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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布（Ａ）の片面に、エレクトロスピニング法によって形成されたナノファイバー層
（Ｂ）と、非全面的な状態でドット状に塗布されたホットメルト接着剤（Ｃ）とを順次積
層してなる積層シートであって、
　不織布（Ａ）は、ポリアミド、ポリエステル、アクリル、レーヨン、綿および羊毛から
なる群から選ばれる少なくとも１種の繊維材料から形成され、
　ナノファイバー層（Ｂ）は、ポリウレタン、メタ系アラミドおよびポリエステル（但し
、ポリ乳酸を除く。）からなる群から選ばれる少なくとも１種の樹脂材料から形成される
単位繊維で構成され、且つ、
　不織布（Ａ）とナノファイバー層（Ｂ）との間に、非全面的な状態でドット状にホット
メルト接着剤（Ｃ’）が塗布されていることを特徴とする積層シート。
【請求項２】
　不織布（Ａ）の他の片面に、非全面的な状態でドット状にホットメルト接着剤（Ｃ”）
が塗布されていることを特徴とする請求項１に記載の積層シート。
【請求項３】
　前記単位繊維の繊維径は、２００～８００ｎｍであることを特徴とする請求項１に記載
の積層シート。
【請求項４】
　ナノファイバー層（Ｂ）の積層量は、０．５～１０ｇ／ｍ２であることを特徴とする請
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求項１に記載の積層シート。
【請求項５】
　ＪＩＳ　Ｌ１０９９の塩化カルシウム法（Ａ－１法）による透湿度が３０００～２００
００（ｇ／ｍ２・２４ｈ）、及びＪＩＳ　Ｌ１０１８による通気性が０～２０（ｃｍ３／
ｃｍ２／ｓ）の範囲であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の積層シート
。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の積層シートを製造する方法であって、下記の（Ｉ）～
（ＩＩＩ）の工程を含むことを特徴とする積層シートの製造方法。
　（Ｉ）：不織布（Ａ）を準備し、その片面上に、ドット加工法により、ホットメルト接
着剤（Ｃ’）を非全面的な状態で積層する工程
　（ＩＩ）：不織布（Ａ）のホットメルト接着剤（Ｃ’）側に、エレクトロスピニング法
により、ナノファイバー層（Ｂ）を形成させる工程
　（ＩＩＩ）：ナノファイバー層（Ｂ）に、ドット加工法により、ホットメルト接着剤（
Ｃ）を非全面的な状態で塗布する工程
【請求項７】
　請求項１～５のいずれかに記載の積層シートを芯地として用い、そのホットメルト接着
剤（Ｃ）側に表地生地と接着一体化してなる生地。
【請求項８】
　請求項２に記載の積層シートを芯地として用い、そのホットメルト接着剤（Ｃ”）側に
裏地生地と接着一体化してなる生地。
【請求項９】
　前記（Ｉ）～（ＩＩＩ）の工程に加え、下記の（ＩＶ）の工程を含むことを特徴とする
請求項７に記載の生地の製造方法。
　（ＩＶ）：積層シートのホットメルト接着剤（Ｃ）側に、熱プレスにより、表地生地を
接着一体化する工程
【請求項１０】
　前記（Ｉ）～（ＩＶ）の工程に加え、下記の（Ｖ）の工程を含むことを特徴とする請求
項８に記載の生地の製造方法。
　（Ｖ）：積層シートのホットメルト接着剤（Ｃ”）側に、熱プレスにより、裏地生地を
接着一体化する工程
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防風性、防水透湿性に優れる積層シート、それを用いた生地及びそれらの製
造方法に関し、さらに詳しくは、不織布の片面に、ナノファイバーからなる不織布を積層
した、防風性、防水透湿性に優れる積層シート、それを用いた生地及びそれらの製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の衣類は、ユーザーの多様化と商品感覚の高度化によって、その用途に応じて、高
度の機能が付与されたものが求められるようになってきている。例えば、屋外で着用され
るスポーツ着や作業着の場合、かいた汗がいつまでも肌のところに留まる不快感が嫌われ
、また一方、寒い外気から体を保温するため、風を遮る機能が求められている。
　このような消費者ニーズに応えるために、汗等の湿気は、透過することができるが、外
