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(57)【要約】
　本明細書には、メルトスパン布地の２つ以上の層を含
むメルトスパンラミネートについて記述されており、互
いに隣接する層は、これらの層の間に混合繊維の界面領
域が画定されるように、互いにｉｎ　ｓｉｔｕ状態で絡
み合っている。本明細書には、隣接する布地が形成され
るよう、互いに隣接する２種以上のポリマー融解物を同
時に溶融紡糸するステップを含む、メルトスパンｉｎ　
ｓｉｔｕラミネートを作製する方法であって、互いに隣
接する層は、これらの層の間に混合繊維の界面領域が形
成されるよう互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合っている方
法についても記述されている。本明細書には、１個また
は複数のダイを含み、各ダイが２つ以上の溶融紡糸ゾー
ンを含んでいる溶融紡糸装置であって、各ゾーンは、対
応するゾーンに流体接続されている複数のノズルを含み
、各ゾーンは溶融押出し機に流体接続されている、溶融
紡糸装置についても記述されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メルトスパン布地の２つ以上の層を含むメルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネート（「Ｉ
ＳＬ」）であって、互いに隣接している層が互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合って前記層の
間に混合繊維の界面領域を画定している、メルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項２】
　接着剤が前記層の間に存在しない、請求項１に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項３】
　空気または水流交絡プロセスに供されない、請求項１または２に記載のｉｎ　ｓｉｔｕ
ラミネート。
【請求項４】
　隣接する層が、１０ｇを超える剥離強度を有する、請求項１から３のいずれか１項に記
載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項５】
　（ａ）布地の基本質量が同じではなく、（ｂ）布地を構成する繊維の平均直径が同じで
はなく、（ｃ）布地の組成が同じではなく、（ｄ）隣接する布地の単位面積当たりの繊維
の数密度が同じではなく、（ｅ）繊維の断面形状が同じではなく、または（ｆ）布地の繊
維（例えば、二成分繊維）の断面形態が同じではなく、（ｇ）またはこれらの記述子の２
つ以上の任意の組合せである、請求項１から４のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラ
ミネート。
【請求項６】
　少なくとも１つの布地層が弾性である、請求項１から５のいずれか１項に記載のｉｎ　
ｓｉｔｕラミネート。
【請求項７】
　前記メルトスパン布地の２つ以上の層が、同時にまたはほぼ同時に形成される、請求項
１から６のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項８】
　前記２つ以上の層がメルトブローンされる、請求項１から７のいずれか１項に記載のｉ
ｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項９】
ＡＢ、ＡＣ、ＡＢＡ、ＡＢＣ、ＡＣＡ、ＡＡＢ、ＡＢＢ、Ｂ’ＢＢ’、Ｂ’BＢＢ’B、Ｃ
ＣＡ、ＣＡＡ、ＡＡＢＡＡ、ＣＣＢＣＣ、ＡＢＢＡＢ、Ａ’Ｂ、Ａ’Ｃ、Ａ’ＢＡ、Ａ’
ＢＣ、Ａ’ＣＡ、ＡＢ’、ＡＣ’、ＡＢ’Ａ、ＡＢ’Ｃ、ＡＣ’Ａ、ＡBＢ、ＡBＣ、ＡB

ＢＡ、ＡBＢＣ、ＡBＣＡ、ＡＢB、ＡＣB、ＡＢBＡ、ＡＢBＣ、ＡＣBＡ、ＡＡＢ、ＡＣＣ
、ＡＡＢＡＡ、ＡＡＢＣＣ、ＡＡＣＡＡ、ＡＡ’Ｂ、ＡＡ’Ｃ、Ａ’ＢＡＡ、Ａ’ＢＣＣ
、Ａ’ＣＡＡ、ＡＢＢ’、ＡＣＣ’、ＡＢＢ’Ａ、ＡＢＢ’Ｃ、ＡＡ’Ｃ’Ａ’Ａ、ＡＡ

BＢ、ＡBＣＡ、ＡBＢＡ、ＡBＢＢＣ、ＡBＣＣＡ、ＡＢB、ＡＡ’ＣB、ＡＢＢBＣ、ＡＢB

ＣＡ’、ＡＣBＡＣB、およびこれらの変形から選択される構造を含み、ここで「Ａ」は、
第１の熱可塑性材料を含む布地であり、「Ｂ」は、第１のエラストマーを含む布地であり
、「Ｃ」は、第１の熱可塑性材料とは異なる第２の熱可塑性材料を含む布地であり、「Ａ
’」は、「Ａ」とは区別可能な物性を有する第１の熱可塑性材料を含む布地であり、「Ｂ
’」は、「Ｂ」とは区別可能な物性を有する第１のエラストマーを含む布地であり、「Ｃ
’」は、「Ｃ」とは区別可能な物性を有する第２の熱可塑性材料を含む布地であり、下付
きの「Ｂ」は、熱可塑性材料、エラストマー、またはその両方のブレンドを含む布地を指
す、請求項１から８のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１０】
　弾性布地が、プロピレン－α－オレフィンエラストマー、天然ゴム、合成ポリイソプレ
ン、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、ポリブタジエン、スチレン－ブタジエンゴム、
スチレンブロックコポリマー、ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム、クロロプレンゴム、
ポリクロロプレン、ネオプレン、エチレン－プロピレンゴムおよびエチレン－プロピレン
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－ジエンゴム、エピクロロヒドリンゴム、ポリアクリルゴム、シリコーンゴム、フルオロ
シリコーンゴム、フルオロエラストマー、パーフルオロエラストマー、ポリエーテルブロ
ックアミド、クロロスルホン化ポリエチレン、エチレン－ビニルアセテート、エチレン－
α－オレフィンランダムおよびブロックコポリマー、熱可塑性エラストマー、熱可塑性加
硫物、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性オレフィン、ポリスルフィドゴム、またはこれら
エラストマーの任意の２種以上のブレンドからなる群から選択されるエラストマーを含む
、請求項６に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１１】
　弾性布地が、２０または２４または４０または６０または８０ｄｇ／分未満のＭＦＲと
、８０Ｊ／ｇ未満のＨfと、プロピレン－α－オレフィンエラストマーの質量の５～３０
質量％の範囲内のコモノマー由来の含量とを有するプロピレン－α－オレフィンエラスト
マーを含む、請求項６に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１２】
　メルトスパン布地の２つ以上の層が、少なくとも２つの対向層と１つの弾性層とを含み
、前記弾性布地層は前記２つの対向層の間に位置付けられている、請求項１から１１のい
ずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１３】
　対向布地層が、ポリプロピレン、ポリエチレン、官能化ポリオレフィン、プラストマー
（エチレン－α－オレフィンコポリマー）、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレート
などのポリエステル、ポリ乳酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、スチレ
ンブロックコポリマー、エチレンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボ
ネート、セルロース系材料、エラストマー、ポリ（アセチレン）、ポリ（チオフェン）、
ポリ（アニリン）、ポリ（フルオレン）、ポリ（ピロール）、ポリ（３－アルキルチオフ
ェン）、ポリ（硫化フェニレン）、ポリナフタレン、ポリ（フェニレンビニレン）、およ
びポリ（フッ化ビニリデン）、およびこれらの材料の任意の２種以上のブレンドからなる
群から選択される材料を含む、請求項１２に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１４】
　対向層が、ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートに組み込まれた場合にいかなる事前の機械的延伸
もない状態で非抑制的および延伸性となるように、本質的に非弾性である、請求項１２に
記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１５】
　弾性布地層が、５または１０または２０または３０～４０または５０または６０または
７０または８０または１００または１５０または２００ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量を有
する、請求項１から１４のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１６】
　弾性布地を構成する繊維の平均直径が、０．１または１．０または２．０～１５または
２０または３０または４０または５０または８０または１００または１２０μｍの範囲内
である、請求項１２に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネートを少なくとも１つ
含む複合体であって、コフォーム布地、カード布地、ウェットレイド布地、ドライレイド
布地、メルトスパン布地、ネット、スクリム、テキスタイル布地、織布、およびフィルム
から選択される１つまたは複数の二次層を含む複合体。
【請求項１８】
　「Ｐ」と示されるメルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが、布地またはフィルムの１
つまたは複数の二次層と組み合わされて複合体を形成し、前記複合体は、ＭＰ、ＭＰＭ、
ＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰＰ、ＰＰＭ、ＰＭＰ、ＰＭＭＰ、ＰＰＭＰＰ、ＰＭＭＰＰ、ＰＭＰ
ＰＰ、ＰＰＭＭＰＰ、ＰＭＰＭＰ、ＰＰＰＭＰＰ、ＳＰ、ＳＰＳ、ＳＰＰＳ、ＳＰＰＰＳ
、ＳＳＰＳ、ＳＳＰＰＳ、ＳＳＰＰＰＳ、ＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰＰ、ＤＰＰＰＰ、ＭＰＰ
ＰＰ、ＳＰＰＰＰ、ＰＰＳ、ＰＳＰ、ＰＳＳＰ、ＰＰＳＰＰ、ＰＳＳＰＰ、ＰＳＰＰＰ、
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ＰＰＳＳＰＰ、ＰＳＰＳＰ、ＰＰＰＳＰＰ、ＤＰ、ＤＤＰ、ＤＰＤ、ＤＰＰ、ＤＤＤＤＰ
、ＰＰＤ、ＰＤＰ、ＰＤＤＰ、ＰＰＤＰＰ、ＰＤＤＰＰ、ＰＰＤＤＰＰ、ＤＭＰ、ＤＤＭ
ＰＰ、ＰＤＭＤＰ、ＤＰＭＰＤ、ＤＤＰＭＰＤ、ＤＤＰＭＰＤＤ、ＤＤＰＭＭＰＤＤ、Ｄ
ＰＭＭＰＤ、ＰＤＭＤＭＤ、ＰＭＤＭＰ、ＰＤＭＭＤＤ、ＰＰＤＭＤＰＰ、ＤＤＤＤＭＰ
、ＰＰＤＭＭＤＰＰ、ＦＰ、ＭＰＦ、ＦＰＰ、ＦＰＰＰ、ＦＰＰＰＰ、ＦＰＰＦ、ＦＰＦ
ＰＦ、ＦＰＰＭ、ＰＦＰ、ＰＭＦＰ、ＰＰＦＰＰ、ＰＦＦＰＰ、ＰＭＦＰＰ、ＰＰＭＦＰ
Ｐ、ＰＦＤ、ＰＤＦＤ、ＰＤＤＦＦＤ、ＰＤＦＤＤ、ＤＰＦ、ＤＦＰ、ＤＤＤＦＰ、ＦＤ
Ｐ、ＰＤＤＦ、ＰＦＤＰＰ、ＦＰＤＤＰＰ、ＰＦＤＤＰＰ、ＤＭＰＦ、ＤＦＭＰＰ、ＰＤ
ＦＤＰ、ＤＰＦＰＤ、ＤＤＰＦＰＤ、ＤＤＰＦＰＤＤ、ＤＤＰＦＦＰＤＤ、ＤＰＦＦＰＤ
、ＰＦＤＦＤ、ＰＦＤＦＰ、ＳＦＭＰ、ＳＳＦＭＰ、ＰＦＦＰ、ＴＰ、ＴＰＴ、ＰＴＰ、
ＷＰ、ＷＰＷ、ＰＷＰ、ＰＡ、ＰＡＰ、ＡＰＡ、ＴＰＰＴ、ＰＴＴＰ、ＰＡＴ、ＰＡＷ、
ＰＷＰ、からなる構造から選択され、ここで「Ｍ」はメルトブローン布地層を表し、「Ｓ
」はスパンボンド布地層を表し、「Ｆ」はフィルム層を表し、「Ｄ」はドライレイド（カ
ードまたはエアレイド；スパンレース）布地層を表し、「Ｔ」はテキスタイル型の布地を
表し、「Ｗ」は織布を表し、「Ａ」は吸収剤（パルプ、紙、ＳＡＰなど）布地を表すこと
をさらに特徴とする、請求項１７に記載の複合体。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネートまたは複合体を含
み、物品には、パーソナルケア製品、乳児用おむつ、トレーニングパンツ、吸収剤アンダ
ーパッド、水着、拭取り用の布、女性用衛生用品、包帯、創傷ケア製品、医療用の衣類、
手術衣、フィルタ、成人用尿漏れ防止製品、手術用ドレープ、カバー、衣類、防護用衣服
、衣料服飾、およびクリーニング物品および装置が含まれる、吸収剤またはバリア製品。
【請求項２０】
　互いに隣接する２種以上のポリマー融解物を同時に溶融紡糸して、隣接する布地を形成
するステップを含む、請求項１から１９のいずれか１項に記載のメルトスパンｉｎ　ｓｉ
ｔｕラミネートを作製する方法であって、互いに隣接する層は互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡
み合って前記層の間に混合繊維の界面領域を形成する、前記方法。
【請求項２１】
　少なくとも２種の隣接するポリマー融解物の処理量が、均等であり、または１．５また
は２または２．５または３または３．５または４倍超異なる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　接着剤が実質的に存在しない、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが、空気または水流交絡プロセスに供されない、請求項
２０から２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　フィラメントから形成される繊維が、４または６または８または１０または１２μｍを
超える平均直径を有する、請求項２０から２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが機械的に延伸される、請求項２０から２４のいずれか
１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照によりその全てが完全に組み込まれている、２００９年４月２１日出願
の米国特許出願第６１／１７１，１３５号および２００９年２月２７日出願の米国特許出
願第６１／１５６，０７８号の優先権を主張する。本出願は、参照によりその全てが完全
に組み込まれている、２００９年９月２４日に同時に出願された国際特許出願第ＰＣＴ／
ＵＳ２００９／０５８２６３号（代理人整理番号［２００８ＥＭ０６６Ａ－ＰＣＴ］）、
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および第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０５８２５０号（代理人整理番号［２００８ＥＭ０６６
Ｃ－ＰＣＴ］）、および第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０５８２３０号（代理人整理番号［２
００８ＥＭ２９０－ＰＣＴ］）に関する。
　本発明の開示は、不織布ラミネートに関し、詳細には、少なくとも１種のポリオレフィ
ンベースの弾性層を含んでいてもよい不織布のラミネートを形成する方法に関し、各層の
形成は、これらの層が界面領域をこえた絡み合いを通して結合されるよう、単一のダイか
ら同時に行われるものである。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨て衛生用品市場では、必要な審美的品質を備えた、高弾性で通気性のある不織布
が求められており、好ましくは機械的活性化の形を必要としない布地であって、しかし全
ては費用効果のあるものが求められている。既存の製品は、弾性フィルム（典型的にはス
チレンブロックコポリマー（「ＳＢＣ」））からなる層状化複合構造になる傾向があり、
このフィルムは、ブロッキングを防止するために共押出しされたまたはそうでない場合に
はフィルム上にラミネートされたスキン層を有する。使用されるスキン層は、正しい美観
（ソフトでフワフワしたクッション状のテクスチャ）をもたらすために、典型的には非弾
性の不織布である。ある構造では、ホットメルト接着剤層を使用して、不織布と弾性フィ
ルムのどちらかの側とを結合させ、その他の構造では、非弾性フィルム層を使用して、取
着を目的としたデッドゾーンを生成する。これらの複合構造が形成された後は、スキン層
、接着剤、および不織対向層などの非弾性構成要素の抑制作用により、これらの構造は典
型的には弾性ではない。
【０００３】
　抑制作用を除去するために、これらの複合体は、非弾性構成要素を延伸または破断する
ための機械的延伸または活性化ステップを必要とし、このステップによって抑制が解除さ
れ、弾性フィルムにより制御される弾性複合体が生成される。また、この生成物は、これ
ら層状化構造を通気性にするために、フィルムにアパーチャを付けることも必要とする。
このプロセスでは、フィルムの破損および高いスクラップ発生率に対する関連ある懸念を
抱きながら、フィルムの制御された穿刺／引裂きが行われる。
【０００４】
　最近、機械的活性化を必要としないフィルム複合体が、市場に登場した。これらの製品
は、ホットメルト接着剤の細い線を使用してフィルムのどちらかの側に取着された、１つ
または複数の高伸長性スパンレース（ｓｐｕｎｌａｃｅｄ）対向層を備えたＳＢＣフィル
ムを依然として含む。フィルムは共押出しスキンを持たないので、接着された区域間の領
域は、抑制を受けず、したがって、不織布が伸長性であり非抑制的であるので弾性である
。しかし、これらの製品は通気性ではなく、接着剤を必要とし、全てのフィルム複合製品
