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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製紙機械に使用されるプレスフェルト用のベースファブリック構造であって、
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸と織成された少なくとも１セットの機械方向糸
から成る少なくとも１層のベースファブリック層を含み、
　該少なくとも１セットのクロス機械方向糸は、撚成されたモノフィラメントからなるシ
ングル撚糸であることを特徴とするベースファブリック構造。
【請求項２】
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、２本の撚成
されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請求項１記載のベ
ースファブリック構造。
【請求項３】
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、３本の撚成
されたモノフィラメントからなるシングル撚糸を含むことを特徴とする請求項１記載のベ
ースファブリック構造。
【請求項４】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、シングル層ベースファブリックであること
を特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造。
【請求項５】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、デュアル層ベースファブリックであること
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を特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造。
【請求項６】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、２層のベースファブリック層の組合体であ
ることを特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造。
【請求項７】
　２層のベースファブリック層のそれぞれの少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそ
れぞれのクロス機械方向糸は、撚成されたモノフィラメントを含むことを特徴とする請求
項６記載のベースファブリック構造。
【請求項８】
　それぞれのクロス機械方向糸は、少なくとも３本の撚成されたモノフィラメントからな
るシングル撚糸であることを特徴とする請求項７記載のベースファブリック構造。
【請求項９】
　２層のベースファブリック層の組合体は、デュアル層と、該デュアル層上に配置された
シングル層とであることを特徴とする請求項６記載のベースファブリック構造。
【請求項１０】
　２層のベースファブリック層の組合体は、各々がシングル層であることを特徴とする請
求項６記載のベースファブリック構造。
【請求項１１】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、３層のファブリック層の組合体であり、該
組合体の各層はシングル層であることを特徴とする請求項１記載のベースファブリック構
造。
【請求項１２】
　製紙機械に使用されるプレスフェルトであって、
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸と織成された少なくとも１セットの機械方向糸
から成る少なくとも１層のベースファブリック層を含み、
　該少なくとも１セットのクロス機械方向糸は撚成されたモノフィラメントを含み、
　本プレスフェルトはさらに、前記少なくとも１層のベースファブリック層に縫合された
少なくとも１層のバット材層を含む、
ことを特徴とするプレスフェルト。
【請求項１３】
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、２本の撚成
されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請求項１２記載の
プレスフェルト。
【請求項１４】
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、少なくとも
３本の撚成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請求項
１２記載のプレスフェルト。
【請求項１５】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、シングル層ベースファブリックであること