気の流れを遮断することができるような機能を持った外衣を提供することが要望されてい
る。
【０００３】
　上記の要望等に対応する衣類または生地として、２枚の表地の間にポリウレタン製など
多孔質フィルムを挿入したものが市場に出ている。この商品は、上記の要求性能を満たす
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ものであるが、既に一つの固定した形態でしかなく、市場にある種々のタイプの好みの表
地生地と組み合せて、それに防風性、防水透湿性を付与する目的で使用できるものでない
という難点を有している。
　したがって、衣類または生地に、防風性、防水透湿性の機能を付与するために、汗等の
湿気は、透過することができるが、外気の流れを遮断することができるような機能を持っ
た繊維、織物自身の改良と同時に、種々のタイプの好みの表地生地と組み合せることがで
きる芯地等の改良も、要望されている。
【０００４】
　上記芯地について、従来から、衣服においては、生地素材の特性を生かし、生地素材の
弱点を補強するために、種々の芯地が使用されている。これら芯地の１つとして、繊維シ
ートの片面に接着剤を付着させた、いわゆる接着芯地があり、この接着芯地は、生地に熱
プレスさせることにより、可縫性や保型性を生地に付与する機能を有しているため、好適
に使用されている。
　上記接着芯地は、衣服に保型性を持たせる目的で広く用いられており、表地と接着する
ための接着樹脂を芯地基布に所定形状で被着形成した構成が一般的である。芯地基材布と
して、織編物や不織布などが用いられ、接着樹脂には、接着プレス機などの加熱手段によ
り、表地と容易に熱接着し得るホットメルト樹脂が利用されている。接着プレス機は、主
に縫製工場で使用される温度・圧力・時間の調整が出来るプレス機をいう。
　これら接着芯地の基材の一つとして、不織布芯地は、保型性の出にくい素材に補強して
保型性を出す基材として多用されている。特に不織布に接着剤を塗布した接着芯地は、芯
地の特性が生地に影響を与えることが多く、その選択には種々検討が加えられている。
【０００５】
　一方、近年、簡単にサブミクロンスケールの直径を持つファイバーを作製できる技術と
して、エレクトロスピニング法が注目されている。この手法は、図１に示すように、高分
子（ポリマー）溶液に高電圧を印加することによって、溶液をキャピラリー先端からスプ
レーし、ポリマー溶液を極細化すると同時に溶媒を蒸発させ、続いてポリマーを捕集する
ことにより、一工程で超極細繊維（ナノファイバー）を形成させるものである。ファイバ
ーの太さは、印加電圧、溶液濃度、スプレーの飛散距離に依存する。基板上に連続的にフ
ァイバーを作製することによって、立体的な網目をもつ３次元構造の薄膜が得られる。ま
た、この手法では、膜を布のように厚くすることが可能であり、サブミクロンの網目をも
つ不織布を作製することができる。すなわち、エレクトロスピニング法では、一工程で超
極細繊維（ナノファイバー）からなる不織布を得ることができる。
【０００６】
　エレクトロスピニング法を用いた不織布などとしては、例えば、繊維径の小さい繊維が
均一に分散した平均流量孔径の小さい、各種性能の優れる不織布、及びその製造方法を提
供するために、どこにおいても束状の状態にはない繊維から構成される、平均流量孔径が
０．８μｍ以下の不織布であり、前記構成繊維の平均繊維径が１μｍ以下であり、しかも
前記構成繊維の繊維径の標準偏差（Ｄｄ）の、平均繊維径（Ｄａ）に対する比（Ｄｄ／Ｄ
ａ）が、０．２以下であることを特徴とする不織布、及び（１）紡糸溶液をノズルから押
し出すとともに、押し出した紡糸溶液に電界を作用させて繊維化する紡糸工程、（２）前
記繊維を捕集体上に集積させて繊維ウエブを形成する集積工程、（３）前記繊維ウエブに
圧力を加えて緻密化し、不織布を形成する緻密化工程、とを含むことを特徴とする、不織
布の製造方法（特許文献１参照。）や、電荷誘導紡糸法を用いて、均一な形状および特性
を有する不織布を高速かつ安全に量産するために、（１）正または負に帯電させた高分子
化合物を含有する溶液を紡出する紡出部（Ａ）から、（２）当該部位とは逆の極性に帯電
させた板状の電極（Ｂ）に向けて高分子化合物溶液を吐出し、（３）当該高分子化合物か
らなる繊維構造物を堆積させる不織布の製造方法であって、（４）紡出部（Ａ）と電極（
Ｂ）の間に、複数の孔を有する平面状構造体（Ｃ）を挿入し、（５）当該構造体（Ｃ）表
