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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高温カレンダリングによって固化されたスパンボンドウェブと同等の機械的特性を有す
るとともに従来の織物の場合と同等の外観性と感触と柔軟性とを有した『スパンボンド』
タイプの不織布を製造するための方法であって、
　－連続繊維束を押し出して延伸することにより『スパンボンド』タイプのウェブ（Ｓ）
を製造するとともに、このウェブを、移動コンベヤベルト上に、非結合ウェブの形態で収
集し；
　－そのようにして形成された『スパンボンド』ウェブの少なくとも１つの面に対して、
カード機によって得られるともに天然のおよび／または人工のおよび／または合成の不連
続ファイバからなりさらに１０ｇ／ｍ２～５０ｇ／ｍ２という密度を有したシート（Ｖ１
および／またはＶ２）を搬送し；
　－このようにして形成された複合体を、冷間押圧によって圧縮し；
　－前記複合体を、前記複合体のうちの、不連続ファイバがなす表面に対して作用するウ
ォータジェットを使用することによって前記複合体を結合させるための処理ユニット（１
０）上へと連続的に移送し、これにより、前記ファイバどうしをなおも表面上に位置させ
つつも厚さ方向において互いに絡み合わせ、これにより、前記連続繊維に対しておよび前
記連続繊維の周辺において絡み合いを形成し；
　－乾燥処理を行い；
　－最終製品を収集する；
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という各操作を連続的に行うことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　『スパンボンド』タイプの前記ウェブ（５）の両面を、不連続ファイバからなるシート
（Ｖ１／Ｖ２）でもって被覆し、
　この場合、一方のシート（Ｖ１）を、前記『スパンボンド』ウェブの製造領域の上流側
において製造し、かつ、製造後には、『スパンボンド』プラントからやってくる繊維が載
置されるはずであったコンベヤベルト（１１）上へと、前記『スパンボンド』ウェブより
も先に、堆積させ、これにより、前記『スパンボンド』ウェブをなす前記繊維が、このシ
ート（Ｖ１）の表面上に堆積するものとし、
　なおかつ、他方のシート（Ｖ２）を、前記『スパンボンド』ウェブの前記製造領域より
も下流側へと移送し、これにより、前記『スパンボンド』ウェブを、前記２つのファイバ
層（Ｖ１，Ｖ２）の間に介装させることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の方法において、
　前記ウォータジェットによる結合操作よりも後に、かつ、前記乾燥操作よりも前に、付
加的な『織物化』操作を行い、
　この織物化操作においては、粗い織物（２２）上へと、前記結合された複合体を移送し
、その後、加圧水を供給するためのインジェクタ（２３）が内部に配置されている穴開き
回転ドラム（２４）と前記織物（２２）の直下に配置された吸引ユニット（２５）とを備
えたユニットを使用して、前記インジェクタからのウォータジェットを前記ウェブに作用
させることによって前記ファイバどうしを再配向させるとともに、前記吸引ユニットによ
って水を除去することを特徴とする方法。
【請求項４】
　『スパンボンド』タイプの不織布を製造するためのプラントであって、
　－コンベヤベルト（５）上に、連続繊維からなる『スパンボンド』タイプのウェブ（Ｓ
）を形成するためのユニット（１）と；
　－製造された『スパンボンド』ウェブの少なくとも１つの面に対して、不連続ファイバ
からなりさらに１０ｇ／ｍ２～５０ｇ／ｍ２という密度を有したシート（Ｖ１および／ま
たはＶ２）を製造して搬送するための少なくとも１つのカード機（６および／または９）
と；
　－形成された複合体を冷間押圧するための手段と；
　－前記不連続ファイバによって被覆されている少なくとも１つの面に対して流体ジェッ
トを作用させ、これにより、前記ファイバどうしをなおも表面上に位置させつつも厚さ方
向において互いに絡み合わせ、これにより、前記連続繊維に対しておよび前記連続繊維の
周辺において絡み合いを形成するためのウォータジェット結合処理手段（１０）と；
　－乾燥手段と；
　－結合された前記ウェブを収集するための手段と；
を、直列的に具備し、
　前記ウォータジェット結合処理手段（１０）と前記乾燥手段との間に、織物化ユニット
を具備し、
　この織物化ユニットが、結合された前記複合体を支持するための粗い織物（２２）と、
