
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ウェブをシリンダー上に搬送している間に第１のフード（１２）の領域で該ウェブに対し
てホットエアジェットを吹き付けることにより該ヤンキーシリンダーによりウェブを乾燥
させる際、前記ホットエアジェットが５５０℃よりも低い温度を有している、ヤンキーシ
リンダー（１０）をカバーする乾燥フードの乾燥能力を改良するための方法において、該
乾燥フードの乾燥能力は該第一のフードよりも小さないわゆるホットエアフード（１４、
１４’、１４”）の第二のフードの領域で該シリンダー上を搬送されるウェブに対してホ
ットエアジェットを吹き付けることにより増大され、前記ホットエアジェットは該第一の
フードでウェブに対して吹き付けられるホットエアジェットの温度よりも高く、

である温度を有していることを特徴とする方法。
【請求項２】
該ホットエアフード（１４）はウェブの走行方向においてみた時該第一のフード（１２）
の前に配列されており、そのことにより該第一のフードでウェブに対して吹き付けられる
エアジェットの温度よりも高い、 の温度を有するエアジェットが最
初に該ホットエアフードの領域でウェブに対して吹き付けられ、そして次いで５５０℃以
下の温度を有するホットエアジェットが第一のフードの領域でウェブに対して吹き付けら
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
第一もしくは第二のホットエアフード（１４’）はウェブの走行方向において、第一のフ
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ードの後に配列されており、そのことにより第一のフードでウェブに対して吹き付けられ
るエアジェットの温度よりも高い温度、 の温度を有するホットエア
ジェットが第一のフードの後でウェブに対して吹き付けられることを特徴とする請求項１
または２に記載の方法。
【請求項４】
第一のフード（１２）はウェブの走行方向において連続的に配列されたウェットエンドフ
ード部（１６）とドライエンドフード部（１８）とに分割されており、そしてホットエア
フード（１４”）は第一と第二のフード部の間に配列されており、 ホットエアジ
ェットが、ウェブの走行方向にみた時連続的に、ウェブに対して吹き付けられ、その結果
、
－ウェットエンドフード部の領域で５５０℃以下の温度を有するエアジェットがウェブに
対して吹き付けられ、
－ホットエアフードの領域で、第一のフードでウェブに対して吹き付けられるホットエア
ジェットの温度よりも高い温度、 の温度を有するホットエアジェッ
トがウェブに対して吹き付けられ；そして
－ドライエンドフード部の領域で、５５０℃以下の温度を有するエアジェットがウェブに
対して吹き付けられる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
さらに第二のホットエアフード（１４、１４’）がウェブの走行方向にみた時、第一のフ
ードのウェットエンドフード部の前に、および／または第一のフードのドライエンドフー
ド部の後に配列されており、 さらなるホットエアジェットがウェットエンドフー
ド部の前および／またはドライエンドフード部の後でウェブに対してホットエアフードの
領域で吹き付けられ、これらのさらなるエアジェットは第一のフードで吹き付けられるホ
ットエアジェットの温度よりも高い温度、 であることを特徴とする
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
ホットエアジェットはホットエアフード（１４、１４’、１４”）の領域でウェブに対し
て吹き付けられ、これらのホットエアジェットは５５０℃ないし７００℃の温度を有して
いることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
ホットエアフード（１４、１４’、１４”）の領域でウェブに対して吹き付けられるホッ
トエアジェットはウェブの横断方向において連続したホットエアジェット群に分割されて
おり、そして
－各ホットエアジェット群の温度は乾燥パワープロファイルを制御するために個々に制御
されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
ホットエアフード（１４、１４’、１４”）の領域でウェブに対して吹き付けられるホッ
