
JP 2017-534772 A 2017.11.24

(57)【要約】
　セルロースシートをクレープ加工する方法。方法は、
水性製紙完成紙料から初期段階ウェブを調製するステッ
プと、（ｉ）複数の開口（５０６）を有するポリマー材
料から作製された第１の層（５０２）と、（ｉｉ）第１
の層の表面に取り付けられた第２の層（５０４）とを含
む複数層クレープ加工ベルト上で、初期段階ウェブを堆
積およびクレープ加工するステップであって、初期段階
ウェブは、第１の層上に堆積されるステップと、初期段
階ウェブが複数の開口内に引き込まれるが、第２の層内
には引き込まれないように、クレープ加工ベルトに真空
を印加するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロースシートをクレープ加工する方法であって、
　水性製紙完成紙料から初期段階ウェブを調製するステップと、
　（ｉ）複数の開口を有するポリマー材料から作製された第１の層と、（ｉｉ）前記第１
の層の表面に取り付けられた第２の層とを含む複数層クレープ加工ベルト上で、前記初期
段階ウェブを堆積およびクレープ加工するステップであって、前記初期段階ウェブは、前
記第１の層上に堆積されるステップと、
　前記初期段階ウェブが前記複数の開口内に引き込まれるが、前記第２の層内には引き込
まれないように、前記クレープ加工ベルトに真空を印加するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記初期段階ウェブが、約３０％固形分から約６０％
固形分で前記クレープ加工ベルト上に堆積されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記初期段階ウェブが、約１５％固形分から約２５％
固形分で前記クレープ加工ベルト上に堆積されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記初期段階ウェブを前記複数の開口内に引き込む前
記真空に加えて、前記初期段階ウェブが前記クレープ加工ベルト上に堆積される際に前記
真空を印加するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記初期段階ウェブが前記クレープ加工ベルト上に堆
積される際に印加される前記真空が、約５インチＨｇから約３０インチＨｇであることを
特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記第２の層が、繊維の大部分が前記クレープ加工ベ
ルトを完全に通過するのを制限するように構成されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１の層の前記ポリマー材料が、ポリウレタンで
あり、前記第２の層が、ポリエチレンテレフタレート布から作製されることを特徴とする
方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記堆積させるステップが、転写表面から前記クレー
プ加工ベルト上に前記初期段階ウェブを堆積させることを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、前記転写表面が、転写表面速度で移動し、前記クレー
プ加工ベルトが、クレープ加工ベルト速度で移動し、前記転写表面速度は、前記クレープ
加工ベルト速度よりも速いことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１の層が、押出しポリマー材料から作製される
ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　水性製紙完成紙料から初期段階ウェブを調製するステップと、
　（ｉ）複数の開口を有するポリマー材料から作製された第１の層と、（ｉｉ）前記第１
の層に取り付けられた第２の層とを含む複数層ベルト上で、前記初期段階ウェブをクレー
プ加工するステップであって、前記初期段階ウェブは、前記第１の層の表面上に堆積され
るステップと、
　カレンダー処理プロセスなしで、前記クレープ加工されたウェブを乾燥および引き出す
ステップと
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　を含む方法により作製される前記クレープ加工されたウェブであって、前記初期段階ウ
ェブは、複数のドーム構造を有する前記クレープ加工されたウェブを提供するように、前
記複数層ベルトの前記第１の層における前記複数の開口内に引き込まれるが、前記第２の
層内には引き込まれないことを特徴とするクレープ加工されたウェブ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のクレープ加工されたウェブであって、複数のドーム構造を有する前
記クレープ加工されたウェブが、吸収性シートを提供することを特徴とするクレープ加工
されたウェブ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、中空ドーム領域の縁部上の１
つの第１の点から、前記中空ドーム領域の反対側の第２の点までの距離が、約１．０ｍｍ
