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(57)【要約】
　経糸繊維を配置するための1つ以上の経糸カラム、及
び、経糸繊維を通させるためのヘドルのための1つ以上
のヘドルカラムを有する、多層製品を製織するための装
置。該製織装置は、経糸カラム及びヘドルカラムの数値
比が小数値である。また、経糸繊維の一部分は前記小数
値に基づいて1つ以上のヘドルカラムのヘドルを通すこ
とが可能である。隣接経糸繊維がセグメント化され、上
記小数値に基づいてヘドルカラムのヘドルを通される、
多層製品を製織するための方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層製品を製織するための装置であって、
　経糸繊維を配置するための1つ以上の経糸カラム、及び、
　経糸繊維を通させるためのヘドルを配置するための1つ以上のヘドルカラム、
を含み、経糸カラム及びヘドルカラムの数値比は小数値であり、そして、
　経糸繊維の一部は前記小数値に基づいてヘドルカラムの1つ以上のヘドルを通すことが
できる、装置。
【請求項２】
　前記多層製品内の層の数に前記小数値を掛け合わせた数に少なくとも等しい1つ以上の
ヘドルカラムの各々にある複数のヘドルをさらに含む、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記多層製品内の層の数に等しい1つ以上の経糸カラムの各々にある複数の経糸繊維を
含む、請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記小数値は０．１～１０．５である、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記多層製品は2つ以上の層を有する、請求項３記載の装置。
【請求項６】
　前記装置は経糸繊維を配置するための2つ以上の経糸カラムを有する、請求項１記載の
装置。
【請求項７】
　前記多層製品内の層の数に前記小数値を掛け合わせた数に少なくとも等しい、1つ以上
のヘドルカラムの各々にある複数のヘドルをさらに含む、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記多層製品内の層の数に等しい、2つ以上の経糸カラムの各々にある複数の経糸繊維
をさらに含む、請求項7記載の装置。
【請求項９】
　前記小数値は０．１～１０である、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記小数値は１．５である、請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　通過可能な経糸繊維の数は、経糸繊維の総数の１．５倍が単一のヘドルカラムのヘドル
を通ることができるような数である、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　経糸カラムの数は3であり、ヘドルカラムの数は2であり、
　多層製品は32層多層製品であり、そして、
　3つの経糸カラムの各々は32本の経糸繊維を有し、2つのヘドルカラムの各々は48個のヘ
ドルを有する、請求項１０記載の装置。
【請求項１３】
　多層製品を製織するための装置であって、
　小数値である、経糸カラム/ヘドルカラムの数値比を備え、
　前記経糸カラムの数は少なくとも3の経糸カラム数であり、
　前記ヘドルカラムの数は前記経糸カラムの数よりも少なく、
　前記経糸カラムの各々にある経糸繊維の数は前記多層製品内の層の数に等しく、
　前記多層製品内の層の数に前記小数値を掛け合わせ、そしてさらにヘドルカラムの数を
掛け合わせたものは、前記多層製品内の層の数に前記経糸カラム数を掛け合わせたものと
少なくとも等しい、装置。
【請求項１４】
　多層製品を製織するための方法であって、
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　a.経糸繊維を配置するための1つ以上の経糸カラム、及び、ヘドルを配置するための1つ
以上のヘドルカラムを有し、前記経糸カラム/ヘドルカラムの数値比は小数値である製織
装置を有すること、
　b.セグメントが前記小数値に基づくように隣接経糸繊維をセグメント化すること、及び
、
　c.セグメント化された経糸繊維を、前記小数値に基づいてヘドルカラムのヘドルを通し
て通させること、
の工程を含む、方法。
【請求項１５】