トエアジェットはウェブの横断方向において連続したホットエアジェット群に分割されて
おり、そして
－各ホットエアジェット群のホットエアジェットの速度は乾燥パワープロファイルを制御
するために個々に制御されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
ホットエアフード（１４）から排出されるエアの少なくとも一部は

ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】

【請求項１１】
第一のフードのドライエンド（１８）から排出されるエアの少なくとも一部はホットエア
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第一のフード（１２）
に向けられる

ホットエアフード（１４）から排出されるエアの少なくとも一部は第一のフードのウェッ
トエンド部（１６）に向けられることを特徴とする請求項９に記載の方法。



フード（１４）に向けられることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
ホットエアフード（１４）は、それ自身のエアシステム（２０）に接続されていて排出さ
れたエアを加熱して該フードに乾燥用エアとして戻すことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１３】
ヤンキーシリンダー上を搬送されるウェブに対して５５０℃以下の温度でホットエアジェ
ットを吹き付けるために、第一のフードを有し、ヤンキーシリンダー（１０）をカバーす
る乾燥用フードの乾燥能力を改良するための装置において、
該装置はさらに該第一のフードよりも小さくそしてヤンキーシリンダー上を搬送されるウ
ェブに対してホットエアジェットを吹き付けるために配列されているホットエアフード（
１４、１４’、１４”）を含み、前記ホットエアジェットの温度が第一のフードでウェブ
に対して吹き付けられるホットエアジェットの温度よりも高く、すなわちそして５５０℃
以上であることを特徴とする装置。
【請求項１４】
ホットエアフード（１４、１４’）がウェブの搬送方向にみた時、第一のフード（１２）
の前および／または後ろに配列されていることを特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項１５】
第一のフード（１２）はウェットエンドフード部（１６）とドライエンドフード部（１８
）に分割されており、そしてホットエアフード（１４、１４’、１４”）は、ウェブの搬
送方向にみた時、フード部の前、後、および／またはフード部間に配列されていることを
特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項１６】
ホットエアフード（１４）の排出エアダクト（６０）が第一のフードのウェットエンド部
（１６）の包囲体に接続されておりこのホットエアフードから第一のフードのウェットエ
ンドのエア循環に排気エアを向けるように構成されていることを特徴とする請求項 に
記載の装置。
【請求項１７】
第一のフードのドライエンド部（１８）のエア排出ダクトはホットエアフード（１４）に
接続されていてこの第一のフードのドライエンド部から排出エアをホットエアフードに向
けるようになっていることを特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項１８】
ホットエアフード（１４）はヤンキーシリンダーの周面の カ
バーしていることを特徴としている請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
第一のフード（１２）はヤンキーシリンダー（１０）の上半分の主要部をカバーするよう
に配列されており、そしてホットエアフード（１４）はヤンキーシリンダーの下半分の一
部をカバーするように配列されていることを特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項２０】
機械方向における垂直断面においてホットエアフード（１４）はヤンキーシリンダーに向
かって傾斜していることを特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項２１】
ホットエアフード（１４）はウェブ横断方向において部分（５０’）に分割されており、
該部分においてホットエアの流れの速度を制御する手段（５２）が設けられてウェブの横