加圧水を供給するためのインジェクタ（２３）が内部に配置されている穴開き回転ドラム
と、前記織物（２２）の直下に配置された吸引ユニット（２５）と、を備え、
　前記インジェクタからのウォータジェットを前記ウェブに作用させることによって前記
ファイバどうしを再配向させるとともに、前記吸引ユニットによって水を除去するように
なっていることを特徴とするプラント。
【請求項５】
　請求項４記載のプラントにおいて、
　前記『スパンボンド』ウェブの製造領域の上流側および下流側に、ファイバシートを製
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造するための手段（６，９）を具備し、
　上流側において製造される前記シート（Ｖ１）は、『スパンボンド』プラントのコンベ
ヤベルト（５）上へと、前記『スパンボンド』ウェブよりも先に、堆積され、これにより
、押し出されさらに延伸されて形成された前記『スパンボンド』ウェブをなす繊維束が、
このシート（Ｖ１）の表面上に直接的に堆積する用になっており、
　なおかつ、他方のシート（Ｖ２）が、前記『スパンボンド』ウェブの前記製造領域より
も下流側において製造され、これにより、前記『スパンボンド』ウェブの表面上へと堆積
するようになっていることを特徴とするプラント。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれかに記載された方法によって得られた不織布であって、
　連続繊維から形成されたウェブに対して、不連続ファイバが組み合わされることによっ
て形成されており、
　前記ファイバは、前記連続繊維をベースとしたウェブの少なくとも一面を被覆している
とともに、前記繊維の周辺において結合を形成することにより前記ウェブの内部へと侵入
していることを特徴とする不織布。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
ここ数十年にわたって、従来の織物ウェブ（織物材料およびニット）を『不織布』と称さ
れる構造へと置き換えるための提案がなされてきた。不織布は、一般に、実際の製造プロ
セスに基づいて、大まかに以下の３つのカテゴリーに分類することができる。
－紙の製造に類似した技術を使用して製造された、『湿潤形成』不織布と称されるカテゴ
リー。
－抄き装置やけば立て装置や他の織物製造装置によって得られた不連続な天然ファイバや
化学ファイバからなる、『乾燥形成』不織布と称されるカテゴリー。
－通常は『スパンボンド』（化学繊維を紡糸しながら作られた不織布）という一般名によ
って参照される連続的な化学繊維からなる、『溶融形成』不織布と称されるカテゴリー。
【０００２】
本発明は、『スパンボンド』タイプの不織布を製造するための技術の改良方法に関するも
のであり、より詳細には、製造方法やプラントやこれら手段によって得られた新規なタイ
プの製品に関するものである。このような製品は、従来の織物特に織布材料に類似したよ
うな、外観性や、例えば感触といったような特性や、機械的特性や、柔軟性を有している
。
【０００３】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
『スパンボンド』タイプの不織ウェブの製造は、この種の不織布を開示した初期の文献で
ある例えば英国特許出願公開明細書第９３２　４８２号や米国特許明細書第３，２８６，
８９６号によって明らかなように、数十年前にさかのぼる。
【０００４】
一般に、この種の技術においては、
－穴付きの紡糸口金を通して、有機ポリマー融液を押し出し、あるいは場合によっては有
機ポリマー溶液を押し出し、これにより、繊維束または繊維カーテンを形成し；
－次に、流体ジェットを形成するためのとりわけ圧縮空気ジェットを形成するための１つ
または複数の装置を使用して押出繊維を延伸することによって、押出繊維を配向させ；
－最後に、一般的には吸引を行いつつ、得ようとする特性に応じて特に密度に応じて移動
速度が設定されている移動コンベヤベルト上に、ウェブの形態とされた繊維束を収集する
。
【０００５】
製造後には、好ましくは高温において例えばサイジング機械やロール機械を通すことによ
り、ウェブは、一般的には連続的に、固められる。これにより、個々の繊維が、互いに結
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合する。
【０００６】
したがって、従来の織物と同等の非常に良好な特性を有したそのような『スパンボンド』
不織布は、例えば、コーティング基体や、特にラミネートやメンブランを製造するための