　前記製織装置は2つ以上の経糸カラムを有する、請求項１４記載の多層製品を製織する
ための方法。
【請求項１６】
　a.前記小数値は１．５であり、
　b.第一のヘドルカラムの隣接ヘドルを通して第一の経糸カラムの全ての隣接経糸繊維を
通し、
　c.前記第一のヘドルカラムの隣接ヘドルを通して第二の経糸カラムの隣接経糸繊維の第
一の半分を通し、
　d.第二のヘドルカラムの隣接ヘドルを通して前記第二の経糸カラムの隣接経糸繊維の第
二の半分を通し、
　e.前記第二のヘドルカラムの隣接ヘドルを通して第三の経糸カラムの全ての経糸繊維を
通し、
　f.前記経糸カラムの経糸繊維が前記ヘドルカラムのヘドルを通されるまで、工程b～eを
繰り返す、
請求項１５記載の多層製品を製織するための方法。
【請求項１７】
　a.前記第一のヘドルカラムのヘドルにより前記第一の経糸カラムの経糸繊維を制御する
こと、
　b.前記第一のヘドルカラムのヘドルにより前記第二の経糸カラムの経糸繊維の第一の半
分を制御すること、
　c.前記第二のヘドルカラムのヘドルにより前記第二の経糸カラムの経糸繊維の第二の半
分を制御すること、
　d.前記第二のヘドルカラムのヘドルにより前記第三の経糸カラムの経糸繊維を制御する
こと、
　e．前記経糸カラムの経糸繊維が前記ヘドルカラムのヘドルにより制御されるまで工程
ｂ～eを繰り返すこと、
をさらに含む、請求項１６記載の多層複合材を製織するための方法。
【請求項１８】
　a.前記第一の経糸カラムの全ての経糸繊維は前記第一のヘドルカラムの頂部の隣接ヘド
ルを通され、
　b.前記第二の経糸カラムの経糸繊維の上半分は前記第一のヘドルカラムの底部の隣接ヘ
ドルを通され、
　c.前記第二の経糸カラムの経糸繊維の下半分は前記第二のヘドルカラムの頂部の隣接ヘ
ドルを通され、
　d.前記第三の経糸カラムの経糸繊維の全ては前記第二のヘドルカラムの底部の隣接ヘド
ルを通され、
　e.前記経糸カラムの経糸繊維が前記ヘドルカラムのヘドルを通されるまで工程a～dを繰
り返す、請求項１６記載の多層製品を製織するための方法。
【請求項１９】
　a.前記製織装置は3つの経糸カラム及び2つのヘドルカラムを有し、
　b.32本の隣接経糸繊維は前記第一のヘドルカラムの頂部の32個の隣接ヘドルを通され、
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　c.前記第二の経糸カラムの上半分にある16本の隣接経糸繊維は前記第一のヘドルカラム
の底部の16個の隣接ヘドルを通され、
　d.前記第二の経糸カラムの下半分にある16本の隣接経糸繊維は前記第二のヘドルカラム
の頂部の16個の隣接ヘドルを通され、
　e.前記第三の経糸カラムの32本の隣接経糸繊維は第二のヘドルカラムの底部の32個の隣
接ヘドルを通される、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　a.前記経糸カラムの数は少なくとも3の経糸カラム数であり、
　b.前記ヘドルカラムの数は経糸カラム数よりも少ない、請求項１４記載の多層製品を製
織するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
背景
１．発明の分野
　本発明は、ヘドルカラムによって制御される経糸繊維のカラムから織られる多層製品の
製織に関する。特に、経糸カラムの数のヘドルカラムの数に対する比は小数値である。
【背景技術】
【０００２】
関連技術の説明
　構造部品を製造するための強化複合材料の使用は、特に、求められる所望の特性が軽量
で、強く、耐久性があり、耐熱性で、自己支持性であり、加工及び成形に適応できる用途
において、現在広く普及している。そのような部品は、例えば、航空、航空宇宙、衛星、
レクリエーション用途（レーシングボート及び自動駆動物など）及び他の用途で使用され
る。
【０００３】
　典型的には、そのような部品はマトリックス材料に埋め込まれた強化材料からなる。補
強部品は、ガラス、炭素、セラミック、アラミド、ポリエチレン、及び／又は、所望の物
理的、熱的、化学的及び／又は他の特性を示す他の材料のような材料から製造することが
でき、上記の他の特性としては、特に、応力破損に対する大きな強度である。最終的に、
完成した部品の構成要素となるこのような補強材の使用によって、補強材の所望の特性、
例えば、非常に高い強度は完成した複合材部品に付与される。構成補強材は、例えば、多
層プリフォーム構造へと製織されうる。
【０００４】
　製織は、織物構造を作るために何世紀にもわたり採用されてきた。織物構造は2つのカ