断方向においてホットエアジェットの乾燥効果を制御するように構成されていることを特
徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項２２】
ホットエアフードにはウェブの横断方向に延びそしてウェブの搬送方向において連続的に
配列されているブローボックス（４０、４０’）が設けてあり、 、
－ ヤンキーシリンダーの方に向けられているブローボックスの壁に形成さ
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れて、該ヤンキーシリンダー（１０）上を搬送されるウェブに対してホットエアを吹き付
けるようになっており、そして
－排出エアダクト（５６）がウェブを横断方向にブローボックス間に配列されていてホッ
トエアフードとヤンキーシリンダーとの間のスペース（４８）からエアをホットエアフー
ド（１４）内に戻すようになっている、ことを特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項２３】
ヤンキーシリンダーに対してホットエアフード（１４）のインターフェイス（４６）はヤ
ンキーシリンダーと同じ曲率を有する板で主として形成されており、 、
－ 該板に形成されてホットエアフードからウェブに対してホットエ
アを吹き付けるようになっており、そして
－該排出パイプ（７６）を有する大きな連絡用の開口が該板に形成されていてホットエア
フードとヤンキーシリンダーとの間のスペース（４８）からホットエアフード内にエアを
戻すようになっている、ことを特徴とする請求項 に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は独立請求項の導入部分に規定されるヤンキーシリンダーをカバーするためのフー
ドの乾燥能力を改良するための方法と装置に関する。
【０００２】
ソフトティッシュを製造することにおいて、しばしば制限となる要因はウェブの乾燥であ
る。それゆえ、新しいソフトティッシュ装置においておよび装置の補修においては特にヤ
ンキーフードにより提供される乾燥能力を増大することが目的とされる。しかしながらヤ
ンキーフードの直径を増大することにより能力を増大することはもはや可能ではない。な
ぜならば従来のヤンキーフードのサイズは実際上すでにその最大限のサイズにまで増大し
てきているからである。
【０００３】
乾燥エアジェットの温度と速度を増加させることにより乾燥能力を増大することもすでに
目指されている。新しいヤンキーフードにおいて、乾燥用エアジェットの温度はこうして
５００℃ないし５５０℃にまでさえも上げられてきている。このレベルからもっと高い温
度の増加はフードの構造において新しい高い温度に耐えうる新しい材料を導入することが
必要であり、このことは大型のヤンキーフードの構造的なコストを実質的に増大させるで
あろう。現在のレベルを超えた温度の増大はまた温度勾配ストレスと熱膨張によってひき
おこされる種々の問題を実質的に増加させるであろう。このことはすでに現在の大型のフ
ードおよびフードの部分において管理することが比較的困難である。
【０００４】
ヤンキーフードは一般に二つの部分からなり、すなわちそれらはいわゆるウェットエンド
（ＷＥ）部とドライエンド（ＤＥ）部の二つの別々の部分に分けられる。紙ウェブのプロ
ファイルは一般にヤンキーシリンダーでもって行われてヤンキーフードのドライエンドフ
ード部はウェブの横断方向において別々に制御される制御部分に分割される。各々の制御
部を流れるホットエアの量は別々に、例えばダンパーにより制御することができ、そして
ウェブの方に向かって流れるホットエアのジェットに影響を与えることが可能である。し
かしながら、この制御はフードの平均的な乾燥効率を下げることになる。なぜならばダン
パーが完全に開いているこれらの制御部のみが最大能力をもって運転することになるから
である。現在のヤンキーフードにおける欠点は、実際上の理由により、大きなフード部が
プロファイルに関して望ましいであろうようなできるだけ狭い制御部に分割することがで
きないことである。
【０００５】
これまで本出願人の米国特許第４９４２６７５号において、ヤンキーフードのウェットエ
ンド部の前でヤンキーシリンダーにＩＲドライヤを配置することによりウェブのプロファ
イルを制御することが提案されてきた。しかしながらこの解決の仕方の欠点はＩＲドライ