から約４．０ｍｍであることを特徴とするクレープ加工されたウェブ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のクレープ加工されたウェブであって、前記中空ドーム領域の前記縁
部上の前記１つの第１の点から、前記中空ドーム領域の前記反対側の前記第２の点までの
前記距離が、約１．５ｍｍから約３．０ｍｍであることを特徴とするクレープ加工された
ウェブ。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のクレープ加工されたウェブであって、前記中空ドーム領域の前記縁
部上の前記１つの第１の点から、前記中空ドーム領域の前記反対側の前記第２の点までの
前記距離が、約２．５ｍｍであることを特徴とするクレープ加工されたウェブ。
【請求項１６】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、複数の中空ドーム領域の縁部
が、実質的に円形であり、前記中空ドーム領域の前記縁部上の少なくとも１つの第１の点
から、前記縁部上の第２の点までの距離が、前記円形の縁部の直径であることを特徴とす
るクレープ加工されたウェブ。
【請求項１７】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、中空ドーム領域の第１の点に
隣接した接続領域における局所的坪量が、前記中空ドーム領域の第２の点に隣接した接続
領域における局所的坪量よりも大きいことを特徴とするクレープ加工されたウェブ。
【請求項１８】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、複数の中空ドーム領域のそれ
ぞれが、少なくとも約０．１ｍｍ３の体積を画定することを特徴とするクレープ加工され
たウェブ。
【請求項１９】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、複数の中空ドーム領域のそれ
ぞれが、約０．１ｍｍ３から約３．５ｍｍ３の体積を画定することを特徴とするクレープ
加工されたウェブ。
【請求項２０】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、複数の中空ドーム領域のそれ
ぞれが、約０．２ｍｍ３から約１．４ｍｍ３の体積を画定することを特徴とするクレープ
加工されたウェブ。
【請求項２１】
　請求項１２に記載のクレープ加工されたウェブであって、前記吸収性シートが、少なく
とも約１４５ミル／８シートのキャリパを有し、前記シートが、約３５００ｇ／３インチ
未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とするクレープ加工されたウェブ。
【請求項２２】
　上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シートであって、
　前記シートの前記上側から突出した複数の中空ドーム領域であって、前記中空ドーム領
域のそれぞれは、中空ドーム領域の縁部上の少なくとも１つの第１の点から、前記中空ド
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ーム領域の反対側の縁部上の第２の点までの距離が、少なくとも約０．５ｍｍであるよう
な形状である中空ドーム領域と、
　前記シートの前記中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域と
　を備え、
　少なくとも約１４０ミル／８シートのキャリパを有することを特徴とする吸収性シート
。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記縁部上の前記１
つの第１の点から、前記中空ドーム領域の前記反対側の前記第２の点までの前記距離が、
約１．０ｍｍから約４．０ｍｍであることを特徴とする吸収性シート。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記縁部上の前記１
つの第１の点から、前記中空ドーム領域の前記反対側の前記第２の点までの前記距離が、
約１．５ｍｍから約３．０ｍｍであることを特徴とする吸収性シート。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記縁部上の前記１
つの第１の点から、前記中空ドーム領域の前記反対側の前記第２の点までの前記距離が、
約２．５ｍｍであることを特徴とする吸収性シート。
【請求項２６】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記複数の前記中空ドーム領域の前記縁部
が、実質的に円形であり、前記中空ドーム領域の前記縁部上の少なくとも１つの第１の点
から、前記縁部上の第２の点までの前記距離が、円形の前記縁部の直径であることを特徴
とする吸収性シート。
【請求項２７】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記第１の点に隣接
した前記接続領域における局所的坪量が、前記中空ドーム領域の前記第２の点に隣接した