のように、製造するのにコストがかかる。
　上記課題の解決策は、単一のダイから多層ラミネート布地をｉｎ－ｓｉｔｕ製造するの
に、市販のメルトスパン（ｍｅｌｔｓｐｕｎ）ラインを修正することである。例えば、溶
融紡糸ダイの修正によって、高弾性のプロピレンベースのエラストマーからなる「Ｂ」層
に接合された、所望の手触りを有するポリマーから形成された嵩高い伸長性の「Ａ」層を
有する３層ＡＢＡｉｎ－ｓｉｔｕラミネート布地の形成が可能になる。これらの層は同時
に隣り合って生成されるので、布地層は、２つの布地層の間の界面層を超えた繊維同士の
絡み合いを通して、互いに接合されると考えられる。この結果、高弾性で通気性のある、
かつ所望の審美的品質を有する布地が得られると考えられる。
【０００５】
　いくつかの関連ある開示には、ＥＰ１７１２３５１Ａ、米国特許第４，３８０，５７０
号、米国特許第５，４７６，６１６号、米国特許第５，８０４，２８６号、米国特許第５
，９２１，９７３号、米国特許第６，０８０，８１８号、米国特許第６，３４２，５６５
号、米国特許第６，４１７，１２１号、米国特許第６，４４４，７７４号、米国特許第６
，５０６，６９８号、米国特許第７，０２６，４０４号、米国特許第７，１０１，６２２
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号、米国特許出願公開第２００３／０１２５６９６号、米国特許出願公開第２００５／０
１０６９７８号、米国特許出願公開第２００６／０１７２６４７号、米国特許第６，３４
２，５６５号、米国特許出願公開第２００５／０１０６９７８号、米国特許出願公開第２
００５／０１３０５４４号、米国特許出願公開第２００６／０１７２６４７号、米国特許
出願公開第２００８／０１８２１１６号、米国特許出願公開第２００８／０１８２９４０
号、米国特許出願公開第２００８／０１８２４６８号、米国特許出願第１１／６５５，３
９９号、およびＲ．Ｚｈａｏ、「Ｍｅｌｔ　Ｂｌｏｗｉｎｇ　Ｐｏｌｙｏｘｙｍｅｔｈｙ
ｌｅｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ」、Ｉｎｔ’ｌ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ　Ｊ．１９～２４（
２００５年夏）が含まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書には、メルトスパン布地の２つ以上の層を含むメルトスパンラミネートであっ
て、これらの層の間に混合繊維の界面領域が画定されるように、互いに隣接する層が互い
にｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合ってしているラミネートが、記述されている。そのような材料
を、本明細書では「ｉｎ　ｓｉｔｕラミネート」または「ＩＳＬ」と呼ぶ。一実施形態で
は、布地がメルトブローン（ｍｅｌｔｂｌｏｗｎ）布地である。
　また本明細書には、隣接する布地を形成するために互いに隣接する２種以上のポリマー
メルトを同時に溶融紡糸するステップを含む、メルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネートを
作製する方法であって、これらの層の間に混合繊維の界面領域が形成されるように、互い
に隣接する層が互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合っている方法も記述されている。
【０００７】
　また本明細書には、１個または複数のダイを含み、各ダイが２つ以上の溶融紡糸ゾーン
を含んでいる溶融紡糸装置であって、各ゾーンが、対応するゾーンに流体接続している複
数のノズルを含んでおり、各ゾーンが、溶融押出し機に流体接続している装置も記述され
ている。各押出し機は、その対応する溶融紡糸ゾーン内に融解物を押し出すために、任意
の数のエラストマー、熱可塑性樹脂、またはこれらのブレンドを含有していてもよい。
　本明細書に開示される様々な記述的要素および数値範囲は、ｉｎ　ｓｉｔｕラミネート
およびその複合体の好ましい実施形態について記述するために、その他の記述的要素およ
び数値範囲と組み合わせることができ；さらに、要素の任意の数値上限を、好ましい実施
形態について記述するために同じ要素の任意の数値下限と組み合わせることができる。こ
れに関し、「Ｘ～Ｙの範囲内」という文言は、その範囲内に「Ｘ」および「Ｙ」値を含む
ものとする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】全てが単一ゾーンに流体接続している紡糸口金ノズルを有する、溶融紡糸アレイ
ダイを示す断面図である。
【図２】同じまたは異なる材料で３層ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートを作製するのに適した３
つの溶融紡糸ゾーンを含む、溶融紡糸アレイダイの一実施形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
定義
　本明細書で使用される「不織布」（または「布地」）は、ヤーンを最初に作製すること
なくまたは製織もしくは編成プロセスを含むことなく、指向的にまたはランダムに配向し
た繊維のテキスタイル構造（例えば、シート、ウェブ、またはバット）である。本明細書
に記述される布地は、機械的、化学的、または熱的にインターロックする（ｉｎｔｅｒｌ
ｏｃｋｉｇ）プロセスによって強化されていてもよい繊維または連続フィラメントの網状
構造を含む。不織布の例には、メルトスパン布地（溶融紡糸プロセスによって作製される
。）、カード（ｃａｒｄｅｄ）布地、ドライレイド（ｄｒｙ－ｌａｉｄ）布地（例えば、
カード布地またはエアレイド（ａｉｒ－ｌａｉｄ）布地）、およびウェットレイド（ｗｅ
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ｔ－ｌａｉｄ）布地が含まれる。これらのタイプの布地のいずれかは、当技術分野で公知
の手段によって物理的に絡み合っていてもよく、しばしば「スパンレース」布地と呼ばれ
る。
【００１０】
　本明細書で使用される「メルトスパン布地」は、ポリマーメルトまたは溶液を１個また
は複数のダイから小さな穴または紡糸口金を通して押し出して細いフィラメントを形成し
、次いでこのフィラメントを高圧空気などの適切な手段によって細長化し、移動している
スクリーン、ドラム、またはその他の適切なデバイス上に置くことにより繊維のウェブを
形成する方法によって作製された、布地を指す。「溶融紡糸」プロセスには、スパンボン
ド（ｓｐｕｎｂｏｎｄｉｎｇ）、溶液紡糸、コフォーミング（ｃｏｆｏｒｍｉｎｇ）、お
よびメルトブローが含まれるが、これらに限定するものではない。メルトスパン繊維は、
典型的には２５０または１５０または６０または４０μｍ未満の平均直径を有する。メル
トスパン繊維の作製で使用するのに適したポリマーの非限定的な例は、ポリプロピレン（
例えば、ホモポリマー、コポリマー、耐衝撃性コポリマー）、ポリエステル（例えば、Ｐ
ＥＴ）、ポリアミド、ポリウレタン（例えば、Ｌｙｃｒａ（商標））、ポリエチレン（例
えば、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、プラストマー）、ポリカーボネート、およびこ
れらのブレンドである。
【００１１】
　本明細書で使用される「スパンボンド」は、ポリマーメルトまたは溶液を、紡糸口金を
通して押し出してフィラメントを形成し、冷却し、帯電または高速空気などによる適切な
手段で細長化し、次いで細長化したフィラメント（「繊維」）を、布地が形成されるよう
に移動しているスクリーン上に置くという、布地を形成する溶融紡糸法を指す。置かれた
繊維は、繊維を一まとめに結合するために、加熱されたカレンダ内またはいくつかのその
他の適切な手段を通過してもよい。ある実施形態では、スパンボンドプロセスでの細長化
空気が約５０℃未満である。スパンボンドプロセスから得られる繊維は、典型的には、内
部に与えられたある程度の一軸分子配向を有する。
　本明細書で使用される「メルトブローン」は、ポリマーメルトまたは溶液を、紡糸口金
を通して押し出してフィラメントを形成し、これを帯電または高速空気などによる適切な
手段によって細長化し、次いでそのような細長化したフィラメント（「繊維」）を、布地
が形成されるように移動しているスクリーン上に配置する、布地を形成する溶融紡糸法を
指す。ある実施形態では、個別の急冷空気源が存在してもしなくてもよい。ある実施形態
では、メルトブローンプロセスでの細長化空気は、約５０℃よりも高い。
【００１２】
　繊維そのものは、「スパンボンド」されまたは「メルトブローン」されたと呼んでもよ
い。スパンボンドおよびメルトブローン繊維は、任意の所望の平均直径を有していてもよ
く、ある実施形態では、０．１または１または４～１５または２０または４０または５０
または１５０または２５０μｍの範囲内であり、または、別の方法で表され、５．０また
は３．０または２．０または１．９または１．８または１．６または１．４または１．２
または１．０未満のデニール（ｇ／９０００ｍ）である。
【００１３】
　本明細書で使用される「コフォーム」という用語は、少なくとも１個のメルトスパンダ
イヘッドがシュート付近に配置され、そこを通してその他の材料を布地に添加しながら布
地を形成するという、別の溶融紡糸プロセスを指す。そのようなその他の材料は、例えば
、パルプ、超吸収性粒子、セルロース、またはステープル繊維であってもよい。コフォー
ムプロセスは、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４，８１８，４６４号およ
び米国特許第４，１００，３２４号に示されている。この開示の目的のため、コフォーム
プロセスは、メルトスパンプロセスの特定の実施形態と見なされる。
【００１４】
　本明細書で使用される「繊維」は、その長さが、その直径または幅よりも非常に長い構
造であり；平均直径は、０．１～３５０μｍ程度であり、天然および／または合成材料を
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含む。繊維は、「一成分」または「二成分」にすることができる。二成分繊維は、個別の
押し出し機から押し出されるが同じフィラメント内の両方のポリマーに関して同じ紡糸口
金を通るという、異なる化学的および／または物理的性質の２種以上のポリマーを含み、
その結果、それぞれ異なるポリマーからなる明確なドメインを有する繊維が得られる。そ
のような二成分繊維の構成は、例えば、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５
，１０８，８２０号のように、１つのポリマーが別のポリマーに取り囲まれておりまたは
隣り合っていてもよいシース／コアの配置構成、または、参照により本明細書に組み込ま
れる米国特許第７，４１３，８０３号のように、ポリマーの異なるドメインが、「パイの
スライス」もしくは「海の中の島」の形状をした交互に配されたセグメントとなっている
、セグメントまたは「パイ」であってもよい。繊維は、「一構成成分」または「二構成成
分」にすることもでき、これは単一のポリマーまたは２種以上のポリマーのブレンドで作
製されることを意味する。
【００１５】
　本明細書で使用される「ｉｎ　ｓｉｔｕラミネート」（または「ＩＳＬ」）は、以下に
さらに記述されるｉｎ　ｓｉｔｕ溶融紡糸プロセスによって作製された、少なくとも２つ
の布地層を含む構造を指す。「複合体」は、少なくとも１つのＩＳＬと、任意の適切な材
料から作製されたフィルム、別の布地、または別ＩＳＬなどの材料の少なくとも１つのそ
の他の層とを含む構造を指す。複合体は、例えば、まずメルトスパン布地層を、移動して
いる形成ベルト上に順次堆積し、次いで別のメルトスパン布地層を堆積しまたはカードも
しくはドライレイド布地を第１のメルトスパン布地層の最上部に付加し、次いでこれらの
層の最上部にメルトスパン布地層を付加し、その後、熱点結合、または層が互いに接着す
るという固有の傾向、水流交絡などによって、様々な層状化材料をいくらか結合すること
により作製してもよい。あるいは、布地層を個々に作製し、ロール状にまとめ、個別の１
つまたは複数のステップで組み合わせてもよい。ＩＳＬおよび複合体は、多くの種々の構
成にある様々な数の層を有していてもよく、フィルム、接着剤、テキスタイル材料、吸収
材料（例えば、パルプ、紙、ＳＡＰなど）、コフォーム材料、メルトブローンおよびスパ
ンボンド材料、またはエアレイド材料などのその他の材料を含んでいてもよい。
【００１６】
　本明細書で使用される、「弾性」または「エラストマー性」と呼ばれる材料および／ま
たは布地は、付勢力をかけたときに、破裂または破断することなく、その緩和された当初
の長さの少なくとも１００％という引き伸ばされた長さにまで延伸することができ、しか
し付勢力を解除すると、この材料はその伸びの少なくとも４０％以上の回復を示すもので
ある。適切なエラストマー材料について、本明細書でさらに記述する。布地などの材料は
、付勢力を加えた場合、「伸長可能」であり、この材料は、破裂または破断することなく
、その緩和された当初の長さの少なくとも１００％という引き伸ばされた長さにまで延伸
することができ、しかし付勢力が解除されると、この材料は、その伸びの４０％未満の回
復を示す。伸長性布地は、一般的な物品（例えば、おむつなど）のエラストマー布地また
はフィルム層にしばしば付随し、伸長性の材料（例えば、ポリウレタン、スチレンブロッ
クコポリマー、エチレンビニルアセテート、あるポリプロピレンコポリマー、ポリエチレ
ン、およびこれらのブレンド）から形成され、または布地（天然または合成）を機械的に
変形させまたは捻ることによって形成される。
【００１７】
　本明細書で使用される「フィルム」は、その幅および長さに対してその厚さが非常に薄
いプラスチックおよび／またはエラストマー材料の、平らで支持されていないセクション
であり、その構造全体にわたって連続的なまたはほぼ連続的な巨視的形態を有し、空気が
拡散律速またはそれ以下で通過可能になる。本明細書に記述されるＩＳＬは、１つまたは
複数のフィルム層を含んでいてもよく、布地に関して本明細書に記述される任意の材料を
含むことができる。ある実施形態では、フィルムは、本明細書に記述されるＩＳＬ中に存
在しない。本明細書に記述されるフィルムは、処理によって穿孔を促進させかつ空気およ
び／または流体をフィルムに通すことが可能になる添加剤を含有していてもよい。クレー
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、炭酸カルシウムなどの添加剤は、当技術分野で周知であり、特に、参照により本明細書
に組み込まれる米国特許第６，６３２，２１２号に記載されている。
【００１８】
ＩＳＬに関する記述
　この開示には、メルトスパン布地の２つ以上の層を含むメルトスパンＩＳＬであって、
有限界面ゾーンが生成されるように、隣接する層が互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合ってい
るＩＳＬが提示されている。「ｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合っている」が意味するところは、
隣接する層の繊維が、互いを包み込むように隣接する布地層の一縁に少なくとも沿って互
いに係合しており、および／または隣接する層から繊維内を少なくとも１回通過すること
である。好ましくは、ＩＳＬにおいて、層状化構造の様々な層は、当技術分野で知られる
ように空気または水流交絡プロセス下に置かれておらず、これらの層を接合するのに使用
される接着剤でもない。本明細書に記述されるＩＳＬは、メルトスパン布地の層を含み、
隣接する層からの個々の繊維が互いに絡み合いまたは撚り合わされており、そのような配
置構成は、溶融紡糸装置からメルトスパンされた形成フィラメントの絡み合いから得られ
るものである。これは、２つ以上の層を、単一のダイから同時にまたはほぼ同時にかつ互
いに隣接させて溶融紡糸することにより、ある実施形態で実現される。
【００１９】
　メルトスパンＩＳＬを構成する布地層は、同じでも異なっていてもよく、これは、同じ
または異なる化学的および／または物理的特性を有する可能性があることを意味する。あ
る実施形態では、様々な層は、（ａ）布地の基本質量が同じではなく、（ｂ）布地を構成
する繊維の平均直径が同じではなく、（ｃ）布地の組成が同じではなく、（ｄ）隣接する
布地の繊維の単位面積当たりの数密度が同じではなく、（ｅ）繊維の断面形状が同じでは
なく、（ｆ）個々の繊維構造が同じではなく（二成分対一成分）、または（ｇ）これらの
相違の１つまたは複数の任意の組み合わせであることを特徴とする。
【００２０】
　メルトスパンＩＳＬを構成する層は、層が容易に引き剥がされるのを防ぐ程度まで絡み
合うことにより、特徴付けることができる。ある実施形態では、隣接する層は、１０また
は２０または３０または４０または５０ｇ超の剥離強度を有し、その他の実施形態では、
１または２または５または１０～５０または６０または８０または１００または１２０ま
たは１５０または２００ｇの範囲内の剥離強度を有する。本明細書で言及される剥離強度
は、ＡＳＴＭ　Ｄ２７２４．１３により本質的に決定した。この手順は、ラミネート布地
のｚ方向強度（結合強度）を決定することを意図した。布地の成分層同士の結合効率は、
布地を層間剥離するのに必要な力を測定することによって決定した。層間剥離は、結合メ
カニズムの破壊による、ラミネート布地のプライの分離と定義される。剥離強度は、指定
された条件下でテキスタイルの成分層を分離するのに必要な張力である。この手順では、
