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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエステルと、メタロセン系重合触媒により得られた第一ポリエチレンとチグラーナ
ッタ系重合触媒により得られた第二ポリエチレンとが混合されたポリエチレンとを、該ポ
リエステルが芯に配され、該ポリエチレンが鞘に配されるように、芯鞘型複合紡糸孔に供
給し、溶融紡糸して、
　芯部が該ポリエステルで鞘部が該ポリエチレンで構成され、芯部の横断面形状は繊維軸
方向において実質的に変化せず、鞘部の厚さは、繊維軸方向及び繊維周方向において不均
一で且つ無作為に変化している芯鞘状複合長繊維を得た後、該芯鞘状複合長繊維を集積す
ることを特徴とする不織布の製造方法。
【請求項２】
　第二ポリエチレンが、低密度ポリエチレンである請求項１記載の不織布の製造方法。
【請求項３】
　ポリエチレンのメルトフローレート（ＭＦＲ）が、１６～２１ｇ／１０分である請求項
１記載の不織布の製造方法。
【請求項４】
　溶融紡糸の速度が３０００～４０００ｍ／分である請求項１記載の不織布の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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　本発明は、特殊な芯鞘状複合長繊維を構成繊維とし、柔軟性に優れ、またヒートシール
性にも優れた不織布の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、芯鞘型複合繊維を構成繊維とした不織布は知られている。特に、ヒートシール
性不織布として、芯部がポリエステルで鞘部がポリエチレンで構成された芯鞘型複合長繊
維よりなる不織布が知られている（特許文献１）。すなわち、このヒートシール性不織布
は、芯部が高融点のポリエステルで鞘部が低融点のポリエチレンからなる芯鞘型複合長繊
維で構成されているので、この不織布と他の基材などとを積層して、加熱及び所望により
加圧すると、鞘部のポリエチレンのみが軟化又は溶融して、他の基材に熱接着するという
ものである。
【０００３】
【特許文献１】
特公平８－１４０６９公報（第１頁、請求項１）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者は、上記したヒートシール性不織布の熱接着性を改良するため、ポリエチレンの
融点を低くする研究を行っていた。このような研究の過程において、本発明者はポリエチ
レンとして特定のものを採用すると、従来の典型的な芯鞘型複合長繊維とは、その形態の
異なるものが得られることを見出した。すなわち、芯鞘型複合長繊維の表面（鞘部の表面
ということになる。）に不規則な凹凸を持つ複合長繊維が得られることを見出した。そし
て、このような複合長繊維は、繊維径が一定ではなく、細い箇所と太い箇所を有するもの
であり、細い箇所の存在によって、柔軟性に富むことも判明した。したがって、このよう
な複合長繊維を構成繊維とする不織布もまた、柔軟性に富むものである。以上のような知
見から、本発明は、柔軟性に優れた不織布を提供することを課題とするものである。そし
て、上記課題を解決するために、以下のような構成を採用したものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明は、ポリエステルと、メタロセン系重合触媒により得られた第一ポリ
エチレンとチグラーナッタ系重合触媒により得られた第二ポリエチレンとが混合されたポ
リエチレンとを、該ポリエステルが芯に配され、該ポリエチレンが鞘に配されるように、
芯鞘型複合紡糸孔に供給し、溶融紡糸して、芯部が該ポリエステルで鞘部が該ポリエチレ
ンで構成され、芯部の横断面形状は繊維軸方向において実質的に変化せず、鞘部の厚さは
、繊維軸方向及び繊維周方向において不均一で且つ無作為に変化している芯鞘状複合長繊
