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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一及び第二の前駆体ウェブを含むラミネートウェブであって、少なくとも前記第一の
前駆体ウェブは不織布ウェブであり、前記ラミネートウェブは第一の側及び第二の側を有
し、前記第一の側は前記第二の前駆体ウェブと、複数の離散タフトとから構成され、前記
離散タフトのそれぞれは、長手方向軸線を画定する線状の向きを有し、前記第一の前駆体
ウェブの一体延長部であり及び前記第二の前駆体ウェブを貫いて延びるタフト化された複
数のループ状整列繊維を有し、前記第二の側は前記第一の前駆体ウェブを有するものであ
ることを特徴とする、ラミネートウェブ。
【請求項２】
　前記第一の前駆体ウェブが、実質的にランダムに配向された繊維の不織布ウェブから構
成されることを特徴とする、請求項１のラミネートウェブ。
【請求項３】
　前記繊維が非円形繊維を含むことを特徴とする、請求項１のラミネートウェブ。
【請求項４】
　それぞれの前記タフトの一部分が、前記タフトの内部への開放空隙領域を画定すること
を特徴とする、請求項１のラミネートウェブ。
【請求項５】
　請求項１の前記ラミネートウェブを含むことを特徴とする拭取り布。
【請求項６】
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　不織布の第一の前駆体ウェブは、第二の前駆体ウェブと比較してより大きい繊維移動性
及び／又はより大きい繊維伸び特性を有することを特徴とする請求項１のラミネートウェ
ブ。
【請求項７】
　不織布の第一の前駆体ウェブの繊維は、第二の前駆体ウェブの繊維と比較して相対的に
親水性であることを特徴とする請求項１のラミネートウェブ。
【請求項８】
　請求項１～４、６及び７のいずれか一項に記載のラミネートウェブを含むことを特徴と
する使い捨て吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、フィルム並びに繊維性織布及び不織布ウェブなどのウェブに関する。特に
、この発明は、機械的形成により処理して柔軟性又は嵩特性を増加した、そのようなウェ
ブの積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルム及び繊維性ウェブなどのウェブの積層体は、当技術分野で周知である。例えば
、不織布ウェブは、ポリマーフィルムと積層されて、例えば使い捨て吸収性おむつ上のバ
ックシートなどの使い捨て製品中の材料として有用なようにされることが多い。そのよう
な積層体では、不織布部分が柔軟性を提供することができ、一方、フィルム部分が流体不
透過性を提供することができる。
【０００３】
　多数の用途において、ウェブの積層体は、嵩高の質感及び／又は柔軟性を有することが
望ましい。それに加えて、ウェブの積層体は、ウェブの両側上で異なる質感及び柔軟性を
有することが望ましい。すなわち、ウェブは、１つの側上では質感のある比較的粗い表面
を有し、他方の側上で柔軟な比較的滑らかな表面を有することができる。このことは、接
着剤又は熱接着手段などにより２つの異なるウェブを共に積層することにより達成可能で
ある。例えば、タフト付き不織布ウェブをタフト無し不織布ウェブに接着剤により接合し
て、非常に異なる質感及び柔軟性特性の両面を有するラミネートウェブを作成することが
できる。
【０００４】
　それに加えて、２つの不織布材を積層体に組み合わせて、異なる材料の効果を単一ラミ
ネートウェブで得ることが知られている。例えば、不織布ウェブ（複数）をニードルパン
チして、一体に結合及び交絡した不織布ウェブを作り出すことが既知である。このプロセ
スは、単に「ニードル加工」と呼ばれることが多い。例えば、米国特許第５，０８０，９
５１号（グスリー（Guthrie）、１９９２年１月１４日付与）には、繊維のあるものが布
地の全厚さを貫いてさらに表面を越えて延ばされ、これによりフィラメントの短い区分が
ウェブ外面から突き出して残る、ニードル加工により結合された複数層からなる不織布ウ
ェブが開示されている。水流交絡を使用して、２つの繊維性不織布ウェブを同様に交絡達
成することも多い。ニードル加工は、流体交絡と同じく、不織布ウェブの製造には、特に
使い捨て物品用途を意図されるウェブには、比較的低速及びしたがってコスト高の加工法
である。
【０００５】
　一般に、フィルム及び繊維性ウェブの積層体を作成して少なくともその１つの側上に嵩
高又はタフト付き質感を有するための現在の方法は、そのようなウェブの多数の用途には
比較的コスト高であるか、又は得られるウェブが接着剤若しくは熱接着の適用に起因して
堅すぎるかいずれかである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　それ故に、タオル地様特性を有する低コストラミネートウェブが必要とされる。
　それに加えて、タフト付き領域を有する不織布とフィルム又は別の不織布層とが接合可
能である、好ましくは積層状態を維持するための接着剤又は熱接着を必要としない手段に
より可能である、ラミネートウェブが必要とされる。
　それに加えて、層が接合されているばかりでなく、互いのいたるところ一体化されてい
る、ラミネートウェブが必要とされる。
　それに加えて、タオル地様特性を有するラミネートウェブを、比較的安価に作成する方
法が必要とされる。
　更に、フィルム、織物、及び／又は不織布材料の柔軟で嵩高な多孔質ラミネートウェブ
を、低コストで作成する方法が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第一及び第二の前駆体ウェブを含むラミネートウェブであって、少なくとも第一の前駆
体ウェブは不織布ウェブであり、ラミネートウェブは第一の側及び第二の側を有し、第一
の側は第二の前駆体ウェブと少なくとも１つの離散タフトとを含み、離散タフトのそれぞ
れは、長手方向軸線を画定する線状の向きを有し、第一の前駆体ウェブの一体延長部であ
って第二の前駆体ウェブを貫いて延びる複数のタフト化された繊維を含み、第二の側は第
一の前駆体ウェブを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は、本発明のラミネートウェブ１を示し、以降では単にウェブ１と呼ぶ。ウェブ１
は、少なくとも２つの層を含む。その層は、本明細書において、概ね平面状の二次元前駆
体ウェブ、例えば第一の前駆体ウェブ２０及び第二の前駆体ウェブ２１などと呼ばれる。
いずれの前駆体ウェブも、フィルム、不織布、又は織物ウェブとすることができる。前駆
体ウェブ２０及び２１（及びいずれかの追加ウェブ）は、接着剤、熱接着、超音波結合な
どにより接合可能であるが、好ましくは、接着剤又は他の結合形態を使用せずに接合され
る。以降で開示するように、ウェブ１の構成前駆体ウェブは、タフト６の形成の結果とし
て生じる機械的かみ合い係合により接合することができる。
【０００９】
　ウェブ１は、第一の側３及び第二の側５を有する。用語「側」は、概ね平らな状態にあ
る時に２つの側を有する紙及びフィルムなどの、概ね平面状二次元ウェブについての普通
の使用法で使用される。それぞれの前駆体ウェブ２０及び２１は、第一の表面１２及び１
３をそれぞれ、並びに第二の表面１４及び１５をそれぞれ有する（図３に示す）。ウェブ
１は、ウェブ製造技術において通常知られているように、機械方向（ＭＤ）及び機械横方
向（ＣＤ）を有する。本発明はポリマーフィルム及び織物ウェブと共に実施可能であるが
、好ましい実施形態においては、第一の前駆体ウェブ２０は、実質的にランダムに配向さ
れた繊維からなる不織布ウェブである。「実質的にランダムに配向された」により、前駆
体ウェブのプロセス条件に起因してＣＤよりＭＤに配向された繊維が多くあっても、又は
その逆でもよいことを意味する。例えば、スパンボンド及びメルトブローイングプロセス
の連続繊維ストランドは、ＭＤに移動する支持体上に堆積される。スパンボンド又はメル
トブローン不織布ウェブの繊維配向を真に「ランダム」にしようとする努力にもかかわら
ず、通常は僅かに高い率の繊維が、ＣＤに対向するＭＤに配向される。好ましい実施形態
では、第二の前駆体ウェブ２１は、第一の前駆体ウェブ２０に類似の不織布ウェブか、又
はポリエチレンフィルムなどのポリマーフィルム若しくは孔あきポリマーフィルムである
。
【００１０】
　一実施形態では、ウェブ１の第一の側３は、第二の前駆体ウェブ２１の第一の表面１３
の露出部分と、第一の前駆体ウェブ２０の不織布繊維の一体延長部である少なくとも１つ
好ましくは複数の離散タフト６とにより画定される。図３に示すように、各タフト６は、
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第二の前駆体ウェブ２１を貫いてその第一の表面１３から外向きに延びる、複数のループ
状整列繊維８を含むことができる。別の実施形態では、各タフト６は、第一の表面１３か
ら外向きに延びる、複数の（図３に示すような）非ループ状繊維１８を含むことができる
。
【００１１】
　本明細書で使用する時、用語「不織布ウェブ」は、個々の繊維又は糸の構造体を有する
ウェブであって、相互にさし込みはするが、通常はランダム配向の繊維は有さない織物又
は編み布地のような繰返しパターンではないものを指す。不織ウェブ又は布は、例えば、
メルトブローイングプロセス、スパンボンドプロセス、水流交絡、エアレイ、及びカード
加工熱接着を含むカードウェブ結合プロセスなど、多数のプロセスで形成されてきた。不
織布の坪量は通常、平方メートル当りグラム（ｇｓｍ）で表わされる。ラミネートウェブ
の坪量は、構成層及びいずれか他の追加構成要素の合計坪量である。繊維直径は通常ミク
ロンで表わされるが、繊維サイズはデニールで表わすこともでき、これは繊維長さ当りの
重量の単位である。本発明で使用するのに好適なラミネートウェブの坪量は、ウェブ１の
最終用途にもよるが、１０ｇｓｍ～５００ｇｓｍの範囲とすることができる。例えば、ハ
ンドタオルとして使用する場合、第一の前駆体ウェブ２０及び第二の前駆体ウェブ２１両
方は、２５ｇｓｍ～１００ｇｓｍの間の坪量を有する不織布ウェブとすることができる。
バスタオルとして使用する場合、第一の前駆体ウェブ２０及び第二の前駆体ウェブ２１両
方は、１２５ｇｓｍ～２５０ｇｓｍの間の坪量を有することができる。浸食防止ライナー
などのグラウンドカバーとして使用する場合、３５０ｇｓｍ～５００ｇｓｍ又はそれ以上
の間の積層体坪量が適切であり得る。
【００１２】
　不織布前駆体ウェブ２０又は２１の構成繊維は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