６インチ×２インチの試験片（縦方向が６インチ）のプライを、試験片の長さに沿って約
２インチの距離だけ手作業で分離した。次いで１つの層を、１インチの標点距離を有する
引張り試験機の各ジョー内にクランプ留めし、布地の成分層を完全に分離するのに必要な
最大力（即ち、ピーク負荷）を決定した。
【００２１】
　ある実施形態では、ＩＳＬの少なくとも１つの層が弾性である。ＩＳＬの弾性布地層は
、溶融紡糸装置で押出し可能でありかつ弾性の、任意の材料から作製してもよい。一実施
形態では、弾性布地は、プロピレン－α－オレフィンエラストマー、エチレン－α－オレ
フィンランダムおよびブロックコポリマー（例えば、Ｉｎｆｕｓｅ（商標）エラストマー
）、天然ゴム（「ＮＲ」）、合成ポリイソプレン（「ＩＲ」）、ブチルゴム（イソブチレ
ンおよびイソプレンのコポリマー、「ＩＩＲ」）、ハロゲン化ブチルゴム（クロロ－ブチ
ルゴム：「ＣＩＩＲ」；ブロモ－ブチルゴム：「ＢＩＩＲ」）、ポリブタジエン（「ＢＲ
」）、スチレン－ブタジエンゴム（「ＳＢＲ」）、ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム、
クロロプレンゴム（「ＣＲ」）、ポリクロロプレン、ネオプレン、エチレン－プロピレン
ゴム（「ＥＰＭ」）、エチレン－プロピレン－ジエンゴム（「ＥＰＤＭ」）、エピクロロ
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ヒドリンゴム（「ＥＣＯ」）、ポリアクリルゴム（例えば、「ＡＣＭ」、「ＡＢＲ」）、
シリコーンゴム、フルオロシリコーンゴム、フルオロエラストマー、パーフルオロエラス
トマー、ポリエーテルブロックアミド（「ＰＥＢＡ」）、クロロスルホン化ポリエチレン
（「ＣＳＭ」）、エチレン－ビニルアセテート（「ＥＶＡ」）、熱可塑性エラストマー（
「ＴＰＥ」）、熱可塑性加硫物（「ＴＰＶ」）、熱可塑性ポリウレタン（「ＴＰＵ」）、
熱可塑性オレフィン（「ＴＰＯ」）（ランダムおよびブロック）、ポリスルフィドゴム、
またはこれらエラストマーの任意の２種以上のブレンドからなる群から選択されるエラス
トマーを含む。ＩＳＬは、２種以上の異なる繊維の混合物、または繊維および微粒子の混
合物で作製された複合材料を含んでいてもよい。そのような混合物は、メルトスパン繊維
が運ばれる気体流に繊維および／または微粒子を添加することによって形成されていても
よく、したがってメルトスパンフィラメントおよび繊維およびその他の材料、例えば木材
パルプ、ステープル繊維、および微粒子、例えば超吸収材料と一般に呼ばれる親水コロイ
ド（ヒドロゲル）微粒子などの密に絡み合った混入は、ランダムに分散されたメルトブロ
ーン繊維と参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４，１００，３２４号に開示さ
れるようなその他の材料とのコヒーレントウェブが形成されるよう、収集デバイスでメル
トブローン繊維を収集する前に生じるようになされている。不織ウェブが繊維の不織ウェ
ブである場合、この繊維は、コヒーレントウェブ構造が形成されるよう繊維間結合によっ
て接合されていてもよい。繊維間結合は、スパンボンドプロセスでの熱結合によって、ま
たは個々のメルトブローン繊維間の絡み合いによって生成されていてもよい。繊維の絡み
合いは、溶融紡糸プロセスで固有のものであるが、例えば水流交絡またはニードルパンチ
などのプロセスによって発生させまたは増大させてもよい。あるいは、および／またはさ
らに、所望の結合を増大させるのに結合剤を使用してもよい。ある所望の実施形態では、
これらの方法のどちらも、絡み合いを増大させるのに使用されていない。
【００２２】
　好ましい実施形態では、弾性層は、８０または６０または４０または２４または２０ｄ
ｇ／分未満のＭＦＲを有するプロピレン－α－オレフィンエラストマーを、布地の１０ま
たは２０または３０または４０～５０または７０または８０または９０または９５または
１００質量％含む。特定の実施形態では、弾性層は、本質的にプロピレン－α－オレフィ
ンエラストマーからなる。
【００２３】
プロピレン－α－オレフィンエラストマー
　本明細書で使用される「プロピレン－α－オレフィンエラストマー」は、エラストマー
であるランダムコポリマーを指し、中程度の結晶化度を有し、プロピレン由来の単位と、
エチレン、高級α－オレフィン、および／またはジエン由来の単位であってもよい１個ま
たは複数の単位とを保有する。コポリマーの全コモノマー含量は、一実施形態では５～３
５質量％である。いくつかの実施形態では、複数のコモノマーが存在する場合、特定のコ
モノマーの量は５質量％未満であってもよいが、組み合わせたコモノマーの含量は５質量
％超である。プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、任意の数の種々のパラメータ
によって記述されてもよく、これらのパラメータは、本明細書に記述される任意の所望の
下限と共に任意の所望の上限で構成された数値範囲を含んでいてもよい。
【００２４】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、エチレンまたはＣ4

－Ｃ10α－オレフィン由来の単位（または「コモノマー由来の単位」）を、エラストマー
の５または７または９～１３または１６または１８質量％の範囲内で含む。プロピレン－
α－オレフィンエラストマーは、２種の異なるコモノマー由来単位を含んでいてもよい。
また、これらのコポリマーおよびターポリマーは、以下に示すジエン由来単位を含んでい
てもよい。特定の実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、プロピレ
ン由来単位と、エチレン、１－ヘキセン、および１－オクテンから選択されるコモノマー
単位とを含む。より特定の実施形態では、コモノマーはエチレンであり、したがってプロ
ピレン－α－オレフィンエラストマーは、プロピレン－エチレンコポリマーである。ジエ



(11) JP 2012-519242 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

ンが存在する場合、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ジエン由来単位をエラ
ストマーの５または３質量％未満含み、またはその他の実施形態では０．１または０．５
または１～５質量％の範囲内である。適切なジエンには、例えば：１，４－ヘキサジエン
、１，６－オクタジエン、５－メチル－１，４－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，
６－オクタジエン、ジシクロペンタジエン（「ＤＣＰＤ」）、エチリジエンノルボルネン
（「ＥＮＢ」）、ノルボルナジエン、５－ビニル－２－ノルボルネン（「ＶＮＢ」）、お
よびこれらの組合せが含まれる。
【００２５】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、13Ｃ　ＮＭＲで測定
されるように、７５％以上、８０％以上、８２％以上、８５％以上、または９０％以上の
３個のプロピレン単位の三連立体規則性を有する。一実施形態では、三連立体規則性は、
５０～９９％の範囲内、別の実施形態では６０～９９％、さらに別の実施形態では７５～
９９％、さらに別の実施形態では８０～９９％、さらに別の実施形態では６０～９７％の
範囲内にある。三連立体規則性は、下記の通り決定される：本明細書で「ｍ／ｒ」と表さ
れる立体規則性指数は、13Ｃ核磁気共鳴（「ＮＭＲ」）によって決定される。立体規則性
指数ｍ／ｒは、参照により本明細書に組み込まれるＨ．Ｎ．Ｃｈｅｎｇ、１７　ＭＡＣＲ
ＯＭＯＬＥＣＵＬＥＳ　１９５０（１９８４）に定義された通り計算される。表示「ｍ」
または「ｒ」は、隣接するプロピレン基の対の立体配置を示し、「ｍ」はメソを指し、「
ｒ」はラセミを指す。１．０のｍ／ｒ比は、一般にシンジオタクチックポリマーを示し、
２．０のｍ／ｒ比はアタクチック材料を示す。アイソタクチック材料は理論的に、無限に
近い比を有していてもよく、多くの副生成物であるアタクチックポリマーは、５０を超え
る比をもたらすのに十分なアイソタクチック含量を有する。プロピレン－α－オレフィン
エラストマーの実施形態は、４または６の下限から８または１０または１２の上限に及ぶ
立体規則性指数ｍ／ｒを有する。
【００２６】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、０．５または１また
は５Ｊ／ｇ～３５または４０または５０または６５または７５または８０Ｊ／ｇの範囲内
の、本明細書に記述される示差走査熱力測定（「ＤＳＣ」）手順により決定された融解熱
（「Ｈf」）を有する。ある実施形態では、Ｈf値は８０または７５または６０または５０
または４０Ｊ／ｇ未満である。ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラスト
マーは、０．５～４０％範囲内、別の実施形態では１～３０％、さらに別の実施形態では
５～２５％の範囲内の結晶化度％を有し、この「結晶化度％」は、本明細書に記述される
ＤＳＣ手順により決定されるものである。高次のポリプロピレンに関する熱エネルギーは
、１８９Ｊ／ｇと推定される（即ち、１００％の結晶化度は、１８９Ｊ／ｇに等しい。）
。別の実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、４０％未満の結晶化
度を有し、別の実施形態では０．２５～２５％の範囲内、さらに別の実施形態では０．５
～２２％、さらに別の実施形態では０．５～２０％の範囲内にある。
【００２７】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ＤＳＣにより決定さ
れるように、単一ピークの融解転移を有し；ある実施形態では、プロピレン－α－オレフ
ィンエラストマーは、９０℃未満から一次ピーク融解転移を有し、広範な融解転移終止は
約１１０℃よりも高い。ピーク「融点」（「Ｔm」）は、サンプルが融解する範囲内での
最大熱吸収の温度と定義される。しかし、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、
主ピークおよび／または融解転移終止に隣接して二次融解ピークを示してもよく、しかし
本明細書の目的で、そのような二次融解ピークは、単一融点として一緒に考慮され、これ
らのピークの最高は、プロピレン－α－オレフィンエラストマーのＴmと見なされる。プ
ロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ある実施形態では、１０５または１００また
は９０または８０または７０℃未満からのピークＴmを有し；その他の別の実施形態では
、１０または１５または２０または２５～６５または７５または８０または９５または１
０５℃の範囲内である。
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【００２８】
　ＤＳＣ決定のための手順は、下記の通りである。ポリマー約０．５ｇを量り取り、「Ｄ
ＳＣモールド」およびＭｙｌａｒ（商標）裏当てシートを使用して、約１４０～１５０℃
で約１５～２０ミル（約３８１～５０８μｍ）の厚さに押圧した。押圧パッドを、空気中
に吊るすことによって周囲温度にまで冷却した（Ｍｙｌａｒ（商標）裏当てシートは除去
しなかった。）。押圧パッドを室温（約２３～２５℃）で約８日間アニールした。この期
間の終わりに、約１５～２０ｍｇのディスクを、パンチダイを使用して押圧パッドから取
り出し、１０μｌのアルミニウムサンプルパン内に置いた。サンプルを、示差走査熱量計
（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　Ｐｙｒｉｓ　１熱分析システム）内に置き、約－１００℃
にまで冷却した。サンプルを、約１０℃／分で加熱して、約１６５℃の最終温度を実現し
た。サンプルの融解ピーク下の面積として記録された熱出力は、融解熱の尺度であり、ポ
リマーのｇ当たりのＪ（Ｊ／ｇ）として表すことができ、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒシス
テムによって自動的に計算された。これらの条件下で、融解プロファイルは２つの最大値
を示し、最高温度での最大値は、温度の関数としての、ポリマーの高い熱容量に関するベ
ースライン測定に対する、サンプルの融解範囲内の融点と解釈された。
【００２９】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、０．８４０～０．９
２０ｇ／ｃｍ3の範囲内、別の実施形態では０．８４５～０．９００ｇ／ｃｍ3、さらに別
の実施形態では０．８５０～０．８９０ｇ／ｃｍ3の範囲内の密度を有し、これらの値は
、ＡＳＴＭ　Ｄ－１５０５試験方法により室温で測定されたものである。
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、８０または７０また
は５０または４０または３０または２４または２０ｄｇ／分未満から、その他の実施形態
では０．１または１または４または６～１２または１６または２０または４０または６０
または８０ｄｇ／分の範囲内の溶融流量（「ＭＦＲ」、ＡＳＴＭ　Ｄ１２３８、２．１６
ｋｇ、２３０℃）を有する。
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、２０または４０～８
０または９０ショアＡの範囲内のショアＡ硬度（ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０）を有する。さら
に別の実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、５００％または１０
００％または２０００％超の；およびその他の実施形態では５００％～８００または１２
００または１８００または２０００または３０００％の範囲内の、極限伸び（ＡＳＴＭ　
Ｄ４１２）を有する。
【００３０】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、５０，０００～１，
０００，０００ｇ／モル、別の実施形態では６０，０００～６００，０００、さらに別の
実施形態では７０，０００～４００，０００の範囲内の質量平均分子量（「Ｍｗ」）の値
を有する。プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ある実施形態では１０，０００
～５００，０００ｇ／モル、さらに別の実施形態では２０，０００～３００，０００、さ
らに別の実施形態では３０，０００～２００，０００の範囲内の数平均分子量（「Ｍｎ」
）の値を有する。プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ある実施形態では８０，
０００～６，０００，０００ｇ／モル、別の実施形態では１００，０００～７００，００
０、さらに別の実施形態では１２０，０００～５００，０００の範囲内のｚ－平均分子量
（「Ｍｚ」）の値を有する。
【００３１】
　ある実施形態では、所望の分子量（したがって、所望のＭＦＲ）は、プロピレン－α－
オレフィンエラストマーのビスブレーキング（ｖｉｓｂｒｅａｋｉｎｇ）により実現され
る。「ビスブレーキングがなされたプロピレン－α－オレフィンエラストマー」（当技術
分野では「制御されたレオロジー」としても知られる。）は、ポリマー鎖が破壊されるよ
うにビスブレーキング剤で処理がなされたコポリマーである。ビスブレーキング剤の非限
定的な例には、ペルオキシド、ヒドロキシルアミンエステル、およびその他の酸化剤およ
びフリーラジカル発生剤が含まれる。別の言い方をすれば、ビスブレーキングがなされた
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エラストマーは、ビスブレーキング剤およびエラストマーの反応生成物であってもよい。
特に、ビスブレーキングがなされたプロピレン－α－オレフィンエラストマーは、処理前
のＭＦＲ値に対して、一実施形態では少なくとも１０％、別の実施形態では少なくとも２
０％、そのＭＦＲが増大するように、ビスブレーキング剤で処理がなされたものである。
【００３２】
　ある実施形態では、繊維および布地を作製するプロセスは、押出し機および装置のその
他の部分からいかなるビスブレーキング剤も排除する。この場合のプロピレン－α－オレ
フィンエラストマーを、「リアクタ（ｒｅａｃｔｏｒ）級」エラストマーと呼ぶ。「排除
する」または「排除した」が意味するところは、ペルオキシド、ヒドロキシルアミンエス
テル、およびその他の酸化剤およびフリーラジカル発生剤などのビスブレーキング剤が、
押出し機または押出し機の下流の繊維形成装置の任意のその他の構成要素に添加されない
ことである。したがってこの実施形態では、繊維および布地にブローされているエラスト
マーは、押出し機に導入されたときに所望のＭＦＲを有し、繊維形成装置に供給されるエ
ラストマーである。
【００３３】
　ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーの分子量分布（「ＭＷＤ
」）が、１．５または１．８または２．０～３．０または３．５または４．０または５．
０の範囲内にある。分子量（Ｍｎ、Ｍｚ、およびＭｗ）およびＭＷＤを決定するための技
術は、下記の通りであり、また参照により本明細書に組み込まれるＶｅｒｓｔａｔｅら、
２１　ＭＡＣＲＯＭＯＬＥＣＵＬＥＳ　３３６０（１９８８）にある通りである。本明細