部材といったような複合体の補強部材や、地面敷設物としての様々な応用のために土木工
学における汚染防止層等として、多くの技術分野において幅広く使用されている。
【０００７】
これに対し、例えば衣類や使い捨て衣服や拭取材料や仕上げ材料やインテリア織物等とい
ったような従来の織物の応用分野における不織布の使用は、進んではいない。その理由は
、製品の機械的特性を劣化させることなく繊維どうしを部分的に熱結合させるためのロー
ル機械による結合（カレンダリングによる結合））によって、柔軟性や感触や外観性が損
なわれるからである。
【０００８】
『スパンボンド』ウェブを固めるということに関連して、上述したようなサイジング機械
やロール機械（カレンダリング）を通すといった処理に加えて、逆棘付きの針を使用した
従来法によるあるいは流体ジェットを使用した方法によるニードルパンチング処理を、そ
のようなウェブに対して施すことが、考えられる。
【０００９】
そのような処理は、例えば一連のまたはそれ以上の平行ヤーンまたは非平行ヤーンからな
る一方向性のまたは二方向性の織物やニットやウェブといったような、場合によっては内
部補強層も含めて不連続繊維状ウェブの積層体の形成に際しては、頻繁に使用されるもの
である。
【００１０】
ところが、少なくとも出願人の知るところによれば、ニードルパンチング技術は、とりわ
け柔軟性や感触等といったような特性に関して従来織物と同様の特性をそのようなウェブ
に対して付与しつつ『スパンボンド』ウェブ単一層の固めという問題を解決する目的のた
めには、決して提案されてはいない。
【００１１】
それは、逆棘付き針を使用したニードルパンチング処理が『スパンボンド』ウェブ単一層
に対して適用された場合には、ウェブを構成している連続繊維が破壊され、それにより、
不織布ウェブの主要利点の１つである機械的特性が劣化してしまうからである。
【００１２】
流体ジェットを使用した特にウォータジェットを使用した従来的結合処理の使用に関して
は、このような技術は、適用することができない。なぜなら、連続繊維からなるそのよう
なスパンボンドウェブにおいては、連続繊維どうしが互いに相対移動することが困難であ
ることが周知であるからである。その結果、そのような技術を使用することによっては、
機械的特性を損なうことなくロール機械を通すことによって得られたものと同等の『スパ
ンボンド』ウェブを得ることは、実質的に不可能である。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
完全に結合しておりそのため高温カレンダリングによって固化された『スパンボンド』ウ
ェブと同等の良好な機械的特性（引っ張り強度、引裂強度、等）を有するとともにさらに
例えば織布といったような従来の織物の場合と同等の外観性と感触と柔軟性とを有した『
スパンボンド』タイプの不織布ウェブを製造するための改良された方法が案出され、これ
が本発明の主題を形成している。
【００１４】
概して言えば、従来の織物の場合と同等の外観性と特性とを有した『スパンボンド』タイ
プの不織布を製造するための本発明による方法においては、
－連続繊維束を押し出して延伸することにより『スパンボンド』タイプのウェブを製造す
るとともに、このウェブを、移動コンベヤベルト上に、非結合ウェブの形態で収集し；
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－そのようにして形成された『スパンボンド』ウェブの少なくとも１つの面に対して、カ
ード機によって得られるともに天然のおよび／または人工のおよび／または合成の不連続
ファイバからなりさらに１０ｇ／ｍ2～５０ｇ／ｍ2という密度を有したシートを搬送し；
－このようにして形成された複合体を、押圧によって圧縮し；
－複合体を、複合体のうちの、不連続ファイバがなす表面に対して作用するウォータジェ
ットを使用することによって複合体を結合させるための処理ユニット上へと連続的に移送
し、これにより、ファイバどうしをなおも表面上に位置させつつも厚さ方向において互い
に絡み合わせ、これにより、連続繊維に対しておよび連続繊維の周辺において絡み合いを
形成し；
－乾燥処理を行い；
－最終製品を収集する；
という各操作を連続的に行う。
【００１５】
本発明においては、水をベースとした結合操作を行う前に、『スパンボンド』ウェブとこ
れを被覆する１つの不連続ファイバ層との積層からなるアセンブリあるいは『スパンボン
ド』ウェブとこれを挟む複数の不連続ファイバ層との積層からなるアセンブリを押圧する
