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(57)【要約】
機織り、編み、またはタフトの前に、ケーブルまたは空
気撚糸過程の間、ＢＣＦ糸に防汚組成物を適用するため
の過程が開示される。本過程は、完成したカーペットに
おける下流の環境的に好ましくない染色および低ｐＨ化
学処理過程の必要性を撤回する。本防汚組成物は、高特
異性表面エネルギー化学物質または他の材料、例えば、
フルオロケミカルを含み得る。さらに、本防汚組成物は
、防染み成分をさらに含み得る。システム、ＢＣＦ糸、
および開示される過程によって処理されたＢＣＦ糸から
作製されるカーペットも開示される。
【選択図】図１



(2) JP 2015-532949 A 2015.11.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撚りＢＣＦ糸を防汚成分を含む防汚組成物で処理するための過程であって、
　ａ．撚りＢＣＦ糸を提供することと、
　ｂ．前記ＢＣＦ糸の移動中に前記ＢＣＦ糸を前記防汚組成物と接触させることと、
　ｃ．前記ＢＣＦ糸を乾燥加熱固化することと、を含む、過程。
【請求項２】
　前記防汚成分が、フルオロケミカル、シリコーン、シルセスキオキサン、シラン変性粒
子、オルガノシラン変性粒子、アルキル化粒子、アニオン性界面活性剤、およびアニオン
性ヒドロトロープからなる群から選択される、請求項１に記載の過程。
【請求項３】
　前記防汚成分が、フルオロケミカルを含む、請求項２に記載の過程。
【請求項４】
　前記防汚組成物が、３～８のｐＨを有する、請求項１に記載の過程。
【請求項５】
　前記フルオロケミカルが、フルオロケミカルアロファネート、フルオロケミカルポリア
クリレート、フルオロケミカルウレタン、フルオロケミカルカルボジイミド、フルオロケ
ミカルグアニジン、フルオロケミカルペルフルオロポリエーテル、およびＣ２～Ｃ８の化
学組成を組み込むフルオロケミカルからなる群から選択される、請求項３に記載の過程。
【請求項６】
　前記フルオロケミカルが、６個以下のフッ素化炭素を有する、請求項３に記載の過程。
【請求項７】
　前記フルオロケミカルが、フルオロケミカルウレタンである、請求項３に記載の過程。
【請求項８】
　前記防汚組成物が、臭気制御剤、抗菌剤、抗真菌剤、芳香剤、抗漂白剤、柔軟剤、およ
びＵＶ安定化剤からなる群から選択される成分をさらに含む、請求項１に記載の過程。
【請求項９】
　前記防汚組成物が、防染み成分をさらに含む、請求項１に記載の過程。
【請求項１０】
　前記防染み組成物が、シンタン、スルホン化ノボラック、スルホン化芳香アルデヒド縮
合生成物（ＳＡＣ）、ならびに／またはホルムアルデヒド、フェノール樹脂、置換フェノ
ール樹脂、チオフェノール樹脂、スルホン、置換スルホン、オレフィンのポリマーもしく
はコポリマー、分枝オレフィン、環状オレフィン、スルホン化オレフィン、アクリレート
、メタクリレート、マレインアニヒドリド、およびオルガノスルホン酸の反応生成物から
なる群から選択される、請求項９に記載の過程。
【請求項１１】
　前記防汚成分が、繊維の重量で、５００ｐｐｍ～４％で存在する、請求項９に記載の過
程。
【請求項１２】
　前記防汚組成物が、染色助剤、隔離剤、ｐＨ制御剤、および界面活性剤からなる群から
選択される成分をさらに含む、請求項９に記載の過程。
【請求項１３】
　前記加熱固化が、１２５℃～２００℃の温度で実施される、請求項１に記載の過程。
【請求項１４】
　前記ＢＣＦ糸が、ポリアミド繊維を含む、請求項１に記載の過程。
【請求項１５】
　前記ポリアミド繊維が、ナイロン６，６、ナイロン６、ナイロン４，６、ナイロン６，
１０、ナイロン１０，１０、ナイロン１２、そのコポリマー、およびこれらの混合物から
なる群から選択される、請求項１４に記載の過程。
【請求項１６】
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　前記ＢＣＦ糸が、ポリエステルを含む、請求項１に記載の過程。
【請求項１７】
　前記防汚成分が、繊維の重量で、１００ｐｐｍのフッ素元素～１０００ｐｐｍのフッ素
元素で存在する、請求項１～５に記載の過程。
【請求項１８】
　前記接触が、アプリケータパッド、湿式芯、浸漬タンク、噴霧器、霧吹きからなる群か
ら選択されるデバイスによって実施される、請求項１に記載の過程。
【請求項１９】
　前記ＢＣＦ糸が、前記防汚組成物との接触の前に染色または着色される、請求項１に記
載の過程。
【請求項２０】
　防汚組成物を撚りＢＣＦ繊維に適用するシステムであって、
　ａ．少なくとも２つの個々の糸部材から作製される単一の糸部材を送る第１の糸巻き取
りデバイスと、
　ｂ．前記防汚組成物を前記単一の糸部材に適用する前記糸巻き取りデバイスの下流に配
置される防汚組成物アプリケータと、
　ｃ．前記防汚組成物アプリケータから下流に配置される糸乾燥加熱固化装置と、
　ｄ．前記単一の糸部材を受け取る第２の糸巻き取りデバイスと、を備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嵩高連続フィラメント（ＢＣＦ）カーペットおよび関連する織物への防汚適
用過程、ならびに、特に、ケーブルまたは空気撚糸過程の間、機織り、編み、またはタフ
