分光法（ＦＴＩＲ）を使用して、ワックス濃度の変化を測定し
た。炭素－酸素の二重結合のＩＲ吸収（１７３５～１７５０ｃｍ－１の特性吸収）を使用
して、成形物品の表面上のＨＳＢＯ及びＨＣＯ濃度の変化を定量化した。カルボニル二重
結合はＨＳＢＯ及びＨＣＯ（両化合物のエステル基内）にのみ見られ、ポリプロピレンに
は見られないことに留意されたい。
【０２１２】
　ＡＳＴＭディスク試料を、試験に先だって、室温（およそ２５℃）にて、少なくとも４
８時間にわたり熟成させた。移染実験のために、ＡＴＲステージを備えるＮｉｃｏｌｅｔ
　Ｎｅｘｕｓ　８７０　ＦＴＩＲスペクトロメーターを使用して、初期吸収スペクトルを
取得した。次に、５０℃に設定した従来の実験室用オーブン内にサンプルを配置した。次
に、特定の時間間隔でオーブンからサンプルを除去した。オーブンから除去した後、サン
プルを室温にておよそ１０分にわたり平衡化し、その後、ＦＴＩＲ吸収スペクトルを取得
した。ＦＴＩＲスペクトルを取得した後、次の時間間隔までサンプルをオーブン内に戻し
た。最大時間間隔に達するまでこのプロセスを繰り返した。それぞれのサンプル上の全く
同じ位置を１回以上測定しないように注意したことに留意されたい。
【０２１３】
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　本発明及び比較組成物のデータ例を表４に示す。同じデータの図表を図２に示す。
【０２１４】
【表４】

【０２１５】
　表５は、３つのサンプルのそれぞれについて、０時間と比較して３０、６０、及び９０
分における吸収度のパーセント変化として表４に提示されるデータを記載する。表５に見
られるように、経時的な吸収度、ひいては経験される移染の量の変化は、２つのＨＣＯサ
ンプルのいずれに対するものよりも、ＨＳＢＯサンプルに対する各時間間隔において著し
く大きい。これは、ＨＳＢＯサンプルが著しい移染を経験することを実証する。
【０２１６】
【表５】

【０２１７】
　試験試料Ａ～Ｄの射出成形：
　制汗剤パッケージのバレル（例えば、外側ハウジング）の試験試料を生成するための成
形型を備える、Ｅｎｇｅｌの１８１，４３７ｋｇ（２００トン）の射出成形機（３０ｍｍ
のスクリューを有する）で成形した、１００％のＢａｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　ＳＲ５４
９Ｍ（１１溶融流れ速度のチーグラー・ナッタ浄化エチレン及びプロピレンのランダムコ
ポリマー）で、１０個の試験試料Ａを作製した。成形型を特定の温度に平衡化することが
できる閉回路水冷器で、成形型を冷却した。試験試料Ａについては、従来のプロトコルに
よって決定される加工条件（これらの条件は表６に明記する）を使用して、標準水力制御
システムで射出成形機を制御した。射出成形機のノズルに圧力トランスデューサを備えた
。
【０２１８】
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【表６】

【０２１９】
　制汗剤パッケージのバレル（例えば、外側ハウジング）の試験試料を生成するための成
形型を備える、Ｅｎｇｅｌの１８１，４３７ｋｇ（２００トン）の射出成形機（３０ｍｍ
のスクリューを有する）で成形した、１００％のＢａｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　ＳＲ５４
９Ｍ（１１溶融流れ速度のチーグラー・ナッタ浄化エチレン及びプロピレンのランダムコ
ポリマー）で、１０個の試験試料Ｂを作製した。成形型を特定の温度に平衡化することが
できる閉回路水冷器で、成形型を冷却した。試験試料Ｂについては、修正された成形プロ
トコルによって決定される加工条件（これらの条件は表７に明記する）を使用して、低く
実質的に一定の溶融圧力を提供するように設計された成形制御システムで射出成形機を制
御した。修正された成形プロトコルに従って、溶融圧力を、良好な部分を作製する（部分
重量の仕様を満たす）最低圧力［０．７ＭＰａ（１００ｐｓｉ）の増加量における］に設
定する。射出成形機のノズルに圧力トランスデューサを備えた。
【０２２０】
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【表７】