を特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。
【請求項１６】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、デュアル層ベースファブリックであること
を特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。
【請求項１７】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、２層のベースファブリック層の組合体であ
ることを特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。
【請求項１８】
　２層のベースファブリック層の組合体のそれぞれのクロス機械方向糸は、撚成されたモ
ノフィラメントを含むことを特徴とする請求項１７記載のプレスフェルト。
【請求項１９】
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　それぞれのクロス機械方向糸は、２本の撚成されたモノフィラメントからなるシングル
撚糸であることを特徴とする請求項１８記載のプレスフェルト。
【請求項２０】
　それぞれのクロス機械方向糸は、少なくとも３本の撚成されたモノフィラメントからな
るシングル撚糸であることを特徴とする請求項１８記載のプレスフェルト。
【請求項２１】
　２層のベースファブリック層は、デュアル層と、該デュアル層上に配置されたシングル
層とであることを特徴とする請求項１７記載のプレスフェルト。
【請求項２２】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、シングル層ベースファブリックを含んでい
ることを特徴とする請求項１７記載のプレスフェルト。
【請求項２３】
　少なくとも１層のベースファブリック層は、３層のベースファブリック層の組合体であ
り、該組合体の各層はシングル層であることを特徴とする請求項１２記載のプレスフェル
ト。
【請求項２４】
　３層のベースファブリック層のそれぞれのクロス機械方向糸は、撚成されたモノフィラ
メントを含むことを特徴とする請求項２３記載のプレスフェルト。
【請求項２５】
　それぞれのクロス機械方向糸は、少なくとも３本の撚成されたモノフィラメントからな
るシングル撚糸であることを特徴とする請求項２４記載のプレスフェルト。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、製紙用ファブリック（布ベルト）に関し、特に、製紙機械のプレスセクショ
ン（圧力工程）に使用されるプレスフェルト（ベルト）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のフォードリニア式製紙工程においては、一般的に”ペーパーストック”として知
られるスラリーあるいはセルロース繊維を含む液体は、走行する無端フォーミングベルト
（成形ベルト）の上側面に供給される。フォーミングベルトは製紙面を提供しており、水
性媒体（aqueous medium）からセルロース繊維を分離するフィルターとして機能し、湿潤
したペーパーウェブ（ｗｅｂ）を成形する。ペーパーウェブは、フォーミングベルト内部
に形成されている多数の排水孔に水性媒体を浸透させ、フォーミングベルトの下側に配置
された真空手段等によってその水性媒体を強制吸引することで成形される。
【０００３】
　成形されたペーパーウェブは、ある程度の形状保持力を有しており、製紙機械のプレス
セクションのプレスフェルトに載せられ、プレスロールが組合されて構成された一連のプ
レスニップ（pressure nip）を通過され、残余の水分がさらに圧縮排出される。これらプ
レスロールは、ペーパーウェブのコンパクション（圧縮処理）も併せて提供する。一般的
にプレスフェルトは１層または複数層のベースファブリック（基礎布）を含み、１層また
は複数層のバット（ｂａｔｔ）材層が追加積層されている。
【０００４】
　プレスセクションでの処理後、ペーパーウェブは乾燥セクションに搬送され、一連の加
熱ロール（一般的に円筒形）周囲を通過しながら蒸発作用によってさらに水分が排除され
る。
【０００５】
　一般的に、プレスセクションのプレスフェルトは、成形された湿潤ペーパーウェブを保
持しながら多様なロール間を通過させて脱水し、その際にペーパーウェブから排出された
水分の受け皿としても作用する。好適には、プレスフェルトは、その水分搬送能力を高め
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るために多数の比較的に大型な孔部または空隙部を有するように織成される。通常ではコ
ンベアベルトのような形状を有したプレスフェルトは、前述の工程で多量の水分を内部に
蓄積する。通常の場合にはペーパーウェブとプレスフェルトとが直接的な接触状態を終了