前記接続領域における局所的坪量よりも大きいことを特徴とする吸収性シート。
【請求項２８】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記複数の前記中空ドーム領域のそれぞれ
が、少なくとも約０．１ｍｍ３の体積を画定することを特徴とする吸収性シート。
【請求項２９】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記複数の前記中空ドーム領域のそれぞれ
が、約０．１ｍｍ３から約３．５ｍｍ３の体積を画定することを特徴とする吸収性シート
。
【請求項３０】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記複数の前記中空ドーム領域のそれぞれ
が、約０．２ｍｍ３から約１．４ｍｍ３の体積を画定することを特徴とする吸収性シート
。
【請求項３１】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、少なくとも約１４５ミル／８シートのキャ
リパを有し、約３５００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とする吸収
性シート。
【請求項３２】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、少なくとも約２４５ミル／８シートのキャ
リパ、および約３１００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とする吸収
性シート。
【請求項３３】
　請求項２２に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記第１の点に隣接
した前記接続領域における局所的坪量が、前記中空ドーム領域の前記第２の点に隣接した
前記接続領域における局所的坪量よりも大きいことを特徴とする吸収性シート。
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【請求項３４】
　上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シートであって、
　前記シートの前記上側から突出した複数の中空ドーム領域であって、前記中空ドーム領
域のそれぞれは、少なくとも約１．０ｍｍ３の体積を画定する中空ドーム領域と、
　前記シートの前記中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域と
　を備えることを特徴とする吸収性シート。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の吸収性シートであって、前記複数の中空ドーム領域のそれぞれが、
約１．０ｍｍ３から約１０．０ｍｍ３の体積を画定することを特徴とする吸収性シート。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の吸収性シートであって、少なくとも約１４０ミル／８シートのキャ
リパを有することを特徴とする吸収性シート。
【請求項３７】
　請求項３４に記載の吸収性シートであって、少なくとも約１４０ミル／８シートのキャ
リパを有し、約３５００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とする吸収
性シート。
【請求項３８】
　請求項３４に記載の吸収性シートであって、少なくとも約２４５ミル／８シートのキャ
リパ、および約３１００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とする吸収
性シート。
【請求項３９】
　請求項３４に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の第１の点に隣接した
前記接続領域における局所的坪量が、前記中空ドーム領域の第２の点に隣接した前記接続
領域における局所的坪量よりも大きいことを特徴とする吸収性シート。
【請求項４０】
　上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シートであって、
　前記シートの前記上側から突出した複数の中空ドーム領域であって、前記中空ドーム領
域のそれぞれは、少なくとも約０．５ｍｍ３の体積を画定する中空ドーム領域と、
　前記シートの前記中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域と
　を備え、
　少なくとも約１３０ミル／８シートのキャリパを有することを特徴とする吸収性シート
。
【請求項４１】
　上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シートであって、
　前記シートの前記上側から突出した複数の中空ドーム領域と、
　前記シートの前記中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域と
　を備え、
　少なくとも約１４５ミル／８シートのキャリパを有し、