維を得た後、該芯鞘状複合長繊維を集積することを特徴とする不織布の製造方法に関する
ものである。
【０００６】
　まず、本発明に係る方法で得られた不織布について、説明する。この不織布は、特定の
芯鞘状複合長繊維（以下、単に「芯鞘状複合繊維」ということもある。）を構成繊維とす
るものである。芯鞘状複合繊維は、芯部がポリエステルで鞘部がポリエチレンで構成され
ている。ポリエステルとポリエチレンとの相溶性乃至は親和性が適度に不良であるために
、特殊な芯鞘状複合繊維が得られる。したがって、芯部として、ポリエステル以外であっ
てポリエチレンと相溶性乃至は親和性に優れているポリプロピレンなどを用いると、特殊
な芯鞘状複合繊維が得られにくくなる。また、ポリエステル以外であってポリエチレンと
相溶性乃至は親和性が不良であるポリアミドなどを用いても、特殊な芯鞘状複合繊維が得
られにくくなる。
【０００７】
芯部の横断面形状は、従来と同様に、繊維軸方向において実質的に変化しないものである
。代表的には、芯部は、どの横断面をとっても、その形状が円形となっているものが好ま
しい。また、芯部を構成するポリエステルとしては、通常市販又は工業的に利用されてい
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るポリエチレンテレフタレートのうち、特に繊維用として市販され、利用されているもの
であればよい。具体的には、極限粘度が０．５０～１．２０のポリエチレンテレフタレー
トを用いるのが好ましい。
【０００８】
芯鞘状複合繊維の表面、すなわち、鞘部の表面は、不規則な凹凸となっている。この不規
則な凹凸は、鞘部の厚さが、繊維軸方向及び繊維周方向において不均一で且つ無作為に変
化していることによって現出するものである。ここでいう鞘部の厚さについては、鞘部が
存在しない箇所、すなわち、芯部が露出している箇所についても、厚さをゼロとして含め
ている。したがって、芯鞘状複合繊維の繊維径は、芯部の直径をφ0とし、鞘部の厚さが
最大となっている箇所の繊維径をφ1とすると、繊維軸方向において、φ0～φ1の範囲で
無作為に変化するものである。また、芯部の半径を（φ0／２）とし、鞘部の厚さが最大
となっている箇所の繊維半径を（φ1／２）とすると、繊維周方向において、芯鞘状複合
繊維の繊維半径は、（φ0／２）～（φ1／２）の範囲で無作為に変化するものである。な
お、ここでは、芯部及び芯鞘状複合繊維の横断面が円形である場合について説明したが、
これらの横断面は円形でなくてもよい。芯部及び芯鞘状複合繊維の横断面が非円形の場合
には、芯部の直径や芯鞘状複合繊維の繊維径は、その横断面面積に応じた仮想円の直径や
繊維径と解釈すればよい。
【０００９】
　鞘部を構成するポリエチレンは、曳糸性の良好な第一ポリエチレンと、曳糸性の悪い第
二ポリエチレンとの混合物を用いる。曳糸性の良好な第一ポリエチレンのみを使用すると
、鞘部表面に不規則な凹凸が現れにくくなる。すなわち、表面に凹凸の無い典型的な芯鞘
型複合繊維と同様の形態になりやすい。また、曳糸性の悪い第二ポリエチレンのみを使用
すると、溶融紡糸法によって芯鞘状複合繊維が得られにくくなる。第一ポリエチレンと第
二ポリエチレンの混合比率は、第一ポリエチレン：第二ポリエチレン＝３０～７０：７０
～３０（重量％）であるのが好ましい。第一ポリエチレンとしては、メタロセン系重合触
媒により得られたポリエチレンを採用する。このポリエチレンは、低融点であって、しか
も曳糸性に優れているからである。第二ポリエチレンとして、通常工業的に利用されてい
るポリエチレン、すなわち、チグラーナッタ系重合触媒により得られたポリエチレンが用
いられる。この中でも、曳糸性が悪く、低融点の低密度ポリエチレン、特に密度０．９１
０～０．９２５の低密度ポリエチレンが好ましい。
【００１０】
芯部と鞘部の重量比は、芯部１００重量部に対して、鞘部２０～３００重量部であるのが