トの前に、防汚組成物をＢＣＦ糸に適用するための過程に関する。本過程は、カーペット
および当該ＢＣＦ糸から製造された他の織物を処理する必要性を無しで済ませ、よって高
価なかつ環境的に好ましくない染色および低ｐＨ化学処理過程を排除する。当該防汚配合
物を、ＢＣＦ糸、および汚れ反発性糸、並びに開示過程のＢＣＦ糸から製造され改良され
た防汚性質を有するカーペットに、適用するために使用されるシステムも本明細書に開示
される。
【背景技術】
【０００２】
　カーペットおよび他の織物は、染み抵抗性および／または汚れ抵抗性の改良のため、現
在局所的化学物質で処理される。ナイロンのカーペットについては、染み阻害剤（例えば
酸性染料阻害剤）およびフルオロケミカルを伴う防汚剤の両方が伝統的に使用される。ポ
リエチレンテレフタレート（２ＧＴ）およびポリトリメチレンテレフタレート（３ＧＴ）
のカーペットのようなポリエステルのカーペット、ならびにポリプロピレンのカーペット
については、カーペット仕上げ過程の一部として防汚化学物質が当該タフトカーペットに
局所的に適用され得る。ポリエステルおよびポリプロピレンのカーペットは、酸性染料部
位として機能するアミン末端基の欠如ゆえの酸性染料および染みに対する固有の染み抵抗
性のために、典型的に染み阻害剤処理を必要としない。
【０００３】
　カーペット工場での局所適用は、排気適用および噴霧適用の形態であり得る。排気適用
（例えば、高（３００～４００重量％）含浸量でのフレックスニップ過程）は、防汚剤の
１０～２０重量％の含浸量での噴霧適用に勝る、効果の改良を提供するとして知られてい
る。排気適用は、典型的に、噴霧適用よりも、カーペットを乾燥および硬化することによ
り多量の水およびエネルギーを使用する。噴霧式フルオロケミカル製品は、排気適用より
も少ない水およびエネルギーを使用するように設計されるが、満足の行く防汚性質をもた
らさない。
【０００４】
　カーペット産業においてカーペットの染色および仕上げに、大規模なものから小規模な
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ものまで、様々な過程が使用されているが、今日製造されるカーペットのほとんどは、連
続的染料区域上で染色および仕上げがなされる。これは、主に２つの方法のうちの１つで
行われる。１つの場合では、まずカーペットに蒸気を当て染色し、蒸気を当て、すすぎ、
余分な水を抽出し；その後、染み阻害剤（ＳＢ）が適用され、カーペットに再び蒸気を当
て洗浄し、その後防汚フルオロケミカル（ＦＣ）が泡または液体スプレーの形態で適用さ
れ、最終的にカーペットを乾燥させる、２段階過程が用いられる。（例えば、米国特許第
５，８５３，８１４号、同第５，９４８，４８０号、および国際公開第ＷＯ２０００／０
００６９１号を参照。）２つ目の、同時適用過程と呼ばれる、いくぶんか改良した場合で
は、カーペットにまたまず蒸気を当て染色し、再び蒸気を当て、すすぎ、抽出し；その後
ＳＢおよびＦＣの混合物が高い含浸量で一緒に適用され、その後カーペットおよび化学物
質は、処理物を固着させるために再度蒸気を当てられ、その後染色される。（例えば、米
国特許第６，１９７，３７８号および同第５，５２０，９６２号を参照。）両方の場合で
、低ｐＨ溶液、余分な水、およびエネルギーが、ＳＢおよびＦＣがカーペットに染み込み
均一な適用範囲に到達するために、要求される。まとめると、典型的な過程は、ＢＣＦ糸
→撚糸→加熱固化→タフト→カーペット→染色→染み阻害／防汚、の通りである。
【発明の概要】
【０００５】
　環境および経費の理由から、局所的防汚配合物、特にフルオロケミカルを含有する配合
物の、全体的な使用を減らすことが望まれる。さらに、防染みおよび防汚配合物を適用す
るために使用する水および低ｐＨ化学物質の量を減らすこともまた望まれる。したがって
、少ない水、わずかなｐＨ化学物質、および少ないエネルギーを使用する、とても有益な
組成物を適用するための過程が求められている。
【０００６】
　防染み防汚組成物を適用するための現在のカーペット処理システムを排除する、過程の
発展が望ましい一方で、現在の過程も確実に立派な理由があって存在している。まず、カ
ーペットの外見は、歴史的に、ウール、もしくはナイロン、またはさらにはポリエステル
の、タフトカーペットを、所望の色合いに染色する能力に依存してきたため、カーペット
を防染みまたは防汚化学物質で前もって処理することは、均一染色の過程に干渉し得、許
され得ない。さらに、染色過程は、局所的処理化学物質を除去する傾向があり得、それら
を無効にする。
【０００７】
　次に、上述のように、染みおよび汚れ抵抗性のための糸または織物の処理は、典型的に
蒸気で固着させることを含み、低ｐＨもまた特に酸性染料で染色された織物のために要求
され得る。したがって、カーペットを形成し、その後蒸気を当て染色し、再び蒸気を当て
、すすぎ抽出し、その後様々な公知の過程において再び蒸気当ておよび／またはすすぎを
含みＳＢおよびＦＣが適用される、上記の順で、カーペットを加工することが最も実践的
であると見なされた。
【０００８】
　カーペットは長い間染色または着色した糸で作成されており、その作成は、任意のさら
なる染色ならびに、上記のように、染みおよび／または汚れ抵抗性組成物の蒸気およびす