面上に高分子化合物からなる繊維構造体を堆積させて不織布を得ることを特徴とする電荷
誘電紡糸法による不織布の製造方法（特許文献２参照。）や、帯電防止能の優れたフィル
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ムまたはシートの積層体及びその製造方法を提供するために、合成樹脂からなるフィルム
またはシートの少なくとも片面に、１ｎｍ～１０μｍの繊維径と繊維径に対して１００倍
以上の長さを有する微細な長繊維を含む層が積層されていることを特徴とする積層体、及
び溶融押出法で合成樹脂のフィルムまたはシートを形成した後、エレクトロスピニング法
により長繊維層を含む層を、該フィルムまたはシート上に形成し、縦方向および／又は横
方向に延伸することを特徴とする積層体の製造方法（特許文献３参照。）などが提案され
ている。
　しかし、前記接着芯地や生地などの構成成分として、エレクトロスピニング法を用いた
不織布を用いたものは、未だ見当らない。
【特許文献１】特開２００５－０２９９３１号公報
【特許文献１】特開２００５－２７３０６７号公報
【特許文献３】特開２００６－１２３３６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点に鑑み、それ自体防水透湿性と防風性を合わせ
持ち、且つ簡単な熱プレスにより、他の生地やその他の基材に貼り合わせることができ、
生地や基材に、優れた防水透湿性と好適な防風性（通気性）を付与することができる材料
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、ナノファイバーは径が細
く、その集積体である超極細繊維（ナノファイバー）からなる不織布は、気孔率が大きい
ため、透湿性に優れると、また、不織布を厚くすることやファイバーの太さを変えること
などの対策により防風性にも優れると、想到し、従来の芯地基布としての不織布に、超極
細繊維（ナノファイバー）からなる不織布（即ち、ナノファイバー層）を接着・積層する
ことにより、優れた防水透湿性と防風性を付与できることを、また、その積層体（シート
）を衣服用の機能性芯地として、好適に用いることができることを見出し、さらに、検討
を重ね、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明の第１の発明によれば、不織布（Ａ）の片面に、エレクトロスピニン
グ法によって形成されたナノファイバー層（Ｂ）と、非全面的な状態でドット状に塗布さ
れたホットメルト接着剤（Ｃ）とを順次積層してなる積層シートであって、
　不織布（Ａ）は、ポリアミド、ポリエステル、アクリル、レーヨン、綿および羊毛から
なる群から選ばれる少なくとも１種の繊維材料から形成され、
　ナノファイバー層（Ｂ）は、ポリウレタン、メタ系アラミドおよびポリエステル（但し
、ポリ乳酸を除く。）からなる群から選ばれる少なくとも１種の樹脂材料から形成される
単位繊維で構成され、且つ、
　不織布（Ａ）とナノファイバー層（Ｂ）との間に、非全面的な状態でドット状にホット
メルト接着剤（Ｃ’）が塗布されていることを特徴とする積層シートが提供される。
　さらに、本発明の第２の発明によれば、第１の発明において、不織布（Ａ）の他の片面
に、非全面的な状態でドット状にホットメルト接着剤（Ｃ”）が塗布されていることを特
徴とする積層シートが提供される。
【００１０】
　さらに、本発明の第３の発明によれば、第１の発明において、前記単位繊維の繊維径は
、２００～８００ｎｍであることを特徴とする積層シートが提供される。
【００１１】
　本発明の第４の発明によれば、第１の発明において、ナノファイバー層（Ｂ）の積層量
は、０．５～１０ｇ／ｍ２であることを特徴とする積層シートが提供される。
　また、本発明の第５の発明によれば、第１～４のいずれかの発明において、ＪＩＳ　Ｌ
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１０９９の塩化カルシウム法（Ａ－１法）による透湿度が３０００～２００００（ｇ／ｍ
２・２４ｈ）、及びＪＩＳ　Ｌ１０１８による通気性が０～２０（ｃｍ３／ｃｍ２／ｓ）
の範囲であることを特徴とする積層シートが提供される。
　さらに、本発明の第６の発明によれば、第１～４のいずれかの発明に係る積層シートを
製造する方法であって、下記の（Ｉ）～（ＩＩＩ）の工程を含むことを特徴とする積層シ