好ましい。本発明における芯鞘状複合繊維は、鞘部の厚さが、繊維軸方向及び繊維周方向
において不均一で且つ無作為に変化しているから、この重量比は、芯鞘状複合繊維全体に
おける重量比を意味している。鞘部が２０重量部未満になると、鞘部をヒートシールする
ときの熱接着成分とする場合、十分な接着強力を得られにくくなる。鞘部が３００重量部
を超えると、相対的に芯部の量が少なくなり、芯部の径が細くなり、鞘部の欠損部位、す
なわち、芯部の全周が露出している部位での繊維強力が低下する。
【００１１】
本発明における芯鞘状複合繊維の繊度は、１．０～１０ｄＴｅｘ程度であるのが好ましい
。本発明における芯鞘状複合繊維の繊度は、繊維軸方向において、不均一で且つ無作為に
変化しているから、ここでいう繊度は、芯鞘状複合繊維全体の平均繊度の意味である。
【００１２】
本発明における芯鞘状複合繊維の形状の具体例は、図１～図３に示したようなものである
。平行な二本の直線が芯部の側面を表している。したがって、芯部は、その横断面形状が
繊維軸方向において変化していないものである。そして、この平行な二本の直線の上又は
下にある、瘤のような盛り上がりが鞘部を表している。この図からも明らかなように、鞘
部の厚さは、繊維軸方向及び繊維周方向において不均一で且つ無作為に変化している。
【００１３】
　本発明に係る芯鞘状複合繊維を構成繊維とする不織布の目付は、任意でよく、１０～１
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００ｇ／ｍ2程度が好ましい。この不織布は、当該不織布同士を積層して、その端縁をヒ
ートシールすることによって、袋状物を得ることができる。また、この不織布は、合成樹
脂製フィルム，編織物，紙又はその他の不織布などの他の材料と、ヒートシールによって
貼合して複合材料とすることもできる。すなわち、芯鞘状複合繊維の鞘部を構成している
ポリエチレンに、熱及び所望により圧力を加えて、軟化又は溶融させて、当該不織布同士
又は他の材料と熱接着することができる。本発明における芯鞘状複合繊維の鞘部が、メタ
ロセン系重合触媒により得られたポリエチレンと低密度ポリエチレンとの混合物であるた
め、鞘部の融点が低くなり、比較的低温での熱接着が可能となる。また、他の材料として
は、ポリオレフィン系の材料、特にポリオレフィン系フィルムを用いると、ポリエチレン
で構成された鞘部との相溶性がよく、高接着強度を実現することができる。
【００１４】
　上記した芯鞘状複合繊維を構成繊維とする不織布は、以下の製造方法によって得られる
ものである。すなわち、ポリエステルと、メタロセン系重合触媒により得られた第一ポリ
エチレンとチグラーナッタ系重合触媒により得られた第二ポリエチレンとが混合されたポ
リエチレンとを、該ポリエステルが芯に配され、該ポリエチレンが鞘に配されるように、
芯鞘型複合紡糸孔に供給し、溶融紡糸して得られた芯鞘状長繊維を集積するという方法で
よって得られる。つまり、芯鞘状複合繊維の芯部を構成する樹脂としてポリエステルを採
用し、鞘部を構成する樹脂として、メタロセン系重合触媒により得られた第一ポリエチレ
ンと、チグラーナッタ系重合触媒により得られた第二ポリエチレンとが混合されたポリエ
チレンを採用し、従来公知の芯鞘型複合溶融紡糸法を採用したスパンボンド法で、長繊維
不織布を得るというものである。
【００１５】
ポリエステル、メタロセン系重合触媒により得られた第一ポリエチレン、チグラーナッタ
系重合触媒により得られた第二ポリエチレンとしては、前記したようなものが用いられる
。第一ポリエチレンと第二ポリエチレンとは、前記した重量比率で均一に混合され、ポリ
エチレンとして扱われる。ポリエチレンのメルトフローレート（ＭＦＲ）は、１６～２１
ｇ／１０分であるのが好ましい。この範囲内であると、高速紡糸したときにも、表面が不
規則な凹凸となった鞘部が形成されやすい。また、この範囲外であっても、ＭＦＲの値が
大きいときには、紡糸速度を更に速くすることにより、一方ＭＦＲの値が小さいときには