テゴリに分類されるスレッド、ヤーン又は繊維を交絡させることによって形成され、それ
らは（i）耳又は端部（時に、機械方向又はＭＤと呼ばれることもある）に平行である「
経糸スレッド」又は経糸ヤーン又は経糸繊維と、それが交絡され又は「織られる」（ii）
垂直方向の一連の「緯糸スレッド」、緯糸ヤーン又は緯糸繊維（時に、機械横断方向又は
ＣＤと呼ばれる）である。典型的には、経糸及び緯糸ヤーン又は繊維は、交絡されて、製
織装置上に織物構造を作る。最も単純な織パターンは、各緯糸スレッド、ヤーン又は繊維
が経糸スレッド又は繊維の上及び下を連続的に通過する交互のパターンからなる。より複
雑な構造は、追加のヤーンが多層構造において経糸及び緯糸に結合するように、三次元（
3D織）で製織される。
【０００５】
　習慣的に、製織装置は、製織プロセスで3つの主な動作：（i）シェディング、（ii）ピ
ッキング及び（iii）ビーティングアップを使用する。シェディングは、緯糸繊維をシャ
トルによって通過させるために経糸繊維群の間に三角形の開口部を形成することを含む。
ピッキングは緯糸繊維をシェッドに通過させることを含む。また、ビーティングアップは
、櫛状の筬を用いて緯糸繊維を反復織パターンで互いに所望のように密に詰めることを含
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む。
【０００６】
　一般に、ジャカード製織では、経糸繊維を分離し、緯糸繊維が通過できるシェッド、三
角形開口部又は空間を形成するために使用される製織部品はヘドルと呼ばれる。ヘドルの
垂直位置の制御はシェッドの形成を制御する。シェッド開口部は、一組の経糸繊維を別の
組に対して持ち上げることによって形成することができる。あるいは、一組の繊維を中立
位置から持ち上げ、残りの繊維を同中立位置から下げることができる。幾つかの場合には
、交互の経糸繊維が隣接する繊維に対して持ち上げられる。又は、ある数の一連の繊維を
一緒に持ち上げるか、又は、持ち上げずに、織物構造内の緯糸繊維とともに所望のパター
ンを形成する。
【０００７】
　通常、ヘドルは、経糸繊維を通過させる適切なサイズの目又は開口部を有する金属、ワ
イヤー、撚り線、ポリマー編組、プレスされたシートメタル、ポリエステル又はストリン
グから作られた長尺構造である。ヘドルの頂部及び底部は、ヘドルハーネス又はヘドルカ
ラムと呼ばれる部品に付属させ、接続し又は取り付けることを可能にする構造を有する。
大まかに言えば、経糸繊維は、製織装置の一端で経糸ビーム又は経糸クリールから延び、
ヘドルを通過し、製織装置の他端で別のビーム又は布帛カラムに付く。緯糸繊維が経糸繊
維によって形成されたシェッドを通過した後に、筬を用いてビーティングアップし、又は
、緯糸及び経糸繊維を所望のパターン及び密度に締め付ける。
【０００８】
　織物構造の1つの特徴は、織物材料の幅1インチあたりの経糸繊維の数である。製織用語
では、幅方向１インチ当たりの経糸繊維の数は、インチ当たりのデント又は「dpi」とし
て知られている。例えば、幅方向１インチ当たりに12本の経糸繊維を有する織物構造は12
dpi材料と呼ばれる。
【０００９】
　通常、製織装置は、製造される織物構造のために選ばれた適切なヘドルカラム形状を有
する。例示として、製造される織物構造が12dpiを有するならば、ヘドルカラムは１イン
チ当たり12個のヘドルを有することができる。各経糸ヤーンが1つのヘドルを通過するの
で、織物材料のdpiは、ヘドルカラムの1インチ幅当たりのヘドル数又はヘドル間隔を決定
する。
【００１０】
　典型的には、プリフォームに使用される織物構造は多層3D構造である。すなわち、水平
面から見ると、複数層の経糸端を見ることができる。例えば、32層の織物構造では、水平
カットから見たときに、材料の厚さにわたって32の経糸端が存在する。これらの経糸繊維
は、通常、32層の織物構造は32経糸繊維/経糸カラムを有するように、カラムに配置され
る。
【００１１】
　プリフォームのための多層構造を織るときに、製織装置の幾何学的形状は、ヘドルカラ
ム間隔に整数を掛けて、所望の経糸カラムの間隔を達成するように選択することができる
。例えば、12経糸繊維/幅方向インチ又はdpiを有する32層プリフォームが望ましい場合に
は、製織装置は、ヘドル間隔が12ヘドル/インチとなるような32のヘドルを含むヘドルカ
ラムを有することができる。このように、１つの経糸カラム上の繊維は、１つのヘドルカ