ヤが比較的多くのサービスを必要とすることに見ることができる。なぜならばこれらのＩ
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Ｒドライヤは容易に壊れる傾向がありかつ汚れる傾向があるからである。更にＩＲドライ
ヤの効率は低く、かつ電力の多くの部分が無駄に消費されることになる。
【０００６】
本発明の目的はそれゆえヤンキーシリンダーをカバーするフードの乾燥能率を増大させる
改良された方法および装置を提供することである。
【０００７】
特定の目的はヤンキーシリンダーでの乾燥において現在使用されているホットエアジェッ
トよりももっと熱いホットエアジェットの使用を可能ならしめる方法および装置を提供す
ることである。
【０００８】
また本発明の目的は、乾燥能率を相当に低下させることなしで、乾燥すべきウェブのプロ
ファイルを改良することができる方法および装置を提供することでもある。
【０００９】
上述の目的を達成するために、本発明による方法および装置は独立請求項の特徴事項に述
べられている特徴を特徴とする。
【００１０】
本発明による解決を備えた典型的なヤンキーシリンダーはウェットエンドとドライエンド
とのヤンキーフード部に加えて、ヤンキーフードよりももっと小さい少なくとも一つのホ
ットエアフードによってカバーされている。ホットエアジェットはヤンキーシリンダーを
通り過ぎるウェブに向かってヤンキーフード部から吹き付けられ、そのことにより一般的
にホットエアジェットはせいぜい約５５０℃の温度である。他方で、５５０℃以上の温度
を有するホットエアジェットがホットエアフードから吹き付けられる。
【００１１】
ホットエアフードはヤンキーシリンダーの周りの位置から別々に引き離されることのでき
る完全に別個のフードであるか、あるいはヤンキーフードのいずれかのフード部上に支持
されおよび／もしくは結合されることができ、したがってヤンキーフード部がヤンキーシ
リンダーの周囲の位置から引き離される時同時にホットエアフードはシリンダーからさら
に離れることになる。
【００１２】
ウェブを横切って延びるホットエアフードのサイズは従来のヤンキーフードのサイズより
も実質的により小さく、したがってホットエアフードのみがヤンキーシリンダーの周面の
約２０度ないし４０度のセクター範囲をカバーし、一方従来の二部分式のヤンキーフード
はしばしば１８０度あるいはそれ以上のセクター範囲わたり、典型的には２００度ないし
２３０度のセクター範囲わたり周面を覆う。本発明によるホットエアフードが使用される
時、所望であれば実際のヤンキーフードのカバー範囲を対応して減らすことが可能である
。
【００１３】
他方、本発明によるホットエアフードは典型的にはまた従来のヤンキーフードよりもより
小さな半径方向の寸法を有しており、そしてしたがってヤンキーシリンダーの周りに実質
的により小さなスペースを占める。こうして、ホットエアフードは非常に限定されたスペ
ース内に位置することができ、例えばそれはウェブがプレスロールの助けで該シリンダー
の周面にもたらされるヤンキーシリンダーの位置に近いシリンダーの下側の、非常に限定
された空間内に位置することができる。さらにホットエアフードは機械方向において垂直
断面が周面に沿った方向に下向きに傾斜して、そのことによりホットエアフードの狭い部
分がヤンキーシリンダーと該ヤンキーシリンダーに近い他の部品との間の特に狭い空間内
に位置を占めることができる。こうして、ヤンキーシリンダーの全カバー範囲は従来の状
況に比較して実質的に増大することができる。
【００１４】
ホットエアフードはその小さなサイズのゆえに、大きなサイズのヤンキーフードと同じよ
うな温度勾配ストレスと熱膨張とによる影響を受けない。その小さなサイズのゆえにホッ
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トエアフードは高い温度に耐える、より高価な材料で作ることは考えられることであり、
それは一般にはヤンキーフードには適応されないアプローチである。
【００１５】
有利なことに、本発明によるホットエアフードはまたウェブ乾燥プロファイルの制御にお
いて使用することができる。そのときホットエアフードはウェブ横断方向において数個の
連続した部分に分割され、そして各部分においてホットエアジェットの速度と、および／
もしくはまた望む場合、温度の別々の制御が行われる。ホットエアフードのサイズが小さ
