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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品の製造で使用するための材料の個々の片（６）を上に取り付けたウェブ（４
）の形の材料を作る方法であって、前記方法が次の段階：
－　対抗圧力ロールとしてアンビルロール（２）を用いながらカッター（１）の助けによ
り少なくとも一つの材料（９）から個々の片（６）を切断する；
－　前記個々の片（６）をアンビルロール（２）と接触して案内されている少なくとも一
つのウェブ（４）上に移送するようにカッター（１）により切断された個々の片（６）を
アンビルロール（２）上にしっかりと保持する；
－　前記圧力ロールとして使用されるアンビルロールと接触している間に前記少なくとも
一つのウェブ（４）に結合手段（５）の助けにより材料の個々の片（６）を結合する；
を含むものにおいて、
　前記個々の片（６）の前記ウェブ（４）への結合前及び後も前記個々の片（６）と前記
ウェブ（４）がアンビルロール（２）に対して一緒に走行するようにアンビルロールの周
囲の一部に沿って少なくとも一つのウェブ（４）をアンビルロール（２）と接触して案内
すること、前記少なくとも一つのウェブ（４）と前記アンビルロール（２）との、接触部
分の上流および下流の両方における接触角度と、前記少なくとも一つのウェブ（４）と前
記アンビルロール（２）との接触面積とが変更可能であること、かつこの保持と結合が接
着剤の不存在下でなされ、そこでは個々の片（６）がアンビルロール（２）に設けられた
保持手段（７）によりしっかりと保持されることを特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記個々の片（６）を減圧の助けにより保持することを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記個々の片（６）を静電気により保持することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　個々の片（６）を機械的に保持することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記個々の片を熱結合することを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の方
法。
【請求項６】
　前記個々の片を溶接することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記片を加熱装置の助けにより結合することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記吸収性物品が、おむつ、パンツ状おむつ、衛生ナプキン、または失禁ガードである
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項９】
　前記カッター（１）は、回転カッターロールであることを特徴とする請求項１から８の
いずれか一つに記載の方法。
【請求項１０】
　吸収性物品の製造に使用するための、材料の個々の片（６）を少なくとも一つのウェブ
（４）の形の材料に結合または接合するための装置（１０）であって、前記装置（１０）
が縦軸周りに回転し、少なくとも一つの材料（９）から個々の片（６）を切断するための
カッター（１）の及び結合手段（５）の対抗圧力手段を形成するアンビルロール（２）を
含み、カッター（１）及び結合手段（５）がアンビルロール（２）の周囲周りの異なる位
置に設けられており、カッターがアンビルロール（２）の回転方向に見たとき最初に置か
れているものにおいて、このアンビルロール（２）が前記個々の片を前記ウェブ（４）に
前記結合手段（５）の助けにより結合する前に前記個々の片（６）をアンビルロール（２
）に対してしっかりと保持するための保持手段（７）を含むこと、及び装置が結合手段（
５）の前後の経路でウェブ（４）をアンビルロール（２）と接触させて保持するための手
段（３）を含み、
　前記保持するための手段（３）が案内ロール（３）であり、前記案内ロール（３）は、
前記案内ロール（３）が垂直及び横方向に調整されることができるように構成されること
によって、前記少なくとも一つの材料ウェブ（４）がアンビルロール（２）と接触するこ
とによって形成される接触表面ａの寸法と、接触部分の上流及び下流の両方における接触
角度とを変えるよう、構成されていることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　保持手段（７）が減圧吸引手段であることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　保持手段（７）が静電気を利用することを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　結合装置（５）が溶接装置であることを特徴とする請求項１０から１２のいずれか一つ
に記載の装置。
【請求項１４】
　結合装置（５）が熱ロールであることを特徴とする請求項１０から１２のいずれか一つ
に記載の装置。
【請求項１５】
　切断ロール（１）と結合手段（５）がアンビルロール（２）の反対側に互いに一直線に
配置され、切断点と溶接点の間の角度γが１８０°であることを特徴とする請求項１０か