ートの製造方法が提供される。
　（Ｉ）：不織布（Ａ）を準備し、その片面上に、ドット加工法により、ホットメルト接
着剤（Ｃ’）を非全面的な状態で積層する工程
　（ＩＩ）：不織布（Ａ）のホットメルト接着剤（Ｃ’）側に、エレクトロスピニング法
により、ナノファイバー層（Ｂ）を形成させる工程
　（ＩＩＩ）：ナノファイバー層（Ｂ）に、ドット加工法により、ホットメルト接着剤（
Ｃ）を非全面的な状態で塗布する工程
【００１２】
　一方、本発明の第７の発明によれば、第１～４のいずれかの発明に係る積層シートを芯
地として用い、そのホットメルト接着剤（Ｃ）側に表地生地と接着一体化してなる生地が
提供される。
　また、本発明の第８の発明によれば、第２の発明に係る積層シートを芯地として用い、
そのホットメルト接着剤（Ｃ”）側に裏地生地と接着一体化してなる生地が提供される。
　さらに、本発明の第９の発明によれば、前記（Ｉ）～（ＩＩＩ）の工程に加え、下記の
（ＩＶ）の工程を含むことを特徴とする第７の発明に係る生地の製造方法が提供される。
　（ＩＶ）：積層シートのホットメルト接着剤（Ｃ）側に、熱プレスにより、表地生地を
接着一体化する工程
　またさらに、本発明の第１０の発明によれば、前記（Ｉ）～（ＩＶ）の工程に加え、下
記の（Ｖ）の工程を含むことを特徴とする第８の発明に係る生地の製造方法が提供される
。
　（Ｖ）：積層シートのホットメルト接着剤（Ｃ”）側に、熱プレスにより、裏地生地を
接着一体化する工程
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の積層シートは、上述のような構成、すなわち、不織布（Ａ）の片面に、特定の
ナノファイバー層（Ｂ）およびホットメルト接着剤（Ｃ）を順次積層してなる積層シート
であるので、この積層シートを機能性芯地として用いると、若干の通気性すなわち好適な
防風性と、優れた防水透湿性を有する生地を提供できる。尚、生地が若干の通気性を有す
るために、発汗蒸気を体外に逃がし、ムレにくいという利点もある。
　その結果、通気性が０までの性能が必要でないカジュアル衣料などに好適に用いること
ができる。
　また、この積層シートを機能性芯地として用いると、従来の接着芯地と同様の取り扱い
が可能となり、接着プレス機があれば、縫製工場でも、表地生地或いは裏地生地との接着
一体化が可能となる効果も、奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の積層シートは、不織布（Ａ）の片面に、エレクトロスピニング法によって形成
されたナノファイバー層（Ｂ）と、非全面的な状態でドット状に塗布されたホットメルト
接着剤（Ｃ）とを順次積層してなる積層シートであって、防風性、防水透湿性に優れるも
のである。以下、項目毎に詳細に説明する。
【００１５】
１．不織布（Ａ）
　本発明の積層シートに用いられる不織布（Ａ）は、特に限定されないが、用途によって
それぞれ適した構造、材質、目付のものを使用すればよい。例えば、テキスタイルの芯地
として使用する場合は、従来芯地として使用されていたもののいずれもが使用できる。
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　例えば、構造や製造方法としては、短繊維を一方向に揃えるようにするパラレルカード
機、クロスカード機等を用い、熱融着によって不織布とするサーマルボンド法不織布、あ
るいは接着剤を使用するケミカルボンド法不織布あるいは水流によって繊維を交絡させた
スパンレース法不織布やニードルパンチ不織布あるいは、スパンボンド不織布等がある。
　また、不織布を構成する材料、材質としては、芯地としての機能を果たす材料であれば
、特に限定されないが、ナイロン、ポリエステル、アクリル、レーヨン、綿、羊毛等が好
ましく、これらの繊維を２種以上混合して用いても良い。
　さらに、本発明で用いる不織布（Ａ）の目付としては、１０～１００ｇ／ｍ２が好適で
あり、より好ましくは１０～４０ｇ／ｍ２である。不織布の目付けが１０ｇ／ｍ２未満で
は、接着剤の染み出しが発生して、風合いが硬くなる恐れがあり、１００ｇ／ｍ２を超え
ると、厚みが加工時につぶれてなくなり、硬くなる恐れがある。
【００１６】
２．ナノファイバー層（Ｂ）
　本発明の積層シートに用いられるナノファイバー層（Ｂ）は、例えば、電界紡糸法（或
いは電気紡織法、電荷誘導紡糸法、エレクトロスピニング法、エレクトロスプレー法であ