ラム上のヘドルを通される（laced through）。あるいは、ヘドル間隔が6ヘドル/インチ
となるような64個のヘドルを含むヘドルカラムを使用することができる。64ヘドル/カラ
ムでは、2つの経糸カラム上の繊維は、１つのヘドルカラムのヘドルを通される。高い経
糸繊維計数を有する多層織物構造のいくつかの状況では、1つのヘドルカラムが1つの経糸
カラムを織る製織装置を構成することは、あまりにも多くの経糸及び緯糸繊維過密となり
、効率的に製織することができない。１つのヘドルカラムが2つの経糸カラムを織る製織
装置を構成する場合には、ヘドルの深さが大きく、そのため、非常に小さいシェッド開口
部が形成され、経糸制御が不十分で製織が困難になる。
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【発明の概要】
【００１２】
　本開示は、例えば、経糸及び緯糸繊維過密を低減し、より良好な経糸制御性を増加させ
、製織に適したシェッド開口部を有することによって、多層製品の効率的な製織を可能に
する経糸カラム及びヘドルカラム構成を有する製織装置を提供することができる。
【００１３】
　用語「繊維」、「スレッド」及び「ヤーン」は本開示において互換的に使用される。「
繊維」、「スレッド」及び「ヤーン」は、モノフィラメント、マルチフィラメントヤーン
、撚糸、マルチフィラメントトウ、テクスチャードヤーン、編組トウ、コーテッドヤーン
、二成分モノフィラメントヤーンならびに伸張破断繊維から作られたヤーンを指すことが
できる。「繊維」及び「ヤーン」はまた、ガラス、カーボン、セラミック、アラミド、ポ
リエチレン及び/又は所望の物理的、熱的、化学的及び/又は他の特性を示す他の材料を指
し、他の特性は、その中でも応力破損に対する大きな強度である。
【００１４】
　本開示は、経糸繊維を配置するための１つの以上の経糸カラム、及び、経糸繊維を通す
ためのヘドルを配置するための１つ以上のヘドルカラムを有する、多層製品を織るための
装置を提供することができる。本開示は、小数値である経糸カラム及びヘドルカラムの数
値比を提供することができ、ここで、経糸繊維の一部は、その小数値に基づいて１つ以上
のヘドルカラムでヘドルを通すことが可能である。
【００１５】
　本開示は小数値である経糸カラム及びヘドルカラムの数値比を有する多層製品を織るた
めの装置を提供することができ、ここで、経糸カラムの数は少なくとも３の高経糸カラム
計数であり、ヘドルカラムの数は高経糸カラム計数よりも小さい。そして本開示は、上記
小数値を掛けそしてヘドルカラムの数をさらに掛けた多層製品における層の数が高経糸カ
ラム計数で掛けた多層製品における層の数と少なくとも等しいように、経糸カラムの各々
にある経糸繊維の数は多層製品における層の数と等しいものを提供する。
【００１６】
　本開示は、0.1～10.5の小数値を提供することができ、当業者により一般的に1.5～4.5
として理解されるであろう。本開示は2つ以上の層を有する多層製品を提供することがで
きる。
【００１７】
　本開示は、経糸カラムのヘドルカラムに対する数値比が小数値である1つ以上の経糸カ
ラム及び1つ以上のヘドルカラムを有する製織装置を有する工程を含む多層製品を製織す
るための方法を提供することができる。そして、隣接する経糸繊維をセグメント化し、上
記小数値に基づくヘドルカラムにおけるヘドルに、前記セグメント化した経糸繊維を通す
工程が存在する。本開示は、ヘドルを含むヘドルカラムでヘドルを通される経糸繊維を制
御することを提供することができる。
【００１８】
　本開示のより良い理解、その操作上の利点及びその使用により達成される特定の目的の
ために、本発明の非限定的な例示的な実施形態における付随する説明事項が参照される。
【００１９】
　本開示における用語「含む（comprising）」及び「含む（comprises）」は「含む（inc
luding）」及び「含む（includes）」を意味することができ、又は、米国特許法での用語
「含む（comprising）」及び「含む（comprises）」に一般に与えられる意味を有するこ
とができる。特許請求の範囲で使用されるならば、用語「から本質的になる（consisting
 essentially of）」又は「から本質的になる(consists essentially of)」は、米国特許
法に帰される意味を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