【０２２１】
　制汗剤パッケージのバレル（例えば、外側ハウジング）の試験試料を生成するための成
形型を備える、Ｅｎｇｅｌの１８１，４３７ｋｇ（２００トン）の射出成形機（３０ｍｍ
のスクリューを有する）で成形した、９０％（質量で）のＢａｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　
ＳＲ５４９Ｍ（１１溶融流れ速度のチーグラー・ナッタ浄化エチレン及びプロピレンのラ
ンダムコポリマー）並びにＡｌｎｏｒｏｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．（Ｖａｌｌｅｙ
　Ｓｔｒｅａｍ，ＮＹ）製の１０％（質量で）の水素化ヒマシ油で、１０個の試験試料Ｃ
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を作製した。成形型を特定の温度に平衡化することができる閉回路水冷器で、成形型を冷
却した。試験試料Ｃについては、試料Ａで使用したものと同じ従来のプロトコルによって
決定される加工条件（これらの条件は表８に明記する）を使用して、標準水力制御システ
ムで射出成形機を制御した。射出成形機のノズルに圧力トランスデューサを備えた。
【０２２２】
【表８】

【０２２３】
　制汗剤パッケージのバレル（例えば、外側ハウジング）の試験試料を生成するための成
形型を備える、Ｅｎｇｅｌの１８１，４３７ｋｇ（２００トン）の射出成形機（３０ｍｍ
のスクリューを有する）で成形した、９０％（質量で）のＢａｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　
ＳＲ５４９Ｍ（１１溶融流れ速度のチーグラー・ナッタ浄化エチレン及びプロピレンのラ
ンダムコポリマー）並びにＡｌｎｏｒｏｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．（Ｖａｌｌｅｙ
　Ｓｔｒｅａｍ，ＮＹ）製の１０％（質量で）の水素化ヒマシ油で、１０個の試験試料、
Ｄを作製した。成形型を特定の温度に平衡化することができる閉回路水冷器で、成形型を
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冷却した。試験試料Ｄについては、試料Ｂで使用したものと同じ修正された成形プロトコ
ルによって決定される加工条件（これらの条件は表９に明記する）を使用して、低く実質
的に一定の溶融圧力を提供するように設計された成形制御システムで射出成形機を制御し
た。射出成形機のノズルに圧力トランスデューサを備えた。
【０２２４】
【表９】