エステル、及びこれらのブレンドなどのポリマーからなることができる。その繊維は、セ
ルロース、レーヨン、木綿、若しくは他の天然繊維、又はポリマーと天然材料のブレンド
を含むことができる。その繊維はまた、ポリアクリレート又は好適な材料のいずれかの組
み合わせなどの、超吸収性材料を含むことができる。その繊維は、単構成要素、複合、及
び／又は二成分、非円形（例えば、毛管チャネル繊維）とすることができ、並びに０．１
～５００ミクロンの範囲の断面主寸法（例えば、円形繊維の場合は直径）を有することが
できる。例えば、不織布ウェブに好適な１つのタイプの繊維には、ナノファイバが含まれ
る。ナノファイバは、１ミクロン未満の平均径を有する繊維として記述される。ナノファ
イバは、不織布ウェブ中の繊維の全てか、又は不織布ウェブ中の繊維の一部を含むことが
できる。不織布前駆体ウェブの構成繊維はまた、化学種（例えば、ＰＥ及びＰＰ）、構成
要素（単及び２）、デニール（マイクロデニール及び＞２０デニール）、形状（すなわち
、毛管及び円形）などのような特徴が異なる、異なる繊維タイプの混合物であってもよい
。構成繊維は、約０．１デニール～約１００デニールの範囲とすることができる。
【００１３】
　本明細書で使用する時、「スパンボンド繊維」とは、溶融した熱可塑性樹脂材料を、押
し出したフィラメント直径の微細で通常は円形をした複数の紡糸口金の毛管から、フィラ
メントとして押し出して、その後急激に縮小することにより形成される小径繊維を指す。
スパンボンド繊維は、一般に、集積表面に堆積される時には粘着性がない。スパンボンド
繊維は、一般に連続であり、及び７ミクロンより大きい、更に具体的には約１０～４０ミ
クロンの間の（少なくとも１０本のサンプルの）平均径を有する。
【００１４】
　本明細書で使用する時、用語「メルトブローイング」とは、溶融した熱可塑性樹脂材料
を、微細で通常は円形をした複数の金型毛管を通して、高速で通常は加熱された集束する
ガス（例えば空気）流の中へ、溶融した糸又はフィラメントとして押し出し、このガス流
によって溶融した熱可塑性樹脂材料のフィラメントを細くして、マイクロファイバー直径
にもなり得る直径に縮小することにより、繊維が形成されるプロセスを指す。その後、メ
ルトブローン繊維は、高速ガス流によって運ばれて、集積表面上に堆積され、多くはまだ



(5) JP 4166786 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

粘着性のままで、ランダムに分散されたメルトブローン繊維のウェブを形成する。メルト
ブローン繊維は、連続でも非連続でもよいマイクロファイバーであり、一般に平均径が１
０ミクロン未満である。
【００１５】
　本明細書で使用する時、用語「ポリマー」には、一般的に、ホモポリマーと、例えばブ
ロック、グラフト、ランダム、及び交互性コポリマーなどのコポリマーと、ターポリマー
など、並びにこれらの混合物及び修飾物が含まれるが、これらに限定されない。しかも、
特に異なって限定しない限り、用語「ポリマー」は、材料のあらゆる可能な幾何学的形態
を含む。その形態には、アイソタクチック、アタクチック、シンジオタクチック、及び任
意対称性が含まれるが、これらに限定されない。
【００１６】
　本明細書で使用する時、用語「単構成要素」繊維とは、ただ１つのポリマーを使用して
１つ以上の押出機により形成される繊維を指す。これは、着色、静電気防止特性、潤滑、
親水性などのために少量の添加物を追加された１つのポリマーから形成される繊維を除外
することを意味しない。これらの添加物、例えば着色用の二酸化チタンは、一般に約５重
量％未満、より典型的には約２重量％未満の量で存在する。
【００１７】
　本明細書で使用する時、用語「複合繊維」は、別個の押出機から押出されるが共に紡糸
されて１つの繊維を形成する、少なくとも２つの異なるポリマーで形成された繊維を指す
。複合繊維はまた、コンジュゲート繊維又は多構成要素繊維と呼ばれることもある。ポリ
マーは、複合繊維の断面を横切って実質的に一定に位置する異なる領域に配置され、及び
複合繊維の長さに沿って連続的に延びる。そのような複合繊維の構成は、例えば１つのポ
リマーがもう１つに包囲されるシース／コア配置であってもよく、あるいは並列配置、パ
イ形配置、又は「海島型」配置であってもよい。
【００１８】
　本明細書で使用する時、用語「二成分繊維」は、同一押出機からブレンドとして押し出
される少なくとも２つのポリマーで形成された繊維を指す。二成分繊維は、繊維の断面域
を横切って比較的一定に位置する異なる領域に配置された様々なポリマー構成要素は有さ
ず、及び様々なポリマーは、通常は繊維の全長に沿って連続ではなく、通常その代わりラ
ンダムに開始して終了するフィブリルを形成する。二成分繊維はまた、多成分繊維と呼ば
れることもある。
【００１９】
　本明細書で使用する時、用語「非円形繊維」は、非円形断面を有する繊維を記述し、並
びに「形状付き繊維」及び「毛管チャネル繊維」を含む。そのような繊維は、中実にも中
空にもすることができ、３葉（tri-lobal）、デルタ形状とすることができ、及び好まし
くはその外側表面上に毛管チャネルを有する繊維である。毛管チャネルは、「Ｕ形状」、
「Ｈ形状」、「Ｃ形状」、及び「Ｖ形状」など、様々な断面形状とすることができる。１
つの好ましい毛管チャネル繊維には、テネシー州ジョンソンシティー（Johnson City,TN
）のファイバー・イノベイション・テクノロジーズ（Fiber Innovation Technologies）
から入手可能な４ＤＧ繊維として表記されるＴ－４０１がある。Ｔ－４０１繊維は、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴポリエステル）である。
【００２０】
　本明細書で使用する時、「一体延長部」にあるような用語「一体」は、タフト６につい
て使用される時、第一の前駆体ウェブ２０の繊維から始まったタフト６の繊維について言
う。したがって、タフト６のループ状繊維８及び非ループ状繊維１８は、塑性的に変形さ
れて伸びる第一の前駆体ウェブ２０の繊維とすることができ、したがって、第一の前駆体
ウェブ２０と一体である。本明細書で使用する時、「一体」は、例えば従来型カーペット
作成で通常なされるような、タフト作成の目的で別個の前駆体ウェブに導入された又は加
えられた繊維とは区別されるべきである。
【００２１】
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　タフト６の数、間隔、及び寸法は、ウェブ１の第一の側３に変化する肌ざわりを付与す
るように変更可能である。例えば、タフト６が充分に密な間隔である場合、ウェブ１の第
一の側３は、タオル地様の感触を有することができる。別の方法としては、タフト６は、
線群又は充満した形状などのパターンの配置とし、ラミネートウェブの一部をより大きな
肌ざわり、柔軟性、嵩、吸収性、又は視覚デザイン魅力を有するように作り出すことがで
きる。例えば、タフト６が線（単数又は複数）のパターンで配置される場合、タフトは、
縫い目の外観を有することができる。タフト６は、デザイン、単語、又はロゴなどの特定
の形状を形成するように配置も可能である。そのような形状は、例えばホテルのバスタオ
ル又はローブに有用な積層体に使用することができ、これらが、その上に形成されたホテ
ルの名称又はロゴを有することができる。同様に、個々のタフト６の高さ、長さ、及び幅
などのサイズ寸法は、変化可能である。単一タフトは、長さを約３ｃｍにも長くすること
ができ、及び一本だけ作成又は様々なサイズのタフトに混じって分散が可能である。
【００２２】
　第一の前駆体ウェブ２０は、以降で更に充分に説明するように、一部をタフト６に形成
するのに充分な伸び特性を有する繊維を含む、繊維性織物又は不織布とすることができる
。タフトは、第一の前駆体ウェブ２０の離散した局所的な一部において、繊維をＺ方向へ
面外に強制することにより形成される。面外への強制は、繊維の変位に帰因することがで
き、すなわち、繊維は他の繊維に相対的に移動可能であり、及び面外にいわば「引張り」
可能である。しかしながら、大部分の不織布の第一前駆体ウェブ２０の場合、より多くに
おいて、面外への強制は、タフト６の繊維が少なくとも部分的に塑性的に伸張されて永久
的に変形しタフト６が形成されたことに帰因する。したがって、一実施形態では、不織布
の第一前駆体ウェブ２０の構成繊維は、タフト６の所望の高さにもよるが、少なくとも約
５％、より好ましくは少なくとも約１０％、より好ましくは少なくとも約２５％、より好
ましくは少なくとも約５０％、及びより好ましくは少なくとも約１００％の破断伸びを示
すことができる。破断伸びは、単純引張り試験により、例えばインストロン引張り試験設
備の使用により決定可能であり、及び一般にそのような繊維又はウェブの供給元からの材
料データシート上で見出すことができる。
【００２３】
　好適な不織布の第一前駆体ウェブ２０は、ループ状繊維８を形成するために、充分な塑
性変形及び引張り伸びを受けることが可能な繊維を含むか、又は充分な繊維移動が可能と
すべきであると理解することができる。しかしながら、第一の前駆体ウェブ２０の第一の
表面１２の平面外に強制された繊維のあるパーセントは、ループを形成するのではなく、
破断して緩み端部を形成することが理解される。そのような繊維は、本明細書において、
図３に示すように、「緩み」繊維又は「緩み繊維端部」１８と呼ぶ。緩み繊維端部１８は
、本発明にとって必ずしも望ましくないものではなく、及び幾つかの実施形態においては
、タフト６の繊維の大部分又は全てを緩み繊維端部１８とすることができる。緩み繊維端
部１８はまた、切断短繊維からなる又はこれを含む不織布ウェブからタフト６を形成する
ことの結果でもあり得る。そのような場合、ウェブ中の短繊維数、短繊維切断長、及びタ
フトの高さなどのようなものに依存して、短繊維端部のある数が、タフト６の中へ突き出
すことがある。場合によっては、前駆体ウェブ中に異なる長さの繊維のブレンドを使用す
るか、又は異なる層中に異なる長さの繊維を使用するのが望ましいこともある。これによ
って、より短い繊維からより長い繊維を選択的に分離することが可能になり得る。より長
い繊維が、主にタフト６を形成し、一方、より短い繊維が、タフト６を形成しないウェブ
の部分に主に残ることができる。繊維長さの代表的な混合は、より長い繊維については約
２～８ｃｍの繊維を、より短い繊維については約１ｃｍ未満の繊維を含むことができる。
【００２４】
　第一の前駆体ウェブ２０は、弾性又はエラストマー繊維を含む繊維性の織物又は不織布