すぎ水の付随使用を伴う適用を含む、多数の可能な方法で処理されている。
【０００９】
　本明細書で開示される発明は、後に続く染みおよび汚れ抵抗性化学物質適用を要求する
ことなく、したがってそのような大規模織物適用に付随する蒸気固着およびすすぎの経費
および無駄を避ける、織物特にタフト物品を製造する過程を提供する。本明細書に開示さ
れるように、本過程は、１つ以上の糸を撚るまたはケーブル化した直後の、局所化学物質
の、染色または着色した糸への適用を含む。化学物質は、その後撚り糸上で乾燥状況下で
加熱固化され、撚り糸はその後完成織物またはカーペットへと機織りまたはタフトされる
。撚糸後かつ巻き付けおよび加熱固化の前の糸への局所的化学物質の効率的適用を可能に
する新規のシステムも開示される。
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【００１０】
　具体的に、開示過程は、撚り糸の巻き取りリールの下流かつ糸巻き付け器の上流の機械
的撚糸過程内に配置される、局所的化学物質組成物アプリケータを使用する。まとめると
、開示過程は、後工程の大規模で無駄の多い防汚適用工程、および必要であれば染み阻害
適用工程を、撚糸の間前に移動させる。したがって、カーペット製造過程は今回、ＢＣＦ
糸→撚糸→ＦＣ（および任意でＳＢ）→乾燥加熱固化→タフト→カーペット、となる。驚
くべきことに、本開示過程は、織物の汚れ抵抗性の点で、これまでの過程と同じくらい効
果的、またはより効果的でさえある。
【００１１】
　上記のように、加熱固化およびタフトの前、特に染色の間にカーペット糸を処理するこ
とは完成カーペットの品質に影響するとして知られているため、本開示発明の過程は、直
観的理解に反するものである。さらに、汚れ抵抗性組成物は撚り糸の束に普通のライン速
度で相当な無駄なく均一に適用することが非常に難しい傾向にあるため、本発明の過程は
また直観的理解に反するものである。さらに、撚糸装置は、巻き付け前の撚り糸への局所
的化学物質適用をこれまで引き受けたことがないため、本開示過程は直観的理解に反する
ものである。しかしながら、下記に示すように、処理したＢＣＦ糸で製造したナイロンの
カーペットは、そのような処理をしなかった同じカーペットに勝る優れた防汚性質を示す
。
【００１２】
　一態様では、撚りＢＣＦ糸を防汚成分を含む防汚組成物で処理するための過程が開示さ
れる。本過程は、（ａ）撚りＢＣＦ糸を提供することと、（ｂ）当該ＢＣＦ糸の移動中に
当該ＢＣＦ糸を当該防汚組成物と接触させることと、（ｃ）当該ＢＣＦ糸を乾燥加熱固化
することと、を含む。本防汚組成物は、高特異性表面エネルギー化学物質、もしくは、水
および油についての高接触角度のような高特異性表面エネルギー性質をもたらす他の材料
、例えばフルオロケミカル、または類似する性質を有する非フルオロケミカル粒子物質で
さえ含み得る。本防汚組成物は、防染み成分をさらに含み得る。
【００１３】
　さらに別の態様では、防汚組成物を撚りＢＣＦ繊維に適用するためのシステムが開示さ
れる。本システムは、（ａ）少なくとも２つの個々の糸部材から製造される単一の糸部材
を送る第１の糸巻き取りデバイスと、（ｂ）当該糸巻き取りデバイスの下流に配置される
、当該防汚組成物を当該単一の糸部材に適用する、防汚組成物アプリケータと、（ｃ）当
該防汚組成物アプリケータから下流に配置される、糸乾燥加熱固化装置と、（ｄ）当該単
一の糸部材を受け取る第２の糸巻き取りデバイスと、を備える。本防汚組成物は、高特異
性表面エネルギー化学物質、もしくは、水および油についての高接触角度のような高特異
性表面エネルギー性質をもたらす他の材料、例えばフルオロケミカル、または類似する性
質を有する非フルオロケミカル粒子物質でさえ含み得る。本防汚組成物は、防染み成分を
さらに含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】現在のケーブル撚糸過程を示す。
【図２】本開示過程の一態様を示す。
【００１５】
　当業者にほとんど良く知られているが、次の定義は明確さのために提供する。
定義
【００１６】
　ＯＷＦ（繊維の重量上）：繊維の重量の％として適用された化学物質の量である。
【００１７】
　ＷＰＵ（含浸量）：繊維の重量の％として表される、カーペットの乾燥前にカーペット
に適用された水および溶媒の量である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　糸が移動中でかつ当該糸を乾燥加熱固化する前に、ＢＣＦ糸を防汚組成物と接触させる
ことを含む、撚り嵩高連続フィラメント（ＢＣＦ）糸を処理するための過程が開示される
。嵩高連続フィラメント（ＢＣＦ）糸は、バルキングジェットまたはスタッファーボック
スの使用によって達成され得るもののような、高いレベルの３次元の捲縮によって、他の
織物糸から区別される。捲縮は、ＢＣＦをカーペット糸としての使用に特に適切にする。
しかしながら、その嵩は、染料または他の化学処理の糸内の繊維への適用を、非捲縮糸に
比べ、より難しくする。
【００１９】
　本防汚組成物は、防汚成分を含み、撚りＢＣＦ糸に、約１０重量％～約３０重量％の間
、約２０重量％～約３０重量％の間、および約１０重量％～約２０重量％の間を含む、約