ことによって、圧縮操作が行われることに注意されたい。
【００１６】
例えばとりわけ押圧ロールといったような任意の適切な手段によって行うことができるも
のであるそのような圧縮は、冷間で行われた場合には、カレンダリング操作とは全く相違
するものである。
【００１７】
本発明においては、『スパンボンド』タイプのウェブに対して、不連続ファイバからなる
ただ１つのシートを、組み合わせることができる。不連続ファイバからなるそのシートは
、『スパンボンド』ウェブの製造領域の上流側において製造しかつ製造後には『スパンボ
ンド』プラントからやってくる繊維が載置されるはずであったコンベヤベルト上へと、『
スパンボンド』ウェブよりも先に、堆積させることができ、これにより、『スパンボンド
』ウェブをなす繊維を、このシートの表面上に堆積させることができる。あるいは、不連
続ファイバからなるただ１つのシートは、『スパンボンド』ウェブの製造領域よりも下流
側へと移送することができる。
【００１８】
１つの実用的な実施形態においては、『スパンボンド』タイプのウェブの両面が、不連続
ファイバからなるシートでもって被覆される。この場合、一方のシートは、『スパンボン
ド』ウェブの製造領域の上流側において製造され、かつ、他方のシートは、『スパンボン
ド』ウェブの製造領域よりも下流側において製造される。したがって、連続ファイバから
なる『スパンボンド』ウェブは、不連続ファイバからなる２つのシートの間に介装される
。
【００１９】
その場合、３つの層からなる複合体は、押圧によって圧縮され、その後、なおも連続的に
、複合体の表面に対して順次的に作用するウォータジェットを使用することによって複合
体を結合させるための処理ユニットへと搬送され、これにより、ファイバどうしは、なお
も表面上に位置させつつも厚さ方向において互いに絡み合わされ、これにより、連続繊維
に対しておよび連続繊維の周辺において絡み合いを形成する。
【００２０】
さらに、ウォータジェットによる結合操作よりも後に、かつ、乾燥操作よりも前に、付加
的な『織物化』操作を行うことができる（例えば、欧州特許第０５９６０８号に開示され
ているようにして行うことができる）。この織物化操作においては、粗い織物からなるコ
ンベヤ上へと、結合された複合体を移送し、その後、加圧水を供給するためのインジェク
タが内部に配置されている穴開き回転ドラムとコンベヤの直下に配置された吸引ユニット
とを備えたユニットを使用して、インジェクタからのウォータジェットをウェブに作用さ
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せることによってファイバどうしを再配向させるとともに、吸引ユニットによって水を除
去する。
【００２１】
本発明は、また、上記方法を連続的に実施できるようなプラントに関するものである。概
して言えば、このプラントは、
－コンベヤベルト上に、連続繊維からなる『スパンボンド』タイプのウェブを形成するた
めのユニットと；
－製造された『スパンボンド』ウェブの少なくとも１つの面に対して、不連続ファイバか
らなりさらに１０ｇ／ｍ2～５０ｇ／ｍ2という密度を有したシートを製造して搬送するた
めの少なくとも１つのカード機と；
－形成された複合体を押圧するための手段と；
－不連続ファイバによって被覆されている少なくとも１つの面に対して流体ジェットを作
用させ、これにより、ファイバどうしをなおも表面上に位置させつつも厚さ方向において
互いに絡み合わせ、これにより、連続繊維に対しておよび連続繊維の周辺において絡み合
いを形成するためのウォータジェット結合処理手段と；
－乾燥手段と；
－結合された前記ウェブを収集するための手段と；
を、直列的に具備している。
【００２２】
付加的には、そのようなプラントは、ウォータジェット結合処理手段と乾燥手段との間に
、織物化ユニットを具備している。
【００２３】
従来法によって製造された『スパンボンド』ウェブと比較すれば、本発明により得られた
製品は、連続繊維から形成されたウェブに対して、不連続ファイバが組み合わされること
によって形成されており、ファイバは、連続繊維をベースとしたウェブを被覆していると
ともに、繊維の周辺において結合を形成することによりウェブの内部へと侵入している。
【００２４】
本発明によるこのような製品は、カレンダリング処理によって結合力が得られている従来
のスパンボンドウェブのすべての機械的強度特性を保有している。本発明により得られた
製品は、また、例えば感触や柔軟性や外観といったような特性に関し、従来の織物と同等
の特性を有している。
【００２５】