した後に、その蓄積水分は吸引装置あるいは他形態の排水装置によって強制排水される。
【０００６】
　ペーパーウェブにクラッシュ現象等のダメージを与えない限り、できるだけ多量の水分
を製紙機械のプレスセクションで排水させるのが有利である。クラッシュ現象とは、ペー
パーウェブから過剰な水分が排除されたときに発生する現象である。即ち、プレスニップ
内に進入できない水分がプレスニップの入口付近に蓄積され、ペーパーウェブの進行方向
とは逆方向に押し出される現象である。従って、プレスニップの領域（製紙用ファブリッ
クあるいはプレスロール）に充分な空隙総容量を存在させ、ペーパーウェブがコンパクシ
ョン及びコンプレッション（圧搾処理）を受ける際に排出される全水分がプレスニップ工
程を通過することが必要である。
【０００７】
　プレスフェルトの排水能力はプレスフェルトの接触領域と厚みとに関係する。この接触
領域とはペーパーウェブと接触するプレスフェルトのミクロスケールでの領域である。プ
レスフェルトとペーパーシートとの間で力学的圧力を受ける接触領域は、圧力を受けない
領域よりも良好な排水能力を有している。プレスフェルトが充分な浸透性を提供する限り
、接触領域が大きければ大きいほど、その排水能力は高くなる。
【０００８】
　プレスフェルトの厚みもその排水能力に影響を及ぼす。プレスフェルトの厚みが減少す
れば、その分だけプレスフェルト内の流水路は短くなり、その排水能力は増大する。
【０００９】
　プレスフェルトには、良好な製紙面を提供することも要求される。現在、標準的なプレ
スフェルト用のベースファブリック製造には、例えば、ポリアミド（ＰＡ）０.２ｘ２ｘ
２、またはポリアミド（ＰＡ）０.２ｘ２ｘ３、あるいは、ＰＡ０.２からＰＡ０.５のシ
ングルモノフィラメントからなる粗目のモノフィラメント撚糸のクロス機械方向糸（横糸
）を使用している。粗目のモノフィラメント撚糸は、丸形均等形状の撚糸（round shaped
, uniform twists）を形成しない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　従って、ベースファブリックの機械方向糸（経糸）とクロス機械方向糸との交差部に堅
稜部（hard knuckles） が形成される。これらの稜部はプレスフェルトとペーパーウェブ
との間でのミクロスケールの非均等な圧力伝達の原因となる。斑紋等（surface marking 
and shadow marks）の紙質の欠陥は、プレス(press)ニップでの非均等な圧力配分によっ
て発生する。
【００１１】
　一方、柔軟性が欠如するため、ベースファブリックには、シングルモノフィラメントは
適していないことが知られている。弾力性が要求されるプレス工程条件をシングルモノフ
ィラメントで満たすことは非常に困難である。
【００１２】
　従って、本発明の一目的は、製紙機械のプレスセクションで使用する改善された製紙フ
ェルトを提供することである。
　本発明の別目的は、増加した接触領域と改善された弾力性とを有する製紙フェルトの提
供である。
　本発明の別目的は、製紙機械のプレスセクションに改善された排水構造を提供すること
であり、比較的に短い流水路の提供によって水流抵抗性を低減させ、クラッシュ現象や紙
質低下現象を発生させずに比較的に多量な水分をペーパーウェブから排除させることであ
る。
【００１３】
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　本発明のさらに別目的は、製紙機械のプレスセクションにおける脱水量の増加手段の提
供である。
　本発明のまた別な目的は、水流を促進させ、コンパクションに対する抵抗性を高めた製
紙機械用プレスフェルトの提供である。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、プレスフェルト用のベースファブリックと、このベースファブリックを採用
したプレスフェルトとに関する。このベースファブリックはクロス機械方向に細目撚成モ
ノフィラメント撚糸を使用する。このような撚糸を採用したベースファブリックは、実質
的にいかなる織パターンであってもよい。または、ベースファブリックは２層以上のファ
ブリック層を含む積層タイプのベースファブリック構造体であってもよい。その１層ある
いは２層以上は細目撚成モノフィラメント撚糸であるクロス機械方向糸を含むものである
。
【００１５】
　本発明は、ベースファブリック構造と、そのベースファブリック構造を使用したプレス
フェルトとを開示されており、クロス機械方向に少なくとも１セットの撚成モノフィラメ
ント撚糸を有している。ベースファブリック構造は、シングル層であっても、２層以上の
別々に織成されたファブリック層の組合体であってもよい。組合体内の少なくとも１層は
、クロス機械方向に撚成モノフィラメント撚糸を有している。
【００１６】
　具体的に、請求項１に記載の発明は、「製紙機械に使用されるプレスフェルト用のベー