ウェブとすることができる。弾性又はエラストマー繊維は、少なくとも約５０％伸張され
て、元の寸法の１０％以内に戻ることができる。タフト６は、繊維が不織布内の繊維移動
性のために単に変位する場合、又は繊維が弾性限界を超えて伸張されて塑性変形する場合
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は、弾性繊維から形成可能である。
【００２５】
　第二の前駆体ウェブ２１は、実質上いかなるウェブ材料にもすることができ、要求事項
は、以降で説明する加工により積層体に形成するのに充分な一体性を有すること、及び第
一の前駆体ウェブ２０が第二の前駆体ウェブ２１の方向へ面外に強制されることからの繊
維のひずみを受けた時に、第二の前駆体ウェブ２１が例えば引張り破壊に起因する引裂き
などにより破裂し、第一の前駆体ウェブ２０の一部が第二の前駆体ウェブ２１を貫いて伸
び（すなわち、いわば「突き抜け」）て、ウェブ１の第一の側３上にタフト６を形成する
ことができるように、第一の前駆体ウェブ２０と比較して充分に小さい伸び特性を有する
ことだけである。一実施形態では、第二の前駆体ウェブ２１はポリマーフィルムである。
第二の前駆体ウェブ２１はまた、織物ウェブ、不織布ウェブ、ポリマーフィルム、孔あき
ポリマーフィルム、紙ウェブ（例えばティッシュペーパー）、金属箔（例えば、アルミニ
ウムラップフォイル）、発泡体（例えば、ウレタン発泡シート）などとすることができる
。
【００２６】
　図１に示すウェブ１の実施形態の代表的なタフト６を、図２に更なる拡大図で示す。タ
フト６は、図２又は３に示すように、実質的に整列した複数のループ状繊維８を含んで、
明瞭な線状の向き及び長手方向軸線Ｌを有するようなふうになっている。タフト６はまた
、ＭＤ－ＣＤ平面内で長手方向軸線Ｌに概ね直交する、横断方向軸線Ｔを有する。図１及
び２に示される実施形態では、長手方向軸線Ｌは、ＭＤに平行である。一実施形態では、
間隔が離れる全てのタフト６は、概ね平行な長手方向軸線Ｌを有する。ウェブ１の単位面
積当りのタフト６の数、すなわちタフト６の面積密度は、単位面積例えば平方センチメー
トル当り１つのタフトから、平方センチメートル当り１００タフトにも多くまで変化可能
である。最終用途によって、平方センチメートル当り少なくとも１０、又は少なくとも２
０のタフト６とすることができる。一般に、面積密度は、ウェブ１の全面積にわたって均
一である必要はなく、タフト６は、ウェブ１のある領域だけ、例えば線、ストライプ、バ
ンド、円等のような予め定めた形状を有する領域などとすることができる。
【００２７】
　本明細書の説明により理解できるように、ウェブ１の多数の実施形態において、第二の
前駆体ウェブ２１の開口部４は、明瞭な線状の向きと、対応するタフト６の長手方向軸線
Ｌに平行に向く長手方向軸線とを有する。同様に、開口部４は、ＭＤ－ＣＤ平面内で長手
方向軸線に概ね直交する横断方向軸線も有する。
【００２８】
　図１～４に示すように、タフト６は、第二の前駆体ウェブ２１内の開口部４を通って延
びる。開口部４は、以降で詳細に説明される加工により、第二の前駆体ウェブ２１を局所
的に破裂させることによって形成される。破裂は、開口部４が単純な二次元開口として残
るような、第二の前駆体ウェブ２１を単に切り開いた開口部を含んでもよい。しかしなが
ら、ポリマーフィルムのような幾つかの材料の場合、第二の前駆体ウェブ２１の一部が、
面（すなわち第二の前駆体ウェブ２１の平面）外に撓ませられ又は強制されて、本明細書
でフラップ（単数又は複数）７と呼ばれるフラップ様構造体を形成することが可能である
。フラップ７の形体及び構造は、第二の前駆体ウェブ２１の材料特性に強く依存する。フ
ラップ７は、図１及び２に示されるような１つ以上のフラップの一般構造を有することが
できる。別の実施形態では、フラップ７は、タフト６がフラップ７からあたかも噴火して
いるような、より火山様構造を有することができる。
【００２９】
　一実施形態では、フラップ７は、タフト６の材料に著しい影響を与えることがなく、特
にタフト６の触覚品質に著しい影響を与えない。したがって、一実施形態では、ラミネー
トウェブ１は、少なくとも２つの層（すなわち、前駆体ウェブ２０及び２１）を含むが、
層の少なくとも１つ（すなわち、図１～４の前駆体ウェブ２１）は、タフト６の触覚品質
に著しく影響を与えない。
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【００３０】
　一実施形態では、フラップ７は、面外に著しく、いわばタフト６そのものに匹敵する高
さにさえ延びてもよい。この実施形態では、フラップ７は、タフト６をより弾力性にする
、及び圧縮又は曲げ力のために平坦化する傾向を減少させることができる。したがって、
一実施形態では、ラミネートウェブ１は、少なくとも２つの層（すなわち、前駆体ウェブ
２０及び２１）を含んで、両方の層が、タフト６の触覚品質に影響を及ぼす。
【００３１】
　タフト６は、ある意味では、第二の前駆体ウェブ２１を「突き抜け」、及び開口部４と
の摩擦係合により適所に「固定」可能である。例えば、幾つかの実施形態では、開口部４
の横幅（すなわち、横断方向軸線に平行に測定する寸法）は、（以下に説明するプロセス
により）開口部を形成した歯の最大幅未満のことがある。このことは、開口部におけるあ
る量の回復を示し、これによりタフト６の開口部４を通る引き戻しが抑制される傾向とな
る。タフトと開口部の摩擦係合が、接着剤又は熱接着無しに形成可能な永久的なタフト形
成を１つの側上に有する、ラミネートウェブ構造を提供する。
【００３２】
　幾つかの実施形態においては、層の少なくとも１つ（例えば、図１～４の比較的伸びが
低いポリマーフィルム又はティッシュペーパーの第二の前駆体ウェブ２１）は、（図１～
４に示される実施形態でのような）タフト６の材料に著しく寄与しないので、不織布の第
一の前駆体ウェブ２０を含むウェブ１は、不織布の第一の前駆体ウェブ２０だけにより寄
与された繊維でウェブ１の両側上で優勢的に繊維性であると特徴付けることができる。し
たがって、タフト６は、ウェブ１の第一の側３を有効に覆うために、充分に密接した間隔
とすることができる。そのような実施形態では、ウェブ１の両側が不織布であって、２つ
の側３と５の間の差は表面の肌ざわりの差であるように見える。したがって、一実施形態
では、本発明は、２つ以上の前駆体ウェブのラミネート材料であって、ラミネートウェブ
の両側が前駆体ウェブの片方だけからの繊維により実質的に覆われているものと記述する
ことができる。
【００３３】
　図１～４に示すように、タフト６の１つの特徴は、繊維８又は１８の優勢な方向整列と
することができる。例えば、ループ状整列繊維８は、Ｚ－ＣＤ平面に平行に有意又は主要
ベクトル成分を有すると記述することができ、ループ状繊維８は、図４でのような平面図
で見る時、横断方向軸線Ｔに関して実質的に均一に整列している。「ループ状」繊維８に
より、第一の前駆体ウェブ２０と一体であり、これらから始まってこれらで終わるが、第
二の前駆体ウェブ２１の第一の表面１３からＺ方向へ外向きに延びる繊維８を意味する。
タフト６のループ状繊維８に関して「整列」により、ループ状繊維８全てが一般に、図４
でのような平面図で見る場合、ループ状繊維８のそれぞれが横断方向軸線Ｔに平行に有意
なベクトル成分を有し、好ましくは横断方向軸線Ｔに平行に主要ベクトル成分を有するよ
うに、向いていることを意味する。
【００３４】
　対照的に、非ループ状繊維１８は、第一の前駆体ウェブ２０と一体ではあるが、これら
から始まるだけであり、第二の前駆体ウェブ２１の第一の表面１３からＺ方向へ外向きに
延びる自由端部を有する。緩み繊維１８もまた、Ｚ－ＣＤ平面に平行に有意又は主要ベク
トル成分を有すると記述されるような、概ね均一の整列を有することができる。
　ループ状繊維８及び緩み繊維１８両方について、整列は、ロール上への巻き付け又は製
造物品における使用中の圧縮に起因するいずれかの製造後変形の前の、タフト６の特徴で
ある。
【００３５】
　本明細書で使用する時、図４のような平面図で見る時に長手方向軸線Ｌから４５度より
大きい角度で向くループ状繊維８は、横断方向軸線Ｔに平行に有意ベクトル成分を有する
。本明細書で使用する時、図４のような平面図で見る時に長手方向軸線Ｌから６０度より
大きい角度で向くループ状繊維８は、横断方向軸線Ｔに平行に主要ベクトル成分を有する
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。好ましい実施形態では、タフト６の繊維８の少なくとも５０％、より好ましくは少なく
とも７０％、及びより好ましくは少なくとも９０％が、横断方向軸線Ｔに平行な有意の、
及びより好ましくは主要ベクトル成分を有する。繊維配向は、必要な場合は、好適な測定
スケールを備えた顕微鏡などの拡大手段の使用により決定可能である。一般に、平面図で
見て繊維の非直線セグメントについては、長手方向軸線Ｌ及びループ状繊維８両方の直線
近似が、ループ状繊維８の長手方向軸線Ｌからの角度を決定するために使用可能である。
例えば、図４に示すように、１つの繊維８ａが太線により強調して示され、その直線近似
８ｂが破線として示される。この繊維は、長手方向軸線と約８０度の角度を作る（Ｌから
反時計方向に測定して）。
【００３６】
　タフト６中のループ状繊維８の配向は、第一の前駆体ウェブ２０の繊維組成及び配向と
は対比されるべきであり、これらは、不織布ウェブについてであり、実質的にランダムに
向く繊維配列を有すると記述されるのが最も良い。織物ウェブの実施形態では、タフト６
中のループ状繊維８の配向は、上述のものと同一であり得るが、第一の前駆体ウェブ２０
の繊維は、ウェブを作成するのに使用された特定の織り方法例えば平織りパターンに関連
する配向を有する。
【００３７】
　図１に示す実施形態では、タフト６の長手方向軸線Ｌは、概ねＭＤに整列する。タフト
６及びしたがって長手方向軸線Ｌは、原理的には、ＭＤ又はＣＤに関していずれの向きに
も整列することができる。したがって、一般的には、各タフト６について、ループ状の整
列した繊維８は、横断方向軸線Ｔに平行に有意ベクトル成分を有し、及びより好ましくは
横断方向軸線Ｔに平行に主要ベクトル成分を有するようなふうに、長手方向軸線Ｌに概ね
直交して整列すると言うことができる。
【００３８】
　幾つかの実施形態では、支配的にはループ状であり整列する繊維８を含むタフト６の別
の特徴は、以降で説明するようなタフト６を形成する好ましい方法に起因して、図２及び
３に示すような、タフト６の内部に画定された開放空隙領域１０により特徴付けられる、
その概ね開いた構造とすることができる。空隙領域１０は、タフト６の遠位端部３１にお
