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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の通気抵抗を有する第１群の層と、
粘弾性の重いマスとして機能する層（２８）とスプリング型の層（２６）を含む、マス
−スプリング機能を有する第２群（２４）の層とを含む型の重ね合わせ層からなる防音ア
センブリであって、
前記第１群の層が、高い多孔度、高い屈曲度、所定の通気抵抗を有する連続気泡フォー
ムの層（３６）からなり、前記連続気泡フォームの層（３６）が、その高い屈曲度のため
に、中間周波数及び高周波数で優れた吸音性を有し、
前記屈曲度は、音波の周波数の平方根の逆数の関数として表される、屈折率の二乗の変
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動を示す曲線の勾配を決定することによって測定されるものであり、
前記第１群の層が、前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）のみからな
り、
前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）が、０．９より高い多孔度と、
１．４より高い屈曲度とを有し、
前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）の第１の面は、前記粘弾性の重
いマスとして機能する層（２８）と接しており、
前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）の第２の面は、外層がないこと
を特徴とする防音アセンブリ。
【請求項２】
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前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）が、１００００〜９００００Ｎ
．ｓ／ｍ4の空気流への抵抗率を有することを特徴とする請求項１に記載の防音アセンブ
リ。
【請求項３】
前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）のフォームが、ポリウレタン及
びメラミン樹脂から選択されるプラスチック材料から形成されることを特徴とする請求項
１から２のいずれかに記載の防音アセンブリ。
【請求項４】
前記第２群の層のスプリング型の層（２６）が、多くとも１．４に等しい屈曲度を有し
、かつ高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）が、１．４〜３の屈曲度を有す
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ることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の防音アセンブリ。
【請求項５】
所定の通気抵抗を有し、かつ中間周波数と高周波数で優れた吸音性を有する連続気泡フ
ォームの層（３６）を含む第１群の層と、
粘弾性の重いマスとして機能する層（２８）とスプリング型の層（２６）とを含む、マ
ス−スプリング機能を有する第２群（２４）の層と
を含む、重ね合わせ層からなる防音アセンブリの製造方法であって、
２つの群の各々の少なくとも１つの層（２８、３６）からなる初期アセンブリの形成と
、得られたアセンブリの加熱と、
初期アセンブリの層以外の少なくとも１つの他の層（２６）の加熱と、
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初期アセンブリ及び他の層の積み重ねと、
プレス成形金型（３８、４０）内へのスタックの配設と、
スタックのプレス成形による層の結合と
を有し、
前記第１群の層が単一層からなり、かつ初期アセンブリの形成が、高い多孔度及び高い
屈曲度を有する前記連続気泡フォームの層（３６）の、第１群の層としての選択を含み、
前記屈曲度は、音波の周波数の平方根の逆数の関数として表される、屈折率の二乗の変
動を示す曲線の勾配を決定することによって測定されるものであり、
前記連続気泡フォームの層（３６）が、０．９より高い多孔度と、１．４より高い屈曲
度とを有し、
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前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）の第１の面は、前記粘弾性の重
いマスとして機能する層（２８）と接しており、
前記高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層（３６）の第２の面は、外層がないこと
を特徴とする防音アセンブリ製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自動車の車室のような実質的に密閉された空間を防音にすることを主に目的
とする防音アセンブリと、高い屈曲度(tortuosity)を有するプラスチック材料フォームの
かかる防音への適用と、かかる防音アセンブリの製造方法に関する。
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【０００２】
本発明は、エンジン、タイヤの道路への接触などのような雑音源の近くで、自動車の車
室のような実質的に密閉された空間内で生じる音響上の問題に関する。
【０００３】
先行技術の記載の前に、本発明を理解するために有用な幾つかの用語を定義することが
適切である。
【０００４】
一般的に低周波数帯域において、音波は、単一又は二重のシート（サンドイッチ）の形
状の材料によるか、特に粘弾性フォームを使用する、マス(mass)−スプリングシステムの
多孔度と弾性の効果によって「減衰」を受ける。
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【０００５】
防音システムは、防音にされた空間内に中間周波数や高周波数の音波が、主に雑音源へ
のすなわち防音にされた空間の外側への波の反射によって入ることを妨げる時に、確実に
「遮音」できる。
【０００６】
防音システムは、音波のエネルギーが吸収材料内で消失する時、（中間周波数や高周波