　約３５００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とする吸収性シート。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の吸収性シートであって、少なくとも約２４５ミル／８シートのキャ
リパ、および約３１００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有することを特徴とする吸収
性シート。
【請求項４３】
　請求項４１に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の第１の点に隣接した
前記接続領域における局所的坪量が、前記中空ドーム領域の第２の点に隣接した前記接続
領域における局所的坪量よりも大きいことを特徴とする吸収性シート。
【請求項４４】
　上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シートであって、
　前記シートの前記上側から突出した複数の中空ドーム領域と、
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　前記シートの前記中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域と
　を備え、
　前記中空ドーム領域の機械方向（ＭＤ）における先頭側の繊維密度は、前記中空ドーム
領域の前記ＭＤ方向における末尾側の繊維密度よりも実質的に低いことを特徴とする吸収
性シート。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記ＭＤにおける前
記先頭側の前記繊維密度が、前記中空ドーム領域の前記ＭＤにおける前記末尾側の前記繊
維密度よりも約７０％低いことを特徴とする吸収性シート。
【請求項４６】
　請求項４４に記載の吸収性シートであって、前記中空ドーム領域の前記ＭＤにおける前
記先頭側の前記繊維密度が、前記中空ドーム領域の前記ＭＤにおける前記末尾側の前記繊
維密度よりも約７５％低いことを特徴とする吸収性シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、本願に引用してその全体を援用する、２０１４年９月２５日に出願された米
国仮特許出願第６２／０５５，２６１号に基づく。
【０００２】
　本出願は、製紙プロセスにおいてセルロースウェブをクレープ加工するために使用され
得る複数層ベルトに関する。本発明はまた、製紙プロセスにおけるクレープ加工に複数層
ベルトを使用して、紙製品を作製する方法に関する。さらに、本発明は、卓越した特性を
有する紙製品に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ティッシュおよびタオル等の紙製品を作製するためのプロセスは周知である。そのよう
なプロセスにおいて、まず、製紙完成紙料から水性初期段階ウェブが形成される。初期段
階ウェブ（ｎａｓｃｅｎｔ　ｗｅｂ）は、例えば、通常はプレス布の形態のポリマー材料
から作製されたベルト構造を使用して脱水される。いくつかの製紙プロセスにおいて、脱
水後、形状または三次元テクスチャがウェブに付与され、そのためウェブは構造化シート
と呼ばれる。ウェブに形状を付与する１つの様式は、ウェブがまだ半固形の成型可能な状
態にある間のクレープ加工操作の使用を含む。クレープ加工操作は、ベルトまたは構造化
布等のクレープ加工構造を使用し、クレープ加工操作は、クレープ加工ニップにおいて圧
力下で行われ、ウェブは、ニップのクレープ加工構造における開口内に押し込まれる。ク
レープ加工操作の後、クレープ加工構造における開口内にウェブをさらに引き込むために
、真空もまた使用され得る。成形操作が完了した後、ウェブは、周知の機器、例えばヤン
キー（Ｙａｎｋｅｅ）乾燥機を使用して、いかなる残留水も実質的に除去するために乾燥
される。
【０００４】
　当技術において、様々な構成の構造化布およびベルトが知られている。製紙プロセスに
おけるクレープ加工に使用され得るベルトおよび構造化布の具体例は、本願に引用してそ
の全体を援用する、米国特許第８，１５２，９５７号および米国特許出願公開第２０１０
／０１８６９１３号に見出すことができる。
【０００５】
　構造化布またはベルトは、クレープ加工操作における使用に実用可能とする多くの特性
を有する。特に、ポリマー材料から作製された構造化織布、例えばポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）は、強靭であり、寸法的に安定であり、織目および織構造を構成する糸
の間の空間よる三次元テクスチャを有する。したがって、布は、製紙プロセス中の製紙機
械上での操作の応力および歪みに耐えることができる、強靭かつ柔軟なクレープ加工構造
を提供することができる。しかしながら、構造化布は、全てのクレープ加工操作に理想的
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に適しているわけではない。成形中にウェブが引き込まれる構造化布における開口は、織