【０２２５】
　試験試料Ａ～Ｄのピーク溶融圧力：
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　１０（１０）個の試験試料Ａ～Ｄのサンプルについて、実際のピーク溶融圧力を測定し
、Ａ～Ｄの平均を図３に報告した。試験試料Ａは、４３．５７ＭＰａ（６３２０ｐｓｉ）
の平均ピーク溶融圧力を有した。試験試料Ｂは、３９．１３ＭＰａ（５６７５ｐｓｉ）の
平均ピーク溶融圧力を有した。試験試料Ｃは、３４．９５ＭＰａ（５０６９ｐｓｉ）の平
均ピーク溶融圧力を有した。試験試料Ｄは、２７．４５ＭＰａ（３９８１ｐｓｉ）の平均
ピーク溶融圧力を有した。
【０２２６】
　このように、試験試料Ａ～Ｄで示される通り、熱可塑性ポリマーへのＨＣＯの添加は、
熱可塑性ポリマーの粘度を低減し、それが今度は平均ピーク溶融圧力を低減する。試験サ
ンプルＡ及びＣは両方とも、同じ従来のプロトコルを使用して構成された同じ標準水力制
御システムの使用を通じて作られたが、これらの試験サンプルは、Ａについては４３．５
７ＭＰａ（６３２０ｐｓｉ）から、Ｃについては３４．９５ＭＰａ（５０６９ｐｓｉ）ま
での平均ピーク溶融圧力の低減を示し、これは２０％の低減である。試験サンプルＢ及び
Ｄは両方とも、同じ修正された成形プロトコルを使用して構成された同じ成形制御システ
ムの使用を通じて作られたが、これらの試験サンプルは、Ｂについては３９．１３ＭＰａ
（５６７５ｐｓｉ）から、Ｄについては２７．４５ＭＰａ（３９８１ｐｓｉ）までの平均
ピーク溶融圧力の低減を示し、これは３０％の低減である。
【０２２７】
　この低減された圧力は、異なるプロセス及び装置（例えば、アルミニウム成形型）の使
用、及び／又は部分を作るために使用される熱可塑性ポリマーの分子量の増加を可能にす
ることができるが、これは、例えば、材料強度などのそれらの特性を改善することができ
る。
【０２２８】
　試験試料Ｅ１～Ｆ２の射出成形：
　１００％のＢａｓｅｌｌ　Ｐｒｏｆａｘ　ＳＲ５４９Ｍ（試料Ａについて上述した通り
）で、Ｅ１及びＥ２のそれぞれ１０個の試験試料を作製した。両方とも９０％（質量で）
のＥ１及びＥ２のポリマー、並びに１０％（質量で）のポリエチレン製の加工補助添加剤
（ＳＷＩＳＳＧＥＬ（ｏｆ　Ｓｃｈｌｉｅｒｅｎ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）提供のＡＣ
ＣＥＬＯＴＨＥＮＥ）で、Ｆ１及びＦ２のそれぞれ１０個の試験試料を作製した。
【０２２９】
　上述の通り試料Ａで使用したものと同じ装置、設定、部分タイプ、並びに従来のプロト
コルを用い、射出成形機で試験試料Ｅ１及びＦ１を成形した。上述の通り試料Ｂで使用し
たものと同じ装置、設定、部分タイプ、並びに低く実質的に一定の溶融圧力条件を用い、
射出成形機で試験試料Ｅ２及びＦ２を成形した。
【０２３０】
　試験試料Ｅ１～Ｆ２のピーク溶融圧力：
　試験試料Ｅ１～Ｆ２それぞれの１０（１０）個のサンプルについて、実際のピーク溶融
圧力を測定し、Ｅ１～Ｆ２の平均を図４に報告した。試験試料Ｅ１は、４４．１９ＭＰａ
（６４０９ｐｓｉ）の平均ピーク溶融圧力を有した。試験試料Ｅ２は、３９．８６ＭＰａ
（５７８１ｐｓｉ）の平均ピーク溶融圧力を有した。試験試料Ｆ１は、３７．２２ＭＰａ
（５３９８ｐｓｉ）の平均ピーク溶融圧力を有した。試験試料Ｆ２は、３２．２６ＭＰａ
（４６７６ｐｓｉ）の平均ピーク溶融圧力を有した。
【０２３１】
　このように、これらの試験試料で示される通り、Ｆ１及びＦ２において、Ｅ１及びＥ２
における熱可塑性ポリマーへの加工助剤の添加はまた、熱可塑性ポリマーの粘度を低減し
、それが今度は平均ピーク溶融圧力を低減する。Ｆ１をＥ１と比較すると、約１６％の平
均ピーク溶融圧力の低減が見られる。Ｆ２をＥ２と比較すると、約１９％の平均ピーク溶
融圧力の低減が見られる。
【０２３２】
　この低減された圧力は、異なるプロセス及び装置（例えば、アルミニウム成形型）の使
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用、及び／又は部分を作るために使用される熱可塑性ポリマーの分子量の増加を可能にす
ることができるが、これは、例えば、材料強度などのそれらの特性を改善することができ
る。
【０２３３】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと理
解されるべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような寸法のそれぞれは、記
載された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【０２３４】
　相互参照されるか又は関連する、いかなる特許若しくは出願を含む、本明細書に引用さ
れる全ての文書は、明確に除外ないしは限定されない限り、参照によりその全体が本明細
書に組み込まれる。いずれの文献の引用も、こうした文献が本願で開示又は特許請求され
る全ての発明に対する先行技術であることを容認するものではなく、また、こうした文献
が、単独で、あるいは他の全ての参照文献とのあらゆる組み合わせにおいて、こうした発
明のいずれかを参照、教示、示唆又は開示していることを容認するものでもない。更に、
本文書において、用語の任意の意味又は定義の範囲が、参考として組み込まれた文書中の
同様の用語の任意の意味又は定義と矛盾する場合には、本文書中で用語に割り当てられる
意味又は定義に準拠するものとする。
【０２３５】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく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ろう。し
たがって、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。

【図１】

【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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