数帯域での）「吸音」によっても機能する。
【０００７】
本発明は、基本的に中間周波数及び高周波数帯域での防音に関する。一般的に、高周波
数で良好な防音を得ることは、簡単な手段によって比較的簡単であるが、中間周波数帯域
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（とりわけ４００〜１０００Ｈｚ）では、人間の耳が、この周波数帯域で非常に敏感なの
で、防音の問題は、一層深刻である。
【０００８】
当然に、前述の様々な現象、すなわち減衰、遮音、吸収は、孤立して存在することはほ
とんどなく、多くの場合、それらは様々な程度で存在する。それ故に、雑音源を含まない
密閉空間内の雑音は、全ての音源、特に自動車のエンジンからの影響及び存在する防音材
料の様々な作用によるフィルタリングの効果の結果である。従って、密閉空間の防音は、
多数の効果の結果であり、かつ得られた防音と、この防音を得るために実施される種々の
手段の間で良好な妥協を得ることが望ましい。例えば、密閉空間内のある種の波が、遮音
によってすでに事実上排除されたならば、それを確実に吸収するようにすることは必要で
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ない。
【背景技術】
【０００９】
添付図面の図１から３を参照して、過去に実施された主な解決策をこれから考察する。
【００１０】
図１は、特に自動車のエンジン室から車室を分離するエプロンの領域で遮音するために
、従来の方法で使用されるマス−スプリングシステムの例を示す。参照符号１０は、支持
パネルを指し示す。粘弾性を有するフォームのような、スプリング効果を有する材料の層
１２は、「重いマス」型の材料の層１４、すなわちマス−スプリングシステムのマスに相
当する層を支承する。かかるマス−スプリングシステムは、それが提供する良好な遮音を
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有することが知られている。参照符号１６は、検討中の場合において機能的効果を有さな
い装飾層を単に指し示す。
【００１１】
特許文献１は、重いマス部分が２つの層を有する、かかるマス−スプリングシステムを
記載する。
【００１２】
図１に示すシステムによって引き起こされる問題は、その低い吸収のために、重いマス
を形成する層１４が、相当な重量を有さねばならないことである。それ故に、約３〜７ｋ
ｇ／ｍ2の単位面積当たりのマスを有する層が、現在使用されている。更に、かかるシス
テムは、中間周波数帯域において大して効果的でない。
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【００１３】
消費、公害等を削減する理由で、自動車を軽量にする試みがなされるので、例えば特許
文献２で、図２に示すようなシステムが提案された。この「二重透過性」システムにおい
て、多孔質減結合層１８は、好ましくは空気の部分的介在によって、支持パネル１０と接
触し、かつその上に、補強用の任意の微孔質層２０と、もう１つの多孔質層２２を、任意
に装飾層１６と共に設置した。一例において、層の「最も重いもの」が、圧縮フェノール
フェルトであり、かつ他のものが可撓性非圧縮フェルトである。このシステムの効果は、
その二重透過性、すなわち多孔質層の間の透過性の差に起因する。その利点は、それが軽
量なことであるが、欠点は、それが事実上遮音を提供しないことである。従って、例えば
自動車のエプロンに、遮音が必要な時に、それは適切でない。
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【００１４】
複雑な防音システムは、特許文献３からも同様に知られており、特許文献３は、２群の
層からなり、そのうち、マス−スプリング型の第２群２４は、スプリング２６を形成する
多孔質層に結合された重いマス型の層２８を備えている。この第２群は、従来のマス−ス
プリングシステムを構成するが、重い層２８のマス及びスプリング２６を形成する層の厚
さは、例えば、図１に示した従来のシステムと比較して、３分の１〜２分の１に削減され
る。例えば、重いマス型の層は、６．５ｋｇ／ｍ2の単位面積当たりのマスを有する代わ
りに、４ｋｇ／ｍ2のみの単位面積当たりのマスを有する。この削減は、第１群の層３０
の存在により可能である。
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【００１５】
第１群は、音響スプリング型の多孔質層３２と、高い通気抵抗を有し、かつ防音に効果
的な装飾層としても任意に使用できる外層３４とからなる。この外層３４は、他の層３２
よりも約３〜２０倍高い通気抵抗を有するフェルトから作られている。
【００１６】
従って、このシステムは、図１、２を参照して記載した２つのシステムの一種の組み合
わせで構成されるが、重いマス型の層２８が軽いために第１のシステムと比較して重量が
明瞭に削減され、かつマス−スプリングシステムの存在により第２のシステムと比較して
効果が明瞭に高められた。
【００１７】
図３に示すシステムは、特に中間周波数でのその吸収効果によって、層３０の群が、層
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２４の群のシステムによって提供される低い遮音効果を補償するので、優れた防音性を示
す。
【００１８】
図３のシステムの有効性は、その比較的高いコストによって相殺される。実際に、その
製造は、別個の装置で行われる２つの連続するステップからなる方法を必要とし、それに
は費用がかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
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【特許文献１】英国特許出願公開第２１６３３８８号明細書
【特許文献２】国際公開第９８／１８６５７号パンフレット
【特許文献３】国際公開第０３／０６９５９６号パンフレット
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】Ｄ．Ｌａｆａｒｇｅ、Ｙ．Ａｕｒｅｇａｎらの著、文献「多孔質媒体中
の吸音（Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ｕｘ