図面の簡単な説明
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　本開示のさらなる理解を提供するために含まれる添付の図面は、本明細書に組み込まれ
、その一部を構成する。提示された図面は、本発明の様々な非限定的実施形態を示してお
り、記載とともに本開示の原理を説明する役割を果たす。図面において、
【図１】図１は3つの経糸カラム及び2つのヘドルカラムを有する製織装置を示す。
【図２】図２はヘドルカラムでヘドルを通す経糸繊維の概略図である。
【図３】図３は2つのヘドルカラムの上面図、及び、5つの経糸繊維カラムの横断面の概略
図であり、経糸繊維を有する。
【図４】図４は3つのヘドルカラムの上面図、及び、5つの経糸繊維カラムの横断面の概略
図であり、経糸繊維を有する。
【図５】図５は５つのヘドルカラムの上面図、及び、2つの経糸繊維カラムの横断面の概
略図であり、経糸繊維を有する。
【図６】図６は2つのヘドルカラムの上面図、及び、3つの経糸繊維カラムの横断面の概略
図であり、経糸繊維を有する。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
詳細な説明
　経糸カラム/ヘドルカラムの比が小数値である多層プリフォームを織るのを円滑にする
経糸カラム計数及びヘドルカラム計数を有する製織装置の例示的な実施形態は開示され、
ここで、上記の小数値に基づいて１つ以上のヘドルカラムでヘドルに経糸繊維の一部を通
すことができ、従来技術よりも良好で適切なシェッド空間及び効率的な製織を可能にする
。
【００２２】
　図1を参照すると、2つのヘドルカラム104,105及び3つの経糸カラム101,102,103を用い
た4層多層プリフォームを製織するための例示的な製織装置が示されている。経糸カラム
のヘドルカラムに対する比は、経糸カラムの数をヘドルカラムの数で割って決定されると
おり、１．５である。図１は、ヘドルカラムでヘドルを通される経糸繊維を示す。経糸カ
ラム101は4つの例示的な経糸繊維106,107,108,109を示す。経糸カラム102は、4つの例示
的な経糸繊維110,111,112,113を示す。また、経糸カラム103は4つの例示的な経糸繊維114
,115,116,117を示す。ラッピングによる経糸カラムの周りの経糸繊維の配置は経糸繊維を
各経糸カラムに配置することができる非限定的な様式を表す。さらに、各経糸カラムに4
層の多層プリフォーム及び4つの経糸繊維を有することは、例示の明瞭化のために選択し
た非限定的な例である。
【００２３】
　図１は、経糸の繊維をヘドルに通させた状態を示す。図１は、経糸カラム101からヘド
ルカラム104のヘドル118-121を通って延在する経糸繊維106-109を示す。経糸繊維110及び
111は、経糸カラム102からヘドルカラム104のヘドル122-123を通って延在している。経糸
繊維112-113は経糸カラム102からヘドルカラム105のヘドル124-125を通って延在している
。経糸繊維114-117は、経糸カラム103から、ヘドルカラム105のヘドル126-129を通って延
在している。
【００２４】
　図１は、ヘドルカラムのヘドルを通る経糸カラムの経糸繊維の数が経糸カラムの数/ヘ
ドルカラムの数としての小数値を反映するように経糸繊維を通す方法を示す。例えば、図
１は経糸カラムの数/ヘドルカラムの数としての小数値として１．５を表す。図１はさら
に、経糸カラム101の4つの経糸繊維全て及び経糸カラム102の2つの経糸繊維、すなわち、
経糸繊維の半分はヘドルカラム103のヘドルを通される。図１は、経糸カラム103の4つの
経糸繊維全て及び経糸カラム102の2つの経糸繊維、すなわち、経糸繊維の半分は、ヘドル
カラム104のヘドルを通される。このように、経糸繊維の数の１．５倍はヘドルカラムの
ヘドルを通される。
【００２５】
　図２は、ヘドルカラム202に取り付けられたヘドル200を示しており、これには、経糸繊
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維206を通すことができる開口部204の非限定的な例が含まれている。
【００２６】
　図３を参照すると、60層の多層プリフォームは、2つのヘドルカラム301,302と5つの経
糸カラム303-307とを備えた製織装置で製織されている。経糸カラムのヘドルカラムに対
する比は、経糸カラムの数をヘドルカラムの数で割って決定されるとおり、２．５である