スパンボンドウェブに対して組み合わされる不連続ファイバが、製品の用途に応じて、例
えば天然ファイバや化学的ファイバや親水性ファイバや疎水性ファイバといったように任
意のタイプのファイバとすることができることに注意されたい。そのようなファイバの長
さは、５ｍｍ～６０ｍｍであり、太さは、０．８ｄｔｅｘ～６．６ｄｔｅｘとされる。
【００２６】
スパンボンドウェブに対して組み合わされる不連続ファイバ製シートの密度は、応用に応
じて変更することができる。しかしながら、有利には、１０ｇ／ｍ2 ～５０ｇ／ｍ2 とさ
れる。密度が１０ｇ／ｍ2 よりも小さいシートであると、スパンボンドウェブに対して適
切に結合することができず、また逆に、密度が５０ｇ／ｍ2 よりも大きなシートであると
、本方法の経済的利点が低減する。
【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明および本発明により得られる利点は、添付図面を参照した以下の説明により、より
明瞭に理解されるであろう。
【００２８】
添付図面に示すように、本発明は、連続合成繊維からなる新規なタイプの『スパンボンド
』ウェブを連続的に製造し得る方法およびプラントに関するものである。このようなウェ
ブは、高温カレンダリングによって固められた従来の『スパンボンド』ウェブと同等の機
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械的強度特性（延伸、引っ張り強度、引裂強度、等）を有しているだけでなく、例えば織
布といったような従来の織物と同等の外観性や感触や柔軟性を示すことができる。
【００２９】
本発明においては、『スパンボンド』タイプの不織ウェブは、全体的に符号（１）で示す
ようなプラントにおいて、穴付きの紡糸口金（２）を通して、有機ポリマー融液を押し出
し、これにより、繊維束または繊維カーテン（３）を形成するという従来技術を使用して
、製造される。
【００３０】
押出繊維（３）の少なくとも表面が固められることとなる冷却の後に、１つまたは複数の
流体ジェット装置（４）を使用することにより、押出繊維は、延伸して配向させられる。
流体ジェット装置を出た時点において、押出繊維は、収集面上においてウェブ（Ｓ）の形
態で堆積する。
【００３１】
本発明においては、このようにして形成された『スパンボンド』ウェブ（Ｓ）を固化させ
て、このウェブに凝集力と、とりわけ引っ張り強度および引裂強度といった強固な機械的
特性と、を付与するとともに、さらに、従来の織物と同等の外観性および感触および柔軟
性を付与するために、『スパンボンド』ウェブ（Ｓ）は、吸引が行われているコンベヤベ
ルト（５）の表面上に直接的にではなく、天然ファイバとも人工ファイバとも合成ファイ
バともすることができ『スパンボンド』プラント（１）の直前において製造される不連続
ファイバからなるシート（Ｖ１）上に、収集される。
【００３２】
このシート（Ｖ１）は、例えば、カード機に対して付加的にカードウェブ広げユニットを
組み合わせてなる従来ユニット（６）を使用して製造される。製造されたシート（Ｖ１）
は、コンベヤベルト（７）からなる供給ユニットによって、『スパンボンド』プラントの
コンベヤベルト（５）上へと、搬送される。
【００３３】
互いに重ね合わされた２つの織物層（Ｖ１，Ｓ）は、その後、コンベヤベルト（５）上に
保持されつつ、これら両層を圧縮し得るような例えば２つのローラからなる第１ユニット
（８）を通過する。
【００３４】
不連続ファイバからなる第２シート（Ｖ２）が、例えばカード機や同様の機械とされた第
２ユニット（９）によって製造されて、スパンボンドウェブ（Ｓ）の表面上へと供給され
る。互いに重ね合わされた３つの個別織物層（Ｖ１，Ｓ，Ｖ２）は、２つのローラ（８）
間において押圧されることにより、再度圧縮される。
【００３５】
圧縮されたアセンブリは、その後、なおも連続的に、図２に詳細に図示され全体的に符号
（１０）によって示された処理ユニットによって処理される。この処理ユニット（１０）
は、先の複合体（すなわち、圧縮されたアセンブリ）の両面に対して順次的に作用する複
数のウォータジェットを使用することによって、当該複合体に対して結合処理を施すため
のものである。
【００３６】
この実施形態においては、処理ユニット（１０）は、本出願人が販売している“Jetlace 
2000”というタイプの水をベースとした結合ユニットとされる。これについては、本出願
人による仏国特許出願公開明細書第２ ７３０ ２４６号（米国特許明細書第５，７１８，