いてより広い又はより大きい、及びタフト６の基部１７においてより狭い形状を有するこ
とができる。これは、タフト６を形成するのに使用される歯の形状とは反対である。「空
隙領域」により、繊維が全く無い領域とは意味しておらず、その用語は、タフト６の一般
的な外観の一般的な記述としての意味である。したがって、幾つかのタフト６においては
、単数又は複数の緩み繊維１８が空隙領域１０の中にあってもよいことがある。「開放」
空隙領域により、タフト６の２つの長手方向端部が概ね開放であって繊維が無く、タフト
６が、図３に示すような、非圧縮状態の「トンネル」構造様のものを形成できるようにな
っていることを意味する。
【００３９】
　更に加えて、ウェブ１を作成する好ましい方法の結果として、ウェブ１の第二の側５は
、概ね線状の窪みにより特徴付けられる不連続部１６を示しており、これは、第一の前駆
体ウェブ２０の第二の表面１４の以前は無秩序の繊維が、以降で詳細に説明する形成構造
の歯によりタフト６の中へ方向的に（すなわち、図１及び３に示すように、ＭＤ－ＣＤ平
面に概ね直交する「Ｚ方向」へ）強制されたことにより画定されたものである。第一の前
駆体ウェブ２０の以前はランダムに配向されていた繊維により示される配向の急激な変化
が、不連続部１６を画定し、タフト６の長手方向軸線Ｌに概ね平行な長手方向軸線を有す
ると記述可能であるような直線性を示す。第一の前駆体ウェブ２０として有用な多数の不
織布ウェブの性質に起因して、不連続部１６は、タフト６ほどには明瞭に知覚可能ではな
いことがある。この理由から、ウェブ１の第二の側５上の不連続部１６は、見過ごし可能
であり、ウェブ１を近くで検査しない限り一般に検知されないことがある。そのようなも
のであるから、ウェブ１の第二の側５は、タフトが無い第一の前駆体ウェブ２０の外観及
び感触を有することができる。このようにして幾つかの実施形態では、ウェブ１は、第一
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の側３上ではタオル地の肌ざわりの外観と感触を有して、第二の側５上では比較的滑らか
な柔らかい外観と感触を有することができ、両側とも、同一の不織布ウェブすなわち第一
の前駆体ウェブ２０からの繊維からなる。別の実施形態では、不連続部１６は、開口とし
て見える可能性があり、トンネル様のタフト６の端部によりウェブ１を貫通する穴のこと
もある。
【００４０】
　不織布の第一の前駆体ウェブ２０を含むウェブ１の説明から、タフト６の繊維８又は１
８は、第一の前駆体ウェブ２０の第一の表面１２又は第二の表面１４のいずれかから始ま
って延びることができるのが分る。もちろん、タフト６の繊維８又は１８は、第一の前駆
体ウェブ２０の内部２８からも延びることができる。図３に示すように、タフト６の繊維
８又は１８は、第一の前駆体ウェブ２０の概ね二次元平面の外部へ強制された（すなわち
、図３に示されるように「Ｚ方向」に強制された）ことが原因で延びる。一般に、タフト
６の繊維８又は１８は、第一の前駆体ウェブ２０の繊維と一体であってこれから延びる繊
維を含む。
【００４１】
　したがって、上の説明から、一実施形態では、ウェブ１は、少なくとも第一及び第二の
前駆体ウェブを選択的に機械的変形をすることにより形成されるラミネートウェブであっ
て、少なくとも第一の前駆体ウェブは不織布ウェブであり、ラミネートウェブは第一の側
及び第二の側を有し、第一の側は第二の前駆体ウェブ及び複数の離散タフトを含み、離散
タフトのそれぞれは第一の前駆体ウェブの一体延長部であって第二の前駆体ウェブを貫い
て延びる複数のタフト化された繊維を含み、第二の側は第一の前駆体ウェブを含むと、記
述できることが理解される。
【００４２】
　繊維８又は１８の伸張は、繊維の塑性変形とポアッソン比効果に起因する繊維断面寸法
（例えば円形繊維の場合は直径）の全体的減少に付随して起き得る。したがって、タフト
６の整列ループ状繊維８は、第一の前駆体ウェブ２０の繊維の平均繊維直径より小さい平
均繊維直径を有することができる。繊維直径のこの減少が、第一の前駆体ウェブ２０の材
料特性によっては綿タオル地に匹敵可能な柔軟性のこともある、ウェブ１の第一の側３の
知覚される柔軟性に寄与していると考えられる。繊維断面寸法の減少は、タフト６の基部
１７と遠位部分３１の中間で最も大きいことが判明した。このことは、以降で更に充分に
説明するような好ましい作成方法が原因であると考えられる。端的には、図３に示すよう
に、タフト６の基部１７及び遠位部分３１における繊維の部分は、以降で更に充分に説明
されるロール１０４の歯１１０の先端部に隣接していて、加工中に摩擦固定されて移動不
能であると考えられる。したがって、タフト６の中間部分は、より自由に伸張又は伸び、
及びそれ故に、対応する繊維断面寸法の減少が起こり得る。第一の前駆体ウェブ２０の繊
維の幾分かは、タフト６の基部１７を横方向に絞ることもある。タフト６の基部１７は、
更に閉じられる（タフト６からの繊維が互いに充分に近い場合は接触する）こともあり、
開いたままのこともある。一般に、基部１７のどの開口部も、狭い。基部１７におけるそ
の他の繊維が閉じる、狭まる、又は絞られることが、タフト６及び第二の前駆体ウェブ２
１の安定化を助けることができる。
【００４３】
　図５を参照すると、本発明のウェブ１を作成する装置及び方法が示されている。装置１
００が、対の噛み合うロール１０２及び１０４を備えており、そのそれぞれは軸線Ａの周
りを回転し、軸線Ａは同一平面内で平行である。ロール１０２は、複数のロール１０２の
全円周を破断なく延びる、隆起部１０６と対応する溝部１０８を有する。ロール１０４は
、ロール１０２と類似であるが、全円周を破断なく延びる隆起部を有するよりも、ロール
１０４の少なくとも一部の周りを間隔をおいた関係で延びる円周上に間隔のある歯１１０
の列であるように変更された、複数列の円周に広がる隆起部を有する。ロール１０４の歯
１１０の個々の列は、対応する溝部１１２により分離される。運転中には、ロール１０２
と１０４は、ロール１０２の隆起部１０６がロール１０４の溝部１１２の中へ延びて、ロ
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ール１０４の歯１１０がロール１０２の溝部１０８の中へ延びるように噛み合う。噛合い
は、以下で説明する図６の断面図で更に詳細に示される。ロール１０２及び１０４の両方
又はいずれかは、熱油を満たされたローラー又は電気加熱ローラーの使用など、当技術分
野において既知の手法により加熱可能である。
【００４４】
　図５では、装置１００が、１つのパターン付きロール例えばロール１０４と１つのパタ
ーン無し溝付きロール１０２とを有する好ましい構成で示される。しかしながら、ある実
施形態では、同一か又は異なるいずれかのパターンをそれぞれのロールの同一又は異なる
対応領域内に有する、２つのパターン付きロール１０４を使用するのが好ましいことがあ
る。そのような装置は、ウェブ１の両側から突き出すタフト６を有するウェブを生産する
ことができる。同一ロール上で反対方向を指す歯を有する装置も設計可能である。これに
より、ウェブの両側上にタフト６が作り出されたウェブという結果になる。
【００４５】
　本発明のウェブ１を商業的に実行可能な連続加工で作成する方法が、図５に示されてい
る。ウェブ１は、第一及び第二の前駆体ウェブ２０及び２１などの前駆体ウェブを機械的
に変形することにより作成され、そのそれぞれは、図５に示される装置による加工の前は
、概ね平面状で二次元的と記述することができる。「平面状」及び「二次元的」により、
ウェブが、タフト６の形成に起因して明瞭な面外のＺ方向三次元性を有する仕上りウェブ
１と比較して、概ね平らな状態で加工を開始することを単に意味する。「平面状」及び「
二次元的」は、いずれか特定の平面度、平滑度、又は次元数を含意することは指さない。
【００４６】
　本発明の方法及び装置は、米国特許第５，５１８，８０１号、名称「弾性様挙動を示す
ウェブ材料（Web Materials Exhibiting Elastic-Like Behavior）」に記載及び「ＳＥＬ
Ｆ」ウェブとして引き続く特許文献中で言及される方法に多くの点で類似している。ＳＥ
ＬＦとは「構造的に弾性様のフィルム」の略である。しかしながら、本発明の装置及び方
法と第５，５１８，８０１号特許に開示された装置及び方法との間には著しい差があり、
その差はこれらにより生産されるそれぞれのウェブで明白である。本質的にウェブの変形
であるのとは対照的に、以降で説明するように、ロール１０４の歯１１０は、歯が前駆体
ウェブ２０、２１を本質的に「突き」通すことを可能にする、前縁及び後縁に付随された
独特の形状を有する。２層ラミネートウェブ１では、歯１１０は、第一の前駆体ウェブ２
０からの繊維を面外に強制すると同時に第二の前駆体ウェブ２１を貫き、後者は歯１１０
が繊維８を押し通すことによりいわば刺されて、タフト６が形成される。したがって、本
発明のウェブ１は、第一の側３の表面１３を貫いてこれから遠くへ延びる緩み繊維端部１
８のタフト６及び／又はループ状整列繊維８の「トンネル様」タフト６を有することがで
きるものであり、関連付けられた連続側壁すなわち連続「推移領域」をそのそれぞれが有
する、及び１つの層の他の層を貫く相互貫通を示さない、ＳＥＬＦウェブの「テント様」
あばら骨様の要素とは違う。
【００４７】
　前駆体ウェブ２０及び２１は、それぞれのウェブ製造プロセスから直接にか、又は供給
ロール（図示せず）から間接的いずれかで提供されて、逆回転する噛み合いロール１０２
及び１０４のニップ１１６に向いて機械方向へ移動する。前駆体ウェブは、好ましくは、
ニップ１６へ概ね平坦化状態で進入するために、ウェブハンドリング技術分野で周知の手
段により、充分なウェブ張力に保持される。各前駆体ウェブ２０、２１がニップ１１６を
通過する時、ロール１０２の溝部１０８と噛み合うロール１０４の歯１１０が、第一の前
駆体ウェブ２０の一部を第一の前駆体ウェブ２０の平面外へ強制すると同時に第二の前駆
体ウェブ２１を貫いて、タフト６を形成する。実際には、歯１１０は、第一の前駆体ウェ
ブ２０の繊維を「押し」又は「突いて」、第二の前駆体ウェブ２１を貫く。
【００４８】
　歯１１０の先端が第一及び第二の前駆体ウェブ２０、２１を押し抜けると、第一の前駆
体ウェブ２０の繊維の歯１１０を横切ってＣＤに優勢に配向された部分が、歯１１０によ
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り第一の前駆体ウェブ２０の平面外に強制される。繊維は、繊維移動性があるので面外に
強制可能であり、あるいはＺ方向への伸張及び／又は塑性変形することにより面外に強制
可能である。歯１１０により面外に強制された第一の前駆体ウェブ２０の一部が、第二の