いために、このフードはヤンキーフード内の対応する部分に比較して、比較的小さな制御
部分にさえも分けることができ、したがって　プロファイルの制御は従来よりももっと正
確になる。ホットエアフードは、そのダンパーの全てが開である時例えば７００℃／１５
０ｍ／ｓでホットエアジェットを吹き付けるように設計することができる。ダンパーのい
くつかが部分的に閉じた位置に制御される時、他の部分におけるホットエアジェットの速
度は対応して僅かに増大する。
【００１６】
本発明による解決が適用されそして乾燥プロファイルがホットエアフードの助力で制御さ
れる時、ホットエアフードのいくつかの小さな部分においてのみトータルの乾燥効果を下
げることが必要であり、そのことはヤンキーフードの大部分の助けで乾燥プロファイルが
制御される時のように全体の乾燥に比較できる効果を有しない。本発明が適用される時大
きなヤンキーフードをウェブを横切る複数の制御部分に分けることおよびヤンキーフード
を流れるエアの体積を限定する必要はない。本発明による解決が適用される時ヤンキーフ
ードから全パワーを持って連続的にホットエアを吹き付けることが可能である。こうして
ヤンキーフードは連続的に全乾燥能力を提供することができる。
【００１７】
ホットエアフードの領域からの排出エア、ホットエアフードとヤンキーフードにより画成
される空間から排出されるエアは有利にはヤンキーフードのウェットエンド部に直接的に
向けることができ、そこで該エアはウェットエンド部の再循環エアと混ぜられる。もちろ
ん、ホットエアフードに対してそれ自身の再循環エアシステムを配列することが可能であ
り、そこでは排出された加湿エアの主要な部分は、ウェブに対して吹き付けられるべくホ
ットエアフード内に、補給用のエアが加えられて加熱され再循環される。しかしながら、
再循環システムのダクトはスペースを必要とする。他方、ホットエアフードとヤンキーフ
ードとの間を直接接続することは簡単にすることができ外部のエアダクト無しでむしろ安
価かつスペースを節約できる。ホットエアフードの排出エアがヤンキーフード内に導かれ
る時対応して、バーナーあるいは対応する装置において例えば５００℃ないし７００℃、
典型的には５５０℃以上の好適な温度に加熱されている新鮮で比較的乾燥したエアを連続
して供給することができる。こうして、ホットエアフードから吹き付けられるエアジェッ
トは比較的乾燥しており、有利である。
【００１８】
本発明によるホットエアフードはヤンキーフードのウェットエンドでフード部の直前に配
置することが有利であり、そのことによりホットエアフードからヤンキーフードのウェッ
トエンド部への排出エアの上述した再循環が容易に配列される。しかしながらこれに加え
て、もしくはこれとは別に複数のホットエアフードを、必要の場合、ヤンキーフードのド
ライエンドフード部の後ろ、あるいはウェットエンドフード部とドライエンドフード部と
の間のような他の複数位置に配列することができる。必要な場合、多数のホットエアフー
ドをヤンキーシリンダーの周りに配置することもできる。
【００１９】
上述した本発明は現存するソフトティッシュマシーンもしくはその補修において特に有利
に利用することができる。本発明による解決は、よりよいプロファイル制御のゆえに、よ
り高い製造とより良い品質とを提供する。
【００２０】
少なくとも以下に述べる効果が本発明によるホットエアフードを使うことによって得られ
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る：
－非常に高い吹き付けエア温度を使用することが可能となる。これは熱膨張と熱勾配スト
レスが大きなヤンキーフードにおいてよりも小さなフードにおいてより容易に考慮するこ
とができるからである；
－非常に高い吹き付け温度に耐え得る小さなフードを設計することができる、大きなフー
ドでは不可能であるのに対して、これはより高いコストではあるが；
－ホットエアフードの乾燥能力は従来のヤンキーフードの乾燥能力よりも高い；
－小さなホットエアフードをプロファイル付けのために使用する時従来プロファイルに関
してよりもより狭い制御領域を使用することができる；
－プロファイル付けがより小さなフードで行われるとき、従来の大きなフードの構造はよ
り簡単に作ることが出来る；
－ヤンキーシリンダーの周面のより大きな部分をフードで覆うことができる；
－すでに現存しているヤンキーフードに実質的な変更すること無しで、従来存在している
ヤンキーシリンダーの周囲にホットエアフードを配列することができる。