５重量％～約５０重量％の間の含浸量で適用するために用いられる。当該撚りＢＣＦ糸は
、当該糸を当該防汚組成物と接触させた後でかつ加熱固化の前に、質を整えられることも
またあり得る。加熱固化温度は、約１６０℃～約１９５℃を含む、約１２５℃～約２００
℃の範囲であり得る。加熱固化保圧時間は、約０．５～約３分間および約０．５～約１分
間を含む、約０．５～約４分間の範囲であり得る。
【００２０】
　開示防汚組成物における使用のための防汚成分は、水および油についての高接触角度（
例えば水および油はそれによって処理されることで表面で「ビーズ状になる」）のような
高特異性表面エネルギー性質をもたらす。本防汚成分は、フルオロケミカル分散を含み得
、当該分散は、主にカチオン性またはアニオン性のいずれかであり、フルオロケミカルア
ロファネート、フルオロケミカルポリアクリレート、フルオロケミカルウレタン、フルオ
ロケミカルカルボジイミド、フルオロケミカルグアニジン、非テロメアフルオロケミカル
、およびＣ２～Ｃ８の化学組成を組み込むフルオロケミカルから成る群から選択されるも
のを含む。あるいは、当該フルオロケミカルは、６個以下のフッ素化炭素を含む、８個以
下のフッ素化炭素を有する、１つ以上の単量体反復ユニットを有し得る。フルオロケミカ
ル防汚成分の例は、Ｄａｉｋｉｎ　ＴＧ　２５１１およびＤｕＰｏｎｔ（商標）Ｃａｐｓ
ｔｏｎｅ（登録商標）ＲＣＰを含む。非フッ素化防汚成分は、シリコーン、シルセスキオ
キサンおよびシラン変性粒子、オルガノシラン変性粒子およびアルキル化粒子、アニオン
性非フッ素化界面活性剤およびアニオン性ヒドロトープ非フッ素化界面活性剤、を含み得
、スルホネート、サルフェート、ホスフェート、およびカルボキシレートを含む。（参照
により本明細書に組み込む米国特許第６，８２４，８５４号を参照。）
【００２１】
　防汚組成物は、ポリマーアミン末端基と関連しそれらを酸性染料の染みから保護する酸
性部分を含む、任意の染み阻害剤成分もまた有し得る。本発明の過程に適切な化学物質の
概略的な類別は、正荷電染色部位を阻害する任意の化学物質を含み得る。染み阻害剤は、
シンタン、スルホン化ノボラック、スルホン化芳香アルデヒド縮合生成物（ＳＡＣ）、な
らびに／またはホルムアルデヒド、フェノール樹脂、置換フェノール樹脂、チオフェノー
ル樹脂、スルホン、置換スルホン、オレフィンのポリマーもしくはコポリマー、分枝オレ
フィン、環状オレフィン、スルホン化オレフィン、アクリレート、メタクリレート、マレ
イン無水物、およびオルガノスルホン酸の反応生成物等の様々な形態で入手可能である。
それらはたいてい、具体的な化学組成に依存し、ホルムアルデヒド、フェノール、アクリ
ル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン無水物、およびオルガノスルホン酸を反応さ
せることにより製造される。さらに、防汚剤、たいていフルオロケミカルが繊維の表面を
被覆する非水可溶性分散物である一方で、本染み阻害剤は典型的に水可溶性であり概して
繊維に浸透する。本染み阻害剤は、別々のアプリケータを使用して、防汚剤の後でもまた
適用され得る。
【００２２】
　染み阻害剤の例は、フェノールホルムアルデヒドポリマーまたはコポリマー、例えばＢ
ａｒｓｈｉｅｌｄ　Ｋ－９（ノースカロライナ州グラハムのＡｐｏｌｌｏ　Ｃｈｅｍｉｃ
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ａｌ　Ｃｏ．製）、ＲＭ（ジョージア州ロームのＰｅａｃｈ　Ｓｔａｔｅ　Ｌａｂｓ製）
、ＦＸ－３６９（ミネソタ州セントポールの３Ｍ製）、およびＺｅｌａｎ　８２３６（デ
ラウェア州ウィルミントンのＥ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　
Ｃｏｍｐａｎｙ製）、メタクリル酸のポリマーおよびコポリマー、例えばＦＸ－６５７お
よびＦＸ－６６１（ミネソタ州セントポールの３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ製）、マレイン無水
物のポリマーおよびコポリマー、例えば、ＳＲ－５００（デラウェア州ウィルミントンの
Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ製）、ならび
にＡｒｒｏｗＳｔａｒ　ＬＬＣ（ジョージア州ダルトン）、ＴＡＮＡＴＥＸ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓ（ジョージア州ダルトン）、Ｔｒｉ－Ｔｅｘ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．（カナダケベッ
ク州サンテュスタシュ）製の染み抵抗化学組成、を含むが、これらに限られない。
【００２３】
　一般的な染み阻害剤は、スルホン化部分を化学組成の一部として使用し、処理繊維上の
硫黄の存在をもたらす。当該硫黄含有量は、繊維の重量で、５％の染み阻害剤を伴う約５
０ｐｐｍから０．１％の染み阻害剤を伴う約１ｐｐｍの範囲であり得る。したがって、上
記の染み阻害剤濃縮に基づいて、繊維の重量での硫黄含有量は、約１ｐｐｍ～約３０ｐｐ
ｍ、約５ｐｐｍ～約２０ｐｐｍ、および約５ｐｐｍ～約１０ｐｐｍを含み、約０．５ｐｐ