。図３は、2つのヘドルカラム301及び302の上面図を示す。各ヘドルカラムは150のヘドル
を有する。図３は5つの経糸カラム303-307の断面図を示す。各経糸カラムは60の経糸繊維
を有する。各経糸繊維はヘドルカラム301,302のうちの1つにあるヘドルを通される。
【００２７】
　図３は、ヘドルカラムのヘドルを通される経糸カラムの経糸繊維の数が経糸カラムの数
/ヘドルカラムの数としての小数値を反映するように経糸繊維を通させる方法を示す。例
えば、図３は、経糸カラム303,304のそれぞれの60本の経糸繊維全てがヘドルカラム301の
ヘドルを通される製織装置を示す。図３は、経糸カラム305の30本の経糸繊維、すなわち
、経糸繊維の半分はヘドルカラム301のヘドルを通される。図３は、経糸カラム305の経糸
繊維の残りの30本、すなわち、半分はヘドルカラム302のヘドルを通されることを示す。
図３は、各経糸カラム306及び307の60本の全ての経糸繊維はヘドルカラムのヘドルを通さ
れることを示す。したがって、経糸カラムの経糸繊維の２．５倍は、ヘドルカラムのヘド
ルを通される。
【００２８】
　さらに、本開示はヘドルカラムの隣接ヘドルを通して経糸カラムの隣接経糸繊維を通さ
せる方法を提供することができる。例えば、図３は、経糸カラム303の隣接経糸繊維がヘ
ドルカラム301の隣接ヘドルを通され308、そして経糸カラム304の隣接経糸繊維がヘドル
カラム301の隣接ヘドルを同様に通されること309を示す。図３は、経糸カラム305の隣接
繊維がヘドルカラム301の隣接ヘドルを通され310、経糸カラム305の隣接経糸繊維がヘド
ルカラム302の隣接ヘドルを通されることを示す。図３は経糸カラム306の隣接経糸繊維が
ヘドルカラム302の隣接ヘドルを通され312、経糸カラム307の隣接経糸繊維がヘドルカラ
ム302上の隣接ヘドルを通されること313を示す。
【００２９】
　さらに、本開示は、各ヘドルカラムに複数のヘドルを提供することができ、これは、経
糸カラムの数のヘドルカラムの数に対する比としての小数値を、多層プリフォーム内の層
の数で掛けることによって決定することができる。例えば、図３は、60層の多層プリフォ
ーム用の2.5の小数値の製織装置を示す。2.5を60で掛け算すると150になる。したがって
、図３は各ヘドルカラムの150のヘドルを示す。本開示は、製織装置内において、各ヘド
ルカラムのヘドルの数に、ヘドルカラムの総数を掛け合わせることによって決定されるヘ
ドルの総数を提供することができる。一例として、図３は、各ヘドルカラムにある150個
のヘドル及び2つのヘドルカラムを示し、このようにして、合計で300のヘドルに等しい。
【００３０】
　さらに、本開示は、多層プリフォーム内の層の数に等しい複数の経糸繊維を各経糸カラ
ムに提供することができる。例えば、図３は、各経糸カラムに60の経糸繊維を有する60層
の多層プリフォームのための製織装置を示す。本開示は、各経糸カラムの経糸繊維の数に
経糸カラムの総数を掛け合わせることによって決定されるとおりの経糸繊維の総数を提供
することができる。例えば、図３は、製織装置内の5つの経糸カラムを示しており、各経
糸カラムに60本の経糸繊維があり、それは掛け合わされたときに総計300の経糸繊維に等
しくなる。
【００３１】
　本開示は、経糸繊維の総数と等しい又はほぼ等しいヘドルの総数を提供することができ
る。例えば、図３は60層の多層プリフォームのための製織装置を示し、ヘドルカラム301,
302の各々に150個のヘドル、総計で300のヘドルを備え、経糸カラム303-307に300本の経
糸繊維を有する。
【００３２】
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　本開示はまた、経糸カラムのヘドルカラムに対する比が小数値である製織装置を提供す
ることができ、ここで、各経糸カラムの経糸繊維の数は多層製品中の層の数に等しく、各
経糸カラムの経糸繊維の数が上記小数値と掛け合わせられ、さらにヘドルカラムの総数と
掛け合わされるときに、多層プリフォーム内の層の数に経糸カラムの数を掛け合わせたも
のと少なくとも等しい。例えば、図３は、（各経糸カラムの経糸繊維）60本に2.5（小数
値）を掛けたものは150（各ヘドルカラムのヘドル）に等しく、それにさらに2（総計ヘド
ルカラム）を掛けると、60（多層の数）に5（総経糸カラム）を掛けたものに等しい。
【００３３】