【００２１】
以下に、従来のヤンキーフードに加えて、乾燥において本発明によるホットエアフードを
使うことによりヤンキーシリンダーの乾燥能力を増大することが本発明の解決によってど
のように可能であるかの例を示す。次のフードを使用する五つの異なった場合について試
験された、すなわち
－　２×９０°、２×１００°、もしくは２×１１０°のいずれかのカバー範囲を有しか
つホットエアジェットが５００℃／１２０ｍ／ｓを有する異なった場合において従来のヤ
ンキーフード、および
－　４０°のカバー範囲を有し、かつ７００℃／１２０ｍ／ｓもしくは７００℃／１５０
ｍ／ｓのいずれかのホットエアジェットを有するホットエアフード。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　上の表はホットエアフードが約９ないし３４％ヤンキーフードの乾燥能力を増大するこ
とを示している。ヤンキーフードがソフトティッシュマシーンにおける蒸発の約６０％に
対応するとして見積もる時、ホットエアフードは製紙において約５ないし２０％の増加を
提供することを予測できる。
【００２２】
本発明を以下に図面に基づいて説明する。
【００２３】
図１には直径約４５００ｍｍをもつ従来のヤンキーシリンダー１０が示してあり、その上
に従来の二部品型のヤンキーフード１２がウェブ横断方向に伸びており、かつ本発明によ
るホットエアフード１４がまたウェブ横断方向に伸びている。このヤンキーフードはいわ
ゆるウェットエンドフード部１６とドライエンドフード部１８との二つの部１６、１８に
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分かれており、これらの各々はシリンダー１０の周面の９０°以上を覆っている。シリン
ダー周面の小さな部分、２０°ないし４０°の範囲のみを覆っているホットエアフード１
４はウェットエンドフード１６の直前に配列されている。所望の場合、ホットエアフード
はヤンキーシリンダーの６０°までカバーすることができる。各々のフード１４、１６、
１８にはバーナーからなるエア加熱装置２０、２２、２４が設けてある。バーナー用の燃
焼用エアは共通の補給用エアダクト２６からとられている。
【００２４】
エアは補給用エアダクト２６からエア加熱装置２０内にファン２８によって供給され、そ
こでエアは典型的には５５０℃以上の温度に加熱される。このように加熱されたエアは更
にホットエアフード１４に供給され、そこからホットエアはヤンキーシリンダー１０に沿
ってかつヤンキーシリンダーに直接接触してホットエアフードの範囲内を通過するウェブ
に対して直接的にホットエアジェットとして向けられる。ウェブに向かって吹き付けられ
、そしてこの関連において冷却されかつ僅かに湿気を与えられるこのエアはホットエアフ
ード１４に戻されそして更にそこからヤンキーフード１２のウェットエンドフード部１６
へと向けられる。このフード部において部分的に冷却されかつ湿気を与えられたエアは部
分１６の循環エアと混合される。フード部１６から戻るエアはファン３０により、エアを
加熱するために、ホットエアヒーター２２を通って再循環される。部分１６からの戻りエ
アの一部は排出エアダクト３２を通って排出される。排出されたエアは次いで熱交換器３
４を通り、そこで排出エアから熱が補給用エアダクト２６内に流れているエアに移される
。ウェットエンドフード部１６は排出ダクト３２より排出される湿り空気を補償するため
に必要とされる量のエアを一般にホットエアフード１４を介して受け取る。このエアの量
は典型的にはこのフード部において循環するエアの量の約１０ないし２０％のみに対応す
る。
【００２５】
図１は簡単化のために、ホットエアフードに供給される全てのエアがウェットエンドフー
ド部に向けられるということのみを示している。もちろんまたウェットエンドフード部に
より必要とされるよりもより大きなあるいはより小さな量のホット用のエアがホットエア
フードに供給される場合、および余分のエアがどこかに向けられあるいは必要とされる追
加的なエアがどこからか供給される場合他のエア装置を考えることもできる。
【００２６】
補給用エアダクト２６はまたヤンキーフード１２のドライエアフード部１８のエア加熱装
置２４にもエアを供給し、そこでそのエア加熱装置においてエアが加熱される。加熱され
たエアは更にドライエンドフード部１８に供給されそしてそこから更にこの部分１８の範