ｍ～約４０ｐｐｍの範囲であり得る。硫黄含有量は、Ｘ線回析または他の方法で測定され
得る。
【００２４】
　防汚組成物は、撚りＢＣＦ糸に、それが移動中の間かつ加熱固化前に、接触するように
適応している。さらに、糸は本組成物の適用の後に任意で加熱固化され得るため、防汚組
成物は中性ｐＨ（例えば６～８）であり得る。本過程は、きつい低ｐＨ化学物質の必要性
をなしで済ませる。
【００２５】
　本接触は、湿った成分を乾燥基質に適用する任意の適切なデバイスによって実施され得
、アプリケータパッド、ニップローラ、湿式芯、浸漬タンク、噴霧器、霧吹きを含むがこ
れらに限られない。
【００２６】
　例えば、綿芯は所望の厚み（例えば１／２インチ～３インチ）を形成するために積み重
ねられ、染料溶液を移動する糸に一定の流速で輸送するため、染料の浴槽に浸され得る。
芯の厚みの選択は、所望の色の濃度および色の一貫性に到達するために必要な、芯および
糸の最適接触時間に基づいた。さらなる選択肢には、ウィッキングアプリケータステーシ
ョンの複数のセットを使用することがある。第１のウィッキングアプリケータステーショ
ンは糸に主要な色を適用し、第２のウィッキングアプリケータステーションは糸に第２の
色または性能増強化学物質を適用する。それぞれのウィッキングアプリケータステーショ
ンは、１つ以上の芯で製造され得る。
【００２７】
　別の選択肢は、芯で被覆された１つ以上の回転ロールを使用して、染料溶液または他の
処理を糸に輸送することである。ここで、糸は１つのロールに接触し得るか、または２つ
以上の回転ロールの間を通過し得る。当該ロールの表面上の芯は、円柱状のロールの内部
から外部表面に延びる１つ以上の放射状に配向したキャピラリによる処理を提供され得る
。芯は表面の一部に位置づけられ得るか、または表面をわたって均一に分布し得る。糸の
長さの局所的部分への処理が所望である場合、芯の一部を有するロールが選択される。糸
の全長に沿って処理が所望である場合、表面をわたって均一に分布する芯を有するロール
が選択される。
【００２８】
　染料溶液または糸に接触する他の処理の量を制御することは、ポンプの使用によって、
測定される。これは、所望の量への染料または化学処理の正確な適用を可能にする。当該
量は、糸の全長をわたって変化し得る。
【００２９】
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　さらに、複数のロールが連続して使用され得る。例えば、独特な２色の糸を作るために
、１つのロールが第１の色を移動している糸の１つの側面に適用し、別のロールが第２の
色を当該糸の他の側面に適用し得る。さらにニップロールの２つのセットが使用され得る
。第１のセットは、主要な色を適用し得、第２のセットは糸に第２の色または性能増強化
学物質を適用し得る。複数の色、色の濃度を有し、様々な性能の化学物質を有する糸を製
造するために、上記の選択肢の任意の組み合わせが使用され得る。
【００３０】
　防汚組成物の含浸量は、約１０重量％～約３０重量％、約２０重量％～約３０重量％、
および約１０重量％～約２０重量％の間を含み、約５重量％～約５０重量％の間である。
結果として生じる撚りＢＣＦ糸は、フッ素系防汚成分が使用される場合、繊維の重量で、
約１００～約５００ｐｐｍのフッ素元素、約２００～約４００ｐｐｍのフッ素元素、およ
び約１００ｐｐｍ～約３００ｐｐｍのフッ素元素を含み、約１００ｐｐｍ～約１０００ｐ
ｐｍのフッ素元素を有し得る。防汚組成物が染み阻害剤をさらに含む場合、それは繊維の
重量で、約１０００ｐｐｍ～約３％、約０．５％～約２％、および約０．５％～約１％を
含み、約５００ｐｐｍ～約４％で存在する。
【００３１】
　防汚組成物は、臭気制御剤、抗菌剤、抗真菌剤、芳香剤、抗漂白剤、柔軟剤、およびＵ
Ｖ安定化剤からなる群から選択される成分をさらに含み得る。
【００３２】
　撚りＢＣＦ糸は、ナイロン６，６、ナイロン６、ナイロン４，６、ナイロン６，１０、
ナイロン１０，１０、ナイロン１２、そのコポリマー、およびこれらの混合物、から製造
されたもののような、ポリアミド繊維から製造され得る。さらに、撚りＢＣＦ糸は、ポリ
エステル成分のような、追加のポリマー成分もまた有し得る。追加のポリマー成分は、ポ
リアミド繊維（例えばポリアミド／ポリエステル繊維）を製造する前に、ポリアミドと（
溶融混合または共重合化によって）組み込まれ得るか、または撚りＢＣＦ糸を製造するた
めにポリアミド繊維と撚られる、単独型繊維であり得る。
【００３３】
　上述のように、ＢＣＦ糸はポリアミドおよび／またはポリエステルポリマー成分で製造
され得る。開示過程の予期しなかった利益は、公知の排気過程に比べ少量の防汚組成物が
適用される一方で糸の表面上でフッ素のような防汚組成物の高い含有量が達成された、と
いうところにおいて見出された。さらに、本開示発明の過程において適用される防汚組成
物は、フルオロケミカルもしくは非フルオロケミカル系、または、フルオロケミカルもし
くはフルオロポリマーと非フッ素化汚れ抵抗性物質との混合物であり得る。
【００３４】
　開示過程はその後の染色を要求しない、撚糸前にその組成物において着色料または着色
料のいずれかを有する糸に適用され得る。着色糸は、カチオン性およびアニオン性染色繊