り、以下、エレクトロスピニング法という。）により作製されたものである。
　エレクトロスピニング法とは、前記し、図１に示すように、高分子（ポリマー）溶液に
、２～２０ｋＶ程度の高電圧を印加することによって、溶液をキャピラリー先端からスプ
レー（噴射）し、ポリマー溶液を極細化すると同時に溶媒を蒸発させ、続いてポリマーを
捕集することにより、一工程で超極細繊維（ナノファイバー）からなる不織布を得る方法
である。
　ナノファイバーは、単位繊維がナノメートルサイズ（繊維径１μｍ以下、すなわち、１
０００ｎｍ以下）の超極細繊維であり、比表面積が非常に大きいという特徴を有する。
　本発明においては、ナノファイバー層（Ｂ）の単位繊維の繊維径は、好ましくは２００
～８００ｎｍである。尚、従来の紡糸技術および不織布製造技術を利用して得られた繊維
の直径、および不織布を構成する繊維の直径は、既存の繊維と同等の直径（数～数十μｍ
程度）である。
【００１７】
　ナノファイバー層（Ｂ）に用いられる上記高分子（ポリマー）の材質としては、特に限
定されるものではなく、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエ
チレンオキサイド、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、ポリエ
チレンナフタレート、ポリ－ｍ－フェニレンテレフタレート、ポリ－ｐ－フェニレンイソ
フタレート、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレン
共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン－アクリレート共重合体、ポリアクリロ
ニトリル、ポリアクリロニトリル－メタクリレート共重合体、ポリカーボネート、ポリア
リレート、ポリエステルカーボネート、ポリウレタン、ポリアミド、ナイロン、アラミド
、ポリカプロラクトン、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリヒドロキシ酪酸
、ポリ酢酸ビニル、ポリペプチド等の少なくとも１種が挙げられるが、好ましくは、ポリ
ウレタン、ポリアミド、ポリアクリロニトリル、ポリビニルアルコール、メタ系アラミド
、ポリエステル、およびポリ乳酸などが挙げられ、特に好ましいのは、ポリウレタンであ
る。
　また、本発明において、エレクトロスピニング法で使用される溶媒としては、メタノー
ル、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、テトラエチレングリコール、ト
リエチレングリコール、メチルイソブチルケトン、メチル－ｎ－ヘキシルケトン、メチル
－ｎ－プロピルケトン、ジイソプロピルケトン、ジイソブチルケトン、アセトン、フェノ
ール、ギ酸メチル、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、安息
香酸プロピル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ
エチル、フタル酸ジプロピル、塩化メチル、塩化エチル、塩化メチレン、ｏ－クロロトル
エン、ｐ－クロロトルエン、クロロホルム、四塩化炭素、１，１－ジクロロエタン、１，
２－ジクロロエタン、ジクロロプロパン、ジブロモエタン、ジブロモプロパン、臭化メチ
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ル、臭化エチル、臭化プロピル、ベンゼン、トルエン、ヘキサン、シクロヘキサン、シク
ロペンタン、ｏ－キシレン、ｐ－キシレン、ｍ－キシレン、水等の少なくとも１種が挙げ
られるが、特にこれらに限定されるものではない。
【００１８】
　本発明においては、ナノファイバー層（Ｂ）を不織布（Ａ）の片面に積層することによ
り、このナノファイバー層（Ｂ）の緻密な層でもって、好適な防風性（或いは通気性）と
優れた防水透湿性を有する芯地を提供できるところに、最大の特徴がある。
　ナノファイバー層（Ｂ）の積層量は、０．５ｇ／ｍ２～１０ｇ／ｍ２にすることが好ま
しい。より好ましくは１～８ｇ／ｍ２である。さらに好ましくは１～５ｇ／ｍ２である。
ナノファイバー層（Ｂ）の積層量が０．５ｇ／ｍ２未満では、防風性が小さく、一方、１
０ｇ／ｍ２を超えると、通気性と透湿性が阻害される。積層量をこの範囲内とすることに