スファブリック構造であって、
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸と織成された少なくとも１セットの機械方向糸
から成る少なくとも１層のベースファブリック層を含み、
　該少なくとも１セットのクロス機械方向糸は、撚成されたモノフィラメントからなるシ
ングル撚糸であることを特徴とするベースファブリック構造。」である。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、「少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロ
ス機械方向糸は、２本の撚成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを
特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造。」であり、請求項３に記載の発明は
、「少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、３本の撚
成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸を含むことを特徴とする請求項１記載の
ベースファブリック構造。」である。
【００１８】
　請求項４に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、シングル層ベ
ースファブリックであることを特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造。」で
あり、請求項５に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、デュアル
層ベースファブリックであることを特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造。
」である。
【００１９】
　請求項６に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、２層のベース
ファブリック層の組合体であることを特徴とする請求項１記載のベースファブリック構造
。」であり、請求項７に記載の発明は、「２層のベースファブリック層のそれぞれの少な
くとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、撚成されたモノフ
ィラメントを含むことを特徴とする請求項６記載のベースファブリック構造。」である。
【００２０】
　請求項８に記載の発明は、「それぞれのクロス機械方向糸は、少なくとも３本の撚成さ
れたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請求項７記載のベー
スファブリック構造。」であり、請求項９に記載の発明は、「２層のベースファブリック
層の組合体は、デュアル層と、該デュアル層上に配置されたシングル層とであることを特
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徴とする請求項６記載のベースファブリック構造。」である。
【００２１】
　請求項１０に記載の発明は、「２層のベースファブリック層の組合体は、各々がシング
ル層であることを特徴とする請求項６記載のベースファブリック構造。」であり、請求項
１１に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、３層のファブリック
層の組合体であり、該組合体の各層はシングル層であることを特徴とする請求項１記載の
ベースファブリック構造。」である。
【００２２】
　請求項１２に記載の発明は、「製紙機械に使用されるプレスフェルトであって、
　少なくとも１セットのクロス機械方向糸と織成された少なくとも１セットの機械方向糸
から成る少なくとも１層のベースファブリック層を含み、
　該少なくとも１セットのクロス機械方向糸は撚成されたモノフィラメントを含み、
　本プレスフェルトはさらに、前記少なくとも１層のベースファブリック層に縫合された
少なくとも１層のバット材層を含む、
ことを特徴とするプレスフェルト。」である。
【００２３】
　請求項１３に記載の発明は、「　少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれの
クロス機械方向糸は、２本の撚成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であるこ
とを特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。」であり、請求項１４に記載の発明は
、「少なくとも１セットのクロス機械方向糸のそれぞれのクロス機械方向糸は、少なくと