書に記述される条件は、公表された試験条件を超えて優先される。分子量およびＭＷＤは
、Ｃｈｒｏｍａｔｉｘ　ＫＭＫ－６オンライン光散乱光度計を備えたＷａｔｅｒｓ　１５
０ゲル透過クロマトグラフィを使用して測定される。システムは、移動相としての１，２
，４－トリクロロベンゼンと共に、１３５℃で使用した。Ｓｈｏｗｄｅｘ（商標）（Ｓｈ
ｏｗａ－Ｄｅｎｋｏ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．）ポリスチレンゲルカラム８０２、８０
３、８０４、および８０５が使用される。この技法は、参照により本明細書に組み込まれ
るＬＩＱＵＩＤ　ＣＨＲＯＭＡＴＯＧＲＡＰＨＹ　ＯＦ　ＰＯＬＹＭＥＲＳ　ＡＮＤ　Ｒ
ＥＬＡＴＥＤ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ　ＩＩＩ　２０７（Ｊ．Ｃａｚｅｓ編、Ｍａｒｃｅｌ
　Ｄｅｋｋｅｒ、１９８１）に論じられている。カラムの展開の補正は用いず；しかし、
一般に許容される標準物質、例えばＮａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｒｅａｕ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄｓ、ポリエチレン（ＳＲＭ　１４８４）および陰イオンにより生成された水素化ポ
リイソプレン（交互エチレン－プロピレンコポリマー）に関するデータは、Ｍｗ／Ｍｎま
たはＭｚ／Ｍｗに関するそのような補正が０．０５単位未満であることを実証している。
Ｍｗ／Ｍｎは、溶出時間－分子量の関係から計算したのに対し、Ｍｚ／Ｍｗは、光散乱光
度計を使用して評価した。数値分析は、ＬＤＣ／Ｍｉｌｔｏｎ　Ｒｏｙ－Ｒｉｖｉｅｒａ
　Ｂｅａｃｈ、Ｆｌａから入手可能な市販のコンピュータソフトウェアＧＰＣ２、ＭＯＬ
ＷＴ２を使用して行うことができる。
【００３４】
　本明細書に記述されるプロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ポリプロピレンを
生成することが知られている任意の触媒および／またはプロセスを使用して、生成するこ
とができる。ある実施形態では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーは、ＷＯ０２
／３６６５１、米国特許第６９９２１５８号、および／またはＷＯ００／０１７４５の手
順により調製されたコポリマーを含むことができる。プロピレン－α－オレフィンエラス
トマーを生成するための好ましい方法は、米国特許出願公開第２００４／０２３６０４２
号および米国特許第６，８８１，８００号に見出される。好ましいプロピレン－α－オレ
フィンエラストマーは、Ｖｉｓｔａｍａｘｘ（商標）（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｈｏｕｓｔｏｎ、ＴＸ、ＵＳＡ）、およびＶｅｒｓｉｆｙ（
商標）（Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｍｉｄｌａｎｄ、Ｍｉｃ
ｈｉｇａｎ、ＵＳＡ）、ある特定の級のＴａｆｍｅｒ（商標）ＸＭまたはＮｏｔｉｏ（商
標）（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｍｐａｎｙ、日本）、ならびにある特定の級のＳｏｆｔｅｌ（
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商標）（オランダのＢａｓｅｌｌ　Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎｓ）という商標名で市販されて
いる。
　繊維および布地組成物の「プロピレン－α－オレフィンエラストマー」成分は、単一ポ
リマーとして時々論じられるが、この用語によれば、本明細書に記述される範囲内の性質
を有する２種以上の異なるプロピレン－α－オレフィンエラストマーのブレンドも考えら
れる。
【００３５】
溶融紡糸プロセス
　メルトスパンＩＳＬの形成は、押出しの後、微細なデニールの繊維が紡糸されるよう適
切な融解温度および圧力を取り扱うことが可能な少なくとも１個のダイを含む溶融紡糸装
置を通して紡糸することによる、繊維の製造を必要とする。特に、装置は、多数のノズル
を含む少なくとも１個のダイを有しており、ノズルのそれぞれは、ノズルを通して種々の
材料をメルトスパンさせるように、それ自体の押出し機に流体接続されている。ノズルは
、狭いオリフィス、即ちそこを通して溶融ポリマーがフィラメントにメルトスパンされる
狭いオリフィスを画定する。各ダイは、任意の数のノズルを有することができ、このノズ
ルの密度は２０または４０または５０ノズル／インチ～１２０または１５０または２００
または３００または３５０ノズル／インチに及ぶ。押出しプロセスは、典型的には繊維の
機械的または空気力学的延伸を伴う。本明細書に記述されるＩＳＬは、押出し可能なポリ
マーを溶融紡糸することが可能な、当技術分野で公知の任意の技法により製造されてもよ
い。一実施形態では、メルトスパンＩＳＬは、２００ｐｓｉ（１．３８ＭＰａ）または５
００ｐｓｉ（３．４５ＭＰａ）を超える融解圧力でおよび５０～３５０℃の範囲内の融解
温度で動作することができる装置からメルトスパンされる。
【００３６】
　ある実施形態では、ＩＳＬおよび布地を作製するプロセスは、メルトブロー押出し機お
よびこの装置のその他の部分からいかなるビスブレーキング剤も除外する。「除外する」
または「除外した」が意味するところは、ペルオキシド、ヒドロキシルアミンエステル、
およびその他の酸化剤およびフリーラジカル発生剤などのビスブレーキング剤が、押出し
機に、またはメルトブロー装置で押出し機の下流にある装置の任意のその他の構成要素に
添加されないことである。したがって、繊維および布地にブローされているコポリマーは
、押出し機に導入されたときに所望のＭＦＲを有し、メルトブロー装置に供給されるコポ
リマーである。
【００３７】
　本明細書に記述されるＩＳＬ（および布地を構成する繊維）を製造するために修正され
てもよい適切な溶融紡糸設備の例は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４，
３８０，５７０号、米国特許第５，４７６，６１６号、米国特許出願公開第２００４／０
２０９５４０号、およびＲ．Ｚｈａｏ、「Ｍｅｌｔ　Ｂｌｏｗｉｎｇ　Ｐｏｌｙｏｘｙｍ
ｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ」、ＩＮＴ’Ｌ　ＮＯＮＷＯＶＥＮＳ　Ｊ．、１
９～２４（２００５年夏）にある。メルトブローすることが可能な設備は、ある実施形態
で使用される。所望の装置は、典型的には少なくとも１個の押出し機を含むことになり、
この装置内で融解圧力を維持するためにギアポンプを含んでいてもよい。押出し機は、少
なくとも１個のダイブロックまたはアレイダイに結合されて、押出し機からの融解物をダ
イブロックに移すことができるようになされている。本発明の場合、装置は、多数のノズ
ルを有する少なくとも１個のダイを有し、それぞれは、ノズルを通して種々の材料がメル
トスパンされるようにおよび／または融解物を種々の処理量で紡糸できるように、それ自
体の押出し機に流体接続されている。別の実施形態では、複数のアレイダイがあってもよ
く、各ダイは、押出し機に結合されており、および／または種々の処理量で融解物を紡糸
することが可能である。アレイダイは、紡糸口金部分を含み、高圧空気をダイの紡糸口金
部分に送出するために少なくとも１個の空気マニホールドにも結合される。紡糸口金は、
複数の紡糸ノズル、即ちそこを通して融解物が押出され、同時に空気圧力により細長化さ
れてフィラメントまたは繊維を形成する、複数の紡糸ノズルを含む。
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【００３８】
　本明細書でＩＳＬの１つまたは複数の層を形成する、メルトブローンがなされた繊維は
、溶融コポリマーを、溶融スレッドまたはフィラメントとして、複数の微細な、通常は円
形のダイキャピラリー、または「紡糸ノズル」を通して、収束または平行な、通常は高温
および高速の気体流（例えば、空気または窒素）中に押し出して、溶融熱可塑性材料のフ
ィラメントを細長化し、繊維を形成することによって、形成される。溶融紡糸プロセス中
、溶融フィラメントの直径は、典型的には、引出し空気によって所望のサイズにまで減じ
られる。その後、メルトブローン繊維は、高速気体流により運ばれ、収集面に堆積されて
、ランダムに分布されたメルトブローン繊維の少なくとも１つのウェブを形成する。メル
トスパン繊維は、連続的でも不連続であってもよく、その平均直径は、一般に０．５～３
５０μｍの範囲内にある。
【００３９】
　より具体的には、弾性メルトブローン布地を形成するのに有用な溶融紡糸プロセスで、
溶融ポリマーは、１対の空気プレート、即ちその一方が１個または複数の一次空気ノズル
を形成する上部プレートである、１対の空気プレートの間に配置された、少なくとも１個
のアレイダイに供給される。一実施形態では、メルトブロー装置は、複数の紡糸口金ノズ
ル（または「ノズル」）を備えたアレイダイを含み、このノズルの密度は、２０または３
０または４０～２００または２５０または３２０ノズル／インチの範囲内である。一実施
形態では、各ノズルは、０．０５または０．１０または０．２０～０．８０または１．０
０または２．００ｍｍの範囲内の内径を有する。一実施形態での空気プレートは、紡糸ノ
ズルの先端が一次空気ノズルから引き込まれた位置に配置されるよう、リセス構成で取り
付けられる。別の実施形態では、空気プレートは、この空気プレートの端部が紡糸ノズル
の先端と同じ水平面にある、面一構成で取り付けられる。さらにその他の実施形態では、
紡糸ノズルの先端は、紡糸ノズルの先端が空気プレートの端部を越えて延びるように、突
出または「突出し」構成にある。さらに、複数の空気流を、ノズルで使用するのに供給す
ることができる。
【００４０】
　一実施形態では、高温空気（「一次空気」）が、少なくとも各面に位置付けされた一次
空気ノズルを通して、またはダイの先端の周辺の周りに、または各ノズルの周りに供給さ
れる。高温空気はダイを加熱し、したがって、溶融ポリマーが出て行きかつ冷却されると
きにダイが凝固ポリマーで詰まるのを防止する。また高温空気は、融解物を繊維へと引出
しまたは細長化する。一次空気は、形成溶融フィラメントに平行に、または形成フィラメ
ントに最大で直角になる任意の角度で流れてもよく、好ましくは一次空気流は、平行（０
°）から約３０°の角度の範囲内である。ある実施形態では、メルトブローンプロセスで
の一次空気圧力は、ダイヘッドが出口直前にある点で、典型的には平方インチゲージ当た
り２または５～１０または１５または２０または３０ポンド（ｐｓｉｇ）に及ぶ。一次空
気温度は、ある実施形態において、典型的には２００または２３０～３００または３２０
または３５０℃の範囲内であり、その他の実施形態では、５０または８０または１００ま
たは１５０℃超の温度で空気により細長化される。一次空気流量は、典型的には、ダイの
幅１インチ当たりの１分当たり５または１０または２０～２４または３０または４０標準
立方フィート（ＳＣＦＭ／インチ）に及ぶ。
【００４１】
　周囲よりも高い温度の二次または急冷空気を、ダイヘッドを通して供給することもでき
る。あるいは、水急冷を、紡糸ノズルのすぐ近くに存在する繊維に適用することもできる
。
　本明細書に記述されるメルトスパンＩＳＬを作製するのに使用されるポリマーの融解温
度は、ポリマー（および任意のその他の添加剤）の融解物を形成する温度よりも高くかつ
ポリマー（および任意のその他の添加剤）の分解温度よりも低く、ある実施形態では、５
０または１００または１５０℃～２５０または２８０または３５０℃の範囲内である。さ
らにその他の実施形態では、融解温度は１５０℃未満からまたは２００または２２０また
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は２３０または２５０または２６０または２７０または２８０℃である。ポリマーは、２
００ｐｓｉ（１．３８ＭＰａ）または５００ｐｓｉ（３．４５ＭＰａ）または７５０ｐｓ
ｉ（５．１７ＭＰａ）または１０００ｐｓｉ（６．８９ＭＰａ）よりも高い融解圧力で、
またはその他の実施形態では、２００ｐｓｉ（１．３８ＭＰａ）または５００ｐｓｉ（３
．４５ＭＰａ）または７５０ｐｓｉ（５．１７ＭＰａ）～１０００ｐｓｉ（６．８９ＭＰ
ａ）または２０００ｐｓｉ（１３．７８ＭＰａ）の範囲内で、繊維に形成される。したが
って溶融紡糸装置は、例えばプロピレン－α－オレフィンコポリマーを、本明細書に記述
される布地およびＩＳＬに紡糸するために、そのような圧力を発生させかつそのような圧
力に耐えることができるようにしなければならない。
【００４２】
　時間単位当たり、ダイ１インチ当たりを流動する溶融ポリマーの量に関して表すと、本
明細書に記述される組成物を使用して弾性メルトブローン布地を製造するための処理量は
、典型的には、１分当たり、１ホール当たりで０．１または０．２または０．３～１．０
または１．２５ｇ（ｇｈｍ）の範囲内である。したがって、インチ当たり３０ノズルを有
するダイに関し、ポリマー処理量は、典型的には約０．４～１．２または３．２または４
または５ポンド／インチ／時（「ＰＩＨ」）である。
【００４３】
　そのような高温を使用することができるので、ノズルから離れる繊維を急冷しまたは凝
固するために、かなりの量の熱が繊維から望ましく除去される。空気または窒素の低温気
体は、メルトスパンフィラメントの冷却および凝固を加速するのに使用することができる
。特に、繊維延伸方向に対して交差流方向（直角または角度が付いた）に流動する冷却（
「二次」）空気は、メルトスパン繊維を急冷するのに使用してもよく、繊維の直径を制御
するのに使用してもよい。また、追加のより低温である加圧された急冷空気を使用しても
よく、繊維のさらに速い冷却および凝固をもたらすことができる。ある実施形態では、二
次冷却空気流は、繊維を細長化するのに使用してもよい。空気およびアレイダイの温度、
空気圧力、およびポリマー供給速度の制御を通して、メルトスパンプロセス中に形成され
た繊維の直径を調節してもよい。
【００４４】
　キャビティにより画定されかつ複数の紡糸口金ノズルに流体接続された単一ゾーンを含
む、典型的な溶融紡糸ダイを、図１に示す。この装置では、単一の組の所望の性質（繊維
の直径、基本質量など）を有する単一タイプの布地が製造される。図１を参照すると、装
置０２は、ゾーン０６によって形成されたチャンバに溶融ポリマー１０を進入させる１つ
の開口０８を含む、ダイブロック０４を含む。ゾーン０６内の圧力によって溶融ポリマー
が紡糸口金ノズル１６に押しやられると、溶融ポリマーのフィラメント２０が形成される
。図１の実施形態における紡糸口金ノズル１６は、それぞれ、より大きな同心ダクト１８
に取り囲まれ、そこを通って、好ましくは加熱された空気（フィラメントを細長化するの
に使用される「一次空気」に関して記述したものなど）が形成フィラメント２０と平行に
流れ、ダクト１８にある開口からいくらかの角度で外向きに収束する。加熱されまたは加
熱されていない一次空気は、空気ダクト１８に流体接続されているチャネル１２または１
４を通して供給することができる。当然ながら、フィラメント２０は最終的に、急冷され
絡み合って、溶融ポリマー１０として供給されるポリマー材料を含む布地を形成すること
になる。
【００４５】
　本明細書に記述されるＩＳＬを形成するのに適した溶融紡糸ダイの特定の実施形態につ
いて、図２を参照しなから記述する。図２には、３つの溶融紡糸ゾーン２６、３２、およ
び３８を含む１個のダイ２４を含む溶融紡糸装置２２であって、各ゾーンが、対応するゾ
ーンに流体接続される複数のノズル５２、５４、５６をそれぞれ含んでおり、各ゾーンが
、それぞれ開口２８、４０、および３４を通して溶融押出し機に流体接続されている、装
置２２が示される。図１の装置０２のように、押出し機から供給され、かつギアポンプに
よって支援されてもよい溶融ポリマーは、溶融流３０、３６、および４２としてそれぞれ
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開口２８、２６、および３８を通してポンプ送出される。各流れ３０、３６、および４２
は、対応する最終生成物に関して本明細書に記述されるのと同じでも異なっていてもよい
。次いで溶融ポリマーは、圧力によって紡糸口金ノズル４８を通して押しやられ、溶融ポ
リマーのフィラメントを形成する。ゾーン２６に流体接続している紡糸口金ノズル４８の
組を通して、隣接するフィラメントと絡み合うことになるフィラメント５２から１つの布
地が形成される。同様に、ゾーン３８に流体接続している紡糸口金ノズル４８の組を通し
て、フィラメント５２から形成される布地と絡み合うフィラメント５４から、布地が形成
される。最後に、ゾーン３２に流体接続している紡糸ノズル４８の組を通して、フィラメ
ント５２と絡み合うフィラメント５６から、布地が形成される。図２の実施形態に示され
るように、加熱されまたは加熱されていない一次空気が、同心空気ダクト５０に流体接続
しているチャネル４４および４６を通過する。ゾーン２６、３２、および３８の圧力、な
らびに温度およびその他の変数は、独立して制御することができ、したがって最終生成物
の性質に影響を及ぼす。この実施形態では、各ゾーン内の材料の処理量、繊維直径などは
、押し出されスパンされる材料で可能であるように、独立に制御することができる。しか
し、本明細書に記述されるＩＳＬを作製するのに適した溶融紡糸装置は、それ自体の溶融
押出し機にそれぞれ流体接続されている多数のダイが存在できるので、ただ１つのダイに