前駆体ウェブ２１を押し通して、後者は、その比較的低い伸張性のために破裂し、これに
よりウェブ１の第一の側３上にタフト６を形成するという結果になる。長手方向軸線Ｌす
なわち図１に示される前駆体ウェブ２０のＭＤに概ね平行に優勢に配向された第一の前駆
体ウェブ２０の繊維は、歯１１０により広げて離されるだけであって、実質的にその元の
ランダム配向状態のままである。これが、何故ループ状繊維８が、図１～４に示されるも
のなどの実施形態において、タフト６の横断方向軸線Ｔに平行な有意又は主要ベクトル成
分を有する各タフト６の繊維が高いパーセンテージである、独特の繊維配向を示すことが
できるかの理由である。
【００４９】
　これまでの説明により、ウェブ１が本発明の装置及び方法により作成される時、前駆体
ウェブ２０、２１が、破壊例えば引張応力による破壊の前の前駆体ウェブの伸び能力に関
して、異なる材料特性を持つべきであるのを理解することができる。特に、不織布の第一
の前駆体ウェブ２０は、第二の前駆体ウェブ２１と比較してより大きい繊維移動性及び／
又はより大きい繊維伸び特性を有して、その繊維がタフト６を形成するのに充分に移動又
は伸張することができ、一方、第二の前駆体ウェブ２１が破壊すなわちタフトを形成する
のに必要な程度までは伸張しないようにすることができる。
【００５０】
　不織布前駆体ウェブの繊維が塑性変形なしで面外に伸びることができる程度は、前駆体
ウェブの繊維間結合の程度によって決まり得る。例えば、不織布前駆体ウェブの繊維が互
いに非常に緩く交絡しているだけの場合、互いに滑る（すなわち、レプテイション（rept
ation）によって隣接繊維に相対的に移動する）ことがより可能であり、したがって、よ
り容易に面外に伸びてタフトを形成する。これに対して、例えば高いレベルの熱点結合や
水流交絡などでより強く結合した不織布前駆体ウェブの繊維は、面外タフトに伸びるのに
より大きい程度の塑性変形を必要としがちである。したがって、一実施形態では、第一の
前駆体ウェブ２０は比較的低い繊維間結合を有する不織布ウェブとし、及び第二の前駆体
ウェブ２１は比較的高い繊維間結合を有する不織布ウェブとして、第一の前駆体ウェブの
繊維は面外に伸びることができて、第二の前駆体ウェブ２１の繊維はできないようにする
ことができる。第一の前駆体ウェブ２１に充分な力が付加されると、その中の繊維は伸び
る傾向となり、一方、第二の前駆体ウェブの繊維は、伸び得なくて破断する傾向である。
【００５１】
　所与の最大ひずみ（例えば、装置１００の歯１１０により課されるひずみ）に対して、
第二の前駆体ウェブ２１は、課されたひずみにより作り出される引張り荷重下で実際に破
壊しなければならない。すなわち、本発明のタフト６がウェブ１の第一の側３上に配置さ
れるためには、第二の前駆体ウェブ２１は、局所的に（すなわち、ひずみ領域内で）張力
により破壊し、これによりタフト６が通って伸びることができる開口部４を作り出すよう
に、（有る場合でも）充分に低い繊維移動性及び／又は比較的低い破断伸びを有さなけれ
ばならない。第二の前駆体ウェブ２１が誘起されたひずみの領域内で変形又は伸張するの
みであって、実際に破壊することにより開口部４をその中に作り出さない場合には、タフ
ト６という結果にはなり得ない。一実施形態では、第二の前駆体ウェブ２１は、１％～５
％の範囲の破断伸びを有する。実際に必要な破断伸びはウェブ１を形成するために誘起さ
れるべきひずみによって決まるが、大部分の実施形態の場合、第二の前駆体ウェブ２１は
、６％、７％、８％、９％、１０％、又はより多くのウェブ破断伸びを示すことができる
と理解される。実際の破断伸びはひずみ速度に依存し得るものであり、これは、図５に示
される装置の場合、ライン速度の関数であることも理解される。本発明で使用されるウェ
ブの破断伸びは、インストロンＭＴＳスィングアルバート（Instron,MTS,Thwing-Albert
）などにより製造されるもののような標準引張り試験装置を使用する標準引張り試験方法
によるなどの、当技術分野において既知の手段により測定可能である。
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【００５２】
　更に、第二の前駆体ウェブ２１は、タフト６程度まで面外に伸びるよりも、タフト６の
形成によって例えば装置１００の歯１１０によって作り出されるひずみ下の張力で破壊す
るように、第一の前駆体ウェブ２０と比較して、（有る場合でも）より低い繊維移動性及
び／又はより低い破断伸び（すなわち、個々の繊維の破断伸び、又はフィルムの場合はフ
ィルムの破断伸び）を有すべきである。一実施形態では、第二の前駆体ウェブ２１は、開
口部４のフラップ７がタフト６に相対的に（有る場合でも）僅かに面外に伸びるだけであ
るように、第一の前駆体ウェブ２０と比較して充分に低い破断伸びを示す。一般に、第二
の前駆体ウェブ２１は、第一の前駆体ウェブ２０より少なくとも１０％少ない、好ましく
は少なくとも３０％少ない、より好ましくは少なくとも５０％少ない、更により好ましく
は第一の前駆体ウェブ２０より少なくとも約１００％少ない破断伸びを有すべきであると
考えられる。本発明で使用されるウェブの相対破断伸び値は、インストロンＭＴＳスィン
グアルバート（Instron,MTS,Thwing-Albert）などにより製造されるもののような標準引
張り試験装置を使用する標準引張り試験方法によるなどの、当技術分野において既知の手
段により測定可能である。
【００５３】
　一実施形態では、第二の前駆体ウェブ２１は、ＣＤに配向された繊維が実質的にないよ
うな、例えばトウ繊維など実質的に全てＭＤ配向の繊維を含むことができる。ウェブ１の
そのような実施形態の場合、第二の前駆体ウェブ２１の繊維は、タフト６が通って伸びる
開口部４において、分離することだけができる。したがって、この実施形態では、材料の
破壊又は破裂が開口部４を形成する態様ではないので、第二の前駆体ウェブ２１は、いか
なる最小破断伸びも有する必要がない。
【００５４】
　タフト６の数、間隔、及び大きさは、歯１１０の数、間隔、及び大きさを変更、並びに
ロール１０４及び／又はロール１０２に必要な対応する寸法変更を行うことにより、変更
可能である。この変更によって、前駆体ウェブ２０、２１に可能な変更とあいまって、数
多くの目的のために、多数の様々なウェブ１が作成可能となる。例えば、ＭＤ及びＣＤに
織られた塑性的に伸張可能な糸を有する比較的大きい坪量の織物を含む第一の前駆体ウェ
ブ２０と、比較的大きい坪量の伸張性が比較的低い合成ポリマー不織布材料を含む第二の
前駆体ウェブ２１とから作成されるウェブ１は、傾斜路の悪化を低減するのに有用であり
及び不安定な土中で自生植物の生長を可能にする浸食防止具のような、強くて多孔質のグ
ラウンドカバーになり得る。塑性的に伸張可能なポリマー繊維からなる比較的小さい坪量
のスパンボンド不織布ウェブを含む第一の前駆体ウェブ２０と、伸張性が比較的低い合成
ポリマーフィルムを含む第二の前駆体ウェブ２１とから作成されるウェブ１は、ＰＣＴ国
際公開特許ＷＯ０１／７６５２３に記載されているように、半耐久性若しくは耐久性衣料
又はパーソナルケア品目用のタオル地様布地として使用可能である。以降で更に充分に説
明するように、不織布／フィルムの第一前駆体ウェブ／第二前駆体ウェブの組み合わせを
含むウェブ１も、使い捨て吸収性物品内の構成要素として使用可能である。
【００５５】
　図６は、噛み合うロール１０２及び１０４、並びに隆起部１０６及び歯１１０の一部を
断面で示す。示されるように、歯１１０は、歯高さＴＨ（ＴＨは隆起部高さにも適用可能
であり、好ましい実施形態では歯高さと隆起部高さが等しいことに留意）と、ピッチＰと
呼ばれる歯対歯の間隔（又は隆起部対隆起部の間隔）とを有する。示されるように、係合
の深さＥは、ロール１０２及び１０４の噛み合いのレベルの度合いであり、隆起部１０６
の先端から歯１１０の先端までで測定される。係合の深さＥ、歯高さＴＨ、及びピッチＰ
は、前駆体ウェブ２０、２１の特性及びウェブ１の所望の特性に従って、望むように変更
可能である。例えば、一般に、係合のレベルＥが大きければ大きい程、より大きな必要伸
び又は繊維対繊維の移動特性を、第一の前駆体ウェブ２０の繊維が持たなければならない
。また、所望のタフト６の密度（ウェブ１の単位面積当りのタフト６）が大きければ大き
い程、以降で説明するように、より小さなピッチとすべきであり、並びにより短い歯長さ
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ＴＬ及び歯距離ＴＤとすべきである。
【００５６】
　図７は、約６０ｇｓｍ～１００ｇｓｍの間の、好ましくは約８０ｇｓｍの坪量を有する
不織布の第一の前駆体ウェブ２０と、約０．９１～０．９４の密度及び約２０ｇｓｍの坪
量を有するポリオレフィンフィルム（例えば、ポリエチレン又はポリプロピレン）の第二
の前駆体ウェブ２１とからタオル地様ウェブ１を作成するのに有用な、複数の歯１１０を
有するロール１０４の１つの実施形態を示す。
【００５７】
　歯１１０の拡大図を図８に示す。ロール１０４のこの実施形態では、歯１１０は、概ね
歯先端部１１１において前縁ＬＥから後縁ＴＥまでで測定される均一な円周長さ寸法ＴＬ
約１．２５ｍｍを有し、距離ＴＤ約１．５ｍｍにより相互に均一に円周的に間隔が離れる
。約６０～約１００ｇｓｍの範囲の総坪量を有するウェブ１からタオル地ウェブ１を作成
するために、ロール１０４の歯１１０は、約０．５ｍｍ～約３ｍｍの範囲の長さＴＬ及び
約０．５ｍｍ～約３ｍｍの範囲の間隔ＴＤと、約０．５ｍｍ～約５ｍｍの範囲の歯高さＴ
Ｈと、約１ｍｍ（０．０４０インチ）及び約５ｍｍ（０．２００インチ）の間のピッチＰ
とを有することができる。係合の深さＥは、約０．５ｍｍ～約５ｍｍ（歯高さＴＨに等し
い最大値まで）とすることができる。もちろん、Ｅ、Ｐ、ＴＨ、ＴＤ、及びＴＬは、タフ
ト６の所望の大きさ、間隔、及び面積密度（ウェブ１の単位面積当りのタフト６の数）を
達成するために、相互に独立に変更可能である。
【００５８】
　図８に示すように、各歯１１０は、先端部１１１、前縁ＬＥ、及び後縁ＴＥを有する。
歯先端部１１１は、細長く、並びにタフト６及び不連続部１６の長手方向軸線Ｌに対応す
る概ね長手方向の向きを有する。タオル地様であると記述可能なウェブ１のタフト化され
たループ状タフト６を得るためには、ＬＥ及びＴＥは、ロール１０４の局所円周表面１２
０に対して殆ど直交すべきであると考えられる。なおその上、先端部１１１からＬＥ又は
ＴＥとの推移部は、歯１１０がＬＥ及びＴＥにおいて第二の前駆体ウェブ２１を押し抜け
るように、充分に小さな曲率半径を有する、直角などの鋭い角度とすべきである。理論に