維と同様に染色溶液によって製造され得る。本過程における使用に適切な糸は、ポリエス
テルの場合は塩基組成によって、またはナイロンの場合は糸のポリマー組成物における強
い酸性官能機能性の包含によって、固有の染み抵抗性をさらに含み得る。染色または着色
糸（すなわち有色糸）の本開示過程での使用は、その後の染色の必要性を排除し、汚れ抵
抗性の有色カーペットの、その後の染色および汚れ抵抗性化学物質適用の必要性なしでの
作製を可能にする。
【００３５】
　固有染み抵抗性および有色糸の両方が本開示過程において採用される場合、染色および
タフトカーペットへのＳＢ／ＦＣ適用の経費の全てが排除される。上述のように、これは
優れた性能属性を有するカーペットを製造する経費を減らすだけでなく、水、蒸気、およ
びエネルギー消費を減らすことにより、カーペット製造の環境的影響を最小化もまたする
。
【００３６】
　本開示過程の様々な態様で撚りＢＣＦ糸は、それ自体でまたは未処理繊維および糸と混
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合され、カーペットまたは織物へとタフトおよび製造され得る。撚りＢＣＦ糸で製造され
たカーペットは、撥油性評定５以上および撥水性評定５以上を示す。
【００３７】
　あるいは、本開示過程は、異なる染色およびカーペット形成後の仕上げから様式化の好
都合が誘導され得る、特定の過程においてもまた好都合に適用され得る。例えば、汚れ抵
抗性または染み抵抗性の本開示発明の撚り糸は、染める前に任意で未処理糸に混ざってカ
ーペットにタフトされ得、よって美しい代替物を製造する。
【００３８】
　本防汚組成物を撚りＢＣＦ糸に適用するシステムがさらに開示される。本システムは、
（ａ）少なくとも２つの個々の糸部材から製造される単一の糸部材を送る第１の糸巻き取
りデバイスと、（ｂ）、当該防汚組成物を当該単一の糸部材に適用する第１の糸巻き取り
デバイスの下流に配置される、防汚組成物アプリケータと、（ｃ）糸乾燥加熱固化装置と
、（ｄ）当該単一の糸部材を受け取る第２の糸巻き取りデバイスと、を含む。当該第１の
糸巻き取りデバイスは、当該少なくとも２つの個々の糸部材を単一の糸部材へと撚ること
ができる、巻き取りロールまたはリールであり得る。当該個々の糸部材は、単一フィラメ
ントまたは繊維、または、複数のフィラメントもしくは繊維から製造された糸であり得る
。当該アプリケータは、湿った成分を乾燥基質に適用する任意の適切なデバイスであり得
、アプリケータパッド、ニップローラ、湿式芯、浸漬タンク、噴霧器、霧吹きを含むがこ
れらに限られない。組成物の含浸量は、約１０重量％～約３０重量％、約２０重量％～約
３０重量％、および約１０重量％～約２０重量％の間を含み、約５重量％～約５０重量％
の間である。結果として生じる撚りＢＣＦ糸は、フッ素系防汚成分が使用される場合、繊
維の重量で、約１００～約５００ｐｐｍのフッ素元素、約２００～約４００ｐｐｍのフッ
素元素、および約１００ｐｐｍ～約３００ｐｐｍのフッ素元素を含み、約１００ｐｐｍ～
約１０００ｐｐｍのフッ素元素を有し得る。防汚組成物が染み阻害剤をさらに含む場合、
それは繊維の重量で、約１０００ｐｐｍ～約３％、約０．５％～約２％、および約０．５
％～約１％を含み、約５００ｐｐｍ～約４％で存在する。本システムは、加熱固化装置の
前に補助撚糸装置およびスタッファーボックスも含み得る。当該補助糸撚り装置は、フィ
ラメント損傷の防止のための糸ホールドアップユニットであり得る。質感を与えるユニッ
トは、スタッファーボックスであり得る。加熱固化装置は、Ｓｕｅｓｓｅｎユニットであ
り得る。当該第２の糸巻き取りデバイスは、巻き付け器であり得る。
【００３９】
　図１は現在のケーブル撚糸過程を示す。ここで、クリール糸１１０は補助撚糸ユニット
１２０に入る。ここから、撚り糸はスタッファーボックス１３０を通り、乾燥加熱固化チ
ャネル１４０へと、加熱固化糸１５０として存在する前に、通過する。図２は本開示過程
の一態様を示す。ここで、クリール糸２１０は、補助撚糸ユニット２３０に入る前に、防
汚組成物アプリケータ２２０を通過する。ここから、処理された糸は、加熱固化チャネル
２４０において乾燥加熱固化される前に、補助撚糸ユニット２２０およびスタッファーボ
ックス２３０を通過する。最終糸は乾燥加熱固化処理糸２５０である。
【００４０】
　本開示過程は、直観的理解に反するものであり、驚くべきことに、カーペットまたは織
物へと製造されると容認可能な防汚性質を含む糸をもたらす。人は、上記のように過程を
並べ替えることは、下流のカーペット製造過程を野鳥狩りし、品質の悪いカーペットをも
たらし得ると予期し得る。したがって、下記に報告される結果は驚くべきで予期しないも
のなのである。
【実施例】
【００４１】
　以下は、上記で開示した過程の様々な態様を処理された２つの９９７デニールのベージ
ュ色溶液で染色したＢＣＦ繊維および処理を伴わない類似する繊維から製造したナイロン
６，６のカーペットの実施例である。代替防汚成分および染み阻害剤成分の選択、ならび
に、異なる表面化学組成を有する繊維および織物は、本明細書に開示される変形への微調
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試験方法：
酸性染料染み試験