ａｃｏｕｓｔｉｑｕｅ

ｐｏｒｅｕｘ）」、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

ｄａｎｓ
ａｕ

ｌｅｓ

ｍｉｌｉｅ

Ｃｏｎｇｒｅｓ

ＯＮＥ

ＲＡ、２００３年１月１６日
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【００２１】
驚くべきことに、本発明によれば、図３による層３０の群によって得られる、特に中間
周波数での吸収効果、すなわち非常に異なる通気抵抗を有する２つの重ね合わせ層の効果
が、特殊な特性を有するフォームの単一層によって得られることが発見された。これらの
特殊な特性は、高い多孔度と、とりわけ高い屈曲度であり、かつこれらの特性は、フォー
ムの単一層によって得られる。
【００２２】
従って、本発明は、密閉空間の防音へのかかる材料の適用に関し、かつ、図３を参照し
て記載されたものに似た方法で機能し、マス−スプリングシステムが高い屈曲度のフォー
ムの層と協働する、防音アセンブリへのこの材料の適用に関する。
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【００２３】
「屈曲度」は、多孔質材料の特徴付けに現在使用されるパラメータである。多孔質材料
の吸音現象を定義するために使用される様々なパラメータの記載に関して、Ｄ．Ｌａｆａ
ｒｇｅ、Ｙ．Ａｕｒｅｇａｎらの著、文献「多孔質媒体中の吸音（Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ａｃｏｕｓｔｉｑｕｅ