(3) JP 4647106 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

ら１４のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１６】
　前記吸収性物品が、おむつ、パンツ状おむつ、衛生ナプキン、または失禁ガードである
ことを特徴とする請求項１０から１５のいずれか一つに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は個々の材料片を上に取り付けた材料ウェブを製造する方法に関する。この発明は
またこの方法を実行するための装置に関する。
【０００２】
発明の背景
おむつ、衛生ナプキン、失禁プロテクター、パンティライナー及び同様物品のような例え
ば吸収性物品の製造のためを意図している材料のシートの製造は材料の個々の片を移動す
る材料のウェブ上に取り付け及び結合することを含む。これらの個々の片は通常ウェブに
のり付けされ、それらはそれに代えて溶接されることができるが、移動ウェブがそれに対
して押圧されかつそれに接して通過しまたは前記材料片を運ぶアンビルロールの一つによ
り部分的に抱き抱えられる幾つかのいわゆるアンビルロールを必要とし、それにより前記
片は前記アンビルロールにより移動ウェブと接触させられる。
【０００３】
アンビルロールから移動ウェブへの切断された材料片の移送はしばしばのりまたは幾つか
の他の接着剤の助けにより容易化される。これに関して、切断材料片はアンビルロールに
付着され、次いで前記ロールの回転によって前記ウェブがアンビルロールに対置するとき
移動ウェブに移送される。この工程でののりの使用は“停止時間”を増やし、それにより
生産性を下げ、また材料消費を増やし、これは特に製品の価格に負の影響を持つ。
【０００４】
ＪＰ－Ａ－８０５２６９６は材料のロールから衛生物品を切断するための切断装置を記載
する。この切断装置は互いに対向して配置されているアンビルロールと切断ローラーを含
む。材料のリールから切断された衛生物品は切断ローラーの表面にしっかりと吸引され供
給ロールに移送される。
【０００５】
切断（クリッピング）、移送及び材料片のウェブへの結合のための同じアンビルロールの
使用と関連した一つの問題はのりのような接着剤がこの目的に必要であることである。も
し材料片が例えばウェブに溶接されるとしたら、現在の技術の場合には束縛されていない
材料片を幾つかのアンビルロール間の種々の移送時中しっかりと保持することが必要であ
る。これは更なる装置の設置を必要とし、材料片がウェブに適用される際の正確度をそこ
ない、劣る製品品質をもたらす。
【０００６】
従ってのりや他の接着剤を用いる必要なしに全ての工程で一つの同じアンビルロールを用
いることができることが望ましい。
【０００７】
発明の概要
本発明の目的は上述の問題を解決することにある。この目的はこの発明により材料片を上
に取り付けた材料ウェブを作るための方法と装置により達成され、前記方法と装置はのり
または他の如何なる接着剤も存在させずに個々の材料片を切断し、加速し、移送しかつ移
動ウェブに結合する単一アンビルロールの使用を含む。材料片は前記片を切断するのに続
いて前記片をアンビルロールに対して保持し、前記片を移動ウェブに移送しかつ前記片を
それに固定するための手段を含むアンビルロールのおかげでウェブ上に取り付けられる。
【０００８】
この発明の一つの好適実施例によれば、この方法は次の段階：
－　対抗圧力手段としてアンビルロールを用いながら好ましくは回転カッターロールの形
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の切断手段の助けにより少なくとも一つの材料から個々の片を切断する；
－　前記個々の片をアンビルロールに対して移動する少なくとも一つの材料ウェブ上に、
アンビルロールを移送要素として用いることにより、しっかりと保持しかつ適用する；
－　前記個々の片を前記少なくとも一つの移動ウェブに固定手段の助けにより固定する；
を含み、更に前記片は切断により相互に分離され、しっかりと保持されながら加速されか
つ次いで、接着剤の使用なしに、一つの同じアンビルロールの媒介を通してかつ前記個々
の片を前記ウェブに固定するときでさえ対抗圧力手段としてアンビルロールを用いながら
前記固定手段により前記の少なくとも一つの材料ウェブに固定されまたは結合され、かつ
更に個々の片がアンビルロールに設けられた保持手段によりしっかりと保持され、前記片
と前記ウェブは前記片の前記ウェブへの結合の前後もアンビルロールに対して一緒に走行
する。
【０００９】
この発明の別の好適実施例によれば、この方法を実行する装置は縦軸周りに回転可能であ
り前記の少なくとも一つの材料ウェブにより部分的に抱き抱えられまたはそれに接してお
りかつ回転方向に引き続いて個々の片を少なくとも一つの材料から切断するための手段、
及び前記個々の片を前記ウェブに固定または結合するための手段を持つアンビルロールを
含み、更にこのアンビルロールは前記切断手段と前記固定手段との間に更に前記片を前記
ウェブに前記固定手段の助けにより固定する前に材料の個々の片をロールに対して保持す
る機能をする手段を含む。
【００１０】
材料片は好ましくはアンビルロールに吸引により保持され、そこでは前記片を保持するた
めの手段は例えば減圧発生手段、静電気を利用する手段または機械的に働く装置を含むこ
とができる。
【００１１】
片は好ましくは超音波溶接のような溶接により、または熱ロール、レーザー、熱接着装置