、紡糸速度を遅くすることにより、表面が不規則な凹凸となった鞘部を得ることができる
。しかしながら、一般に採用されている紡糸速度，すなわち、３０００～４０００ｍ／分
の紡糸速度の場合には、ＭＦＲは上記した範囲内であるのが好ましい。また、ポリエチレ
ンの融点は、低い方が好ましく、特に９０～１１０℃程度が好ましい。比較的低温でヒー
トシールが可能となるためである。
【００１６】
ポリエステルとポリエチレンとは、各々を加熱して溶融させ、ポリエステルは紡糸口金に
多数設けられた芯鞘型複合紡糸孔の芯に配され、一方、ポリエチレンは鞘に配される。そ
して、溶融紡糸すれば、表面に不規則な凹凸を持つ芯鞘状複合長繊維が多数本得られるの
である。本発明において、表面に不規則な凹凸を持つ芯鞘状複合長繊維が安定して得られ
ることは、特筆すべきことである。すなわち、表面に不規則な凹凸を持つということは、
繊維軸方向において、繊維径が異なるということである。このような長繊維を溶融紡糸法
で得ようとしても、従来は、繊維径の細い部位で、長繊維が切断してしまい、安定して長
繊維が得られなかったのである。つまり、従来の溶融紡糸法においては、繊維表面に凹凸
が形成される場合、紡糸直後の樹脂の流動性の良好な部位で、既に凹凸が形成され、その
流動性が良好なことから、繊維径の細い凹部に応力が集中し、凹部で切断しやすくなり、
安定して長繊維を得ることができなかったのである。ところが、本発明によれば、繊維軸
方向において繊維径が異なる長繊維が安定して得られるのである。本発明者は、この原理
を以下のように解釈している。すなわち、本発明における樹脂組成で複合溶融紡糸を行う
と、紡糸直後の樹脂の流動性の良好な部位では、紡糸繊維表面に凹凸が形成されておらず
、その後の芯部が固化する時点と同時にか又は直後に、鞘部を構成しているポリエチレン
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に歪が生じ、不規則な凹凸が生じると解釈している。なお、ポリエチレンに歪が生じるの
は、曳糸性の良好な第一ポリエチレンと曳糸性の悪い第二ポリエチレンとが混合されてい
るため、第一ポリエチレンは芯部と共に繊維形成に寄与するが、第二ポリエチレンが繊維
形成を阻害するからであると解釈している。
【００１７】
以上のようにして、芯鞘状複合長繊維を得た後、これを移動するコンベア上などに捕集し
て集積する。集積後は、エンボスロールなどに通して、部分的に熱圧接して、圧接部位で
鞘部を軟化又は溶融させて、芯鞘状複合長繊維相互間を結合し、所望の引張強力を有する
不織布が得られるのである。
【００１８】
　本発明に係る方法で得られた芯鞘状複合繊維を構成繊維とする不織布は、前記したよう
に、他の材料と、ヒートシールによって貼合して複合材料の得る用途に適している。また
、当該不織布同士を積層して、その端縁をヒートシールして袋状物を得る用途に適してい
る。その他にも、従来の不織布と同様に、衣料材料、衛生材料、一般工業資材、農業資材
、生活資材などの用途にも用いうるものである。
【００１９】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明は実施例に限定されるものではない
。本発明は、従来の芯鞘型複合長繊維の溶融紡糸法において、ポリエチレンとして特定の
ものを用いると、芯鞘型複合長繊維の表面、すなわち、鞘部の表面に不規則な凹凸を持つ
複合長繊維が安定して得られるとの発見に基づくものであるとして解釈されるべきである
。
【００２０】
実施例における各特性値は、以下のようにして求めたものである。
（１）ポリエステルの極限粘度〔η〕；フエノールと四塩化エタンとの等重量混合溶媒１
００ｃｃに試料０．５ｇを溶解し、温度２０℃の条件で測定した。
（２）融点（℃）；パーキンエルマー社製の示差走査熱量計ＤＳＣ－７型を用い、昇温速
度２０℃／分で測定した。
（３）ポリエチレンのメルトフローレート（ｇ／１０分）；ＪＩＳ　Ｋ　６９２２に記載