限定されない。
【００４６】
　図２では、プロピレン－α－オレフィンエラストマーが、ダイに押し出され、複数のノ
ズルを有する中心ゾーンに押し出される。ポリプロピレンおよび／またはＰＥＴおよび／
またはポリエチレンのいずれか１種またはブレンドは、中心ゾーンのどちらかの側に隣接
したゾーン内に押し出される。次いで材料は、ノズルを通してメルトスパンされ、形成フ
ィラメントの一部が互いに絡み合うことができるが、２つの熱可塑性対向層の間に挟まれ
たエラストマーを有する個別の３層構造は維持されたままである。一次空気流を可能にす
るための手段は、空気が形成フィラメントと平行にまたはほぼ平行に流れ、かつ繊維に形
成されるときにフィラメントを細長化するように、溶融紡糸ダイのこの実施形態で提供さ
れる。
【００４７】
　ＩＳＬは、１つにはそのバルク特性によって定義される任意の数の性質を、または内部
で布地を構成する繊維の性質を、有することができる。ある実施形態では、本明細書に記
述されるメルトスパン繊維は、４または６または８または１０または１２μｍ超の平均直
径を有し、その他の実施形態では、８０または５０または４０または３０または２０また
は１０または５μｍ未満からの平均直径を有する。さらに別の実施形態では、ＩＳＬを構
成する繊維は、５または６または８または１０～２０または５０または８０または１００
または１５０または２００または２５０μｍの範囲内の平均直径を有する。
【００４８】
　冷却の後または間に、メルトスパン繊維を収集して、層状化構造またはＩＳＬを形成す
る。特に、繊維は、ノズルの下またはノズルから横断して位置付けられた移動メッシュス
クリーン、移動ベルト、または収集（滑らかなまたはパターン化された／エンボス加工さ
れた）ドラムなど、当技術分野で知られるような任意の所望の装置で収集される。繊維を
形成し、細長化し、冷却するために、紡糸ノズルの下に十分な空間を提供するには、ポリ
マーノズルの先端とメッシュスクリーンのまたは収集ドラムの最上部と間に３インチ～２
フィートまたはそれ以上の距離を形成することが望ましい。ある実施形態では、層の繊維
は、二次プロセスによって互いに結合されていない。
【００４９】
Ｉｎ　ｓｉｔｕラミネート
　化学的、物理的、またはその両方で明確に異なっていてもよいフィラメントの隣接ゾー
ンは、ｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合う層状化構造（またはラミネート）が形成されるように、
または言い換えれば「ｉｎ　ｓｉｔｕラミネート」が形成されるように、スパンすること
ができる。ある実施形態では、本明細書に開示されるＩＳＬは、少なくとも１つの弾性層
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を含むが、当技術分野で知られるような「対向層(facing layer)」など、任意の数のその
他の層も含むことができる。そのような層は、柔らかな感触を布地に付加することができ
、および／または延伸性を提供して弾性布地層を延伸させ収縮させることができる。しか
し、弾性層に隣接する２、３、４またはそれ以上の層の布地を存在させることができる。
特定の実施形態では、２つ以上の層のメルトスパン布地は、少なくとも２つの対向層およ
び弾性層を含み、この弾性布地層は、２つの対向層の間に位置付けられている。
【００５０】
　対向層は、一構成成分または二構成成分の繊維からなるものにすることができ、メルト
スパンすることができる延伸性の任意の材料から作製することができ、または機械的手段
を通して延伸性にすることができる任意の材料から作製することができる。ある実施形態
では、対向布地層は、ポリプロピレン（例えば、ホモポリマー、耐衝撃性コポリマー、コ
ポリマー）、ポリエチレン（例えば、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ（コポリマーおよ
びブロックコポリマー））、官能化ポリオレフィン（例えば、Ｅｘｘｅｌｏｒ（商標）無
水マレイン酸官能化エラストマーエチレンコポリマー）、プラストマー（例えば、エチレ
ン－α－オレフィンコポリマー）、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレートなどのポ
リエステル、ポリ乳酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、スチレンブロッ
クコポリマー、エチレンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、
セルロース系材料（例えば、Ｒａｙｏｎ（商標）、Ｌｙｏｃｅｌｌ（商標）、Ｔｅｎｃｉ
ｌ（商標））、エラストマー、ポリ（アセチレン）、ポリ（チオフェン）、ポリ（アニリ
ン）、ポリ（フルオレン）、ポリ（ピロール）、ポリ（３－アルキルチオフェン（ａｌｋ
ｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ））、ポリ（硫化フェニレン）、ポリナフタレン、ポリ（フェニレ
ンビニレン）、ポリ（フッ化ビニリデン）、およびこれら材料の任意の２種以上のブレン
ドからなる群から選択される材料を含む。ある実施形態では、ＩＳＬ内に弾性層がない場
合、全ての層は、これら材料の１種またはブレンドを含んでいてもよい。
【００５１】
　ある実施形態では、弾性層は、熱可塑性タイプの材料（非弾性）および弾性材料のブレ
ンドを含んでいてもよい。したがって、例えば弾性層は、プロピレン－α－オレフィンエ
ラストマーおよびポリプロピレンホモポリマーまたはポリエチレンが任意の適切な割合に
あるブレンドであってもよい。弾性材料とブレンドすることができるその他の材料には、
限定するものではないが、プラストマー（例えば、エチレン－α－オレフィンコポリマー
およびブロックコポリマー）、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエ
ステル、ポリ乳酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、スチレンブロックコ
ポリマー、エチレンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、セル
ロース系材料（例えば、Ｒａｙｏｎ（商標）、Ｌｙｏｃｅｌｌ（商標）、Ｔｅｎｃｉｌ（
商標））、エラストマー、ポリ（アセチレン）、ポリ（チオフェン）、ポリ（アニリン）
、ポリ（フルオレン）、ポリ（ピロール）、ポリ（３－アルキルチオフェン（ａｌｋｙｔ
ｈｉｏｐｈｅｎｅ））、ポリ（硫化フェニレン）、ポリナフタレン、ポリ（フェニレンビ
ニレン）、ポリ（フッ化ビニリデン）、およびこれら材料の任意の２種以上のブレンドが
含まれる。
【００５２】
　ある例示的なＩＳＬでは、ＩＳＬは、ポリプロピレンから作製された少なくとも２種の
対向層（例えば、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　ＳＦＴ　３１５）と、プロピレン－α－オレフ
ィンエラストマーから作製された１つの弾性層（例えば、Ｖｉｓｔａｍａｘｘ特製エラス
トマー６２０２、ＭＦＲ　１８ｄｇ／分）とを含み、対向層が弾性層を挟んでいる。
　ＩＳＬの別の例示的な実施形態は、メタロセンプロピレンホモポリマー（例えば、Ａｃ
ｈｉｅｖｅ（商標）６９３６ポリプロピレン）から作製された対向層と、プロピレン－α
－オレフィンエラストマーの弾性層を含む。
【００５３】
　別の例示的な実施形態は、ＥＰＤＭ（例えば、Ｖｉｓｔａｌｏｎ（商標）７００１エチ
レンプロピレンジエンターポリマー）の層の間に挟まれたプロピレン－α－オレフィンエ
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ラストマーを含む。さらに別の例示的な実施形態は、ポリエチレンの層の間に挟まれたプ
ロピレン－α－オレフィンエラストマーを含む。
【００５４】
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリエチレンテレフタレートの布地層の間に
挟まれたプロピレン－α－オレフィンエラストマー布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリエチレンテレフタレートおよびポリプロ
ピレンホモポリマーのブレンドの布地層の間に挟まれたプロピレン－α－オレフィンエラ
ストマー布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリエチレンおよびポリプロピレンホモポリ
マーのブレンドの布地層の間に挟まれたプロピレン－α－オレフィンエラストマー布地を
含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリエチレンおよびポリプロピレンホモポリ
マーのブレンドから作製された布地の層の間に挟まれた、プロピレン－α－オレフィンエ
ラストマーおよびポリプロピレンのブレンドから形成された布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリプロピレンコアおよびポリエチレンシー
スの二成分繊維から作製された布地の層の間に挟まれた、プロピレン－α－オレフィンエ
ラストマー布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリプロピレンコアおよびポリエチレンシー
スの二成分繊維から作製された布地の層の間に挟まれた、プロピレン－α－オレフィンエ
ラストマーおよびポリプロピレンのブレンドから形成された布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリプロピレンおよびポリエチレンテレフタ
レートのブレンドの布地層の間に挟まれた、プロピレン－α－オレフィンエラストマーお
よびポリプロピレンのブレンドから形成された布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、プロピレン－α－オレフィンエラストマーお
よびポリプロピレンの二成分繊維から作製された２つの対向布地層と、プロピレン－α－
オレフィンエラストマーの中心布地層とを含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、プロピレン－α－オレフィンエラストマーの
中心布地層を挟む対向層を形成するための、プロピレン－α－オレフィンエラストマーお
よびポリプロピレンのブレンドを含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、３つの異なる布地層、即ち：プロピレン－α
－オレフィンエラストマーおよびポリプロピレンのブレンドから作製された一方の対向層
、ポリエチレンテレフタレートから形成された他方の対向層、およびプロピレン－α－オ
レフィンエラストマーから形成されたコア布地層を含む。
　ＩＳＬのさらに別の例示的な実施形態は、ポリプロピレンを挟むエチレン－α－オレフ
ィンブロックコポリマーの二成分繊維から作製された対向布地層と、プロピレン－α－エ
ラストマーのコア布地層を含む。
【００５５】
　ＩＳＬの任意の層、または、二次布地および／または複合体のフィルムの任意の層は、
その他の添加剤を含んでいてもよい。添加剤は、任意の所望のレベルで存在していてもよ
く、例えば、繊維または布地またはフィルムの０．１～３または４または５または１０質
量％含む。本明細書で使用される「添加剤」には、例えば、安定化剤、界面活性剤、抗酸
化剤、オゾン亀裂防止剤（例えば、チオ尿素）、充填剤、移行（防止）剤、着色剤、核形
成剤、粘着防止剤、ＵＶ遮断剤／吸収剤、炭化水素樹脂（例えば、Ｏｐｐｅｒａ（商標）
樹脂、Ｐｉｃｏｌｙｔｅ（商標）粘着付与剤、ポリイソブチレンなど）、およびその他の
粘着付与剤、油（パラフィン系、鉱物、芳香族、合成）、スリップ剤、親水性添加剤（例
えば、Ｉｒｇａｓｕｒｆ（商標）５６０ＨＬ）、疎水性添加剤（例えば、ワックス）、お
よびこれらの組合せが含まれる。一次的および二次的な抗酸化剤には、例えば、ヒンダー
ドフェノール、ヒンダードアミン、およびホスフェートが含まれる。スリップ剤には、例
えばオレアミドおよびエルカミドが含まれる。充填剤の例には、カーボンブラック、クレ
ー、タルク、炭酸カルシウム、マイカ、シリカ、シリケート、およびこれらの組合せが含
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まれる。その他の添加剤には、分散剤と、ステアリン酸カルシウムやヒドロタルサイト、
酸化カルシウムなどの触媒失活剤、および／または当技術分野で公知のその他の酸中和剤
が含まれる。添加剤は、溶融紡糸前に添加剤と純粋なポリマー材料のペレットとをドライ
ブレンドすることによって、または添加剤を既に有する布地材料を得ることによってなど
、任意の手段によって、ＩＳＬおよび／または複合体の様々な層を構成する材料に添加し
てもよい。
【００５６】
　ＩＳＬを構成するのに使用される材料に関わりなく、各層は、類似するまたは異なる性
質を有していてもよい。例えば、ある実施形態では、層のいずれか１つまたは複数が、５
または１０または２０または３０～４０または５０または６０または７０または８０また
は１００または１５０または２００ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量を有する。また、ある実
施形態では、布地を構成する繊維の平均直径は、０．１未満または１．０または２．０～
１５または２０または３０または４０または５０または８０または１００または１２０μ
ｍであり、または、０．１または５または１０または１５～３０または４０または５０ま
たは８０または１００または１２０μｍの範囲内である。さらにその他の実施形態では、
隣接する布地の単位面積当たりの繊維の数密度は、２０または３０～２００または２５０
または２００または３００または３５０の範囲内である。
【００５７】
　例として、繊維が一定のデニール（または繊維平均直径）を有するが様々な基本質量を
有する布地層を有するＩＳＬを、生成することができる。１ｍの幅のダイが図２に示され
るように使用され、プロピレン－α－オレフィンエラストマーなどのエラストマーから作
製された布地の目標基本質量が８０ｇ／ｍ2であると仮定する。したがって、エラストマ
ーを押し出す各列のノズルは、分当たりのポリマー８ｇという出力（即ち、８ｇ／列で１
０列＝８０ｇ）を有することになる。ノズルの外側の列が、内側のノズルの２倍の処理量
を有すると仮定すると、外側ゾーンのノズルは１６ｇ／列を生成することになる。最終Ｉ
ＳＬは、３２ｇ／ｍ2の対向層布地と、８０ｇ／ｍ2の弾性布地と、さらに３２ｇ／ｍ2の
対向層布地からなり、合計布地基本質量が１４４ｇ／ｍ2になると考えられる。この構造
の対向層は、等しい質量のコア布地が含有すると考えられる繊維の、２倍の長さの繊維を
含有することになる。
【００５８】
　別の例では、その繊維が種々のデニール（または繊維平均直径）を持つ布地を有するＩ
ＳＬを、生成することができる。３０％のより微細なデニールの繊維を有する対向層は、
コア繊維に比べて２倍の長さの繊維を製造すると考えられる。したがって、３０％の繊維
デニールの繊維からなる対向層と共に上記の例を使用すると、対向層における単位面積当
たりの繊維の追加の長さの総量は、コアの４倍になると考えられる。これには、制約が限
られた状態での布地のより大きな延伸可能性、ならびにより柔らかいと認めることができ
るより嵩高い布地を可能にする可能性がある。
【００５９】
　ある特定の実施形態では、対向層は、０．１または１または５または１０～２０または
３０または４０または５０ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量を有し、対向層の基本質量は、弾
性層の基本質量よりも少なくとも５または１０または２０または３０または４０％少ない
。
　別の特定の実施形態では、対向層は、０．１または１または５または１０～２０または
３０または４０または５０ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量を有し、各対向層の基本質量は、
少なくとも５または１０または２０または３０または４０％異なる。
　さらに別の特定の実施形態では、弾性布地を構成する繊維の平均直径は、０．１または
１．０または２．０～１５または２０または３０または４０または５０または８０または
１００または１２０μｍの範囲内であり、対向層の繊維の平均直径は、弾性層の繊維の平
均直径よりも少なくとも５または１０または２０または３０または４０％少ない。
　さらに別の特定の実施形態では、第１の対向層を構成する繊維の平均直径は、０．１ま
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たは１．０または２．０～１５または２０または３０または４０または５０または８０ま
たは１００または１２０μｍの範囲内であり、その他の１種または複数の対向層の繊維の
平均直径は、第１の対向層の平均直径よりも少なくとも５または１０または２０または３
０または４０％少ない。
【００６０】
　いずれの場合も、本明細書に記述されるＩＳＬは、任意の所望の構造をとることができ
る。ある実施形態では、ＩＳＬは、ＡＢ、ＡＣ、ＡＢＡ、ＡＢＣ、ＡＣＡ、ＡＡＢ、ＡＢ
Ｂ、Ｂ’ＢＢ’、Ｂ’BＢＢ’B、ＣＣＡ、ＣＡＡ、ＡＡＢＡＡ、ＣＣＢＣＣ、ＡＢＢＡＢ
、Ａ’Ｂ、Ａ’Ｃ、Ａ’ＢＡ、Ａ’ＢＣ、Ａ’ＣＡ、ＡＢ’、ＡＣ’、ＡＢ’Ａ、ＡＢ’
Ｃ、ＡＣ’Ａ、ＡBＢ、ＡBＣ、ＡBＢＡ、ＡBＢＣ、ＡBＣＡ、ＡＢB、ＡＣB、ＡＢBＡ、Ａ
ＢBＣ、ＡＣBＡ、ＡＡＢ、ＡＣＣ、ＡＡＢＡＡ、ＡＡＢＣＣ、ＡＡＣＡＡ、ＡＡ’Ｂ、Ａ