ｄａｎｓ

ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

ａｕ

ｌｅｓ

ｍｉｌｉｅｕｘ

Ｃｏｎｇｒｅｓ

ｐｏｒｅｕｘ）」、Ｃｏ

ＯＮＥＲＡ、２００３年１月１６日を

参照できる。この文献は、粘性摩擦の効果、慣性質量効果、固体の熱交換、損失を特に記
載し、かつダーシー透過性(Darcy permeability)、屈曲度、粘性特性長のような様々なパ
ラメータに言及している。
【００２４】
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屈曲度は、周波数の平方根の逆の関数として使用される、音波長の屈折率の二乗の変動
を示す曲線の勾配を決定することによって測定できることが知られている。実際には、屈
曲度は、多孔質材料内の循環経路の形状と関係がある。平行面を有するシートを通り、こ
れらの面と垂直な方向で直線的に貫通する細孔は、１に等しい屈曲度を有する。現在使用
される連続気泡フォームは、１〜１．３５の屈曲度を有する。
【００２５】
本発明によれば、図３を参照して記載されたシステムの２つの層３２、３４の役を演じ
る単層に対して、１．４を超える屈曲度を有するフォームの単層が使用される。屈曲度は
、３と同じ高さであっても良く、好ましくは約２である。この材料にこれらの高い吸音性
を与えるのは、（少なくとも０．９に等しく、好ましくは０．９５の）高い多孔度と、（
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１．４を超える）高い屈曲度の組み合わせである。
【００２６】
より正確には、本発明は、実質的に密閉された空間を防音にするために１．４を超える
屈曲度を有するプラスチック材料の連続気泡フォームの使用に関する。
【００２７】
本出願において、このフォームは好適には、粘弾性の重いマスとして機能する層と、ス
プリングを形成する層からなるマス−スプリング型の層の群と結合した１つの層を形成す
る。
【００２８】
本発明は、良好な通気抵抗を有する第１群の層と、マス−スプリング機能を有する第２
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群の層を含む型の重ね合わせ層からなり、第２群が、粘弾性の重いマスとして機能する層
とスプリング型の層を含む防音アセンブリにも関する。本発明によれば、第１群の層は、
高い多孔度、高い屈曲度、良好な通気抵抗を有する連続気泡フォームの層からなり、この
層は、その高い屈曲度のために、中間周波数と高周波数で優れた吸音性を有する。
【００２９】
好ましくは、第１群の層は、高い屈曲度を有するフォームの層のみからなる。
【００３０】
好適な実施態様において、高い屈曲度を有するフォームの層は弾性を有する。
【００３１】
高い屈曲度を有する層は、０．９より高く、好ましくは、０．９５より高い多孔度を有
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する。
【００３２】
高い屈曲度を有する層は、好ましくは、１００００〜９００００Ｎ．ｓ／ｍ4、かつ好
ましくは約３００００Ｎ．ｓ／ｍ4の空気流への抵抗を有する。
【００３３】
高い屈曲度を有する層のフォームは、好ましくは、ポリウレタンやメラミン樹脂から選
択されるプラスチック材料から形成される。
【００３４】
粘弾性の重いマスの層は、好ましくは、重いマスとスプリングとを有する従来の遮音シ
ステムの重いマス層のマスよりも少なくとも３分の１だけ低いマスを有する。
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【００３５】
第２群の層のスプリング型の層は、多くとも１．４に等しい屈曲度を好ましくは有し、
かつ高い屈曲度を有する層は、１．４〜３、好ましくは約２の屈曲度を有する。
【００３６】
雑音源が、２００〜４００Ｈｚの低周波数帯域においてより大きな防音を必要とする場
合、２００〜４００Ｈｚの低周波数帯域において構造減衰を与え、かつ高い屈曲度を有す
る層が約０．１から０．２の損失係数を有する一方、約０．２から０．４５の損失係数を