【００４２】
　酸性染料抵抗性は、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｅｘｔｉｌ
ｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ　ａｎｄ　Ｃｏｌｏｒｉｓｔｓ（ＡＡＴＣＣ）Ｍｅｔｈｏｄ　１７
５－２００３の“Ｓｔａｉｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ：Ｐｉｌｅ　Ｆｌｏｏｒ　Ｃｏｖｅ
ｒｉｎｇｓ”から修正された手順を使用して評価される。製造者の指示に従い、チェリー
味のＫＯＯＬ－ＡＩＤ（登録商標）粉末（ニューヨーク州ホワイトプレーンズのＫｒａｆ
ｔ／Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｆｏｏｄｓ製の粉末ジュースで、特にＦＤ＆Ｃ赤色４０号を含有す
る）を混合することにより、９重量％の水性染み付け溶液が調製される。カーペット試料
（４×６インチ）が平らな非吸収表面上に置かれる。当該カーペット試料の上に中空プラ
スチック直径２インチ（５．１ｃｍ）のカップがしっかりと設置される。２０ｍＬのＫＯ
ＯＬ－ＡＩＤ（登録商標）染み付け溶液がカップ内に注がれ、当該溶液はカーペット試料
内に完全に吸収される。カップは除去され、染みの付いたカーペット試料は２４時間その
ままにしておかれる。インキュベーションの後、染み付き試料は、冷たい水道水で完全に
すすがれ、余分な水は遠心分離によって除去され、試料は空気で乾燥させる。カーペット
試料は、ＡＡＴＣＣ　Ｍｅｔｈｏｄ　１７５－２００３に記載されるＦＤ＆Ｃ　Ｒｅｄ　
Ｎｏ．４０　Ｓｔａｉｎ　Ｓｃａｌｅに従い、視覚的に染み付きについて検査および評価
された。染み抵抗性は、１～１０の尺度を使用して測定される。検出不可能な試験染み付
きには１０の値が与えられる。

撥油性および撥水性試験
　撥油性試験に次の液体が使用された。
【表１】

　撥水性試験に次の液体が使用された。
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【表２】

反発性試験手順
【００４３】
　評定番号１の液体の５滴が３ｍｍの高さからカーペットの表面に置かれる。１０秒後に
５滴のうち４つが球状から半球状でまだ可視的であった場合、カーペットには合格評定が
与えられる。大きい評定番号の液体で試験を繰り返す。試料の反発性評定は、反発性試験
を合格するために使用された最も高い評定番号の液体である。評定４以上を有するカーペ
ットは良好な防汚性質を有する。防汚処理なしでは、ほとんどのナイロンのカーペットは
撥油性および撥水性の両方について評定１を有する。
【００４４】
実施例１（比較例）
　カチオン性染色可能ポリマーから製造された２つの９９７デニールのベージュ色溶液で
染色したナイロン６，６のＢＣＦが、６．２５ｔｐｉの２本撚りの糸を形成するために、
Ｖｏｌｋｍａｎｎ機械を７０００ｒｐｍで使用してケーブル撚糸された。巻き付け速度は
約５０ｙｐｍであった。ケーブル撚り糸はその後Ｓｕｅｓｓｅｎ機械を２００℃の乾燥空
気を伴って使用し、加熱固化された。チャネル内でのホールドアップ時間は約６０秒間で
あった。温熱処理された糸は、平方ヤード当たり３５ｏｚ、１／８ゲージ、２２／３２イ
ンチのパイル高さのカットパイルカーペットに転換された。当該カーペットにはフルオロ
ケミカルは添加されなかった。完成カーペットは反発性について試験された。これは油に
ついて０および水について０の反発性評定を有した。本試料は反発性を有さなかった。
【００４５】
実施例２（比較例）
　カチオン性染色可能ポリマーから製造された２つの９９７デニールの溶液で染色したナ
イロン６，６のＢＣＦが、６．０ｔｐｉの２本撚りの糸を形成するために、Ｖｏｌｋｍａ
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ｎｎ機械を７０００ｒｐｍで使用してケーブル撚糸された。巻き付け速度は約５０ｙｐｍ
であった。ケーブル撚り糸はその後Ｓｕｅｓｓｅｎ機械を２００℃の乾燥空気を伴って使
用し、加熱固化された。チャネル内でのホールドアップ時間は約６０秒間であった。加熱
固化された糸は、１／８ゲージタフト機械上の、平方ヤード当たり３５ｏｚ、２２／３２
インチのパイル高さのカットパイルカーペットに転換された。当該タフトカーペット上に
フルオロケミカルが噴霧された。完成カーペットは、１５０ｐｐｍのフッ素を有すると分
析された。完成カーペットは撥油性および撥水性について試験された。これは油について
０および水について２の反発性評定を有した。本資料は容認不可能な反発性を有した。
【００４６】
実施例３（比較例）
　２つの１１００デニール、６ｄｐｆ溶液で染色した明小麦色のポリエステルＢＣＦ（品
目ＷＴ－１１）が、インチ当たり５．７５撚り（ｔｐｉ）の２本撚りの糸を形成するため
に、Ｖｏｌｋｍａｎｎケーブル撚糸機械を６９００ｒｐｍで使用してケーブル糸撚りされ
た。巻き付け速度は約５０ｙｐｍであった。ケーブル糸撚りされた糸はその後Ｓｕｅｓｓ
ｅｎ上で１８５℃の乾燥空気で加熱固化された。チャネル内でのホールドアップ時間は約
６０秒間であった。加熱固化された糸はフッ素元素を有さないと分析された。温熱処理さ