Ａ’Ｃ、Ａ’ＢＡＡ、Ａ’ＢＣＣ、Ａ’ＣＡＡ、ＡＢＢ’、ＡＣＣ’、ＡＢＢ’Ａ、ＡＢ
Ｂ’Ｃ、ＡＡ’Ｃ’Ａ’Ａ、ＡＡBＢ、ＡBＣＡ、ＡBＢＡ、ＡBＢＢＣ、ＡBＣＣＡ、ＡＢB

、ＡＡ’ＣB、ＡＢＢBＣ、ＡＢBＣＡ’、ＡＣBＡＣB、およびこれらの変形から選択され
る構造を含み、ここで「Ａ」は、第１の熱可塑性または延伸性材料を含む布地であり、「
Ｂ」は、第１のエラストマーを含む布地であり、「Ｃ」は、第１の熱可塑性材料とは異な
りかつ延伸性である第２の熱可塑性材料を含む布地であり、「Ａ’」は、「Ａ」とは区別
可能な物性（例えば、二成分、種々の直径の繊維、基本質量など）を有する第１の熱可塑
性材料を含む布地であり、「Ｂ’」は、「Ｂ」とは区別可能な物性を有する第１のエラス
トマーを含む布地であり、「Ｃ’」は、「Ｃ」とは区別可能な物性を有する第２の熱可塑
性材料を含む布地であり、下付きの「Ｂ」は、熱可塑性材料、エラストマー、またはその
両方のブレンドを含む布地を指す。
【００６１】
二成分繊維および種々の形状
　ある実施形態では、ＩＳＬ層のいずれか１つまたは全てを形成するのに使用される繊維
は、二成分または「コンジュゲート（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）」繊維である。これらには、
並列の、セグメント化された、シース／コア、アイランドインザシー（ｉｓｌａｎｄ－ｉ
ｎ－ｔｈｅ－ｓｅａ）構造（「マトリックスフィブリル」）、および当技術分野で知られ
るようなその他のものが含まれる。したがって、二成分繊維は、様々な幾何形状が少なく
とも二相の断面形態を有するものである。ある実施形態では、繊維を作製するのに使用さ
れるポリマーの少なくとも１種は、プロピレン－α－オレフィンエラストマーである。コ
ンジュゲート繊維の第２、第３などの成分は、ポリプロピレン、ポリエチレン（例えば、
ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ）、プラストマー（例えば、エチレン－α－オレフィン
コポリマー）、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリ乳
酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、スチレンブロックコポリマー、プロ
ピレン－α－オレフィンエラストマー（例えば、Ｖｉｓｔａｍａｘｘ）、エチレン－α－
オレフィンエラストマー（例えば、Ｉｎｆｕｓｅ（商標）エラストマー）、エチレンビニ
ルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、セルロース系材料（例えば、
木綿、Ｒａｙｏｎ（商標）、Ｌｙｏｃｅｌｌ（商標）、Ｔｅｎｃｉｌ（商標））、木材、
ビスコース、およびこれらの材料のいずれか２種以上のブレンドなど、任意の適切な材料
から作製されてもよい。特に好ましい第２（または第３など）の成分は、ポリエチレンで
ある。二成分繊維を製造する主な目的は、どちらのポリマーにも単独で存在しない能力を
活用することである。この技法により、想像できる任意の断面形状または幾何形状の繊維
を製造することが可能になる。並列繊維は、一般に、自己捲縮繊維として使用される。自
己捲縮繊維を得るのに使用される、いくつかのシステムがある。それらの１つは、各成分
の異なる収縮特性を基にする。これら成分の異なる電気測定特性に基づいて、自己捲縮繊
維を製造する試みがなされてきた。いくつかのタイプの並列繊維は、引抜き張力が除去さ
れるにつれ自発的に捲縮し、その他は、「潜在的捲縮」を有し、ある周囲条件が得られた
ときに現れる。いくつかの実施形態では、「可逆的」および「非可逆的」捲縮が使用され
、可逆的捲縮は、繊維が水中に浸漬されるにつれ除去することができ、繊維が乾燥される
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と再度出現する。この現象は、成分の膨潤特性を基にする。繊維の両側での異なる融点は
、この繊維が、熱的に結合された不織ウェブで結合繊維として使用される場合に利用され
る。
【００６２】
　シース－コア二成分繊維は、成分の一方（コア）が第２の成分（シース）によって完全
に取り囲まれている繊維である。ある実施形態では、ＩＳＬの層の１つまたは複数の繊維
は、二成分である。接着は、繊維の完全性に必ずしも必要不可欠とは限らない。シース－
コア繊維を製造する最も一般的な方法は、２種のポリマー液体を別々に、紡糸口金オリフ
ィスに非常に近い位置まで導き、次いでシース－コアの形に押し出す技法である。同心繊
維の場合、「コア」ポリマーを供給するオリフィスは、紡糸オリフィス出口の中心にあり
、コアポリマー流体の流動条件は、紡糸するときに両方の成分の同心度が維持されるよう
厳密に制御される。偏心繊維の製造は、いくつかの手法、即ち：内部ポリマーチャネルを
偏心状態に位置決めし、２成分ポリマーの供給速度を制御する手法；シース成分融解物の
供給付近に様々な要素を導入する手法；オリフィスから現れる直前に、同心シース－コア
成分と融合する単一成分の流れを導入する手法；および高温エッジに通すことによってス
パンされた同心繊維を変形させる手法に基づく。マトリックスフィブリル繊維は、必要と
される割合にある２種のポリマーの混合物からスパンされ；一方のポリマーは、第２の融
解物中に液滴の形で懸濁される。マトリックス－フィブリル繊維の製造における特徴は、
紡糸口金オリフィスのすぐ下で繊維を人工的に冷却することが望ましいことである。２成
分の異なる紡糸可能性は、低濃度混合物（２０％未満）以外、混合物の紡糸可能性をほぼ
無効にすると考えられる。二成分繊維は、上面シート、裏面シート、レッグカフ（ｌｅｇ
　ｃｕｆｆ）、弾性ウエストバンド、転写層として、おむつ、女性用ケア製品、および成
人用尿漏れ防止製品などの製品になる布地を作製するのに使用され；エアレイド不織構造
は、おしぼりの吸収剤コアとして使用され；医療用使い捨てテキスタイルおよび濾過製品
などのスパンレース不織製品に使用される。
【００６３】
　また、ある実施形態では、ＩＳＬ層のいずれか１つまたは全てが、プロピレンをベース
にした繊維を含む混合繊維布地であってもよい。混合繊維布地は、例えば、参照により本
明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００８／００３８９８２号に開示されている
。ポリプロピレン、ポリエチレン、プラストマー、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタ
レートなどのポリエステル、ポリ乳酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、
スチレンブロックコポリマー、プロピレン－α－オレフィンエラストマー（例えば、Ｖｉ
ｓｔａｍａｘｘ（商標））、または本明細書に記述されるその他のエラストマー、エチレ
ンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、セルロース系材料（例
えば、木綿、Ｒａｙｏｎ（商標）、Ｌｙｏｃｅｌｌ（商標）、Ｔｅｎｃｉｌ（商標））、
木材、ビスコース、およびこれらの材料のいずれか２種以上のブレンドを含む、プロピレ
ンをベースにした繊維を有する１つ、２つ、またはそれ以上のその他のタイプの繊維を存
在させることができる。
【００６４】
後処理
　スリッティング（ｓｌｉｔｔｉｎｇ）、処理、印刷グラフィックなど、当技術分野公知
の様々な追加の可能性ある処理および／または仕上げステップを、本発明の精神および範
囲から逸脱することなく行ってもよい。例えば、ＩＳＬは、以下に示すような二次層があ
ってもなくても、嵩高さ、感触、延伸性を高めるために、横方向（「ＣＤ」）および／ま
たは縦方向（「ＭＤ」）に機械的に延伸してもよい。一実施形態では、ＩＳＬは、ＣＤお
よび／またはＭＤ方向に溝を有する２個以上のロールに通してもよい。そのような、溝の
付いたサテライト／アンビルロールの配置構成は、参照により本明細書に組み込まれる米
国特許出願公開第２００４／０１１０４４２号および米国特許出願公開第２００６／０１
５１９１４号、および米国特許第５，９１４，０８４号に記載されている。溝が付いたロ
ールは、鋼またはその他の硬質材料（硬質ゴムなど）で構成されていてもよい。望みに応
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じて、加熱空気、赤外線ヒータ、加熱ニップロール、または１つもしくは複数の加熱ロー
ルもしくは水蒸気キャニスタにＩＳＬを部分的に巻き付けるなど、当技術分野で公知の任
意の適切な方法により、熱を加えてもよい。熱は、溝が付いたロールそのものに加えても
よい。互いにすぐ隣りに位置決めされた２個の溝付きロールなど、その他の溝付きロール
の配置構成が等しく適切であることも、理解すべきである。溝付きロールの他に、複合体
を１つまたは複数の方向に機械的に延伸するために、その他の技法を使用してもよい。例
えば、セルフセンタリング（ｓｅｌｆ　ｃｅｎｔｅｒｉｎｇ）噛み合いディスクが、参照
により本明細書に組み込まれる米国特許第４，２２３，０５９号、米国特許第４，２８５
，１００号、および米国特許第４，３６８，５６５号に記載されており、これは不織ウェ
ブをＭＤおよび／またはＣＤに機械的に延伸できるものである。別の例では、複合体は、
複合体を延伸するテンターフレーム（ｔｅｎｔｅｒ　ｆｒａｍｅ）を通過してもよい。そ
のようなテンターフレームは、当技術分野で周知であり、例えば、参照により本明細書に
組み込まれる米国特許出願公開第２００４／０１２１６８７号に記載されている。
【００６５】
　ある実施形態では、ＩＳＬは、それ自体でまたはその他の二次層と共に、複合体を形成
してもよい。ＩＳＬおよび／またはＩＳＬを含む複合体など、多層構造の様々な層の接合
または結合は、ＣＤおよび／またはＭＤ配向がＩＳＬおよび／または複合体に与えられる
ように、特にＩＳＬが少なくとも１つのエラストマー層を含む場合に与えられるように、
行うことができる。一旦これらの層が１つに結合されるとエラストマー性であり続けるエ
ラストマーフィルムおよび／または布地層を含む多層構造を形成するのに、多くの手法を
採用することができる。１つの手法は、布地層をエラストマーフィルムに結合する前に、
この布地層を折り畳み、波形にし、縮ませ、またはその他の手法で１つにまとめることで
ある。１つにまとめた布地を、フィルムの表面の端から端まで不連続的に、指定された点
または線でフィルムに結合する。フィルム／布地が緩和状態にある間、布地は、フィルム
上で波形または皺の付いた状態のままであり；エラストマーフィルムが延伸されると、こ
のファブルイック層は、皺が付いた材料が本質的に平らになるまで平らに延ばされ、そこ
でエラストマーの延伸が終了する。
【００６６】
　ＣＤおよび／またはＭＤ延伸を与える別の手法は、エラストマーフィルム／布地を延伸
し、次いでフィルムを延伸しながら布地をフィルムに結合することである。この場合も、
フィルムの表面の端から端まで連続的にではなく、指定された点または線で、布地がフィ
ルムに結合される。延伸フィルムを緩和させた場合、布地は、延伸されていないエラスト
マーフィルム全体が波型になり皺が付く。
　さらに別の手法は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５，３３６，５４５
号、米国特許第５，２２６，９９２号、米国特許第４，９８１，７４７号、および米国特
許第４，９６５，１２２号に記載されるように、布地をエラストマー層に結合する前に、
この布地に「ネック形成」することである。ネッキングは、布地を一方向に引っ張り、布
地内の繊維をより緊密に一まとめに滑らせ、引張り方向に直角な方向で布地の幅を減じる
プロセスである。ネック形成された布地がエラストマー層に点結合する場合、得られる層
状化構造は、ネッキングプロセス中に、布地が引っ張られる方向に対して直角な方向にい
くらか延伸されることになるが、それはネック形成された布地の繊維が、層状化構造が延
伸されるにつれて互いから離れるようにすべる可能性があるからである。
　さらに別の手法は、形成された後にエラストマー多層構造を活性化することである。活
性化は、エラストマー層状化構造を延伸し易くするプロセスである。より頻繁には、活性
化はエラストマー層状化構造の物理的処理、修正、または変形であり、前記活性化は、機
械的手段によって行われる。例えば、エラストマー層状化構造は、層状化構造を延伸可能
にしかつ回復可能にするために、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５，４２
２，１７２号または米国特許出願公開第２００７／０１９７１１７号で論じられるように
、噛み合いロールを使用することによって漸進的に延伸してもよい。最後に、エラストマ
ーフィルムまたは布地は、活性化を必要とせず、単に二次層上に形成されおよび／または
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二次層に結合されて、弾性層状化構造を形成するようなものであってもよい。そのような
プロセスは、ドレープや柔らかさなどのその他の性質を改善するために、非弾性層状化構
造で使用することもできる。
【００６７】
　ある実施形態では、対向層は、ＩＳＬに組み込まれた場合にいかなる機械的延伸もない
状態で非抑制性(non-constraining)および延伸性となるように、本質的に非弾性である。
そのような訳で、例えば、プロピレン－α－オレフィンエラストマーから作製された弾性
布地層は、延伸性ポリプロピレンまたはポリプロプロピレン／ＰＥＴスパンレース布地の
２層の間に挟まれる。
【００６８】
二次層－複合体
　いずれにせよ、本明細書に記述されるＩＳＬは、「複合体」を形成するために、１つま
たは複数の二次層と組み合わせもよくおよび／またはこれらの層に結合してもよく、この
二次層は、その他の布地、ネット、コフォーム布地、スクリム、および／またはフィルム
を含むものであり、そのいずれかは、天然材料、合成材料、またはそれらのブレンドから
調製されるものである。材料は、ある実施形態では延伸性、弾性、または可塑性であって
もよい。二次層は、ＩＳＬの少なくとも１面に布地（またはフィルム）層を絡み合わせお
よび／または接合させるため、熱、空気圧、または水圧の影響下で接触させるなど、当技
術分野で公知の任意の手段によってＩＳＬと組み合わせてもよい。
【００６９】
　特定の実施形態では、１つまたは複数の二次層は、ポリプロピレン（例えば、ホモポリ
マー、耐衝撃性コポリマー、コポリマー）、ポリエチレン（例えば、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰ
Ｅ、ＨＤＰＥ）、プラストマー（エチレン－α－オレフィンコポリマーおよびブロックコ
ポリマー）、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリ乳酸
、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、スチレンブロックコポリマー、エチレ
ンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、セルロース系材料（例
えば、木綿、Ｒａｙｏｎ（商標）、Ｌｙｏｃｅｌｌ（商標）、Ｔｅｎｃｉｌ（商標））、
木材、ビスコース、エラストマー、およびこれらの材料のいずれか２種以上のブレンドか
らなる群から選択される材料を含む。
【００７０】
　二次層は、フィルム、布地、または両方の形をとってもよい。フィルムは、流延、ブロ
ーを行ってもよく、または任意のその他の適切な手段によって作製してもよい。二次層が
布地の場合、この二次層は、メルトスパン、カード、ドライレイド、ウェットレイド布地
にすることができ、そのいずれかはスパンレース処理がなされていてもよい。ドライレイ
ドプロセスは、どのようにカード布地を製造するかなどの機械的手段、エアレイド法など
の空気力学的手段を含む。ドライレイド不織は、ステープル繊維を乾燥状態で取り扱うよ
う設計された、カードおよびガーネットなどのステープル繊維加工機械で作製される。こ
のカテゴリーには、トウ（ｔｏｗ）の形をした繊維から作製された不織材料と、ステープ
ル繊維およびスティッチングフィラメントまたはヤーンからなる布地、即ちスティッチボ
ンド不織材料も含まれる。ウェットレイドプロセスにより作製された布地は、ハンマーミ
ルなどのパルプ繊維化、および製紙に関連した機械で作製される。ウェブ結合プロセスは
、化学プロセスまたは物理プロセスであると言うことができる。いずれにせよ、ドライお
よびウェットレイド布地は、当技術分野で知られるように、スパンレース布地が形成され
るよう噴出および／または水流交絡させることができる。化学結合は、繊維状ウェブを１
つに結合するための、水ベースおよび溶媒ベースのポリマーの使用を指す。これらの結合
剤は、飽和（含浸）、噴霧、印刷、または泡としての付着によって、付着させることがで
きる。物理結合プロセスは、カレンダがけおよび高温空気結合などの熱的プロセスと、ニ
ードリング（ｎｅｅｄｌｉｎｇ）および水流交絡などの機械的プロセスを含む。メルトス
パン不織材料は、１つの連続プロセスで作製され：繊維を、溶融押出しによってスパンし
、次いで反らせ板によりウェブ内に直接分散させ、または空気流で方向を定めることがで
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きる。
【００７１】
　より詳細には、「カーディング」は、繊維の絡み合いを解き、清浄化し、混合してウェ
ブを作製し、不織布へとさらに処理するためのプロセスであり、当技術分野で周知である