も３本の撚成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請求
項１２記載のプレスフェルト。」である。
【００２４】
　請求項１５に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、シングル層
ベースファブリックであることを特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。」であり
、請求項１６に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、デュアル層
ベースファブリックであることを特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。」である
。
【００２５】
　請求項１７に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、２層のベー
スファブリック層の組合体であることを特徴とする請求項１２記載のプレスフェルト。」
であり、請求項１８に記載の発明は、「２層のベースファブリック層の組合体のそれぞれ
のクロス機械方向糸は、撚成されたモノフィラメントを含むことを特徴とする請求項１７
記載のプレスフェルト。」である。
【００２６】
　請求項１９に記載の発明は、「それぞれのクロス機械方向糸は、２本の撚成されたモノ
フィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請求項１８記載のプレスフェ
ルト。」であり、請求項２０に記載の発明は、「それぞれのクロス機械方向糸は、少なく
とも３本の撚成されたモノフィラメントからなるシングル撚糸であることを特徴とする請
求項１８記載のプレスフェルト。」である。
【００２７】
　請求項２１に記載の発明は、「２層のベースファブリック層は、デュアル層と、該デュ
アル層上に配置されたシングル層とであることを特徴とする請求項１７記載のプレスフェ
ルト。」であり、請求項２２に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層
は、シングル層ベースファブリックを含んでいることを特徴とする請求項１７記載のプレ
スフェルト。」である。
【００２８】
　請求項２３に記載の発明は、「少なくとも１層のベースファブリック層は、３層のベー
スファブリック層の組合体であり、該組合体の各層はシングル層であることを特徴とする
請求項１２記載のプレスフェルト。」であり、請求項２４に記載の発明は、「３層のベー
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スファブリック層のそれぞれのクロス機械方向糸は、撚成されたモノフィラメントを含む
ことを特徴とする請求項２３記載のプレスフェルト。」であり、請求項２５に記載の発明
は、「それぞれのクロス機械方向糸は、少なくとも３本の撚成されたモノフィラメントか
らなるシングル撚糸であることを特徴とする請求項２４記載のプレスフェルト。」である
。
【００２９】
【発明の実施の形態】
　本発明を以下の詳細な説明でさらに詳細に解説する。
　本発明は、製紙機械のプレスセクションで使用するプレスフェルト用のベースファブリ
ックと、このベースファブリックを採用したプレスファブリックとに関する。このベース
ファブリックはクロス機械方向に撚成モノフィラメント撚糸を含む。このベースファブリ
ックはシングルタイプのベースファブリックであっても、別々に織成した複数のファブリ
ック層からなるベースファブリック組合体であってもよい。そのうちの少なくとも１層は
、クロス機械方向に撚成モノフィラメント撚糸を有したものである。
【００３０】
　このシングルタイプのベースファブリック層、又はベースファブリック組合体の個々の
ファブリック層は、プレスフェルト用のベースファブリックに適したいかなる織パターン
であってもよい。本発明のベースファブリックに適した織パターンは、出来上がったプレ
スフェルトの利用法に応じて決定されるものである。本発明のベースファブリックには、
１層織手法、２層織手法、あるいは３層織手法も利用可能である。当該技術分野の技術者
であれば、本発明の思想の範囲で製品プレスフェルトの使用法に応じてどのような織手法
が最適であるかを決定することは容易であろう。例えば、長目の浮き糸を使用したファブ
リックをプレスフェルトの製紙面近辺で使用して表面均等性を改善することができる。本
発明に利用可能なこのような織成ファブリックの１例は、６通糸タイプ繻子織りである。
コンパクションに対する抵抗性(compaction resistance) を改善させるために、崩し綾織
り（broken twill）のような短い浮き糸（short floats）を使用した織手法を本発明のベ
ースファブリックに採用することは可能であり、製紙機械と接触するファブリック層に対
しては特に好適である。
【００３１】