れた糸は、１／１０インチゲージのタフト機械上の、平方ヤード当たり３２ｏｚ、１／４
インチのパイル高さのループパイルカーペットに転換された。完成カーペットは反発性を
試験された。これは油または水に対して０の反発性を有すると評定された。
【００４７】
実施例４（発明）
　カチオン性染色可能ポリマーから製造された２つの９９７デニールのベージュ色溶液で
染色したナイロン６，６のＢＣＦが、６．２５ｔｐｉの２本撚りの糸を形成するために、
Ｖｏｌｋｍａｎｎ機械を７０００ｒｐｍで使用してケーブル撚糸された。巻き付け速度は
約５０ｙｐｍであった。ケーブル撚り糸はその後Ｓｕｅｓｓｅｎ機械を使用して加熱固化
された。ウィッキングアプリケータはクリールと補助撚糸ユニットとの間に挿入された。
幅１／２インチ厚さ１．５インチの綿芯（マサチューセッツ州ペッパーエルのＰｅｐｐｅ
ｒｅｌｌ　Ｂｒａｉｄｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ製の湿式芯）が、Ａ－２０１防汚化学物質
の５０％溶液をケーブル撚り糸に適用するために使用された。ケーブル撚り糸は、３５０
ｙｐｍで湿式芯を通過し、その後Ｓｕｅｓｓｅｎ機械を２００℃の乾燥空気を伴って使用
して加熱固化された。チャネル内でのホールドアップ時間は約６０秒間であった。加熱固
化された糸は、３０６ｐｐｍのフッ素元素を有すると分析された。温熱処理された糸は、
平方ヤード当たり３５ｏｚ、１／８ゲージ、２２／３２インチのパイル高さのカットパイ
ルカーペットに転換された。完成カーペットは撥水性および撥油性について試験された。
これは油について６および水について５の反発性評定を有した。これは優れた撥油性およ
び撥水性を有した。
【００４８】
実施例５（発明）
　カチオン性染色可能ポリマーから製造された２つの９９７デニールのベージュ色溶液で
染色したナイロン６，６のＢＣＦが、６．２５ｔｐｉの２本撚りの糸を形成するために、
Ｖｏｌｋｍａｎｎ機械を７０００ｒｐｍで使用してケーブル撚糸された。巻き付け速度は
約５０ｙｐｍであった。ケーブル撚り糸はその後Ｓｕｅｓｓｅｎ機械を使用して加熱固化
された。ウィッキングアプリケータはクリールと補助撚糸ユニットとの間に挿入された。
幅１／２インチ厚さ１．５インチの綿芯（マサチューセッツ州ペッパーエルのＰｅｐｐｅ
ｒｅｌｌ製の湿式芯）が、Ａ－２０１（ＩＮＶＩＳＴＡ）防汚化学物質の２５％水溶液を
ケーブル撚り糸に適用するために使用された。ケーブル撚り糸は、３５０ｙｐｍで湿式芯
を通過し、その後Ｓｕｅｓｓｅｎ機械を２００℃の乾燥空気を伴って使用して加熱固化さ
れた。チャネル内でのホールドアップ時間は約６０秒間であった。加熱固化した糸は１４
８ｐｐｍのフッ素元素を有すると分析された。温熱処理された糸は、平方ヤード当たり３
５ｏｚ、１／８ゲージ、２２／３２インチのパイル高さのカットパイルカーペットに転換
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された。完成カーペットは撥水性および撥油性について試験された。これは油について５
および水について４の反発性評定を有した。これは優れた撥油性および撥水性を有した。
【００４９】
実施例６（発明）
　２つの１１００デニール溶液で染色した明小麦色のポリエステルＢＣＦ（品目ＷＴ－１
１）が、５．７５ｔｐｉの２本撚りの糸を形成するために、Ｖｏｌｋｍａｎｎケーブル撚
糸機械を６９００ｒｐｍで使用してケーブル撚糸された。巻き付け速度は約５０ｙｐｍで
あった。ウィッキングアプリケータは巻き取りロールと巻き付け器との間に挿入された。
幅１／２インチの綿芯（マサチューセッツ州ペッパーウェルのＰｅｐｐｅｒｅｌｌ　Ｂｒ
ａｉｄｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ製湿式芯）が、Ａ－２２５（ＩＮＶＩＳＴＡ）防汚化学物
質の４８％水溶液をケーブル撚り糸に適用するために使用された。ケーブル撚り糸は、約
５０ｙｐｍで湿式芯を通過した。ケーブル撚り糸はその後Ｓｕｅｓｓｅｎ上で１８５℃の
乾燥空気を伴って加熱固化された。チャネル内でのホールドアップ時間は約６０秒間であ
った。加熱固化された糸は２８０ｐｐｍのフッ素元素を有すると分析された。温熱処理さ
れた糸は、１／１０インチゲージのタフト機械上の、平方ヤード当たり３２ｏｚ、１／４
インチのパイル高さのループパイルカーペットに転換された。完成カーペットは反発性を
試験された。これは油に対して４油および水に対して５の反発性を有すると評定された。
【００５０】
　本発明は、本開示処理過程の様々な態様、処理された繊維、カーペット、織物、および
防汚組成物をＢＣＦ糸に適用するために使用されるシステムへの参照を伴い上記された。
前述の詳細な説明を読み理解する際に、他のものに対して明らかな修正および変更が生じ
得る。本発明は、それらが請求項の範囲内に収まる限り、全てのそのような修正および変
更を含むものとして解釈されることを意図するものである。

【図１】

【図２】
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【国際調査報告】
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