。布地は、このプロセスを使用して作製された場合、「カード」布地と呼ばれる。この目
的は、一塊の繊維の房を得て、均一で清浄なウェブを生成することである。カーディング
方法の例は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４，１０５，３８１号に記載
されている。このプロセスは、主に、機械的な絡み合いおよび繊維間摩擦により、ウェブ
として１つにまとめて保持される繊維を並べる。主なタイプのカードは、ロールカードで
ある。カーディング動作は、一連の相互作用カードロール上で、鋸歯ワイヤクロスの点の
間で繊維を梳きまたは作用させることである。短繊維および異物は除去され、繊維の房は
拡げられ、繊維は多かれ少なかれ並列に配置される。繊維のカーディングまたは並列化は
、面の１つが他よりも速い速度で移動するときに行われる。繊維は、これらの点が同じ方
向に配置された場合に除去されまたは「剥離され」、より速く移動する面が、より遅く移
動する面から繊維を除去しまたは移送させる。
【００７２】
　不織ウェブを生成するよう設計された高速カードは、１つもしくは複数の主シリンダ、
ロールもしくは固定トップ、１つもしく２つのドッファ、またはこれら主構成部品の様々
な組合せで構成されてもよい。単一シリンダカードは、通常、縦方向または平行な繊維の
向きを必要とする生成物に使用される。二重シリンダカード（または「タンデム」カード
）は、基本的に、ウェブを第１の作用領域から第２の領域まで移送し供給するためのスト
リッパおよび送りロールのセクションによって、まとめて連結された２つの単一シリンダ
カードである。２つのカーディングユニットのタンデム型結合により、作用領域が区分さ
れ、ウェブ品質レベルでより遅い単一シリンダ機械に比べてより大量の繊維処理量が可能
になる。ロール－トップカードは、シリンダ上に保持される繊維を混合しカード処理する
ために、５～７組のウォーカおよびストリッパを有する。新たにグループ分けされた繊維
の、カーディングゾーンへの多数の移送動作および再導入は、ウェブの均一性を高める二
重の効果を発揮する。固定トップカードは、シリンダの上部周縁の周りに凹面をなして位
置決めされたプレート上に取り付けられた、金属クロスの細片を有する。このように確立
された追加のカーディング面は、繊維の抽出が最小限に抑えられた状態で広範な繊維アラ
イメントを提供する。
【００７３】
　ある実施形態では、ＩＳＬおよび／または複合体は、１つまたは複数のコフォーム布地
層を含んでいてもよい。そのような布地を形成するための方法は、例えば、参照により本
明細書に組み込まれる米国特許第４，８１８，４６４号および米国特許第５，７２０，８
３２号に記載されている。一般に、２種以上の異なる熱可塑性および／またはエラストマ
ー性材料の布地を、形成してもよい。例えば、本明細書に記述されるコフォーム布地は、
ポリプロピレンのような熱可塑性材料またはプロピレン－α－オレフィンなどのエラスト
マーを１または５または１０または２０または４０または５０～６０または７０または８
０または９０または９９質量％と、別のポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタンな
どの別の熱可塑性材料またはプロピレン－α－オレフィンエラストマーやスチレンブロッ
クコポリマーなどのエラストマーを９９または９０または８０または７０または６０～５
０または４０または２０または１０または５または１質量％含んでいてもよい。したがっ
て、一態様では、高速気体送出ノズルを取り囲んで配置されまたはこのノズルと交互にも
しくは反対側に配置された２個以上の押出し開口または何組かの開口から、不活性ガスの
少なくとも１つの素早く移動する流れまたは噴流の剪断層への、溶融押出し一次材料（例
えば、ポリプロピレンまたはエラストマー）および１種または複数のその他の材料（エラ
ストマー、吸収剤、熱可塑性など）であってもよい材料の導入が提供される。これらの開
口から押し出される材料は、その化学的および／または物理的性質が同じ材料であっても
よく、あるいは互いに異なる材料であってもよい。第１、第２などの熱可塑性、吸収剤、



(26) JP 2012-519242 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

またはエラストマー性材料として設計された場合、材料は、同じまたは異なる化学組成ま
たは分子構造のものであってもよく、同じ分子構造である場合は、分子量またはその他の
特徴が異なっていてもよく、異なる物性が得られる。物性などのいくつかの点で互いに異
なる熱可塑性材料が使用されるこれらの状況において、押出しまたはダイヘッドには多数
のチャンバが設けられることになり、第１、第２などの熱可塑性材料のように、熱可塑性
材料のそれぞれに１個設けられる。即ち、ダイヘッドには、第１の熱可塑性材料に関して
第１のチャンバが設けられ、第２の熱可塑性材料に関して第２のチャンバが設けられ、以
下同様である。対照的に、単一のチャンバと、第１および第２の熱可塑性押出し出口開口
のそれぞれとの間に連絡をもたらすコンジットまたは通路が、単一のチャンバに設けられ
るような配置構成は、第１のチャンバおよび第２のチャンバがそれぞれ第１および第２の
熱可塑性材料に用いられる場合、各チャンバには、唯一の押出し出口開口または一組の開
口に至る通路が設けられる。したがって、第１の熱可塑性材料チャンバは、第１の熱可塑
性材料通路を用いて第１の押出し出口開口に連絡し、一方、第２の熱可塑材料チャンバは
、第２の熱可塑性材料通路を通して第２の熱可塑性押出し開口と連絡する。
【００７４】
　本明細書に記述される複合体を構成する布地および／またはフィルムの、２つ以上の様
々な層は、いくつかの手法で結合されていてもよい。本明細書で使用される「結合される
」（または「結合」または「接着される」）は、２種以上の布地または複数の繊維が、１
）溶融または非溶融材料が化学的相互作用により接着できるという固有の傾向、および／
または２）溶融または非溶融繊維および／または布地が別の材料を含む繊維と絡み合って
繊維と布地との間の結合を発生させるという能力を通して、互いに固定されることを意味
する。本明細書に記述される複合体の層は、高温エンボス加工、スポット結合、カレンダ
がけ、および超音波結合などの熱結合法；ニードルパンチおよび水流交絡などの機械式絡
み合い法；ホットメルト接着剤およびウレタン接着剤などの接着剤の使用；および押出し
ラミネーションを含む、公知の方法により互いに結合されていてもよい。接着剤は、布地
および／またはフィルム層の結合を促進させるように使用してもよいが、特定の実施形態
では、接着剤は、本明細書に記述される布地および／またはフィルム層に存在せず（布地
の繊維を結合するのに使用されない。）；別の実施形態では、本明細書に記述されるＩＳ
Ｌに存在しない（隣接する布地層を結合するのに使用されない。）。接着剤の例には、低
質量平均分子量（＜８０，０００ｇ／モル）ポリオレフィン、ポリビニルアセテートポリ
アミド、炭化水素樹脂、天然アスファルト、スチレンゴム、ポリイソプレン、およびこれ
らのブレンドを含むものが含まれる。
【００７５】
　ＩＳＬを組み込んで生成することができる複合体は、様々な結果をもたらすのに任意の
数またはタイプの布地またはフィルムをＩＳＬと組み合わせることができるので、限定さ
れない。ある実施形態では、複合体は、メルトスパンＩＳＬ、表示「Ｐ」が、布地または
フィルムの１つまたは複数の二次層と組み合わされて複合体を形成する点を、さらに特徴
とし、ここでこの複合体は、ＭＰ、ＭＰＭ、ＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰＰ、ＰＰＭ、ＰＭＰ、
ＰＭＭＰ、ＰＰＭＰＰ、ＰＭＭＰＰ、ＰＭＰＰＰ、ＰＰＭＭＰＰ、ＰＭＰＭＰ、ＰＰＰＭ
ＰＰ、ＳＰ、ＳＰＳ、ＳＰＰＳ、ＳＰＰＰＳ、ＳＳＰＳ、ＳＳＰＰＳ、ＳＳＰＰＰＳ、Ｐ
Ｐ、ＰＰＰ、ＰＰＰＰ、ＤＰＰＰＰ、ＭＰＰＰＰ、ＳＰＰＰＰ、ＰＰＳ、ＰＳＰ、ＰＳＳ
Ｐ、ＰＰＳＰＰ、ＰＳＳＰＰ、ＰＳＰＰＰ、ＰＰＳＳＰＰ、ＰＳＰＳＰ、ＰＰＰＳＰＰ、
ＤＰ、ＤＤＰ、ＤＰＤ、ＤＰＰ、ＤＤＤＤＰ、ＰＰＤ、ＰＤＰ、ＰＤＤＰ、ＰＰＤＰＰ、
ＰＤＤＰＰ、ＰＰＤＤＰＰ、ＤＭＰ、ＤＤＭＰＰ、ＰＤＭＤＰ、ＤＰＭＰＤ、ＤＤＰＭＰ
Ｄ、ＤＤＰＭＰＤＤ、ＤＤＰＭＭＰＤＤ、ＤＰＭＭＰＤ、ＰＤＭＤＭＤ、ＰＭＤＭＰ、Ｐ
ＤＭＭＤＤ、ＰＰＤＭＤＰＰ、ＤＤＤＤＭＰ、ＰＰＤＭＭＤＰＰ、ＦＰ、ＭＰＦ、ＦＰＰ
、ＦＰＰＰ、ＦＰＰＰＰ、ＦＰＰＦ、ＦＰＦＰＦ、ＦＰＰＭ、ＰＦＰ、ＰＭＦＰ、ＰＰＦ
ＰＰ、ＰＦＦＰＰ、ＰＭＦＰＰ、ＰＰＭＦＰＰ、ＰＦＤ、ＰＤＦＤ、ＰＤＤＦＦＤ、ＰＤ
ＦＤＤ、ＤＰＦ、ＤＦＰ、ＤＤＤＦＰ、ＦＤＰ、ＰＤＤＦ、ＰＦＤＰＰ、ＦＰＤＤＰＰ、
ＰＦＤＤＰＰ、ＤＭＰＦ、ＤＦＭＰＰ、ＰＤＦＤＰ、ＤＰＦＰＤ、ＤＤＰＦＰＤ、ＤＤＰ
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ＦＰＤＤ、ＤＤＰＦＦＰＤＤ、ＤＰＦＦＰＤ、ＰＦＤＦＤ、ＰＦＤＦＰ、ＳＦＭＰ、ＳＳ
ＦＭＰ、ＰＦＦＰ、ＴＰ、ＴＰＴ、ＰＴＰ、ＷＰ、ＷＰＷ、ＰＷＦ、ＰＡ、ＰＡＰ、ＡＰ
Ａ、ＴＰＰＴ、ＰＴＴＰ、ＰＡＴ、ＰＡＷ、ＴＴＰＴＴ、ＴＴＷＰＷＴＴ、ＴＴＦＰＦＴ
Ｔ、ＦＴＰＴＦおよびＰＷＰ、からなる構造から選択され、式中、「Ｍ」はメルトブロー
ン布地層を表し、「Ｓ」はスパンボンド布地層を表し、「Ｆ」はフィルム層を表し、「Ｄ
」はドライレイド（カードまたはエアレイド）布地層を表し、「Ｔ」はテキスタイル型の
布地を表し、「Ｗ」は織布を表し、「Ａ」は吸収剤（パルプ、紙、ＳＡＰなど）布地を表
し、各文字は、その他の文字に隣接する層を表している。
【００７６】
物品
　本明細書に記述されるＩＳＬおよび／または複合体は、任意のタイプの最終用途物品を
形成するのにまたは任意の所望の最終用途適用例において、使用してもよい。そのような
適用例には、パーソナルケア製品、乳児用おむつ、トレーニングパンツ、吸収剤アンダー
パッド、水着、拭取り用の布、女性用衛生用品、包帯、創傷ケア製品、医療用の衣類、手
術衣、フィルタ、成人用尿漏れ防止製品、手術用ドレープ、カバー、衣類、クリーニング
物品および装置などであるがこれらに限定されない、吸収剤またはバリア製品が含まれる
。
【００７７】
　一実施形態では、吸収剤物品は、前腰セクションと、後腰セクションと、前および後腰
セクションを相互に接続する中間セクションとを大まかに画定する、例えば参照により本
明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００８／０１１９１０２号に開示されるよう
な、使い捨ておむつである。前および後腰セクションは、使用中、着用者の前および後腹
部上にそれぞれ実質的に拡がるように構成されている、おむつの全体的部分を含む。おむ
つの中間セクションは、着用者の両脚の間の股間部を覆うよう構成されたおむつの全体的
部分を含む。したがって、中間セクションは、おむつにおいて、繰り返される液体の急増
が典型的に生じる領域である。これらの構造のいずれか１つまたは複数は、例えば、本明
細書に記述されるＩＳＬまたは複合体を含んでいてもよい。
【００７８】
　おむつは、限定するものではないが外カバー、バックシート、液体透過性身体側ライナ
ー、またはバックシートに対面する状態で位置決めされたトップシート、および吸収剤コ
ア本体、または、バックシートとトップシートの間に位置付けられる吸収剤パッドなどの
液体保持構造を含む。これら構造のいずれか１つまたは複数は、例えば、本明細書に記述
されるＩＳＬまたは複合体を含んでいてもよい。バックシートは、おむつの長さおよび幅
に一致する、長さまたは縦方向と幅または横方向を画定する。液体保持構造は、一般に、
バックシートの長さおよび幅よりもそれぞれ短い長さおよび幅を有する。したがって、バ
ックシートの辺縁セクションなどおむつの辺縁部分は、液体保持構造の末端縁を越えて拡
がっていてもよい。ある実施形態では、バックシートは、おむつの側部辺縁および端部辺
縁が形成されるように、液体保持構造の末端辺縁を越えて外向きに延びる。トップシート
は、一般に、バックシートと同一の拡がりを有するが、望みに応じて、バックシートの面
積よりも広いまたは狭い面積を覆ってもよい。
【００７９】
　改善されたフィット感を提供するために、およびおむつからの身体滲出液の漏れを減少
させるのを助けるために、おむつの側部辺縁および端部辺縁には、適切な弾性部材により
伸縮性を持たせてもよい。例えばおむつは、漏れが低減されるようにかつ改善された快適
さおよび外観が提供されるように、着用者の脚の周りに緊密にフィットすることができる
伸縮性を持たせた脚部バンドを提供するために、おむつの側部辺縁が動作可能に引っ張ら
れるよう構成された脚部弾性素材を含んでいてもよい。腰部弾性素材は、伸縮性を持たせ
た腰部バンドが提供されるよう、おむつの端部辺縁に伸縮性を持たせるのに用いられる。
腰部弾性素材は、着用者の腰部の周りに、弾力性のある快適で緊密なフィット感を提供す
るよう構成される。本明細書に記述されるＩＳＬまたは複合体を形成してもよいプロピレ
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ン－α－オレフィンエラストマーなどの潜在的に弾性の材料は、脚部弾性素材および腰部
弾性素材として使用するのに適している。そのような材料の例は、バックシートを含みま
たはバックシートに接着されるシートであり、弾性収縮力がバックシートに与えられるよ
うになされている。
【００８０】
　知られるように、フックおよびループファスナなどの取付け手段を、着用者におむつを
固定するのに用いてもよい。あるいは、ボタン、ピン、スナップ、接着テープファスナ、
粘着剤、または布地アンドループファスナ（ｆａｂｒｉｃ－ａｎｄ－ｌｏｏｐ　ｆａｓｔ
ｅｎｅｒｓ）などのその他の取付け手段を用いてもよい。例示される実施形態では、おむ
つは、フックアンドループファスナ（ｈｏｏｋ　ａｎｄ　ｌｏｏｐ　ｆａｓｔｅｎｅｒｓ
）として示されるファスナが取着される、１対の側部パネル（羽根または耳）を含む。一
般に、側部パネルは、腰部セクションの１つにあるおむつの側縁に取着され、そこから外
向きに横方向に拡がる。側部パネルには、伸縮性を持たせてもよく、または潜在的に弾性
の材料を使用することにより、その他の方法でエラストマー性にしてもよい。
【００８１】
　おむつは、流体滲出液を素早く受容しかつその流体滲出液をおむつの中の液体保持構造
に流通させるように、トップシートと液体保持構造との間に位置付けられた急増管理層を
含んでいてもよい。おむつは、通気性外カバーまたはバックシートの外面で衣類の湿気が
低減されるよう、液体保持構造からバックシートを隔離するために、液体保持構造とバッ
クシートとの間に位置付けられたスペーサ、またはスペーサ層とも呼ばれる換気層をさら
に含んでいてもよい。これら構造のいずれか１つは、本明細書に記述されるＩＳＬおよび
構造を含んでいてもよい。
【００８２】
　使い捨ておむつは、身体滲出液の横方向への流れに対するバリアが提供されるように構
成されている、１対の閉じ込めフラップを含んでいてもよい。閉じ込めフラップは、液体
保持構造の側縁に隣接した、おむつの横方向に対向する側縁に沿って位置付けられていて
もよい。各閉じ込めフラップは、典型的には、着用者に対するシール材を形成するために
、おむつの少なくとも中間セクションで、直立した垂直構成を維持するように構成された
非取着縁を画定する。閉じ込めフラップは、液体保持構造の全長に沿って縦方向に延びて
いてもよく、または液体保持構造の長さに沿って部分的にのみ延びていてもよい。閉じ込
めフラップが、液体保持構造よりも長さが短い場合、この閉じ込めフラップは、中間セク
ションにおけるおむつの側縁に沿ったどの場所にも、選択的に位置決めすることができる
。そのような閉じ込めフラップは、一般に、当業者に周知である。
【００８３】
　ＩＳＬおよびＩＳＬを含む複合体の様々な特徴について述べてきたが、最初の番号付き
実施形態では、下記の事項について記述されている：
１．メルトスパン布地の２つ以上の層を含む、メルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネート（
「ＩＳＬ」）であって、互いに隣接する層が互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合って前記層の
間の混合繊維の界面領域が画定されるいる、ラミネート。
２．接着剤が層の間に存在しない、番号付き実施形態１のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
３．ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが、空気または水流交絡プロセスに供されない、番号付き
実施形態１および２のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
４．隣接する層が、１０ｇより大きい剥離強度を有する、番号付き実施形態１から３のい
ずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
５．（ａ）布地の基本質量が同じではなく、（ｂ）布地を構成する繊維の平均直径が同じ
ではなく、（ｃ）布地の組成が同じではなく、（ｄ）隣接する布地の単位面積当たりの繊
維の数密度が同じではなく、（ｅ）繊維の断面形状が同じではなく、または（ｆ）繊維（
例えば、二成分繊維）の断面形態が同じではなく、（ｇ）布地のまたはこれらの記述子の
２つ以上の任意の組合せである、番号付き実施形態１から４のいずれか１つのｉｎ　ｓｉ
ｔｕラミネート。