の方法により、温度１９０℃で荷重２１．１８Ｎの条件で測定した。
【００２１】
（４）不織布の柔軟性（ｇ）；ＪＩＳ　Ｌ　１０９６に記載の剛軟性　Ｅ法　ハンドルオ
メーター法により測定した。
（５）不織布のソフト感；５名のパネラーが手による感触でソフト感を、実施例及び比較
例の不織布間で、以下のとおり相対評価した。
１：柔らかい
２：やや柔らかい
３：硬い
（６）不織布のぬめり感；５名のパネラーが手による感触でぬめり感を、実施例及び比較
例の不織布間で、以下のとおり相対評価した。
大：ぬめり感が際立っている
中：ぬめり感がある
小：ぬめり感が少ない
【００２２】
（７）不織布の引張強力（Ｎ／５ｃｍ幅）；合繊長繊維不織布試験法（ＪＩＳ　Ｌ　１９
０６）に準じて、東洋ボールドウイン社製テンシロンＲＴＭ－５００型を用いて、幅５０
ｍｍ、長さ２００ｍｍの試験片を、把持間隔１００ｍｍ、引張速度１００ｍｍ／分の条件
で測定し、試験片１０点の平均値を求め、引張強力とした。なお、引張強力については、
不織布のＭＤ方向（機械方向）及びＣＤ方向（ＭＤ方向に直交する方向）の両方を求めた
。
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（８）不織布のヒートシール強力（Ｎ）；３０ｍｍ（ＣＤ方向）×１５０ｍｍ（ＭＤ方向
）の試験片２枚を重ね合わせ、長手方向（ＭＤ方向）先端から５０ｍｍの所を、ヒートシ
ールテスターで熱圧着した。熱圧着は、ダイの温度を１００℃、１１０℃及び１３０℃の
三種類の温度に設定し、面圧９８Ｎ／ｃｍ2で接着面接１０ｍｍ（ＭＤ方向）×３０ｍｍ
（ＣＤ方向）とした。
熱圧着部のヒートシール強力は、ＪＩＳ　Ｌ　１０８９のＴ剥離測定法に準じ、東洋ボー
ルドウイン社製テンシロンＲＴＭ－５００型を用いて、幅３０ｍｍの試験片を、把持間隔
１０ｍｍ、引張速度１００ｍｍ／分の条件で測定し、試験片５点の平均値を求めて算出し
た。
【００２３】
実施例１
極限粘度〔η〕０．７０、融点２６０℃のポリエチレンテレフタレートを準備した。一方
、メルトフローレート１８ｇ／１０分、密度０．９１１ｇ／ｃｃ、融点１０４℃のポリエ
チレンを準備した。このポリエチレンは、メタロセン系重合触媒により得られた、メルト
フローレート２８ｇ／１０分、密度０．９０６ｇ／ｃｃ、融点９７℃の第一ポリエチレン
６０重量部と、チグラーナッタ系重合触媒により得られた、メルトフローレート４ｇ／１
０分、密度０．９１８ｇ／ｃｃ、融点１０６℃の第二ポリエチレン４０重量部との混合物
である。
【００２４】
そして、ポリエステルが芯に配され、ポリエチレンが鞘に配されるように、且つ、両者が
等重量部となるようにして、芯鞘型複合紡糸孔に供給し、紡糸温度２８０℃、紡糸速度３
８００ｍ／分で溶融紡糸を行った。溶融紡糸した後、吸引装置により引き取り細化し、吸
引装置から排出された糸条群を開繊した後、移動する捕集面上に芯鞘状複合長繊維（繊度
３．３ｄＴｅｘ）を集積させて不織ウェブを得た。この不織ウェブを、表面温度９５℃の
エンボスロール（凸部の面積率３６％）と、表面温度９５℃のフラットロールからなる熱
エンボス装置に導き、線圧２９４Ｎ／ｃｍの条件で、部分的に熱圧接処理を施して、目付
５０ｇ／ｍ2の長繊維不織布を得た。
【００２５】
実施例２
極限粘度〔η〕０．７０、融点２６０℃のポリエチレンテレフタレートを準備した。一方
、メルトフローレート２１ｇ／１０分、密度０．９１３ｇ／ｃｃ、融点１０２℃のポリエ
チレンを準備した。このポリエチレンは、メタロセン系重合触媒により得られた、メルト
フローレート２８ｇ／１０分、密度０．９０６ｇ／ｃｃ、融点９７℃の第一ポリエチレン
６０重量部と、チグラーナッタ系重合触媒により得られた、メルトフローレート１４ｇ／
１０分、密度０．９１８ｇ／ｃｃ、融点１０６℃の第二ポリエチレン４０重量部との混合
物である。
このポリエステルとポリエチレンとを用い、実施例１と同様の方法で目付５０ｇ／ｍ2の
長繊維不織布を得た。
【００２６】
実施例３