有するという利点を有する（例えば部分的に閉鎖した気泡を有する）粘弾性フォームを、
スプリング型の層に使用することが可能である。この粘弾性層の遮音勾配の減少、すなわ
ち伝達による損失は、高い屈曲度を有する層の良好な遮音勾配によって補償される。
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【００３７】
防音アセンブリが、２０ｍｍよりも大きな厚さを有するならば、好適である。
【００３８】
防音アセンブリは、高い屈曲度を有する層が設置される側面に装飾層を有することもで
きる。
【００３９】
本発明は、重ね合わせ層からなる防音アセンブリの製造方法であって、そのアセンブリ
は、良好な通気抵抗を有し、かつ中間周波数と高周波数で優れた吸音性を有する第１群の
層と、マス−スプリング機能を有する第２群の層とを含み、第２群が、粘弾性の重いマス
として機能する層とスプリング型の層とを含む方法にも関する。方法は、２つの群の各々
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の少なくとも１つの層からなる初期アセンブリの形成と、得られたアセンブリの加熱と、
初期アセンブリの層以外の少なくとも１つの他の層の加熱と、初期アセンブリ及び他の層
の積み重ねと、プレス成形金型内へのスタックの配設と、スタックのプレス成形による層
の結合とからなる。
【００４０】
少なくとも１つの他の層の加熱は、好ましくは、スプリング型の層の加熱からなる。ス
プリング型の層の加熱は、好ましくは、フェルトの加熱からなる。
【００４１】
第１群の層は、好ましくは、単一層からなり、初期アセンブリの形成は、高い多孔度及
び高い屈曲度を有する連続気泡フォームの層の、第１群の層としての選択を含む。
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【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】公知の防音システムの構造を示す。
【図２】公知の防音システムの構造を示す。
【図３】公知の防音システムの構造を示す。
【図４】支持パネル上に配置された本発明による防音アセンブリの略断面図を示す。
【図５】方法の段階を示す断面を示す。
【図６】方法の段階を示す断面を示す。
【図７】方法の段階を示す断面を示す。
【図８】方法の段階を示す断面を示す。
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【図９】一連の操作が行われることを可能にする装置の平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
本発明の他の特徴及び利点は、添付図面を参照して与えられる、以下の実施態様の記載
を読むことによって、より良く理解されるであろう。
【００４４】
図４において、参照符号１０は、他の図面のように、本発明による防音アセンブリを支
持することを意図するパネル、例えば自動車の車室からエンジン室を分離するエプロンを
指し示す。これは、図３のシステムのように、まず、スプリングを形成する第１層２６と
、重いマスを形成する第２層２８からなる第２群２４の層を含む。スプリングを形成する
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第１層２６は、例えば良好な吸収と機械的減結合性を有する熱可塑性材料から作られる、
可撓性連続気泡フォームである。不透過性である層２８の材料は、熱可塑性材料、例えば
ポリエチレンのようなポリオレフィンによって結合された、ビチューメン廃棄物、チョー
ク、硫酸バリウムのような高密度材料を含む。結合剤の他の例は、酢酸ビニル／エチレン
共重合体、又はエチレン−プロピレン−ジエン単量体三元共重合体である。このアセンブ
リは、図３に示したものと類似している。この第２群の層は層３６を支承する。層３６は
、それ自体で第１群の層を形成し、かつ０．９よりも高い多孔度を有し、かつ２に近い屈
曲度を有する可撓性ポリウレタンフォームのような高い屈曲度のフォームから形成される
。
10