囲内をシリンダー１０に沿って通過するウェブに向かって５５０℃以下の温度でホットエ
アジェットとして供給される。フード部１８とシリンダー１０との間から戻るエアはフー
ド部１８に再び向けられそしてそこから再加熱するべく加熱装置２４にファン３６によっ
て再び向けられる。しかしながら、湿り空気の一部分は排出ダクト３２に排出される。補
給用のエアダクト２６はドライエンド部１８に補給用のエアを、この排出された湿りエア
を置き換えるに必要とされる量だけ供給する。
【００２７】
図１に示す場合において、二つの隣り合う一般的に独立した再循環エア装置がヤンキーシ
リンダーのフード部に配列されている。
【００２８】
図２は図１のヤンキーシリンダーに主として同様な、フード１４、１６、１８およびエア
加熱装置２０、２２、２４を備えたヤンキーシリンダー１０を示している。エアは図１の
場合と同じようにウェブに対して吹き付けられ、そしてそのエアはフードとシリンダーと
の間から同様にして戻される。しかしながら、図２に示した場合において、供給用のエア
はまずヤンキーフードのドライエンドフード部１８にのみ補給用のエアダクト２６から通
過されるように設けてある。このフード部１８を離れるエアはファン２８によりダクト２
６’に沿ってヒーター２０を経てホットエアフード１４に向けられる。ホットエアフード
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を離れるエアは図１の場合と同じようにヤンキーフードのウェットエンドフード部１６に
向けられる。図２の場合においてこのシステムに供給されるエアはこのようにしてウェッ
トエンドフード部１６から排出ダクト３２内に最終的に排出される前に全てのフードを連
続的に循環することになる。
【００２９】
図１と２においてホットエアフードはウェットエンドフード部の前に配置されており、し
たがってこの部へのエアはホットエアフードから供給される。この構造的解決は新しいマ
シーンにおいて最もよくなすことができる。現存するヤンキーシリンダーに、全体に別々
のエアシステムを設けたホットエアフードを接続することが最も有利である。
【００３０】
図３は自分自身の個別のエア循環システム３６を有するホットエアフード１４が連結され
ているヤンキーシリンダー１０を示している。エアは補給用のエアチャンネル２６によっ
てエア加熱装置２０に供給され、そこでエアは５５０℃以上の温度に加熱され、その後エ
アはホットエアフードに向けられる。ホットエアフードを去るエアの一部はエア加熱装置
に向けられて再循環される。エアの一部は排出エアダクト３２内に直接的に排出される。
【００３１】
図１ないし図３はホットエアフードが一つ接続されたヤンキーシリンダーを示している。
しかしながら、所望の場合、これらのフードの幾つかをシリンダー上に配置することも可
能である。図４はヤンキーフード１２の前と後との両方にホットエアフード１４、１４’
が配列されているヤンキーシリンダーを示している。さらにホットエアフード１４”をヤ
ンキーフードの部分１６と１８との間に配列されている。図５は比較的大きなカバー範囲
を備えたホットエアフード１４、１４’がシリンダーの下側部分でヤンキーフードの両側
に配列されているヤンキーシリンダーを示している。ホットエアフードは周面の方向に下
向きにテーパーしており、そのことによりホットエアフードは一番下の位置でヤンキーシ
リンダーの近傍で非常に小さなスペースを占めている。ホットエアフード１４、１４’は
プレスロール３８とシリンダー１０との間で非常に小さなスペース内に場所を得ることが
できる。
【００３２】
図６はヤンキーフードのウェットエンドフード部１６の直前に配列されているホットエア
フード１４の垂直断面を示している。ホットエアフードは角度α、典型的にはシリンダー
の周面１０’の約４０°のセクター範囲をカバーしている。ホットエアフードは箱状の構
造体からなり、この箱状構造体においてシリンダーの周面１０’に向かう側はブローボッ
クス４０、４０’により境界付けられそしてシリンダーから離れた側は壁４２、４２’に
より境界付けられている。壁は例えば二重板構造で作られ、そこには断熱材４４が板の間
に配置されている。下流方向に壁はシリンダー周面１０’に近づき、そのことによりホッ
トエアフードはより狭くなり、これは図７にもまた示されている。
【００３３】
図６と７とに示されるブローボックス４０、４０’はウェブを横切って延びかつシリンダ