より、好適な防風性（或いは通気性）と優れた防水透湿性を有する積層シートや芯地を提
供できる。
【００１９】
３．ホットメルト接着剤（Ｃ，Ｃ’，Ｃ”）
　本発明の積層シートは、不織布（Ａ）の片面に、上記のエレクトロスピニング法によっ
て形成されたナノファイバー層（Ｂ）およびホットメルト接着剤（Ｃ）を順次積層してな
る積層シートであり、その好ましい態様として、（ｉ）前記不織布（Ａ）とナノファイバ
ー層（Ｂ）間には、ホットメルト接着剤（Ｃ’）が積層されたものであり、及び／又は（
ｉｉ）不織布（Ａ）の他の片面には、ホットメルト接着剤（Ｃ”）が積層されたものであ
る。
　すなわち、不織布（Ａ）には、片面または両面に、ホットメルト接着剤（Ｃ’，Ｃ”）
が付いたものを使用するのが好ましい。（ｉ）前記不織布（Ａ）とナノファイバー層（Ｂ
）間に、ホットメルト接着剤（Ｃ’）を使用することにより、ナノファイバー層（Ｂ）と
重ねた状態で、熱プレスするだけで、不織布（Ａ）とナノファイバー層（Ｂ）とを、簡単
に接着することができる。また、（ｉｉ）不織布（Ａ）の他の片面に、ホットメルト接着
剤（Ｃ”）が積層された場合には、同様に熱プレスするだけで、本発明の積層シートと裏
地生地との接着一体化が可能となる。
【００２０】
　また、ナノファイバー層（Ｂ）には、ホットメルト接着剤（Ｃ）が積層され、この場合
、上記と同様に熱プレスするだけで、本発明の積層シートと表地生地との接着一体化が可
能となる。
【００２１】
　ホットメルト接着剤（Ｃ，Ｃ’，Ｃ”）は、不織布（Ａ）或いはナノファイバー層（Ｂ
）上に、全面塗布する方法やドット状に塗布する方法等を用いることができる。これらの
中では、接着剤を、全面でなく、非全面的な状態でドット状に塗布する方法が好ましく、
ドット状に付着されたホットメルト接着剤により、不織布（Ａ）とナノファイバー層（Ｂ
）とは、或いは不織布（Ａ）と裏地生地とは、或いはナノファイバー層（Ｂ）と表地生地
とは、点接合で一体化される。この点接合により、表地動きの過度の高速化や接着剤の硬
化、風合いの悪化や透湿性の低下を回避することができる。特に、接着剤が非全面的な状
態で積層されていることにより、積層シート全体として、透湿性が低下することがないと
いう効果を奏する。
【００２２】
　接着剤をドット状に付着させる場合は、表地の風合いおよび伸張回復性を損なわぬよう
、接着剤が適度の密度間隔でドット状に置かれ、かつ、不織布上のどの部分をとっても一
様に配置されていることが好ましく、ドットの配置密度および一個のドットの大きさは、
表地の風合いや伸張回復性などを損なわないように、不織布（Ａ）とナノファイバー層（
Ｂ）、不織布（Ａ）と裏地生地、或いはナノファイバー層（Ｂ）と表地生地とを接着一体
化するように適宜選択される。
　例えば、不織布（Ａ）の片面、或いはナノファイバー層（Ｂ）においては、個々のドッ
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トの直径は、０．１～３．０ｍｍが好ましく、不織布（Ａ）面、或いはナノファイバー層
（Ｂ）面上のドットの密度は、５０～１，５００個／ｉｎ２が好ましく、不織布（Ａ）面
、或いはナノファイバー層（Ｂ）面に対するドットの付着量は、２～６０ｇ／ｍ２が好ま
しい。ドットの直径、密度、付着量がこの範囲未満であると、例えば、表地との良好な接
着強度が保証されず、この範囲を超えると接着加熱加圧時に裏面にしみだし、外観風合い
を損なう。
　なお、不織布（Ａ）の両面に接着剤を付着させる場合は、両面に同じように付着させる
必要がなく、上記の範囲内でそれぞれ接着させる材料に合わせた直径、密度、付着量にす
ることができる。また、ナノファイバー層（Ｂ）に接着剤を付着させる場合も、上記と同
様に、上記の範囲内で接着させる表地の材料に合わせた直径、密度、付着量にすることが
できる。
【００２３】
　接着剤のドット状の塗布方法としては、特に限定されず、例えば、ディスパージョンド
ット塗布法、パウダードット塗布法、ダブルドットコーティング法等を用いることができ
る。また、ドット状の付着パターンとしては、特に限定されず、例えば、ランダム・パタ
ーン、格子状パターン（またはレギュラーパターン）などを挙げることができる。これら
のパターンは、用途、表地の生地厚み、風合いなどに応じて使い分けることができる。
【００２４】
　本発明においては、ホットメルト接着剤（Ｃ，Ｃ’，Ｃ”）が用いられる。そのホット