【００４５】
本発明により使用される、高い多孔度と高い屈曲度を有するフォームは、好ましくはポ
リウレタン又はメラミン樹脂のフォームである。それは、事実上剛性であっても良いが、
好ましくは可撓性である。実施例において、高い屈曲度を有するかかるフォームは、現在
使用される値よりも明らかに高いイソシアネート／ポリオール比によるポリウレタンの製
造によって生成される。これらの値は、各イソシアネート−ポリオール対によって決まる
。得られたフォームは、複雑な形を有し、かつ結合を有する不規則に分布した細孔を有す
る。その多孔度は高く、すなわち０．９より高く、かつ好ましくは０．９５より高く、こ
の多孔度は、フォームの重量と対応する非多孔質材料の重量の比によって単に決定される
。空気流へのその抵抗は高く、１００００〜９００００Ｎ．ｓ／ｍ4、かつ通常は約３０
０００Ｎ．ｓ／ｍ4である。かかるフォームの例は、１００部のポリエ−テルポリオール

20

と、６５部のジフェニルメタンジイソシアネートによって得られる。
【００４６】
自動車のエプロンをシミュレートする装置内で行われた試験をこれから検討する。アセ
ンブリは、全てが事実上等しい音響性能レベルを与える形を有する図１、３、４のシステ
ムによって生成された。これらの性能レベルは、４００Ｈｚで３８ｄＢ、５００Ｈｚで５
０ｄＢ、かつ８００〜約１２５０Ｈｚの帯域で約５７ｄＢの雑音削減に相当し、かつ削減
は、高い周波数で更に大幅であった。
【００４７】
これらの性能レベルを得るために、（装飾層１６のない）図１に示すようなシステムは
、１．２ｋｇ／ｍ2の単位面積当たりのマスを有する、２０ｍｍの厚さを有するポリウレ
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2

タンフォーム層１２を備えていた。重いマス層１４は、６．５ｋｇ／ｍ の単位面積当た
りのマスを有する。従って１ｍ2の防音要素の重量は、７．７ｋｇであった。
【００４８】
図３の例において、図１のシステムと同じ品質のスプリング効果を有するフォームの層
２６は、１５ｍｍの厚さと、０．９ｋｇ／ｍ2の単位面積当たりのマスを有した。重いマ
ス型の層２８は、４ｋｇ／ｍ2に減少された単位面積当たりのマスを有する。それ故に、
層のマス削減は、スプリング機能を有するフォームの層の厚さ削減を伴う。第３層３２は
、層２６と同一の熱可塑性フォームから形成されたが、７ｍｍに等しい小さな厚さであり
、かつ０．４９ｋｇ／ｍ2に等しい単位面積当たりのマスである。外層３４は、５ｍｍの
厚さを有するフェルトによって形成された。このように形成されたアセンブリの単位面積

40

2

当たりのマスは、５．５ｋｇ／ｍ であった。
【００４９】
図４の構造を有する例において、層２６、２８は、先行する例と同じであり、かつ層３
６は、２に近い屈曲度、０．６ｋｇ／ｍ2の単位面積当たりのマス、１０ｍｍの厚さを有
するポリウレタンフォームから形成された。生成されたアセンブリの単位面積当たりのマ
スも、５．５ｋｇ／ｍ2であった。
【００５０】
３つの実施形態において、層１２、２６、３２のフォームは、１つであり、かつ６０ｋ
ｇ／ｍ2の単位体積当たりのマスを有する同じポリウレタンフォーム層であった。
【００５１】
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それ故に、中間周波数及び高周波数での同一レベルの音響性能に関して、図１を参照し
て記載された公知のシステムは、７．７ｋｇ／ｍ2の重量を有し、かつ一方で図３に、か
つ他方で図４に示したシステムは、５．５ｋｇ／ｍ2の重量を有した。すなわち図１のシ
ステムと比較して、２８％の重量削減である。
【００５２】
図３の公知８のシステムは、４つの層の必要な配設のために、２つのステップでの比較
的複雑な製造方法を必要とする。実際には、２つの連続したステップが、別個の装置で行
われ、その結果それにより得られるアセンブリのコストは、高い。
【００５３】
本発明を参照して記載されたシステムにより、（パネル１０を除いて）図４に示すアセ
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ンブリは、フォームが用意され、かつ一緒にするだけで良い時に、単一の操作で製造でき
、又は高い屈曲度を有するフォームが同時に用意できる時に、２つの別個の操作よりもコ
ストが低い２つの連結された操作で単一の装置内で製造できる。
【００５４】
本発明による方法の実施形態における図４に示した防音アセンブリの製造方法の一つに
ついてこれから記載する。
【００５５】
図５から８は、方法の種々の段階を示す断面を示し、かつ図９は、一連の操作が行われ
ることを可能にする装置の平面図を示す。
【００５６】