０２２号）や仏国特許出願公開明細書第２ ７３４ ２８５号（米国特許明細書第５，７６
８，７５６号）に開示されている。
【００３７】
このような結合ユニットは、本質的に、コンベヤ（１１）を備えている。このコンベヤに
沿って、互いに重ね合わされた３つの層（Ｖ１，Ｓ，Ｖ２）からなるファイバ構造が搬送
される。



(8) JP 4546010 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

【００３８】
そして、図２に明瞭に示すように、構造は、コンベヤ（１１）と、第１吸引ロール（１２
）と、の間において圧縮される。第１吸引ロール（１２）は、好ましくは、仏国特許出願
公開明細書第２ ７３４ ２８５号に開示されているようにランダムに複数の穴が配置され
ている微小孔付きジャケットによって被覆されている。
【００３９】
他の実施形態においては、このロール（１２）は、金属ワイヤメッシュによって被覆され
る。
【００４０】
付加的には、コンベヤ（１１）がなす面とロール（１２）がなす面との間の圧縮領域にお
いては、以下の説明では記号（Ｎ）によって表される複合ウェブ（Ｖ１／Ｓ／Ｖ２）に対
して、図２において破線によって図示されているスプレーレール（１３）を使用すること
によって、第１湿潤処理を行うことができる。この場合、スプレーレール（１３）は、コ
ンベヤベルト（１１）を挿通しさらに複合ウェブを挿通するウォータカーテンを供給する
。
【００４１】
しかしながら、このような湿潤操作は、必須のものではない。
【００４２】
圧縮された複合体は、その後、吸引ドラム（１２）によって支持されつつ、インジェクタ
（１４）からのウォータジェットの作用を受ける。このウォータジェットは、ファイバシ
ート（Ｖ１）からなる表面に対して作用し、このファイバシート（Ｖ１）の構成ファイバ
どうしを絡み合わせる。
【００４３】
ロール（１２）の法線に対して平行に配置されたスプレーレールすなわちインジェクタ（
１４）は、１００～１７０μｍという直径のウォータジェットまたはウォータニードルを
生成するために使用される通常のスプレーレールである。ウォータジェットどうしは、０
．５～２．２ｍｍという距離だけ互いに離間して配置され、供給圧力は、複合体の密度に
応じて５０～１５０ｂａｒとされる。
【００４４】
付加的には、この第１ロール（１２）上において、さらなるインジェクタを使用してさら
なるジェット処理を行うこともできる。
【００４５】
このロール（１２）から離れた後に、処理された複合体は、第２ロール（１５）の表面に
対して接触する。第２ロール（１５）は、第１吸引ロール（１１）と同じタイプのもので
あり、この第２ロールには、１組をなすまたは２組をなすインジェクタ（１６，１７）が
設置されている。これらインジェクタは、ウェブ（Ｎ）のうちの、シート（Ｖ２）がなす
面に対して作用するウォータジェットを放出する。
【００４６】
この第２固化処理においては、レール（１６，１７）は、１００～１７０μｍという直径
のウォータジェットまたはウォータニードルを生成する。ウォータジェットどうしは、０
．５～２．４ｍｍという距離だけ互いに離間して配置され、その供給圧力は、５０～４０
０ｂａｒとされる。
【００４７】
この場合、インジェクタ（１６，１７）の作用により、ウェブ（Ｎ）の厚さ内において、
シート（Ｖ２）をなすファイバどうしを絡み合わせる。これらファイバは、連続繊維を取
り囲んでいるものであり、連続繊維に対して結合する。
【００４８】
このユニットから出た後に、符号（１８）によって図示されているスパンボンドウェブは
、直接的に乾燥ユニット（１９）へと移送することができ、乾燥ユニット（１９）内にお
いて従来の加熱ドラム（２６）を通過した後、収集される。
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【００４９】
付加的には、図１および図２に示されているように、第３吸引ドラム（２０）を使用して
、第３の水ベースの結合処理を行うことができる。第３吸引ドラム（２０）には、１組を
なすインジェクタ（２１）が設置されており、このインジェクタからのジェットが、シー
ト（Ｖ１）がなす面に対して作用する。
【００５０】
この第３処理後においては、相補的な処理を、付加的に行うことができる。このような処
理においては、図２に詳細に図示されているように、『スパンボンド』ウェブ（１８）を
、例えば欧州特許第０５９　６０８号に開示されているようにして製造されたユニット上
へと、移送する。
【００５１】
一般に、このようなユニットは、製紙業界において使用されている『長網抄紙機』タイプ