ーに向かう壁４６を有する狭い箱であり、その壁には小さな吹き付け用開口が形成されて
いて、その開口からエアがシリンダー周面１０’と箱４０によって画成されたスペース４
８内に吹き付けられる。箱４０、４０’の壁４６はシリンダー周面１０’の曲率を有する
シリンダーに向かうインターフェイスを形成している。エア入力チャンネル５０がホット
エアフード内に設けられており、そのチャンネルからエアはコントロールチャンネル５０
’を介して箱４０に向けられる。コントロールチャンネルがコントロールチャンネル間を
断面として示す図６には示されていない。ダンパー５２がエアインプットチャンネル５０
とコントロールチャンネル５０’の入口側との間に設けられており、そしてこれらのダン
パーは、例えば部材５４の助けで、ボックス４０へのエアの入力をコントロールすること
ができる。隣り合うボックス４０および４０’の間にはスロット５６が形成されており、
このスロットを通ってエアがスペース４８からかつチャンバー５８と開口６０を通ってヤ
ンキーフードのウェットエンドフード部１６へ排出される。図７はさらにベローズ状構造
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体６２を示しており、このベローズ状構造体によりホットエアフード１４はエア入口ダク
ト６４に接続されている。
【００３４】
図８はブローボックス４０を部分的に切り替えて示す模式図であり、開口６６がシリンダ
ーに対向して壁４６内に形成されており、これが開口からエアはシリンダー上を運ばれる
ウェブに対して吹き付けられる。エアはウェブを横切って延びているエアインプットチャ
ンネル５０（その一部のみが図示されている）からダンパー５２を備えた開口を通ってウ
ェブの方向に延びているコントロールチャンネル５０’（その幾つかのみが図示されてい
る）にむけられ、そしてそこからさらにブローボックスの壁に形成され、ウェブの反対側
でウェブ横断方向に連続した開口６８を通って図示の場合三つのみが示されているブロー
ボックス４０に向けられる。エアはウェブの領域からブローボックス間のスロット５６を
通りそしてフードにより画成されるスペース内へと排出される。
【００３５】
図９は僅かに異なるブローボックス構造体を示している。このボックスはウェブの走行方
向において連続的であり、そしてウェブの横断方向において連続した部分７４に分割され
ている箱７０により形成されている。多数の排出パイプ７６が各部に形成されておりこれ
らのパイプはシリンダーの半径方向に箱を通り抜け、そして排出エアはホットエアフード
により画成されるスペース５８（図７）にこれらのパイプを介して向けられてヤンキーフ
ードにさらに供給される。インプットエアはインプットおよびコントロールチャンネル５
０、５０’を経て図８の解決と同じようにしてブローボックスに供給される。
【００３６】
本発明は上述した実施例に表される適用例に限定されることを意図するものではなく、特
許請求の範囲に規定される発明思想内で広く適用可能であることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【図１】エアシステムを備え、本発明によるホットエアフードを設けたヤンキーシリンダ
ーを模式的に示す図；
【図２】エアシステムを備えホットエアフードを設けた図１による別のヤンキーシリンダ
ーを示す図；
【図３】ヤンキーフードのエア配列を示すことなしに、ホットエアフードを設けた図１に
よるヤンキーシリンダーの一部を示す図；
【図４】本発明による多数のホットエアフードが加えられている、ヤンキーフードを模式
的に示す図；
【図５】本発明による２つのホットエアフードが加えられている、図４によるヤンキーフ
ードを模式的に示す図；
【図６】機械方向における垂直断面において本発明によるホットエアフードを模式的に示
す図；
【図７】一つの側から斜めに見てかつ部分的に切り開いた本発明によるホットエアフード
を模式的に示す図；
【図８】一つの側から斜めに見た本発明によるホットエアフード内に配列されているホッ
トエアジェットを発生する幾つかの手段を模式的に示す図；および
【図９】本発明によるホットエアフード内に配列されているホットエアジェットを発生さ
せる他の手段を図８に従って示す図。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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