　本発明の一実施例において、プレスファブリックがベースファブリック構造体を含むと
きには、ベースファブリック組合体の個々のファブリック層はシングル層タイプの織成で
あろう。しかし、出来上がったプレスフェルトの使用法によって決定されるべき個々のフ
ァブリック層の織手法の選択は、当業者の知識の範囲である。ベースファブリックの積層
構造は、均等な圧力伝達、空隙の容積、並びにコンパクションに対する抵抗力などの条件
に従って決定されるものである。
【００３２】
　本発明プレスフェルトのベースファブリックの各ファブリック層にて選択的に使用され
る糸は、プレスフェルト用のベースファブリック層に通常に使用されるものでよい。例え
ば、綿糸、羊毛糸、ポリプロピレン糸、ポリエステル糸、アラミド糸、あるいはポリアミ
ド糸でよい。当業技術者であれば、製品となったプレスフェルトの特定の利用法に応じて
この糸材料を選択するであろう。
【００３３】
　本発明のベースファブリック組合体又はベースファブリックに利用される糸は製品とな
った複合プレスフェルトの望まれる特性に応じて変わるであろう。本発明の思想によれば
、ベースファブリックには、またはベースファブリック構造体の１層のベースファブリッ
クには、撚成されたモノフィラメント撚糸からなる少なくとも１セットのクロス機械方向
糸が使用されるであろう。当業者には周知であるが、撚糸（plied yarn）とは、２本以上
のシングル糸が撚糸状態となっているものである。本発明の撚成されたモノフィラメント
撚糸とは、撚成されたモノフィラメントが二本以上で撚られてシングル撚糸となったもの
である。
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【００３４】
　本発明のベースファブリックのクロス機械方向に使用される撚成モノフィラメント撚糸
は、好適には、約０.１ｍｍから約０.３ｍｍの範囲の直径を有するシングルモノフィラメ
ントを有している。本発明のベースファブリックのクロス機械方向に使用される最適な撚
成モノフィラメント撚糸は、ポリアミドモノフィラメント撚糸である。この好適なポリア
ミドモノフィラメント撚糸は、ＰＡモノフィラメント糸であり、一般的に０.１ｍｍまた
は０.２ｍｍの直径で、２本撚タイプあるいは３本撚タイプである。
【００３５】
　ベースファブリックの残りの糸は、マルチフィラメント糸、モノフィラメント糸、撚っ
たマルチフィラメント糸またはモノフィラメント糸、スパン糸、あるいはそれらのいかな
る組合せでもよい。当業者であれば本発明の思想に従って、望むプレスフェルトに合った
糸タイプを選択することが可能である。
【００３６】
　本発明のベースファブリックを採用したプレスフェルトの製造には、１層あるいは複数
層のバット材層をベースファブリック、又はファブリック層構造体に配置して縫合する。
もちろん、バット材層はペーパーウェブと接触するプレスフェルト面に配置されるであろ
う。さらに、１層又は複数層のバット材層を機械接触側に挿入することもできる。このバ
ット材料は、羊毛のごとき動物性天然繊維、並びに、オルロン（Ｏｒｌｏｎ）のようなポ
リアクリル繊維、ダクロン（Ｄａｃｒｏｎ）のごときポリエステル繊維、ナイロンのごと
きポリアミド繊維等の合成繊維からでも準備が可能である。それらバット材層は通常縫合
手段によってファブリック層組合体となる。縫合手段によって複数のファブリック層組合
体も一体化が可能である。
【００３７】
　本発明を添付図面に示す実施例を利用してさらに説明する。これら実施例は説明のみを
目的としており、それらによる本発明の限定は意図されていない。
【００３８】
　図１は本発明ベースファブリック１０の１実施例を図示したものである。ベースファブ
リック１０は、クロス機械方向糸１２と、ベースファブリックの製紙面に長目の浮き糸を
配した機械方向糸１４とを織成したシングル層である。クロス機械方向にはポリアミド０
.２ の撚られた２本のモノフィラメント１１が使用されており、各々のクロス機械方向撚
成モノフィラメント撚糸１２を提供する。
【００３９】
　図２は本発明ベースファブリック２０の別実施例を示している。ベースファブリック２
０はデュアル層タイプである。デュアル層とは、２セットの機械方向糸２４と２５と、１
セットのクロス機械方向糸２２とが織成されたファブリックのことである。これらクロス
機械方向糸２２は、ポリアミド０.２ で撚った３本のモノフィラメント２１でなり、これ
ら３本のモノフィラメント２１は、撚られてクロス機械方向撚成モノフィラメント撚糸２
２となっている。
【００４０】
　図３は本発明ベースファブリックの好適実施例であり、ベースファブリック３０は２層
のファブリック層３１と３２からなる組合体である。本実施例の各ファブリック層３１と
３２はシングル層であり、クロス機械方向糸３５と機械方向糸３４とが織成されたもので
ある。各ファブリック層３１と３２において、クロス機械方向撚成モノフィラメント撚糸
３５は、撚られた３本のモノフィラメント３６である。