メルト接着剤としては、１００～１５０℃、好ましくは１２０～１５０℃で溶融して、接
着機能を発揮するものであれば、特に限定されず、その材質としては、例えば、ポリアミ
ド、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等であ
るが、特に好ましくは、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン系のホットメルト樹脂
である。
【００２５】
４．積層シート、その製造方法及び用途
　本発明の積層シートは、例えば、次の工程を含むことにより、作製することができる。
　すなわち、
　（Ｉ）：不織布（Ａ）を準備し、そのまま使用するか、或いは、その片面上に、ドット
加工法により、ホットメルト接着剤（Ｃ’）を非全面的な状態で積層する工程と、
　（ＩＩ）：不織布（Ａ）の片面上に、或いは、そのホットメルト接着剤（Ｃ’）側に、
エレクトロスピニング法により、ナノファイバー層（Ｂ）を形成させる工程と、
　（ＩＩＩ）：ナノファイバー層（Ｂ）に、ドット加工法により、ホットメルト接着剤（
Ｃ）を非全面的な状態で塗布する工程と、
を含む。
【００２６】
　上記のように、好ましい態様として、不織布（Ａ）のホットメルト接着剤（Ｃ’）側に
、エレクトロスピニング法により、ナノファイバー層（Ｂ）を形成、積層し、ホットメル
ト樹脂が接着剤として機能する温度以上で、また、ナノファイバー層（Ｂ）の透湿性を損
なわない温度範囲で熱プレスする。
　こうして、先ず、不織布（Ａ）とナノファイバー層（Ｂ）との積層シートを形成するこ
とができる。
　次に、この積層シートのナノファイバー層（Ｂ）側に、ホットメルト接着剤（Ｃ）を積
層する。積層に際しては、例えば、ドット加工機により、ホットメルト接着剤（Ｃ）をド
ット状に塗布した後、溶融し固化させることにより、容易に行うことができる。
【００２７】
　こうして作製された本発明の積層シートは、ＪＩＳ　Ｌ１０９９の塩化カルシウム法（
Ａ－１法）による透湿度が３０００～２００００（ｇ／ｍ２・２４ｈ）、及びＪＩＳ　Ｌ
１０１８による通気性が０～２０（ｃｍ３／ｃｍ２／ｓ）の範囲となり、好適な防風性（
或いは通気性）と優れた防水透湿性を有する。
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【００２８】
　また、本発明の積層シートは、種々の基材に貼り合わせることにより、基材に好適な防
風性（或いは通気性）と優れた防水透湿性を付与することができる。例えば、本発明の積
層シートは、生地や衣類の防水透湿性及び防風性芯地として、好適であり、また、帽子、
手袋、靴などにも、広く使用できる。
【００２９】
　さらに、本発明の積層シートを衣類又は生地の芯地として、使用する場合には、更に、
次ぎの工程を含む。
　（ＩＶ）：積層シートのホットメルト接着剤（Ｃ）側に、熱プレス法により、表地生地
を接着一体化する工程、
或いは、所望により、
　（Ｖ）：積層シートのナノファイバー層（Ｂ）側とは反対面に、すなわち、積層シート
のホットメルト接着剤（Ｃ”）側に、熱プレス法により、裏地生地を接着一体化する工程
、とを含む。
【００３０】
　上記のように、芯地としての本発明の積層シートと表地になる生地とを、積層シートの
ホットメルト接着剤が表地と接するように、重ね合わせ、これを熱プレスで圧着すること
により、貼り合わせることができる。
　また、上記のように、所望により、積層シートの裏面に、上記と同様に、裏地を重ね合
わせ、これを熱プレスで圧着することにより、貼り合わせることができる。
　さらに、必要であれば、積層シートの外側に、更に表地または裏地を縫製等により取り
付けることで、積層シートを隠すことができる。
【実施例】
【００３１】
　以下に本発明を実施例で説明するが、本発明は、実施例のみに限定されるものではない
。なお、実施例、比較例で用いた試験方法は以下の通りである。
【００３２】
（１）積層シートの透湿度：ＪＩＳ　Ｌ１０９９「繊維製品の透湿度試験方法」の「４．
１．１　塩化カルシウム法（Ａ－１法）」に準拠し、透湿度（ｇ／ｍ２・２４ｈ）を測定
した。
（２）積層シートの通気性：ＪＩＳ　Ｌ１０１８「ニット生地試験方法」の「８．３３　
通気性」に準拠し、フラジール形試験機を用いて、試験片を通過する空気量（ｃｍ３／ｃ
ｍ２・ｓ）、すなわち通気性（ｃｍ３／ｃｍ２／ｓ）を測定した。