　図４を参照すると、40層多層プリフォームは、3つのヘドルカラム401,402,403及び5つ
の経糸カラム404-408を備えた製織装置で織られている。経糸カラムのヘドルカラムに対
する比は、経糸カラムの数をヘドルカラムの数で割って決定されるとおり、１と2/3であ
る。図４は、3つのヘドルカラム401-403の上面図を示す。各ヘドルカラムは67のヘドルが
ある。図４は、5つの経糸カラム404-408の横断面図を示す。各経糸カラムは40本の経糸繊
維を有し、多層プリフォーム内の層の数に等しい。各経糸繊維はヘドルカラム401-403の
うちの1つにあるヘドルを通される。
【００３４】
　図４は、ヘドルカラムのヘドルを通る経糸カラムの経糸繊維の数が経糸カラムの数/ヘ
ドルカラムの数としての小数値を反映するように経糸繊維を通させる方法を示す。例えば
、図４は、経糸カラム404の経糸繊維全て及び経糸カラム405の経糸繊維の2/3がヘドルカ
ラム401のヘドルを通される409,410、製織装置を示す。図４は経糸カラム405の経糸繊維
の1/3及び経糸カラム407の経糸繊維の1/3及び経糸カラム406の経糸繊維の全てはヘドルカ
ラム402のヘドルを通される411,412,413。図４は、経糸カラム407の経糸繊維の2/3及び経
糸カラム408の経糸繊維の全てはヘドルカラム403のヘドルを通される414,415。したがっ
て、経糸カラムの経糸繊維の１と2/3は１つのヘドルカラムのヘドルを通される。
【００３５】
　図４の各ヘドルカラムのヘドルの数は、1と2/3の小数値（経糸カラムのヘドルカラムに
対するものとして）に40（多層プリフォーム内の層の数）を掛けることによって決定する
ことができる。したがって、図４は最も近い整数に繰り上げて概算して67ヘドル/ヘドル
カラムを示している。ヘドルの総数は、各ヘドルカラムのヘドルの数にヘドルカラムの総
数を掛け合わせることにより決定して201である。経糸繊維の総数は、多層プリフォーム
内の層の数、すなわち、40層に、経糸カラムの総数、すなわち、5つの経糸カラムを掛け
ることによって決定して200である。したがって、図４は、経糸カラムの経糸繊維の総数
が、ヘドルカラムのヘドルの総数にほぼ等しいが、端数を概算処理していることを示す。
ただし、ヘドルの数は、経糸繊維を収容するのに十分な数のヘドルを確保するために、最
も近い整数に繰り上げ概算処理される。
【００３６】
　図５を参照すると、25層の多層プリフォームは、5つのヘドルカラム501-505及び2つの
経糸カラム506-507を備えた製織装置で織られている。経糸カラムのヘドルカラムに対す
る比は、経糸カラムの数をヘドルカラムの数で割ることにより決定されるとおりの2/5で
ある。図５は、5つのヘドルカラム501-505の上面図を示す。各ヘドルカラムには10個のヘ
ドルがある。図５は、2つの経糸カラム506-507の横断面図を示す。各経糸カラムは25本の
経糸繊維を有し、多層プリフォーム内の層数に等しい。各経糸繊維はヘドルカラム501-50
5のうちの1つにあるヘドルを通される。
【００３７】
　図５は、ヘドルカラムのヘドルを通される経糸カラムの経糸繊維の数が経糸カラムの数
/ヘドルカラムの数としての小数値を反映するように経糸繊維を通させる方法を示す。例
えば、図５は、全ての経糸繊維の25本のうちの10と2/5がヘドルカラムのヘドルを通され
る製織装置を示す。例えば、経糸カラム506の10本の経糸繊維はヘドルカラム501のヘドル
を通される508。経糸カラム506の10本の経糸繊維はヘドルカラム502のヘドルを通される5
09。経糸カラム506の5本の経糸繊維はヘドルカラム503のヘドルを通される510。経糸カラ
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ム507の5本の経糸繊維はヘドルカラム503のヘドルを通される511。経糸カラム507の10本
の経糸繊維はヘドルカラム504のヘドルを通され512、そして経糸カラム507の10本の経糸
繊維はヘドルカラム505のヘドルを通される513。このようにして、経糸カラムの経糸の2/
5は１つのヘドルカラムのヘドルを通される。
【００３８】
　図５の各ヘドルカラムのヘドルの数は、2/5の分数（経糸カラムのヘドルカラムに対す
る比として）に25（多層プリフォーム内の層の数）を掛け合わせることによって決定する
ことができる。したがって、図５は10ヘドル/ヘドルカラムを示す。ヘドルの総数は、各
ヘドルカラムのヘドルの数にヘドルカラムの総数を掛け合わせることによって決定される