束縛されるものではないが、歯１１０の先端部とＬＥ及びＴＥとの間に比較的鋭い角度の
先端推移部を有すると、歯１１０が前駆体ウェブ２０、２１を「きれいに」すなわち局所
的及び明瞭に突き抜けることが可能になり、その結果、得られたウェブ１の第一の側３は
、「変形された」よりも「タフト化された」と記述可能になると考えられている。そのよ
うに加工される時、ウェブ１は、前駆体ウェブ２０及び２１が当初持っていることがある
ものを超える、いかなる特定の弾力性も付与されていない。前駆体ウェブ２１を突き抜け
ると、ウェブ２１の小さな部分が、「コンフェティ（訳注、パーティなどでまかれる細か
くちぎった色紙）」又は小片を形成するという結果になることがある。
【００５９】
　より早いライン速度、すなわち回転するロール１０２及び１０４のニップを通るウェブ
の比較的より早い速度の加工では、同じ材料が、タフト６の非常に異なる構造を示すこと
がある。図９に示されるタフト６は、図２に示されるタフトと構造が似ているが、非常に
異なる構造、スパンボンド不織布材料を比較的速い速度すなわち早いひずみ速度で加工し
てタフト６を形成する際に典型的に見られる構造を示す。この構造に典型的なのは、タフ
ト６の近位部分すなわち基部１７とタフト６の遠位部分すなわち頂部３１との間の破断繊
維と、タフト６の頂部における繊維の「マット」１９と見えるものである。マット１９は
、未破断ループ状繊維８を含み、及びこれによりタフト６の頂部に支持され、及び又もは
や第一の前駆体ウェブ２０と一体ではない破断繊維１１の部分を含む。すなわち、マット
１９は、以前は前駆体ウェブ２０と一体であったが、図５に関して説明した加工で充分早
いライン速度例えば毎分３０メートルのライン速度で加工の後では、前駆体ウェブ２０か
ら完全に分離している繊維部分を含む。
【００６０】
　したがって、上の説明から、一実施形態では、ウェブ１は、少なくとも第一及び第二の
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前駆体ウェブを選択的に機械的変形をすることにより形成されるラミネートウェブであっ
て、少なくとも第一の前駆体ウェブは不織布ウェブであり、ラミネートウェブは第一の側
を有し、第一の側は第二の前駆体ウェブと複数の離散タフトとを含み、離散タフトのそれ
ぞれは、第一の前駆体ウェブと一体であってこれから伸びた繊維と、第一の前駆体ウェブ
と一体でもなければこれから伸びてもいない繊維とを含むと、記述できることが理解され
る。
【００６１】
　タフト６の遠位部分３１において観察される明瞭な繊維配向例えばマット１９は主とし
て加工速度に起因すると考えられるが、その他のパラメータ、例えば第一の前駆体ウェブ
２０の繊維タイプと坪量、並びに繊維対繊維の結合の程度に影響を及ぼし得る加工温度な
どにも影響されていることが考えられる。繊維のマット化は、加工中にロール１０４の歯
１１０の先端部と関連するタフト６の部分上に生じると考えられる。歯の先端部における
繊維の摩擦係合が、繊維を定位置に「固定」し、これにより、タフト６の形成を可能にし
ていると考えられる２つのメカニズム、繊維の伸び及び／又は繊維の移動が制限されると
考えられる。したがって、一旦定位置にいわば固定されると、歯１１０の先端部に隣接す
る繊維が破断することがあり、並びに前駆体ウェブのランダム交絡と圧力及び摩擦に起因
する繊維の冷間圧接の可能性とが原因になって、破断繊維１１が、タフト６の遠位端部３
１におけるマット１９中に留まって残る。
【００６２】
　比較的大きい坪量を有する第一の前駆体ウェブ２０は、一般に、マット１９中に比較的
より多く繊維１１部分を有する。ある意味では、製造中に歯先端部１１０に直近する第一
の前駆体ウェブ２０の繊維含量の大部分が、あたかもタフト６の遠位部分３１へＺ方向に
単に変位されて、マット１９という結果になるように見える。伸びが比較的低い繊維又は
繊維対繊維の移動性が比較的低い（例えば、繊維のレプテイションの可能性が比較的制限
された）繊維を含む第一の前駆体ウェブ２０は、タフト６の遠位端部３１におけるマット
１９中に留まって残る繊維が比較的少ないという結果になるようである。繊維対繊維の移
動性は、繊維対繊維の結合を減少又は排除することにより増加可能である。ある種の不織
布ウエブでは、熱接着を完全に排除（すなわち熱接着をやめることにより回避）又は著し
く減少して、繊維対繊維の移動性を増加することが可能である。同様に、水流絡合ウェブ
は、交絡を少なくして、繊維対繊維の移動性を増加することが可能である。いずれの前駆
体ウェブ２０の場合でも、本明細書で開示するように加工の前に潤滑することによっても
、繊維対繊維の移動性を増加することが可能である。例えば、鉱物油潤滑剤を、ロール１
０２及び１０４のニップ１１６へ入る前の第一の前駆体ウェブ２０に適用可能である。更
に、ワセリンのような柔軟化剤を、ポリエチレン又はポリエチレンとポリプロピレンのウ
ェブなどの幾つかの合成繊維ウェブに適用して、伸張性増加が可能である。
【００６３】
　マット１９が存在する結果として、ウェブ１は、その片面上で僅かにより粗い質感の印
象となり、例えば更なる擦り使用感が望ましい拭取り布に有用である。ある意味では、比
較的低い速度の加工条件で作成される時に柔軟なタオル地様触感を有するウェブが、同一
ではあるが比較的より早いライン速度条件で加工される時には、比較的研磨性の感触を有
することができる。繊維性ウェブ上のこの粗い質感の触感は、幾つかの用途に、例えば硬
質表面洗浄用拭取り布又は剥脱用顔拭取り布などに有用であり得る。したがって、ウェブ
１が、身体炎症部に塗られる粘着性物質例えば湿布と共に使用するために柔軟な布地様で
あるのが望まれるのか、又は金属曲面から錆び及び酸化物を穏やかに取り除くために順応
性があって半耐久性の軽研磨材としてかどうかで、タフト６の形成速度は、必要な質感が
付与されるように調整可能である。
【００６４】
　理論に束縛されるものではないが、第一の前駆体ウェブの繊維が非常に曲線形状を有す
る例えばカールした繊維である場合、結果として得られるタフト６は、より直線状繊維の
組織と比較する時、ループ状繊維８をより多く及び破断繊維１８をより少なく有すると考
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えられている。そのような繊維組織では、２つの隣接する歯の間で橋絡する機会がより少
なく、結果として、その破断点を超えて伸張される傾向が少なく、ひいては、完全なルー
プ構造を形成する機会をより多く有すると考えられる。その上、そのような曲線形状繊維
は、ポリエチレン及びナイロンからなる複合繊維のような偏心複合繊維又は並列複合繊維
の使用により製造可能である。
【００６５】
　ステープル長さの繊維を含むカードウェブなどのある種の不織布ウェブは、第一の前駆
体ウェブ２０として使用される時、タフト６中に非常に少ないループ状繊維８しか作り出
さず、その結果、これらのウェブ中に作り出されたタフト６は、図１～４に関して上で説
明したように、複数のループ状整列繊維８を含むとは記述できないことが判明した。その
代わり、カード不織布ウェブは、（有るとしても）少ないループ状整列繊維８しか有さな
い、及び（全部ではないとしても）多数の非整列繊維及び／又は破断繊維１８を有する、
タフト６を作り出すことができる。カードウェブから作成されたタフト６中の繊維の非整
列性は、部分的には、カードウェブの繊維内容物の性質が原因であると考えられる。短繊
維は、「無限」ではなく、むしろ、約１５ｍｍ～約１００ｍｍ、より典型的には約４０ｍ
ｍ～約８０ｍｍ程度の予め定められた長さを有する。したがって、カードウェブが図５に
関して説明した装置により加工される時、緩み繊維端部がタフト６の近傍にあることから
、タフト６中に非ループ状繊維端部を作り出す可能性が、はるかにより大きいと考えられ
る。その上、短繊維は、例えばスパンボンド又はメルトブローン繊維と同一の伸び特性を
有さないことが多い。しかしながら、タフト６がループ状繊維を有さない場合でも、その
繊維性タフトは、それにもかかわず、柔軟性効果を提供して、タオル地様特性を有するウ
ェブを作り出すことができる。
【００６６】
　したがって、上の説明から、一実施形態では、ウェブ１は、少なくとも第一及び第二の
前駆体ウェブを選択的に機械的変形をすることにより形成されたラミネートウェブであっ
て、少なくとも第一の前駆体ウェブは不織布ウェブであり、ラミネートウェブは第一の側
を有し、第一の側は第二の前駆体ウェブと複数の離散タフトとを含み、タフトは前記第一
の領域と一体であってこれから伸びる複数の繊維を含むと、記述できることが理解される
。
【００６７】
　織物の第一の前駆体ウェブ２０が使用される場合、タフト６の形成及び構造は、不織布
ウェブから形成されるタフト６により示されるものとほぼ同一になり得る。例えば、織物
の第一の前駆体ウェブ２０が機械横方向に優勢に配向された伸張性の縦及び／又は横糸を
有する場合、上で説明した装置１００により加工されると、歯１１０は、機械方向（縦又
は横いずれかの）糸を分離して、機械横方向の糸だけを面外に強制する傾向になる。この
ようにして、織物の第一の前駆体ウェブ２０から作り出されたウェブ１は、タオル地布地
に非常によく似た外観及び感触になり得る。
【００６８】
　好ましい実施形態では、第一の前駆体ウェブ２０は、最小限の繊維対繊維結合しか存在
しない不織布ウェブである。例えば、前駆体ウェブは、不織布ウェブ技術分野で普通に知
られる離散熱点結合のパターンを有する不織布ウェブとすることができる。しかしながら
、一般に、タフト６の形成中に最大限の繊維移動及び変位を可能にするために、結合点の
数を最小限に、及び間隔を最大限にすることが望ましい。一般に、比較的大きい直径、及
び／又は比較的大きい破断伸び、及び／又は比較的大きい繊維移動性を有する繊維を使用
すると、より良く及び明瞭に形成されたタフト６という結果が得られる。
【００６９】
　ウェブ１は、２つの前駆体ウェブから作成される２つの層のウェブとしての好ましい実
施形態で開示されるが、２つの層に限定される必要はない。例えば、３つの前駆体ウェブ
から、前駆体ウェブの１つが伸びて別の層に開口部を押し抜いてタフトを形成することが
できる限り、３層以上の積層体が作成可能である。例えば、ウェブ１は、衛生用製品のト
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ップシート、二次トップシート、及びコアを含むこともできる。一般に、接着剤又は他の
結合手段を使用して、ラミネートウェブ１を作成することは必要でない。
【００７０】
　ウェブ１の構成層（例えば、前駆体ウェブ２０及び２１及びいずれかの他の層）は、第