【００３３】
［実施例１］
　目付１６ｇ／ｍ２のサーマルボンドタイプ不織布（ナイロン／ポリエステル＝８５／１
５）の片面に、共重合ポリエステルホットメルト樹脂を、ドット加工により、目付９．５
ｇ／ｍ２（ドットポイント３０×３０千鳥／ｉｎ２）で積層したものに、ナノファイバー
層（Ｂ）として、エレクトロスピニング法によって作製した、目付２ｇ／ｍ２の不織布を
結合することにより、積層シートＡ’を作製した。
　次に、積層シートＡ’のナノファイバー層（Ｂ）側に、共重合ポリエステルホットメル
ト樹脂を、ドット加工により、目付９ｇ／ｍ２（ドットポイント４５０ランダム／ｉｎ２

）で積層し、積層シートＡを得た。
　得られた積層シートＡについて性能評価を行なった。その評価結果を表１に示す。
【００３４】
［実施例２］
　目付１６ｇ／ｍ２のサーマルボンドタイプ不織布（ナイロン／ポリエステル＝８５／１
５）の片面に、共重合ポリエステルホットメルト樹脂を、ドット加工により、目付９．５
ｇ／ｍ２（ドットポイント３０×３０千鳥／ｉｎ２）で積層したものに、ナノファイバー
層（Ｂ）として、エレクトロスピニング法によって作製した、目付３ｇ／ｍ２の不織布を
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結合することにより、積層シートＢ’を作製した。
　次に、積層シートＢ’のナノファイバー層（Ｂ）側に、共重合ポリエステルホットメル
ト樹脂を、ドット加工により、目付９ｇ／ｍ２（ドットポイント４５０ランダム／ｉｎ２

）で積層し、積層シートＢを得た。
　得られた積層シートＢについて性能評価を行なった。その評価結果を表１に示す。
【００３５】
［比較例１］
　サーマルボンドタイプ不織布（ナイロン／ポリエステル＝８５／１５）目付１６ｇ／ｍ
２の片面に共重合ポリエステルホットメルト樹脂をドット加工により目付１０ｇ／ｍ２ド
ットポイント３３０ランダム／ｉｎ２積層したものと、ポリエステルエラストマーフィル
ム（厚み：１５μｍ）とを接着した。その積層シートＣ’のフィルム側に共重合ポリエス
テルホットメルト樹脂をドット加工により目付９ｇ／ｍ２（ドットポイント１１７ランダ
ム／ｉｎ２）で積層させ、積層シートＣを得た。
　得られた積層シートＣについて性能評価を行なった。その評価結果を表１に示す。
【００３６】
　［生地の評価］
　次に、実施例１、２及び比較例１で得られた積層シートＡ～Ｃを芯地として用い、その
ホットメルト接着剤側に、表１に示す表地と、表地接着条件：熱プレス機（ＪＲ６００）
、１３０℃×６．９Ｎ／ｃｍ×１０ｓｅｃで、接着一体化し、得られた生地について、初
期、洗濯（条件：洗い１０分、すすぎ３分×２回、脱水１分）３回後、パークレンの商業
ドライ３回後、及び石油系の商業ドライ３回後における剥離強力（ｃＮ／２．５ｃｍ巾）
を測定し、接着性評価した。また、生地の風合い、音、重さも、良い（○）、普通（△）
、悪い（×）との３段階で、官能評価した。その評価結果を、積層シート単体の物性評価
と共に、表１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　表１から明らかなように、接着性評価は、比較例１のフィルム接着品に比べ、実施例１
，２とも初期、洗濯後、ドライ後いずれも良好である。
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　また、実施例１、２の積層シートは、いずれも、通気度が０とはならないが、防風性が
あるといえる値であり、透湿度も、十分な値である。さらに、全体の目付に関しては、比
較例１に比べ、軽い。
　その結果、本発明の積層シートは、好適な防風性（或いは通気性）と優れた防水透湿性
を有することが明らかであり、機能性芯地として、好適に用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の積層シートは、好適な防風性（或いは通気性）と優れた防水透湿性を有するの
で、防水透湿性を必要とする生地や衣類が好適であり、また、帽子、手袋、靴などにも、
広く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係るエレクトロスピニング法で作製されるナノファイバー層（Ｂ）を説
明する図である。

【図１】
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