極限粘度〔η〕０．７０、融点２６０℃のポリエチレンテレフタレートを準備した。一方
、メルトフローレート１８ｇ／１０分、密度０．９１３ｇ／ｃｃ、融点１０４℃のポリエ
チレンを準備した。このポリエチレンは、メタロセン系重合触媒により得られた、メルト
フローレート２８ｇ／１０分、密度０．９０６ｇ／ｃｃ、融点９７℃の第一ポリエチレン
４０重量部と、チグラーナッタ系重合触媒により得られた、メルトフローレート１４ｇ／
１０分、密度０．９１８ｇ／ｃｃ、融点１０６℃の第二ポリエチレン６０重量部との混合
物である。
このポリエステルとポリエチレンとを用い、実施例１と同様の方法で目付５０ｇ／ｍ2の
長繊維不織布を得た。
【００２７】
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実施例４
極限粘度〔η〕０．７０、融点２６０℃のポリエチレンテレフタレートを準備した。一方
、メルトフローレート１６ｇ／１０分、密度０．９１０ｇ／ｃｃ、融点１０３℃のポリエ
チレンを準備した。このポリエチレンは、メタロセン系重合触媒により得られた、メルト
フローレート２８ｇ／１０分、密度０．９０６ｇ／ｃｃ、融点９７℃の第一ポリエチレン
６７重量部と、チグラーナッタ系重合触媒により得られた、メルトフローレート４ｇ／１
０分、密度０．９１８ｇ／ｃｃ、融点１０６℃の第二ポリエチレン３３重量部との混合物
である。
このポリエステルとポリエチレンとを用い、実施例１と同様の方法で目付５０ｇ／ｍ2の
長繊維不織布を得た。
【００２８】
実施例５
極限粘度〔η〕０．７０、融点２６０℃のポリエチレンテレフタレートを準備した。一方
、メルトフローレート２２ｇ／１０分、密度０．９０９ｇ／ｃｃ、融点１０３℃のポリエ
チレンを準備した。このポリエチレンは、メタロセン系重合触媒により得られた、メルト
フローレート２８ｇ／１０分、密度０．９０６ｇ／ｃｃ、融点９７℃の第一ポリエチレン
７０重量部と、チグラーナッタ系重合触媒により得られた、メルトフローレート１４ｇ／
１０分、密度０．９１８ｇ／ｃｃ、融点１０６℃の第二ポリエチレン３０重量部との混合
物である。
このポリエステルとポリエチレンとを用い、実施例１と同様の方法で目付５０ｇ／ｍ2の
長繊維不織布を得た。
【００２９】
比較例１
極限粘度〔η〕０．７０、融点２６０℃のポリエチレンテレフタレートを準備した。一方
、メルトフローレート２５ｇ／１０分、密度０．９５７ｇ／ｃｃ、融点１３０℃の高密度
ポリエチレンを準備した。この高密度ポリエチレンは、チグラーナッタ系重合触媒により
得られたものである。
このポリエステルとポリエチレンとを用い、実施例１と同様の方法で目付５０ｇ／ｍ2の
長繊維不織布を得た。
【００３０】
実施例１～５及び比較例１に係る方法で得られた各長繊維不織布の柔軟性，ソフト感，ぬ
めり感，引張強力及びヒートシール強力を、上記した方法で測定し、その結果を表１に示
した。
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【００３１】
また、実施例２に係る方法で得られた長繊維不織布表面の電子顕微鏡写真を図４に、実施
例３に係るものを図５に、実施例４に係るものを図６に、実施例５に係るものを図７に示
した。
【００３２】
実施例１～５に係る方法で得られた長繊維不織布において、不織布を構成している長繊維
は、その表面に繊維軸方向及び繊維周に沿って不規則な凹凸が存在した。一方、比較例１
に係る方法で得られた長繊維不織布においては、不織布を構成している長繊維表面は繊維
軸方向に沿ってスムースであり、凹凸は存在しなかった。このような不規則な凹凸の存在
により、芯鞘状複合長繊維には、繊維径の細い部分と太い部分が存在し、繊維径の細い部
分の存在によって、長繊維自体に柔軟性が付与され、その結果、この長繊維を構成繊維と
する実施例１～５に係る不織布は、比較例１に係る不織布に比べて、柔軟性及びソフト感
に優れているものであった。また、この不規則な凹凸の存在により、不織布表面に当たっ