20

重いマスの層２８は、初期アセンブリ４２を形成するために、高い屈曲度を有するフォ
ームの層３６上に置かれる。層２８は、フォーム層３６と反対側に可溶材料を有する。こ
のようにして得られたアセンブリ４２は、赤外炉４４内で赤外加熱を受ける。
【００５７】
更に、層２６を構成するスプリングを形成するフェルトが、熱空気循環炉４６内で加熱
を受け、次に炉４４から来る初期アセンブリと予熱サンドイッチアセンブリ４８を形成す
るために、搬送される。そのアセンブリは、加熱されたスプリング２６を形成した層を上
に載せた、炉４４内で加熱された２つの層２８、３６からなる。予熱サンドイッチアセン
ブリ４８は、オペレータ５２によって制御されるプレス５０の金型３８、４０に搬送され
る。
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【００５８】
図８に示すように、プレス５０は、好適には真空伝達チャネルを有する下部金型３８と
、上部金型４０を含む。
【００５９】
プレス５０で使用される金型３８、４０が、それに組み込まれた切断装置を含む場合、
所望の形の部品が直接的に得られる。そうでない場合に、プレス５０から来た部品が、切
断装置５４に搬送される。
【００６０】
方法のこの例は、設置された第１層が、高い屈曲度を有する層３６である場合について
記載されたが、本方法は、第１層が単なるフェルトからなる時にも非常に好適である。

40

【００６１】
記載された方法の利点は、単一の金型からなる単一の装置を使用することによって所望
の部品が得られることを可能にする点である。この配設は、製造コストの注目に値する削
減を可能にする。
【００６２】
それ故に、記載された方法は、以上に言及した重量削減を利用することを可能にする。
また、平坦又は成形部分を生成することを可能にする。それを行うために使用される装置
は、前述の文献、国際公開第０３／０６９５９６号パンフレットを参照して以上に記載さ
れた４つの層を有する防音アセンブリに方法を適用する場合にも使用でき、かつ切断シス
テムは、装置に統合されても良いが、統合されなくても良い。

50

(9)

JP 5735451 B2 2015.6.17

【００６３】
簡素化された製造方法と、低い材料消費（重量削減）とにより、本発明による防音アセ
ンブリは、図３に示したアセンブリよりも遙かに低いコストで製造でき、かつ図１に示し
たアセンブリのコストよりも少々低くさえあるか、又は少なくとも匹敵する。
【００６４】
図３、４の２つの実施形態のアセンブリは、唯一の相違が、事実上同じ厚さを有する、
図４の単一層（３６）による図３の２つの層（３２、３４）の置き換えである構造を持つ
、同一の結果を与えることにも注目されるべきである。従って、図４のシステムが、図３
のそれと比較して「グレードダウンした」システムであると考慮されるべきでなく、それ
どころか、等しい音響的結果に対して、製造を簡素化し、かつコストを著しく削減するの