の搬送用ワイヤメッシュ（２２）を備えている。スパンボンド（１８）は、このワイヤメ
ッシュ上に保持されつつ、穴開き回転ドラム（２４）の内面に向けてウォータカーテンを
噴射するレール（２３）を使用することによって得られる一連のウォータジェットの作用
を受ける。これらウォータジェットは、ファイバどうしを再度配向させる。
【００５２】
水を除去するための吸引ユニット（２５）は、当然のことながら、コンベヤ（２２）の直
下に設置される。
【００５３】
上述のプラントにより、上述のすべての手段を使用することによって、『スパンボンド』
タイプの不織布に対して、不連続ファイバからなる２つのシートを組み合わせた複合体を
製造することができる。あるいは、『スパンボンド』ウェブの形成領域の上流側および下
流側の一方に不連続ファイバからなるシートを供給することによって、『スパンボンド』
タイプのウェブに対して、不連続ファイバからなるただ１つのシートを組み合わせた複合
体を製造することができる。
【００５４】
［実験例１］
この実験例は、『スパンボンド』ウェブが、不連続ファイバからなる２つのシートの間に
介装されている複合体の製造を示すものである。
【００５５】
このような製品は、本発明に基づき、以下のようにして製造された。
【００５６】
３０ｇ／ｍ2 という密度を有するとともに太さ１．７ｄｔｅｘ×長さ３８ｍｍの粘性ファ
イバ１００％からなるファイバシート（Ｖ１）が、通常のカード機（６）を使用して製造
された。
【００５７】
このシートは、１００ｍ／分という速度で製造された。
【００５８】
カード機（６）から放出された後に、シート（Ｖ１）は、『スパンボンド』タイプのウェ
ブ（Ｓ）を製造するためのプラント（１）の受領ベルト（５）上へと移送された。
【００５９】
ポリプロピレンから『スパンボンド』ウェブが製造され、製造された『スパンボンド』ウ
ェブは、シート（Ｖ１）上に広げられた。これにより、密度が４０ｇ／ｍ2 のウェブであ
って、１．７ｄｔｅｘという繊維を有したウェブが形成される。
【００６０】
互いに重ね合わされた２つの層（Ｖ１，Ｓ）は、その後、押圧ローラユニット（８）を使
用して圧縮される。そして、３０ｇ／ｍ2 という密度でもってシート（Ｖ１）と同様にし
て製造された第２ファイバシート（Ｖ２）が、『スパンボンド』ウェブ（Ｓ）の表面上へ
と供給される。互いに重ね合わされた３つの個別層（Ｖ１，Ｓ，Ｖ２）は、その後、さら
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なる押圧ローラユニットによって、さらなる圧縮処理を受ける。
【００６１】
そのように形成された複合体は、その後、本出願人が販売している“Jetlace 2000”とい
うタイプの水をベースとした結合ユニットを備えた処理ユニット（１０）において、連続
的に処理された。
【００６２】
このようなユニットは、基本的に、コンベヤベルト（１１）と、それぞれ吸引ロール（１
２，１５，２０）を有した３つのジェット処理ユニットと、を備えている。ここで、各ロ
ールは、直径が５１６ｍｍであるとともに、仏国特許出願公開明細書第２ ７３４ ２８５
号に開示されているようにランダムに複数の穴が配置されている微小孔付きジャケットに
よって被覆されている。これら吸引ドラム（１２，１５，２０）には、インジェクタレー
ル（１４，１６，１７，２１）が設置されており、これらインジェクタレールは、シート
（Ｖ１）とスパンボンド（Ｓ）とシート（Ｖ２）とからなる複合体（Ｎ）の表面に対して
作用する。
【００６３】
これらインジェクタの配置は、複合体（Ｎ）の両面に対して順次的に作用を及ぼし得るよ
うな配置とされている。
【００６４】
レール（１４，１６，１７，２１）は、１ｍあたり１６６６個のジェットを形成し、以下
の表のようにして制御された。
【表１】

【００６５】
最後の水ベース結合ユニット（２０）の下流側には、実際の織物ユニットに設置されるポ
リエステル製ワイヤメッシュの形態として形成されたコンベヤベルト（２２）からなる織
物化ユニットが配置されている。このユニットは、穴開き回転ドラム（２４）を備えてお
り。このドラム内に、１５０ｂａｒでもってウォータジェットを形成するインジェクタ（
２３）が配置されている。
【００６６】
このインジェクタ（２３）は、直径が１３０μｍのウォータジェットを形成し、これによ
り、ファイバどうしを再配向させた。インジェクタ（２３）からの水は、コンベヤ（２２
）の直下に設置された吸引システム（２５）によって回収された。
【００６７】
上記条件によって上記方法を実施することにより、プラントからは、本発明によるウェブ