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６．少なくとも１つの布地層が弾性である、番号付き実施形態１から５のいずれか１つの
ｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
７．メルトスパン布地の２つ以上の層が、同時にまたはほぼ同時に形成される、番号付き
実施形態１から６のいずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
８．２つ以上の層がメルトブローンされている、番号付き実施形態１から７のいずれか１
つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【００８４】
９．ＡＢ、ＡＣ、ＡＢＡ、ＡＢＣ、ＡＣＡ、ＡＡＢ、ＡＢＢ、Ｂ’ＢＢ’、Ｂ’BＢＢ’B

、ＣＣＡ、ＣＡＡ、ＡＡＢＡＡ、ＣＣＢＣＣ、ＡＢＢＡＢ、Ａ’Ｂ、Ａ’Ｃ、Ａ’ＢＡ、
Ａ’ＢＣ、Ａ’ＣＡ、ＡＢ’、ＡＣ’、ＡＢ’Ａ、ＡＢ’Ｃ、ＡＣ’Ａ、ＡBＢ、ＡBＣ、
ＡBＢＡ、ＡBＢＣ、ＡBＣＡ、ＡＢB、ＡＣB、ＡＢBＡ、ＡＢBＣ、ＡＣBＡ、ＡＡＢ、ＡＣ
Ｃ、ＡＡＢＡＡ、ＡＡＢＣＣ、ＡＡＣＡＡ、ＡＡ’Ｂ、ＡＡ’Ｃ、Ａ’ＢＡＡ、Ａ’ＢＣ
Ｃ、Ａ’ＣＡＡ、ＡＢＢ’、ＡＣＣ’、ＡＢＢ’Ａ、ＡＢＢ’Ｃ、ＡＡ’Ｃ’Ａ’Ａ、Ａ
ＡBＢ、ＡBＣＡ、ＡBＢＡ、ＡBＢＢＣ、ＡBＣＣＡ、ＡＢB、ＡＡ’ＣB、ＡＢＢBＣ、ＡＢ

BＣＡ’、ＡＣBＡＣB、およびこれらの変形から選択される構造を含み、ここで「Ａ」は
、第１の熱可塑性材料を含む布地であり、「Ｂ」は、第１のエラストマーを含む布地であ
り、「Ｃ」は、第１の熱可塑性材料とは異なる第２の熱可塑性材料を含む布地であり、「
Ａ’」は、「Ａ」とは区別可能な物性を有する第１の熱可塑性材料を含む布地であり、「
Ｂ’」は、「Ｂ」とは区別可能な物性を有する第１のエラストマーを含む布地であり、「
Ｃ’」は、「Ｃ」とは区別可能な物性を有する第２の熱可塑性材料を含む布地であり、下
付きの「Ｂ」は、熱可塑性材料、エラストマー、またはその両方のブレンドを含む布地を
指す、番号付き実施形態１から８のいずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【００８５】
１０．弾性布地が、プロピレン－α－オレフィンエラストマー、天然ゴム、合成ポリイソ
プレン、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、ポリブタジエン、スチレン－ブタジエンゴ
ム、スチレンブロックコポリマー、ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム、クロロプレンゴ
ム、ポリクロロプレン、ネオプレン、エチレン－プロピレンゴムおよびエチレン－プロピ
レン－ジエンゴム、エピクロロヒドリンゴム、ポリアクリルゴム、シリコーンゴム、フル
オロシリコーンゴム、フルオロエラストマー、パーフルオロエラストマー、ポリエーテル
ブロックアミド、クロロスルホン化ポリエチレン、エチレン－ビニルアセテート、エチレ
ン－α－オレフィンランダムおよびブロックコポリマー、熱可塑性エラストマー、熱可塑
性加硫物、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性オレフィン、ポリスルフィドゴム、またはこ
れらエラストマーの任意の２種以上のブレンドからなる群から選択されるエラストマーを
含む、番号付き実施形態６のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【００８６】
１１．弾性布地が、２０または２４または４０または６０または８０ｄｇ／分未満のＭＦ
Ｒと、８０Ｊ／ｇ未満のＨfと、プロピレン－α－オレフィンエラストマーの質量の５～
３０質量％の範囲内のコモノマー由来の含量とを有するプロピレン－α－オレフィンエラ
ストマーを含む、番号付き実施形態６のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
１２．メルトスパン布地の２つ以上の層が、少なくとも２つの対向層および１つの弾性布
地層を含み、弾性層は２つの対向層の間に位置付けられている、番号付き実施形態１から
１１のいずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
１３．対向布地層が、ポリプロピレン、ポリエチレン、官能化ポリオレフィン、プラスト
マー（エチレン－α－オレフィンコポリマー）、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレ
ートなどのポリエステル、ポリ乳酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ス
チレンブロックコポリマー、エチレンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカ
ーボネート、セルロース系材料、エラストマー、ポリ（アセチレン）、ポリ（チオフェン
）、ポリ（アニリン）、ポリ（フルオレン）、ポリ（ピロール）、ポリ（３－アルキルチ
オフェン）、ポリ（硫化フェニレン）、ポリナフタレン、ポリ（フェニレンビニレン）、
およびポリ（フッ化ビニリデン）、およびこれらの材料の任意の２種以上のブレンドから
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なる群から選択される材料を含む、番号付き実施形態１２のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
１４．対向層が本質的に非弾性であり、ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートに組み込まれる場合に
は、対向層は、いかなる事前の機械的延伸もない状態で、非抑制的および延伸性である、
番号付き実施形態１２のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【００８７】
１５．弾性布地層が、５または１０または２０または３０～４０または５０または６０ま
たは７０または８０または１００または１５０または２００ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量
を有する、番号付き実施形態１から１４のいずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
１６．対向層が、０．１または１または５または１０～２０または３０または４０または
５０ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量を有し、対向層の基本質量が、弾性層の基本質量より少
なくとも５または１０または２０または３０または４０％少ない、番号付き実施形態１２
のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
１７．対向層が、０．１または１または５または１０～２０または３０または４０または
５０ｇ／ｍ2の範囲内の基本質量を有し、各対向層の基本質量が、少なくとも５または１
０または２０または３０または４０％異なる、番号付き実施形態１２のｉｎ　ｓｉｔｕラ
ミネート。
【００８８】
１８．弾性布地を構成する繊維の平均直径が、０．１または１．０または２．０～１５ま
たは２０または３０または４０または５０または８０または１００または１２０μｍの範
囲内である、番号付き実施形態１２のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
１９．弾性布地を構成する繊維の平均直径が、０．１または１．０または２．０～１５ま
たは２０または３０または４０または５０または８０または１００または１２０μｍの範
囲内であり、対向層繊維の平均直径が、弾性層の平均直径よりも少なくとも５または１０
または２０または３０または４０％少ない、番号付き実施形態１２のｉｎ　ｓｉｔｕラミ
ネート。
【００８９】
２０．実施形態１から１９のいずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネートを少なくとも１つ
含む複合体であって、コフォーム布地、カード布地、ウェットレイド布地、ドライレイド
布地、メルトスパン布地、ネット、スクリム、テキスタイル布地、織布、およびフィルム
から選択される１つまたは複数の二次層を含む複合体。
２１．１つまたは複数の二次層が、ポリプロピレン、プロピレン－α－オレフィンコポリ
マー、ポリエチレン、プラストマー、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレートなどの
ポリエステル、ポリ乳酸、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、スチレンブロ
ックコポリマー、エチレン－α－オレフィンコポリマーおよびブロックコポリマー、エチ
レンビニルアセテートコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、セルロース系材料、
木材、ビスコース、木綿、エラストマー、およびこれらの材料の任意の２種以上のブレン
ドからなる群から選択される材料を含む、番号付き実施形態２０の複合体。
【００９０】
２２．「Ｐ」と示されるメルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが、布地またはフィルム
の１つまたは複数の二次層と組み合わされて複合体を形成し、この複合体は、ＭＰ、ＭＰ
Ｍ、ＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰＰ、ＰＰＭ、ＰＭＰ、ＰＭＭＰ、ＰＰＭＰＰ、ＰＭＭＰＰ、Ｐ
ＭＰＰＰ、ＰＰＭＭＰＰ、ＰＭＰＭＰ、ＰＰＰＭＰＰ、ＳＰ、ＳＰＳ、ＳＰＰＳ、ＳＰＰ
ＰＳ、ＳＳＰＳ、ＳＳＰＰＳ、ＳＳＰＰＰＳ、ＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰＰ、ＤＰＰＰＰ、Ｍ
ＰＰＰＰ、ＳＰＰＰＰ、ＰＰＳ、ＰＳＰ、ＰＳＳＰ、ＰＰＳＰＰ、ＰＳＳＰＰ、ＰＳＰＰ
Ｐ、ＰＰＳＳＰＰ、ＰＳＰＳＰ、ＰＰＰＳＰＰ、ＤＰ、ＤＤＰ、ＤＰＤ、ＤＰＰ、ＤＤＤ
ＤＰ、ＰＰＤ、ＰＤＰ、ＰＤＤＰ、ＰＰＤＰＰ、ＰＤＤＰＰ、ＰＰＤＤＰＰ、ＤＭＰ、Ｄ
ＤＭＰＰ、ＰＤＭＤＰ、ＤＰＭＰＤ、ＤＤＰＭＰＤ、ＤＤＰＭＰＤＤ、ＤＤＰＭＭＰＤＤ
、ＤＰＭＭＰＤ、ＰＤＭＤＭＤ、ＰＭＤＭＰ、ＰＤＭＭＤＤ、ＰＰＤＭＤＰＰ、ＤＤＤＤ
ＭＰ、ＰＰＤＭＭＤＰＰ、ＦＰ、ＭＰＦ、ＦＰＰ、ＦＰＰＰ、ＦＰＰＰＰ、ＦＰＰＦ、Ｆ
ＰＦＰＦ、ＦＰＰＭ、ＰＦＰ、ＰＭＦＰ、ＰＰＦＰＰ、ＰＦＦＰＰ、ＰＭＦＰＰ、ＰＰＭ
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ＦＰＰ、ＰＦＤ、ＰＤＦＤ、ＰＤＤＦＦＤ、ＰＤＦＤＤ、ＤＰＦ、ＤＦＰ、ＤＤＤＦＰ、
ＦＤＰ、ＰＤＤＦ、ＰＦＤＰＰ、ＦＰＤＤＰＰ、ＰＦＤＤＰＰ、ＤＭＰＦ、ＤＦＭＰＰ、
ＰＤＦＤＰ、ＤＰＦＰＤ、ＤＤＰＦＰＤ、ＤＤＰＦＰＤＤ、ＤＤＰＦＦＰＤＤ、ＤＰＦＦ
ＰＤ、ＰＦＤＦＤ、ＰＦＤＦＰ、ＳＦＭＰ、ＳＳＦＭＰ、ＰＦＦＰ、ＴＰ、ＴＰＴ、ＰＴ
Ｐ、ＷＰ、ＷＰＷ、ＰＷＰ、ＰＡ、ＰＡＰ、ＡＰＡ、ＴＰＰＴ、ＰＴＴＰ、ＰＡＴ、ＰＡ
Ｗ、ＰＷＰ、からなる構造から選択され、ここで「Ｍ」はメルトブローン布地層を表し、
「Ｓ」はスパンボンド布地層を表し、「Ｆ」はフィルム層を表し、「Ｄ」はドライレイド
（カードまたはエアレイド；スパンレース）布地層を表し、「Ｔ」はテキスタイル型の布
地を表し、「Ｗ」は織布を表し、「Ａ」は吸収剤（パルプ、紙、ＳＡＰなど）布地を表す
ことをさらに特徴とする、番号付き実施形態２０の複合体。
【００９１】
２３．番号付き実施形態１から２２のいずれか１つのｉｎ　ｓｉｔｕラミネートまたは複
合体を含み、物品には、パーソナルケア製品、乳児用おむつ、トレーニングパンツ、吸収
剤アンダーパッド、水着、拭取り用の布、女性用衛生用品、包帯、創傷ケア製品、医療用
の衣類、手術衣、フィルタ、成人用尿漏れ防止製品、手術用ドレープ、カバー、衣類、防
護用衣服、衣料服飾、およびクリーニング物品および装置が含まれる、吸収剤またはバリ
ア製品。
【００９２】
２４．互いに隣接する２種以上のポリマー融解物を同時に溶融紡糸して、隣接する布地を
形成するステップを含む、番号付き実施形態１から２３のいずれか１つのメルトスパンｉ
ｎ　ｓｉｔｕラミネートを作製する方法であって、互いに隣接する層は互いにｉｎ　ｓｉ
ｔｕで絡み合ってこれら層の間に混合繊維の界面領域を形成する、前記方法。
２５．少なくとも２種の隣接するポリマー融解物の処理量が、均等であり、または１．５
または２または２．５または３または３．５または４倍超異なる、番号付き実施形態２４
の方法。
２６．接着剤が実質的に存在しない、番号付き実施形態２４から２５までの方法。
【００９３】
２７．ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが空気または水流交絡プロセスに供されない、番号付き
実施形態２４から２６までの方法。
２８．溶融紡糸から形成されたフィラメントが、５０または８０または１００または１５
０℃よりも高い温度で空気により細長化される、番号付き実施形態２４から２７までの方
法。
２９．フィラメントから形成される繊維が、４または６または８または１０または１２μ
ｍを超える平均直径を有する、番号付き実施形態２４から２８までの方法。
３０．ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートが機械的に延伸される、番号付き実施形態２４から２９
までの方法。
【００９４】
３１．機械的延伸または活性化ステップが、ｉｎ　ｓｉｔｕラミネートを作製するプロセ
スに存在しない、番号付き実施形態２４から３０までの方法。
３２．１つまたは複数のダイを含み、各ダイが２つ以上の溶融紡糸ゾーンを含んでおり、
各ゾーンは、対応するゾーンに流体接続される複数のノズルを含み、各ゾーンは、溶融押
出し機に流体接続されている、溶融紡糸装置。
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月26日(2011.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メルトスパン布地の２つ以上の層を含むメルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネート（「Ｉ
ＳＬ」）であって、互いに隣接している層が互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み合って前記層の
間に混合繊維の界面領域を画定している、メルトスパンｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項２】
　接着剤が前記層の間に存在しない、請求項１に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項３】
　空気または水流交絡プロセスに供されない、請求項１または２に記載のｉｎ　ｓｉｔｕ
ラミネート。
【請求項４】
　隣接する層が、１０ｇを超える剥離強度を有する、請求項１から３のいずれか１項に記
載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項５】
　少なくとも１つの布地層が弾性である、請求項１から４のいずれか１項に記載のｉｎ　
ｓｉｔｕラミネート。
【請求項６】
　弾性布地が、２０または２４または４０または６０または８０ｄｇ／分未満のＭＦＲと
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、８０Ｊ／ｇ未満のＨfと、プロピレン－α－オレフィンエラストマーの質量の５～３０
質量％の範囲内のコモノマー由来の含量とを有するプロピレン－α－オレフィンエラスト
マーを含む、請求項５に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネート。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネートを少なくとも１つ含
む複合体であって、コフォーム布地、カード布地、ウェットレイド布地、ドライレイド布
地、メルトスパン布地、ネット、スクリム、テキスタイル布地、織布、およびフィルムか
ら選択される１つまたは複数の二次層を含む複合体。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載のｉｎ　ｓｉｔｕラミネートまたは複合体を含み
、物品には、パーソナルケア製品、乳児用おむつ、トレーニングパンツ、吸収剤アンダー
パッド、水着、拭取り用の布、女性用衛生用品、包帯、創傷ケア製品、医療用の衣類、手
術衣、フィルタ、成人用尿漏れ防止製品、手術用ドレープ、カバー、衣類、防護用衣服、
衣料服飾、およびクリーニング物品および装置が含まれる、吸収剤またはバリア製品。
【請求項９】
　互いに隣接する２種以上のポリマー融解物を同時に溶融紡糸して、隣接する布地を形成
するステップを含む、請求項１から８のいずれか１項に記載のメルトスパンｉｎ　ｓｉｔ
ｕラミネートを作製する方法であって、互いに隣接する層は互いにｉｎ　ｓｉｔｕで絡み
合って前記層の間に混合繊維の界面領域を形成する、前記方法。
【請求項１０】
　少なくとも２種の隣接するポリマー融解物の処理量が、均等であり、または１．５また
は２または２．５または３または３．５または４倍超異なる、請求項９に記載の方法。
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