等のような幾つかの他の形式の熱付与方法及び／または装置により、ウェブに固定される
。
【００１２】
この発明方法及び発明装置により達成される顕著な利点は、切断する、加速する、及び材
料片を材料の移動ウェブに移送する及び前記片を前記ウェブに固定する全ての段階のため
にたった一つのアンビルロールを用いることにより達成されるという簡易化に存する。更
なる利点は前記片をウェブに固定するためにのりまたは幾つかの他の接着剤を使用する必
要がないということである。更に、結合の前後で材料片とウェブはアンビルロールに対し
て一緒に走行するのでその供給を制御し、結合装置に同期させ、結合の冷却のための十分
な時間を与えることが容易である。
【００１３】
図面の簡略説明
この発明が今や添付図面に関してより詳細に説明されるであろう。図面において
図１は発明装置の一実施例を概略的に示す。
【００１４】
発明の詳細な説明
添付請求の範囲の範囲内で多数の更なる変更が考えられるので、この発明は以下に述べる
実施例に限定されると考えてはならない。
【００１５】
図１に示された装置１０は切断ローラー１、アンビルロール２、及び組み合わされた案内
ローラー３を含む。材料片が上に取り付けられる材料ウェブ４が送り角αと逃げ角βを持
って、矢印方向にアンビルロール２と接触して移動する。ウェブ４がアンビルロール２と
接触している表面ａの寸法及び角度α，βは、両頭矢印で示されるように、垂直または水
平方向に二つの案内ローラー３の釣合った調整により調整される。
【００１６】
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ウェブ４がアンビルロール２に対置するとき、片６を移動ウェブ４に固定または結合する
ように、好適には溶接装置５により溶接エネルギーが適用される。溶接装置５はホーンを
含む超音波溶接装置を含むことができる。溶接時に、溶接ホーンとアンビルパターンの間
の正しい距離を維持するようにホーンの位置制御を用いるのが好適である。これに代えて
、加熱ロール、レーザーまたは同様の装置のような、他の適当な形式の熱付与装置が溶接
装置の代わりに用いられることができる。
【００１７】
ウェブ４はアンビルロール２から逃げ角βで離れ、従ってウェブ４は材料片をそれに結合
するのに続いてかつアンビルロール２からウェブ４を引っ張る前に（必要なら）冷却する
時間を持つであろう。前記結合工程後の、冷却温度及び冷却時間は用いられる材料の品質
に関してかつまたウェブ４及び前記片６が構成されている材料に関して適合されねばなら
ない。
【００１８】
材料の個々の片は詰め綿、粘着テープ等を含むことができる。
【００１９】
ウェブはポリプロピレン、ポリエチレン等からなることができる。
【００２０】
逃げ角βは個々の片をウェブに結合または固定するのに続いて種々の冷却時間を提供する
ために変えられることができる。
【００２１】
図１の場合のように、二つの保持装置を持つアンビルロールを用いるとき、逃げ角βは０
から２７０°の間で適当に変えることができる。他の数の保持装置では他の角度が適用さ
れる。図示されていないが、適当には冷却装置の幾つかの形の助けにより、前記個々の片
の適用に続いて冷却することもまた可能である。
【００２２】
前記個々の片６が形成される材料９はカッターロール１とアンビルロール２の間に供給さ
れ、そこではカッターロール１がアンビルロール２に対して材料を適当な個々の片６に切
断し、前記片は減圧手段または同様手段のような保持手段７によりアンビルロール２にし
っかりと保持される。切断片６は、前記アンビルロール２がその縦軸周りに一定または可
変速度で、図１に示された実施例の場合では時計回りに回転するとき、前記アンビルロー
ル２の円筒表面８上で輸送される。
【００２３】
片は適当には０°の逃げ角βで、通常は固定点の垂直上方で切断される。
【００２４】
ウェブ速度、溶接時間のような固定時間、及び回転速度は材料品質、単位面積当たりの重
量、固定方法、例えば種々の溶接パターン、溶接間隙及び切断ロール上のカッター（ナイ
フ）の数に依存するであろう。
【００２５】
個々の片６を移動ウェブ４に結合する結合がウェブ４がアンビルロール２から離されると
きに起こる力に抵抗するに十分な強さであることが必須である。
【００２６】
アンビルロール２と移動ウェブ４の間の接触角αが変えられることができることがまた見
出された。これはアンビルロールと結合装置の間の間隙またはニップ中への移動ウェブの
送りに影響し、また個々の片６が適用される正確度に影響する。例えば、図１のように、
二つの保持装置を持つアンビルロールを用い、前記片がウェブに溶接されるとき、接触角
αは好ましくは０から１６０°の間にあるであろう。他の角度が保持装置の異なる数の場
合に適用される。
【００２７】
図１のように、二つの保持装置を持つアンビルロールを用いるとき、切断ロールと結合装
置の間の角度γは好ましくは９０から１８０°の間にあるであろう。しかし、この角度は
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結合が切断ロールからの振動により影響されないような切断点と結合点、例えば溶接点の
間の距離に依存するであろう。他の角度が保持装置の異なる数により適用される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　発明装置の一実施例を概略的に示す。

【図１】
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