とおりの50である。経糸繊維の総数は、多層プリフォーム内の層の数、すなわち25を、経
糸の総数、すなわち、2つの経糸カラムに掛け合わせることによって決定されるとおりの5
0である。経糸カラムの経糸繊維の総数は、ヘドルカラムのヘドルの総数に等しい。
【００３９】
　図６を参照すると、32層の多層プリフォームは2つのヘドルカラム601,602及び3つの経
糸カラム603-605を備えた製織装置で織られている。経糸カラムのヘドルカラムに対する
比は１．５である。図6は、2つのヘドルカラム601,602の上面図を示す。各ヘドルカラム
は48のヘドルを有する。図６は、3つの経糸カラム603-605の横断面図を示す。各経糸カラ
ムは、多層プリフォーム内の層の数に等しい、32本の経糸繊維を有する。各経糸繊維は、
ヘドルカラム601-602の1つにあるヘドルを通される。
【００４０】
　図６は、ヘドルカラムのヘドルを通される経糸カラムの経糸繊維の数が経糸カラムの数
/ヘドルカラムの数としての小数値を反映するように経糸繊維を通させる方法を示す。例
えば、図６は、経糸カラム603の経糸繊維の全部、すなわち、32本、及び、経糸カラム604
の経糸繊維の半分、すなわち、16本がヘドルカラム601のヘドルを通される606,607製織装
置を示す。図６は、経糸カラム604の経糸繊維の残りの半分、すなわち、16本がヘドルカ
ラム602のヘドルを通され608、経糸カラム605の経糸繊維の全て、すなわち、32本がヘド
ルカラム602のヘドルを通される609。このように、経糸カラムの経糸繊維の1.5倍は１つ
のヘドルカラムのヘドルを通される。
【００４１】
　図６の各ヘドルカラムのヘドルの数は、1.5（経糸カラム/ヘドルカラムとして）に32（
多層プリフォーム内の層の数）を掛け合わせることによって決定することができ、これは
48ヘドル/ヘドルカラムに等しい。ヘドルの総数は、各ヘドルカラムのヘドルの数、すな
わち、48を、ヘドルカラムの総数、すなわち、2に掛け合わせることにより決定されると
おりの96である。経糸繊維の総数は、多層プリフォーム内の層の数、すなわち、32を、経
糸カラムの総数、すなわち３に掛け合わせることによって決定されるとおりの96である。
経糸カラムの経糸繊維の総数は、ヘドルカラムのヘドルの総数に等しい。
【００４２】
　本開示は、第一のヘドルカラム601の頂部の隣接ヘドルを通して第一の経糸カラム603の
全ての経糸繊維を通させ606、第一のヘドルカラム601の底部の隣接ヘドルを通して第二の
経糸カラム604の経糸繊維の上半分を通させ607、第二のヘドルカラム602の頂部の隣接ヘ
ドルを通して第二の経糸カラム604の経糸繊維の下半分を通させ608、そして第二のヘドル
カラム602の底部の隣接ヘドルを通して第三の経糸カラム605の全ての経糸繊維を通させる
ことを提供することができる。
【００４３】
　本開示は、複数の経糸カラム及び複数のヘドルカラムを有し、その数値比が小数値であ
る装置を用いて多層プリフォームのための緯糸繊維を効率的に製織するための適切なシェ
ッド空間を提供することができる。例えば、少なくとも3つの経糸カラム、より少ないヘ
ドルカラム、及び、それらの間の小数値としての数値比の高経糸カラム計数を有すること
は、当業者に理解されるように、さもなければ典型的に起こる、多層製品を製織すること
を困難にする、小さなシェッド開口部及び低い経糸制御性を排除する。
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【００４４】
　以上、本発明の実施形態および変形形態について説明してきたが、これらの実施形態及
び変形形態は例示であり、本発明はこれらの実施形態及び変形形態の範囲に限定されるも
のと考えられない。例えば、多層製品中の層の数は変えることができる。別の非限定的な
例として、ヘドルカラムに対する経糸カラムの数は変更可能であり、例えば、1.5比は3つ
の経糸カラム/２つのヘドルカラム、12の経糸カラム/8つのヘドルカラムなどを含むこと
ができる。したがって、本明細書に記載されていない様々な他の実施形態及び変形形態及
び改良形態は、以下の特許請求の範囲によって規定されるように、本開示の範囲内にある
ことができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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