二の前駆体ウェブ２１中の開口部４を通って伸びるタフト６の「固定」効果のために、向
かい合わせに積層された関係に保持可能である。幾つかの実施形態では、ウェブ１の最終
使用の用途次第で、接着剤又は熱接着又は他の結合手段を使用するのが望ましいこともあ
る。例えば、複合繊維の不織布ウェブを含むウェブ１は、タフト６の形成の後で通気結合
して、より大きい剥離強度のための層対層の接合を提供することができる。更に加えて、
前駆体ウェブの１つの少なくとも一部に接着剤を適用するのが望ましいこともある。例え
ば、幾つかの実施形態では、層間の接着剤、化学結合、樹脂又は粉体接着、又は熱接着が
、前駆体ウェブのある領域に選択的に又は全体に適用可能である。接着剤適用の場合、接
着剤は、例えば、スロットコーティングなどによる連続法で、又はスプレー、押出しなど
による不連続法で塗布可能である。接着剤の不連続塗布は、ストライプ、バンド、液滴な
どの形態とすることができる。
【００７１】
　ウェブ１は、好ましい実施形態において不織布の第一の前駆体ウェブを含むとして開示
されるが、実際は、前駆体ウェブのいずれもが、不織布ウェブ、ポリマーフィルム、織物
ウェブ、又は紙ウェブとすることができる。もちろん、ウェブの同定には関係なく、第一
の前駆体ウェブは、局所的に変形して離散タフトになるために、伸張性及び降伏対破断な
どの充分な材料特性を有さなければならない。同様に、第二の前駆体ウェブは、本明細書
で開示される方法によって加工される時に破裂するように、比較的より少ない伸張性又は
降伏対破断値を有さなければならない。
【００７２】
　多層ウェブ１においては、各前駆体ウェブは、異なる材料特性を有して、これにより有
益な特性を有するウェブ１を提供することができる。例えば、２つ（又はそれ以上）の前
駆体ウェブ、例えば第一及び第二の前駆体ウェブを含むウェブ１は、以降で更に十分に説
明するように、使い捨て吸収性物品上のトップシートとして使用するために有益な流体ハ
ンドリング特性を有することができる。より優れた流体ハンドリングを得るためには、例
えば、第一の前駆体ウェブ２０は、比較的親水性の繊維からなることができる。第二の前
駆体ウェブ２１は、例えばポリエチレンフィルムなどのポリマーフィルムとすることがで
き、疎水性である又は疎水性にすることができる。そのようなウェブのタフト６は、上側
層、すなわち使い捨て吸収性物品上のトップシートとして使用する時に身体に接触する層
を形成することができる。上側の比較的親水性のタフトに付着した流体は、第二のフィル
ム前駆体ウェブ層の下側にある第一の前駆体ウェブの部分へ、比較的疎水性のフィルムか
ら離れて速やかに移送される。観察される速やかな流体移送の１つの理由は、タフト６の
概ね整列した繊維８、１８により形成される毛管構造である。繊維８、１８は、隣接繊維
間で方向的に整列した毛管を形成しており、及び毛管作用は、タフト６の基部１７近くで
繊維が概して集束することにより強められる。
【００７３】
　流体の速やかな移送は、流体がループ状タフト６により画定される空隙１０を介してウ
ェブ１へ進入することができるので、更に増加されると考えられる。ウェブ１の構造によ
りもたらされるこの「横進入」能力、及び／又は毛管作用、及び／又は親水性勾配が、ウ
ェブ１を使い捨て吸収性物品用の最適流体ハンドリングのための理想的な材料にしている
。特に、多層ウェブ１は、流体ハンドリング特性の更により大きな改良を提供可能である
。
【００７４】
　本発明のウェブ１は、使用する前駆体ウェブ２０及び２１並びに歯１１０を含むロール
の寸法パラメータにもよるが、広範な物理特性を示すことができる。ウェブ１は、柔軟性
から荒さまで範囲するような主体的に経験される肌ざわり範囲、非吸収性から非常に吸収
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性まで範囲する吸収性、比較的低い嵩から比較的高い嵩まで範囲する嵩高性、低引裂き強
さから高引裂き強さまで範囲する引裂き強さ、非弾性から少なくとも１００％弾性的延伸
性まで範囲する弾性、考慮する化学種に依存するが比較的低耐性から高耐性まで範囲する
耐化学性を示すことができ、並びに遮蔽性能、耐アルカリ性、不透明性、拭取り性能、水
吸収性、油吸収性、湿気透過性、断熱性能、耐候性、高強度、高引裂き力、磨耗耐性、静
電制御性、垂れ性、染料エフィニティ（effinity）、安全性などと一般に記述される、多
数の他の可変パラメータを示すことができる。一般に第一の前駆体ウェブ２０の伸び特性
に依存するが、装置１００の寸法を変化させて、（図３に示される）高さｈ及び（タフト
６の面積密度を含む）間隔を含む、変更タフト６に関連する広範囲の寸法を有するウェブ
１を作り出すことができる。更に加えて、タフトは、ロール１０４上の歯１１０で表わさ
れる所望の模様を有することにより、線、べた形状、及びラミネートウェブの選択領域に
、容易に模様化可能である。
【００７５】
　ウェブ１は、多種多様な用途に使用可能であり、エアフィルター、バグフィルター、液
体フィルター、真空フィルター、水ドレーンフィルター、及び細菌遮蔽フィルターなどの
様々なフィルターシート；コンデンサー分離紙及びフロッピーディスク包装材料などの様
々な電気機器用シート；粘着性接着テープ基布、油吸収材、及び紙フェルトなどの様々な
産業用シート；家庭用、業務用、及び医療処置用ワイパー、印刷ロールワイパー、コピー
機洗浄ワイパー、乳幼児ワイパー、及び光学装置用ワイパーなどの様々なワイパーシート
；手術衣、ガウン、カバー布地、キャップ、マスク、シート、タオル、ガーゼ、湿布用基
布、おむつ、おむつライナー、おむつカバー、女性用ナプキンカバー、女性用ナプキン又
はおむつ用獲得層（カバーライナーの下にある）、おむつコア、タンポンライナー、絆創
膏基布、ウェットタオル、及びティッシュなどの様々な医療及び衛生用シート；パッド布
地、パッド、ジャンパーライナー、及び使い捨て下着などの様々な衣料用シート；人造皮
革及び合成皮革用基布、テーブルトップ、壁紙、ブラインド、包み材、乾燥剤包装、買い
物袋、スーツカバー、及び枕カバーなどの様々な生活材料シート；グラウンドカバー及び
浸食防止具、冷却及び日光遮断布、ライニングカーテン、全体カバー用シート、光遮断シ
ート、農薬包装材料、実生用ポット下敷き紙などの様々な農業用シート；防煙マスク及び
防塵マスク、実験衣、及び防塵衣などの様々な防護シート；ハウスラップ、ドレーン材料
、フィルター媒体、分離材料、上張り、屋根材料、タフト及びカーペット基布、壁内装材
料、防音又は振動減少シート、及びキュアリングシートなどの様々な土木工学建造物用シ
ート；並びに、アルカリ電池内分離紙に加えて、床マット及びトランクマット、成型天井
材料、ヘッドレスト、及びライニングクロスなどの様々な自動車内装シートなどが挙げら
れる。その他の用途には、乳幼児拭取り布、顔拭き若しくは拭取り布、又は体拭きなどの
、個人清浄又は衛生のための拭取り布としてウェブ１を使用することが含まれる。
【００７６】
　一実施形態では、ウェブ１又はウェブ１を含む複合体が、糞便貯留要素として使用可能
である。ウェブ１は、孔あきウェブ又はフィルムの下側に配置される時に、二次トップシ
ート又は幅層として使用可能であり、低粘性糞便又は排便の後で着用者の皮膚から離れる
粘性体外排泄物を受入れて保持する。ウェブ内又はタフト６の間により大きな三次元総容
積を有する本発明の実施形態が、一般に、低粘性糞便貯留のためのより大きな容積を提供
する。そのような糞便貯留要素又は副層を使用する吸収性物品は、他にもある中で、米国
特許第５，９４１，８６４号、第５，９５７，９０６号、第６，０１８，０９３号、第６
，０１０，４９１号、第６，１８６，９９２号、及び第６，４１４，２１５号に記載され
ている。
【００７７】
　一実施形態では、ウェブ１は、平均径が３３ミクロンのポリエチレン／ポリプロピレン
（シース／コア）複合繊維を含んで約８０ｇｓｍの坪量を有するスパンボンド不織布を含
む不織布の第一前駆体ウェブ２０と、２０ｇｓｍの坪量を有するポリエチレンフィルムを
含む第二の前駆体ウェブとを有する。この実施形態では、ウェブ１は平方センチメートル
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当り約２４のタフト６を有し、タフト６は複数のループ状整列繊維８を有し、そのそれぞ
れは約１８ミクロンの平均繊維直径を有する。このタイプのウェブは、図１０に関して以
下で示すように、使い捨て吸収性物品用のトップシートとして有益に使用可能である。例
えば、そのようなウェブ１は、タフト６の領域を除いて流体不透過性であり、タフト６は
ウェブ１の第一の側３から第二の側５へ流体を吸い上げることができる。
【００７８】
　図１０は、本発明のウェブ１をその構成要素の１つとして有する生理用ナプキンの、一
部を切り欠いた平面図を示す。一般的に、生理用ナプキン２００は、バックシート２０２
と、トップシート２０６と、トップシート２０６とバックシート２０２の間に配置された
、周辺部２１０周りで接合可能な吸収性コア２０４とを含む。生理用ナプキン１は、生理
用ナプキン１のユーザーのパンティの股領域の側を包むように設計された、通常「ウィン
グ」２０８と呼ばれる側延長部を有することができる。身体面表面として使用するための
トップシートを含む生理用ナプキンは、当技術分野において周知であり、様々な代替及び
任意の設計の詳細説明は不用である。生理用ナプキンに加えて、ウェブ１は、おむつ若し
くは成人用失禁製品又は他の使い捨て衛生用製品内でも使用可能である。しかしながら、
ウェブ１が、バックシート、コア材料、トップシート、二次トップシート、又はウィング
材料の１つ以上として、又はその構成要素として使用可能であることを特記する。ウェブ
１はまた、多層を有する、及びトップシート、二次トップシート、コア、バックシート、
又は任意数の層を含むことができる。
【００７９】
　ウェブ１は、生理用ナプキン２００のトップシート２０６として使用するのに特に有用
である。ウェブ１は、優れた流体獲得及び吸収性コア２０４への分配と、使用時にトップ
シート２０６の身体面表面の優れた再湿潤防止との組み合わせのために、生理用ナプキン
のトップシート２０６として特に有益である。再湿潤は、少なくとも２つの原因：（１）
生理用ナプキン２００上への圧力に起因する吸収された流体の絞り出し、及び／又は（２
）トップシート２０６内又は上に捕捉された濡れ、の結果であり得る。好ましいトップシ
ート２０６においては、２つの特性は、流体獲得及び流体保持が最大限であり、並びに再
湿潤が最小限である。違う言い方をすれば、好ましいトップシートは、高率の流体獲得と
、低レベルの再湿潤とを示す。
【００８０】
　トップシート２０６は、不織布の第一の前駆体ウェブ２０と流体不透過性のポリエチレ