た光が散乱しやすく、実施例１～５に係る不織布は比較例１に係るものに比べて、白度の
高いものであった。
【００３３】
また、一般的に、メタロセン系重合触媒により得られた第一ポリエチレンは融点が低いた
め、この第一ポリエチレンを用いた実施例１～５におけるポリエチレンも融点が低くなる
。したがって、実施例１～５に係る不織布は、比較例１に係る不織布に比べて、熱圧着の
温度が低くても、良好なヒートシール強力が得られた。なお、ポリエステルで形成された
芯部は、従来のものと同様に、繊維軸方向において横断面形状が変化せず、実質的に均一
な繊維径となっているので、これで引張強力が保持され、実施例１～５に係る不織布は、
従来の比較例１に係る不織布と同様の引張強力を持つものであった。
【００３４】
【作用及び発明の効果】
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　本発明に係る方法で得られた不織布は、その構成繊維として、芯部の横断面形状が繊維
軸方向において実質的に変化せず、鞘部の厚さが、繊維軸方向及び繊維周方向において不
均一で且つ無作為に変化している芯鞘状複合繊維よりなる。すなわち、構成繊維である芯
鞘状複合繊維は、その繊維径が、繊維軸方向において細くなったり、太くなったりしてい
る。この繊維径の細い箇所の存在によって、芯鞘状複合繊維に柔軟性が付与される。また
、芯部は繊維軸方向において均一な繊維径となっているので、芯鞘状複合繊維の引張強力
は従来の芯鞘型複合繊維と同程度である。したがって、このような芯鞘状複合繊維を構成
繊維とする不織布は、引張強力に優れていながら、柔軟性に優れるという効果を奏する。
【００３５】
　また、本発明に係る方法で得られた不織布は、表面に不規則な凹凸を持つ芯鞘状複合繊
維で構成されているため、光をよく散乱させる。したがって、本発明に係る方法で得られ
た不織布は、白度に優れているという効果も奏する。
【００３６】
　本発明に係る方法で得られた不織布において、芯鞘状複合繊維の鞘部を構成するポリエ
チレンとして、メタロセン系重合触媒により得られた低融点の第一ポリエチレンと、チグ
ラーナッタ系重合触媒により得られた低融点の第二ポリエチレン、特に低密度ポリエチレ
ンとの混合物を採用した場合には、ヒートシールを低温で行うことができ、低温での熱圧
着が可能になるという効果を奏する。
【００３７】
また、本発明に係る不織布の製造方法において、鞘部は、曳糸性の良好な第一エチレンと
曳糸性の悪い第二ポリエチレンとの混合物からなるポリエチレンが用いられる。このよう
なポリエチレンを用いて溶融紡糸すると、曳糸性の悪い第二ポリエチレンによって、鞘が
形成されるとき、鞘の厚さが無作為に厚くなったり薄くなったりする。一方、芯部はポリ
エステルが用いられ、従来と同様に均一に溶融紡糸しうる。したがって、芯部の横断面形
状は繊維軸方向において実質的に変化せず、鞘部の厚さが、繊維軸方向及び繊維周方向に
おいて不均一で且つ無作為に変化している芯鞘状複合繊維が、安定して得られ、これを構
成繊維とする不織布も安定して合理的に得られるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における芯鞘状複合繊維の一例を示す側面図（顕微鏡写真）である。
【図２】本発明における芯鞘状複合繊維の一例を示す側面図（顕微鏡写真）である。
【図３】本発明における芯鞘状複合繊維の一例を示す側面図（顕微鏡写真）である。
【図４】実施例２に係る方法で得られた長繊維不織布表面の拡大図（電子顕微鏡写真）で
ある。
【図５】実施例３に係る方法で得られた長繊維不織布表面の拡大図（電子顕微鏡写真）で
ある。
【図６】実施例４に係る方法で得られた長繊維不織布表面の拡大図（電子顕微鏡写真）で
ある。
【図７】実施例５に係る方法で得られた長繊維不織布表面の拡大図（電子顕微鏡写真）で
ある。
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