10

で、改良となっている。
【００６５】
最後に、本発明により生成された防音アセンブリの製造が、ステアリングコラム、ブレ
ーキ、加速ペダル等のようなアセンブリを通過せねばならない要素の通過に適した孔を形
成するためにも非常に適していることが注目されるであろう。
【００６６】
従って、高い屈曲度を有するこのフォームを使用することにより、図３を参照して記載
された公知のシステムによって与えられる特性と同じ程度に良好である特性を、但しこの
システムよりも遙かに低いコストで得ることが可能である。
【００６７】
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図１に示した公知のシステムと比較して、重量削減は非常に大幅であり、かつ従って、
これらのシステムが使用される車両の燃料消費や公害の削減に対応する。
【００６８】
図２のシステムでは十分な遮音が得られないので、図２のシステムと比較すると、本発
明は、遙かに良好な音響特性を与える。
【００６９】
自動車のエプロンを参照したが、本発明は、遙かに広い用途を有する。自動車において
、床、ルーフ、車室のいかなる内面にも、特に適しているが、一般的に、外部雑音源の近
傍に設置された実質的に密閉されたいかなる空間にも適している。
【００７０】
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なお、この明細書に開示した技術の態様を列挙すれば次のようである。
【００７１】
（付記１）
良好な通気抵抗を有する第１群の層（３６）と、
粘弾性の重いマスとして機能する層（２８）とスプリング型の層（２６）を含む、マス
−スプリング機能を有する第２群（２４）の層と
を含む型の重ね合わせ層からなる防音アセンブリであって、
第１群の層が、高い多孔度、高い屈曲度、良好な通気抵抗を有する連続気泡フォームの
層（３６）からなり、この層（３６）が、その高い屈曲度のために、中間周波数及び高周
波数で優れた吸音性を有することを特徴とするアセンブリ。
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（付記２）
第１群の層が、高い屈曲度を有するフォームの層（３６）のみからなることを特徴とす
る付記１に記載のアセンブリ。
（付記３）
高い屈曲度を有するフォームの層（３６）が、弾性を有することを特徴とする付記１又
は２に記載のアセンブリ。
（付記４）
高い屈曲度を有する層（３６）が、０．９より高い多孔度を有することを特徴とする付記
１から３のいずれかに記載のアセンブリ。
（付記５）
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高い屈曲度を有する層（３６）が、１００００〜９００００Ｎ．ｓ／ｍ4の空気流への
抵抗を有することを特徴とする付記１から４のいずれかに記載のアセンブリ。
（付記６）
高い屈曲度を有する層（３６）のフォームが、ポリウレタン及びメラミン樹脂から選択
されるプラスチック材料から形成されることを特徴とする付記１から５のいずれかに記載
のアセンブリ。
（付記７）
粘弾性の重いマスの層（２８）が、重いマスとスプリングとを有する従来の遮音システ
ムの重いマス層（１４）のマスよりも少なくとも３分の１だけ低いマスを有することを特
10

徴とする付記１から６のいずれかに記載のアセンブリ。
（付記８）
第２群の層のスプリング型の層（２６）が、多くとも１．４に等しい屈曲度を有し、か
つ高い屈曲度を有する層（３６）が、１．４〜３の屈曲度を有することを特徴とする付記
１から７のいずれかに記載のアセンブリ。
（付記９）
２０ｍｍよりも大きな厚さを有することを特徴とする付記１から８のいずれかに記載の
アセンブリ。
（付記１０）
実質的に密閉した空間の防音への、１．４より高い屈曲度を有する連続気泡プラスチッ
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ク材料のフォームの適用。
（付記１１）
良好な通気抵抗を有し、かつ中間周波数と高周波数で優れた吸音性を有する第１群の層
（３６）と、
粘弾性の重いマスとして機能する層（２８）とスプリング型の層（２６）とを含む、マ
ス−スプリング機能を有する第２群（２４）の層と
を含む、重ね合わせ層からなる防音アセンブリの製造方法であって、
２つの群の各々の少なくとも１つの層（２８、３６）からなる初期アセンブリの形成と
、得られたアセンブリの加熱と、
初期アセンブリの層以外の少なくとも１つの他の層（２６）の加熱と、
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初期アセンブリ及び他の層の積み重ねと、
プレス成形金型（３８、４０）内へのスタックの配設と、
スタックのプレス成形による層の結合と
を有することを特徴とする方法。
（付記１２）
少なくとも１つの他の層の加熱が、スプリング型の層（２６）の加熱からなることを特
徴とする付記１１に記載の方法。
（付記１３）
スプリング型の層（２６）の加熱が、フェルトの加熱からなることを特徴とする付記１
２に記載の方法。
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（付記１４）
第１群の層が単一層からなり、かつ初期アセンブリの形成が、高い多孔度及び高い屈曲
度を有する連続気泡フォームの層（３６）の、第１群の層としての選択を含むことを特徴
とする付記１１から１３のいずれかに記載の方法。
【符号の説明】
【００７２】
２４
層、３６

第２群の層、２６
第１群の層、３８

スプリング型の層、２８
プレス成形金型、４０

粘弾性の重いマスとして機能する
プレス成形金型
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