ンフィルムの第二の前駆体ウェブ２１との使用により、作成可能である。構成要素ウェブ
の坪量は変化可能であるが、一般に、コストと効果の考察から、約２０ｇｓｍ～８０ｇｓ
ｍの間の総坪量が、ウェブ１に望ましい。フィルム／不織布の積層体として作成される時
、ウェブ１は、繊維タフトの柔軟性及び流体毛管現象と、流体不透過性ポリマーフィルム
の再湿潤防止とを兼ね備える。ウェブ１を含むトップシート２０６を有する生理用ナプキ
ンが使用されて、第一の側３が身体に面する側であり、第二の側５が下側にある吸収性コ
アと流体連通する時、流体は、ウェブ１の第一の側３上のタフト６により獲得されて、第
二の前駆体ウェブ２１を通ってウェブ１の第二の側５へ吸上げ可能であり、次に吸収性コ
ア２０４へ向けて脱着可能である。タフト６が、離散的であって間隔が離れており、及び
流体不透過性の第二の前駆体ウェブ２１により分離されているので、再湿潤は最小限にな
り得る。別の方法として、ウェブ１は、第一の側３が流体連通側、第二の側５が身体に面
する側としても使用可能である。これにより、流体のタフト６中への又はこれを通る移送
が、不連続部１６によって可能になり得る。
【００８１】
　図１１は、本発明のウェブ１をその構成要素の１つとして有する、月経用タンポン３０
０の一部を切り欠いた斜視図を示す。一般に、タンポン３００は、圧縮された吸収性コア
３０２と、吸収性コア３０２を覆う流体透過性のカバーラップ３０４とを含む。カバーラ
ップ３０４は、吸収性コア３０２の１つの端部を越えて延びて、スカート部分３０６を形
成してもよい。例えば紐３０８などの取外し手段を設けて、使用後のタンポンの取外しを
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容易にすることができる。身体接触面として使用するためのカバーラップを含むタンポン
は、当技術分野において周知であり、様々な代替及び任意の設計の詳細説明は不要である
。しかしながら、ウェブ１が、カバーラップ、吸収性コア材料、又は取外し手段材料の１
つ以上として、又はその構成要素として、使用可能であることを特記する。
【００８２】
　下表１は、本発明よるウェブ１の代表例を、本明細書で開示されたような、それらを作
成する加工に使用される装置１００に関する寸法と共に示す。記載された各サンプルの簡
単な説明が表１に続く。
【００８３】
【表１】

　図１２は、サンプル１の顕微鏡写真である。サンプル１の第一の前駆体ウェブは、平方
メートル当り１４５グラム（ｇｓｍ）の坪量を有するＰＥＴカード不織布ウェブであって
、テネシー州ジョンソンシティー（Johnson City,TN）のＦＩＴ（ファイバー・イノベイ
ション・テクノロジーズ社（Fiber Innovation Technology Inc.））からの、３８ｍｍ（
１．５インチ）ステープル長さのポリエステル／コポリエステルの３葉（tri-lobal）形
状繊維タイプＦ３０Ａから手でカード加工した。サンプル１の第二の前駆体ウェブは、オ
ハイオ州キャロルトン（Carrolton OH）のハンツマンフィルムプロダクツ社（Huntsman F
ilm Products Co.）によりＸ４２０の表記で製造された、０．１ｍｍ（０．００４インチ
）のキャリパーを有する低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）フィルムであった。サンプル１
は、図５に関して上で説明したような装置により、毎分約３メートル（毎分１０フィート
）のライン速度で生産された。図１２に示されるように、フラップ７が、第二の前駆体ウ
ェブ（すなわちフィルム層）の面外にかなり延びて、タフト６のほぼ半分を覆っている。
上記のように、これは、より堅い弾力性のあるタフト６を所望する場合に望ましいことが
ある。
【００８４】
　図１３は、サンプル２の顕微鏡写真である。サンプル２の第一の前駆体ウェブは、サウ
スカロライナ州シンプソンビル（Simpsonville SC）のＢＢＡにより製造された、坪量３
０ｇｓｍを有するＰＥ／ＰＰ・５０／５０・コア／シースのスパンボンド不織布ウェブで
あった。サンプル２の第二の前駆体ウェブは、オハイオ州ペインスビル（Painesville OH
）のアベリーデニソン（Avery Dennison）ＵＳスペシャルティ・テープ・ディビジョン（
U.S.Specialty Tape Division）からの、ファッソン（Fasson：登録商標）１８０３アル
ミニウムフォイルテープの接着剤を取り除いて（すなわち、擦って）得たアルミニウムフ
ォイルであった。サンプル２は、図５に関して上で説明したような装置により、毎分約３
メートル（毎分１０フィート）のライン速度で生産された。図１３に示されるように、ア
ルミニウムフォイルは、フラップ７の塑性変形が非常に少なく、分割されて開く傾向であ
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る。
【００８５】
　図１４は、サンプル３の顕微鏡写真である。サンプル３の第一の前駆体ウェブは、サウ
スカロライナ州シンプソンビル（Simpsonville SC）のＢＢＡにより製造された、坪量３
０ｇｓｍを有するＰＥ／ＰＰ・５０／５０・コア／シースのスパンボンド不織布である。
サンプル３の第二の前駆体ウェブは、クラフト紙のいずれかの供給元例えばイリノイ州ワ
ウケガン（Waukegan,IL）のＵラインシッピングサプライズ（Uline Shipping Supplies）
から入手可能な、１００％リサイクル１３．６ｋｇ（３０ポンド）褐色クラフト包装紙で
あった。サンプル３は、図５に関して上で説明したような装置により、毎分約３メートル
（毎分１０フィート）のライン速度で生産された。図１４に示されるように、クラフト紙
の第二の前駆体ウェブは、火山形状開口に類似する開口部４及びフラップ７という結果に
なることがある。
【００８６】
　図１５は、サンプル４の顕微鏡写真であり、これは３層の前駆体ウェブを含む。サンプ
ル４の第一及び第三の前駆体ウェブは、ペンシルバニア州ハクスルトン（Haxleton,PA）
のファーストクオリティ・ノンウーブンス（First Quality Nonwovens）からのＮＷ３０
と表記された、坪量１３．５ｇｓｍのポリプロピレン・スパンボンド不織布であった。第
一及び第三の前駆体ウェブは、第二の前駆体ウェブを挟む外側層であり、第二の前駆体ウ
ェブは、ポリエステル繊維とＰＥ／ＰＰ・５０／５０・コア／シース・不織布用複合バイ
ンダー繊維とを８０／２０繊維重量比でそれぞれ含む、４４ｍｍ（１．７５インチ）長さ
短繊維から作成された緩い結合のエアレイド不織布ウェブであった。ポリエステル繊維は
タイプ１３１１繊維であって、ＰＥ／ＰＰ繊維はタイプ」８５１６０７繊維であり、両繊
維とも、テネシー州ジョンソンシティー（Johnson City,TN）のＦＩＴ（ファイバー・イ
ノベイション・テクノロジーズ社（Fiber Innovation Technology Inc.））から入手可能
なものであった。サンプル４は、図５に関して上で説明したような装置により、毎分約３
０メートル（毎分１００フィート）のライン速度で生産された。図１５に示されるように
、ウェブ１の幾つかの実施形態では言う程のフラップ７は無いこともあるが、開口部の回
りに第二の前駆体ウェブの僅かな崩壊物だけがあり、これを通ってタフト６が延びる。図
１５に示されるタフト６は、２つの繊維タイプを含むのを見ることができる。中央の挟ま
れたエアレイドウェブと外側層の１つとの両方からの繊維が、タフト６に寄与する。
【００８７】
　本発明のウェブ１及び装置１００についての上の説明から理解できるように、ウェブ１
の多数の様々な構造が、付随する請求項で請求するような本発明の範囲から逸脱すること
なく、作成可能である。例えば、ウェブ１は、ローション、薬剤、洗浄流体、抗菌溶液、
エマルション、芳香剤、界面活性剤でコーティング又は処理可能である。同様に、装置１
００は、ウェブ１の一部上に単にタフト６を形成するように、又は変化する大きさ若しく
は面積密度のタフト６を形成するように、構成可能である。
【００８８】
　本発明のウェブを生産する説明したプロセスの別の利点は、他のウェブを生産する設備
とインラインで、又は使い捨て吸収性物品の生産設備とインラインで、ウェブが生産可能
なことである。更に加えて、本発明の加工の前又は後いずれかで使用可能な、他の固体状
態形成プロセスがあってもよい。例えば、ウェブは、本発明により加工してから、米国特
許第５，６５８，６３９号（キュロ（Curro）ら）に記載されるような伸張プロセスで孔
あきにすることもできる。別の方法としては、材料は、様々なプロセスで、例えば米国公
開特許出願２００３／０２８，１６５Ａ１（キュロ（Curro）ら）に記載されるようなプ
ロセス、又は例えば米国特許第５，１６７，８９７号（ウェーバー（Weber）ら）に記載
されるようなリングロール加工で複合材に作成されてから、本発明による加工も可能であ
る。このようにして得られるウェブは、これらの複数材料の改良型の組み合わせ効果を示
すことができる。
【００８９】
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　「発明を実施するための最良の形態」で引用したすべての文献は、その関連部分におい
て本明細書に参考として組み込まれる。いかなる文献の引用も、それが本発明に対する従
来技術であることを認めるものと解釈すべきではない。
　本発明の特定の実施形態を例示し記載したが、本発明の精神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。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明のウエブの斜視図。
【図２】図１に示すウェブの一部の拡大図。
【図３】図２の断面３－３の断面図。
【図４】図３で４－４により示される、ウェブの一部の平面図。
【図５】本発明のウェブを形成する装置の斜視図。
【図６】図５に示す装置の一部の断面図。
【図７】本発明の一実施形態のウェブを形成する装置の一部の斜視図。
【図８】本発明のウェブを形成する装置の一部の拡大斜視図。
【図９】本発明のウェブの別の実施形態の一部分の拡大図。
【図１０】本発明の生理用ナプキンの一部を切り欠いた平面図。
【図１１】本発明のタンポンの一部を切り欠いた斜視図。
【図１２】本発明のウェブの顕微鏡写真。
【図１３】本発明のウェブの顕微鏡写真。
【図１４】本発明のウェブの顕微鏡写真。
【図１５】本発明のウェブの顕微鏡写真。
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