【００４１】
　２層のファブリック層４２と４４からなるベースファブリック組合体から製造されたベ
ースファブリック４０は図４において示されている。この実施例において、ファブリック
層４４は２セットの機械方向糸４７と４８とを有したデュアル層であり、ファブリック層
４２は機械方向糸４３を使用したシングル層である。両ファブリック層４２と４４とにお
いて、クロス機械方向撚成モノフィラメント撚糸４５と４９は、撚られた３本のモノフィ
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ラメント群４６と４１である。
【００４２】
　図５において、ベースファブリック５０は、各々がシングル層である３層のファブリッ
ク層５２、５４、５６である。各ファブリック層において、クロス機械方向撚成モノフィ
ラメント撚糸５１、５３、５５は、撚られたモノフィラメント群５１ａ、５３ａ、５５ａ
である。
【００４３】
　図６は本発明の思想に従って製造されたプレスフェルト６０を図示している。プレスフ
ェルト６０は図２に示すベースファブリック２０と、製紙面に提供されたバット材層６１
とが１工程あるいは複数工程で縫合されて構成されている。
【００４４】
　本発明の思想に従って、プレスフェルトに含まれるファブリック層の数と織パターンと
を選択することは当業技術者の知識の範囲内である。
　以上、本発明の好適実施例を説明してきたが、本発明の精神と目的とに沿って本発明の
実施例に改良を加えることは可能であろう。
【００４５】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明においては、製紙機械のプレスセクションで使用する改善
された製紙フェルトを提供することができる。即ち、本発明は、増加した接触領域と改善
された弾力性とを有する製紙フェルトを提供できる。
【００４６】
　本発明のプレスフェルトは、対面する異なる糸システムがプレスニップ内でさらに均等
な圧力配分を提供することができる。本ファブリックは、良好な圧力伝達と孔質性とを提
供する理由により、ファブリックを通過する水流と、コンパクションに対する抵抗力との
間の改善されたバランスを達成することができる。
【００４７】
　又、多層タイプのベースファブリックの利用で、製造されるフェルトに対する異なる要
求を満たすような特性を最良化するファブリック層構造の選択幅を広げることができる。
例えば、均等な圧力伝達と、高い水浸透性と、良好なコンパクションに対する抵抗力とを
提供するためには、長い機械方向浮き糸を有した高密度な機械方向最上層が選択されるで
あろう。
【００４８】
　さらに、粗目クロス機械方向最下ファブリック層は、プレスフェルトに良好な摩耗抵抗
力を提供するであろう。また、少なくとも２層のファブリック層の存在が可能であるとい
う事実は、良好なコンパクションに対する抵抗力を提供し、プレスフェルトの浸透性を増
加させる。中間層及び最下層の上面に長い機械方向またはクロス機械方向浮き糸を使用す
れば、別々のファブリック層の個々に望まれる特性を提供して維持させる。
【００４９】
　本発明は、製紙機械のプレスセクションに改善された排水構造を提供することができ、
比較的に短い流水路の提供によって水流抵抗性を低減させ、クラッシュ現象や紙質低下現
象を発生させずに比較的に多量な水分をペーパーウェブから排除させることができる。
　本発明は、製紙機械のプレスセクションにおける脱水量の増加手段を提供することがで
き、さらに、水流を促進させ、コンパクションに対する抵抗性を高めた製紙機械用プレス
フェルトを提供できるという優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のベースファブリックの一実施例の断面図である。
【図２】　本発明ベースファブリックの別実施例の断面図である。
【図３】　本発明ベースファブリックの一好適実施例の断面図である。
【図４】　本発明ベースファブリックの別実施例の断面図である。
【図５】　本発明ベースファブリックの別好適実施例の断面図である。
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【図６】　図２のベースファブリックを含む、本発明プレスフェルトの一実施例の断面図
である。
【符号の説明】
　１０，２０，３０，４０，５０　ベースファブリック
　１１，２１，４１，４６　　　　モノフィラメント
　１２，２２，３５，４５，４９　クロス機械方向糸
　１４，２４，２５，３４　　　　機械方向糸
　３１，４２，４４　　　　　　　ファブリック層
　５２，５４，５６　　　　　　　ファブリック層
　４３，４７，４８　　　　　　　機械方向糸
　５１ａ，５３ａ，５６ａ　　　　モノフィラメント
　６０　　プレスフェルト
　６１　　バット材層

【図１】 【図２】
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