が得られた。このウェブは、加熱ドラムによる乾燥後において、密度が９５ｇ／ｍ2 であ
った。
【００６８】
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このウェブは、完全にかつ十分に結合しており、柔軟性が良く、感触が良く、外観性が良
く、さらに、同じタイプのファイバを使用して得られる同等の密度の従来織物と比較して
、同等の機械的特性を有するものであった。
【００６９】
［実験例２］
この実験例は、『スパンボンド』ウェブが、『スパンボンド』ウェブの形成領域の上流側
において形成されたただ１つのファイバシートと組み合わされてなる構造の製造に際して
の、本発明による方法の実施を例示するものである。
【００７０】
本発明に基づき、以下のようにして本発明による方法が実施された。
【００７１】
２０ｇ／ｍ2 という密度を有するとともに太さ１．７ｄｔｅｘ×長さ３８ｍｍの粘性ファ
イバ１００％からなるファイバシート（Ｖ１）が、通常のカード機（６）を使用して製造
された。
【００７２】
このシートは、１５０ｍ／分という速度で製造された。
【００７３】
カード機（６）から放出された後に、シート（Ｖ１）は、スパンボンドユニットの受領ベ
ルト（５）上へと移送された。
【００７４】
ポリプロピレン繊維からなるスパンボンドウェブ（Ｓ）が、シート（Ｖ１）上に堆積され
た。
【００７５】
この２５ｇ／ｍ2 という密度のスパンボンドウェブは、２ｄｔｅｘという繊維を有してい
る。
【００７６】
互いに重ね合わされた２つの層（Ｖ１，Ｓ）は、その後、押圧ローラ（８）を使用して圧
縮され、これにより、４５ｇ／ｍ2 という密度の複合体が形成された。この複合体は、そ
の後、本出願人が販売している“Jetlace 2000”というタイプの水をベースとした結合ユ
ニット（１０）上へと、連続的に移送された。
【００７７】
このユニットは、コンベヤベルト（１１）と、それぞれ吸引ロール（１２，１５）を有し
た２つのウォータジェット処理ユニットと、最終コンベヤ（２２）と、を備えている。コ
ンベヤ（２２）上には、パターンニング／織物化装置が、配置されている。
【００７８】
２つのロール（１２，１５）は、仏国特許出願公開明細書第２ ７３４ ２８５号に開示さ
れているようにしてランダムに複数の穴が配置されている微小孔付きジャケットによって
被覆されている。
【００７９】
これらロールには、インジェクタレール（１４，１６，１７）が設置されている。
【００８０】
これらインジェクタの配置は、複合体の両面に対して順次的に作用を及ぼし得るような配
置とされている。
【００８１】
インジェクタは、１ｍあたり１６６６個の直径が１２０μｍのウォータジェットを形成し
た。これらインジェクタの水圧は、それぞれ、６０，８０，１１０ｂａｒとされた。
【００８２】
直前のロール上において結合処理された複合体の織物化が、第１実験例において説明した
ようにして、穴開き回転ドラム（２４）によって行われた。このドラム内のインジェクタ
は、８０ｂａｒという水圧でもってウォータジェットを供給する。
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【００８３】
乾燥後の最終製品は、４５ｇ／ｍ2 という密度を有しているとともに、同じタイプのファ
イバからなるスパンレースウェブよりも優秀な機械的特性を有するものであった。
【００８４】
ウェブの外観性および柔軟性は、重要である。得られたウェブの外観性および柔軟性は、
カレンダリングによって結合された同じ密度のポリプロピレンやポリエステルよりも、か
なり優秀であった。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による方法を実施するための製造ライン全体を示す側面図である。
【図２】　ウォータジェットおよび付加的な付加的織物化処理を使用して結合操作が行わ
れる様子を、より詳細に示す側面図である。
【符号の説明】
１　スパンボンド形成プラント
５　コンベヤベルト
６　カード機
９　カード機
１０　処理ユニット（ウォータジェット結合処理手段）
１１　コンベヤベルト
１９　乾燥ユニット（乾燥手段）
２２　メッシュ、コンベヤ（粗い織物）
２３　インジェクタ
２４　穴開き回転ドラム
２５　吸引ユニット
Ｓ　　『スパンボンド』タイプのウェブ
Ｖ１　不連続ファイバからなるシート
Ｖ２　不連続ファイバからなるシート
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