糸の間の空間として形成される。より具体的には、開口は、機械方向（ＭＤ）および幅方
向（ＣＤ）の両方において、特定の所望のパターンで織糸の「節（ｋｎｕｃｋｌｅ）」ま
たは交差部が存在するため、三次元で形成される。したがって、構造化布に構築され得る
開口の種類は、本質的に制限されている。さらに、事実上、糸で構成される織構造である
布の性質そのものが、形成され得る開口の最大サイズおよび可能な形状を制限する。また
さらに、特定の構成の開口を有する任意の布を設計および製造することは、費用および時
間を要するプロセスである。したがって、構造化織布は、強度、耐久性および柔軟性の点
で、製紙プロセスにおけるクレープ加工に構造的に十分好適であるが、構造化織布を使用
した場合、達成され得る製紙ウェブの成形の種類に制限がある。その結果、クレープ加工
操作を使用して作製される紙製品のより高いキャリパ（ｃａｌｉｐｅｒ）およびより高い
柔らかさを同時に達成することは困難である。
【０００６】
　構造化織布の代替として、押出しポリマーベルト構造が、クレープ加工操作におけるウ
ェブ成形表面として使用され得る。構造化布とは異なり、異なるサイズおよび異なる形状
の開口が、例えばレーザ穴開けまたは機械的打抜きにより、ポリマー構造に形成され得る
。しかしながら、開口の形成におけるポリマーベルト構造からの材料の除去は、ベルトの
強度、耐久性、およびＭＤ延伸への耐性を低減する効果を有する。したがって、ベルトを
まだ製紙プロセスに使用可能としながらポリマーベルトに形成され得る開口のサイズおよ
び／または密度には、実用上の制限がある。さらに、ベルト構造を形成するために潜在的
に使用され得るほぼあらゆる一体型ポリマー材料（すなわち一層の押出しポリマー材料）
も、織構造と比較した一体型材料の性質に起因して、典型的な構造化布より強度および延
伸耐性が低くなる。
【０００７】
　製紙操作において押出しポリマー層を有するポリマーベルト構造を使用する試みがなさ
れている。例えば、米国特許第４，４４６，１８７号は、ベルトを強化するために少なく
とも織布に取り付けられたポリウレタン箔またはフィルムを含むベルト構造を開示してい
る。しかしながら、このベルト構造は、製紙機械の成形、プレス、および／または乾燥部
での脱水操作における使用のために構成されている。したがって、このベルト構造は、ウ
ェブ構造化、例えばクレープ加工操作におけるウェブ構造化を行うのに十分なサイズの開
口を有さない。
【０００８】
　製紙プロセスにおいて使用される任意のクレープ加工ベルトまたは布に対するさらなる
制約は、紙製品を作製するために使用されるセルロース繊維が、製紙プロセス中のクレー
プ加工ベルトまたは布を通過することを実質的に防止する、クレープ加工ベルトまたは繊
維の要件である。クレープ加工ベルトまたは布を完全に通過する繊維は、製紙プロセスに
対して有害な効果を有する。例えば、真空ボックスからの真空がウェブをクレープ加工構
造の開口内に引き込むために使用された際に、ウェブから相当な量の繊維がクレープ加工
ベルトまたは布を完全に通過して引き出された場合、繊維は、最終的に真空ボックスの外
側枠上に蓄積する。その結果、紙製品のキャリパは、真空ボックスとクレープ加工構造と
の間の封止部からの空気漏れにより、実質的に減少する。また、紙製品特性に不要な変動
をもたらす蓄積された繊維を、真空ボックスの外側枠から清掃除去する必要もある。清掃
操作は、製紙機械の費用を要するダウンタイムおよび生産量の損失をもたらす。一般に、
製紙プロセス中、クレープ加工ベルトまたは布を完全に通過する繊維が１パーセント未満
となるべきであることが好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第８，１５２，９５７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１０／０１８６９１３号明細書
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【特許文献３】米国特許第４，４４６，１８７号明細書
【特許文献４】米国特許第７，１１８，６４７号明細書
【特許文献５】米国特許第８，３９４，２３９号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様において、本発明は、セルロースシートをクレープ加工する方法を提供する。方
法は、水性製紙完成紙料から初期段階ウェブを調製するステップと、複数層クレープ加工
ベルト上で初期段階ウェブを堆積およびクレープ加工するステップとを含む。クレープ加
工ベルトは、（ｉ）複数の開口を有するポリマー材料から作製された第１の層と、（ｉｉ
）第１の層の表面に取り付けられた第２の層とを含み、初期段階ウェブは、第１の層上に
堆積される。初期段階ウェブが複数の開口内に引き込まれるが、第２の層内には引き込ま
れないように、クレープ加工ベルトに真空が印加される。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、水性製紙完成紙料から初期段階ウェブを調製するステップ
と、複数層ベルト上で初期段階ウェブをクレープ加工するステップとを含む方法により、
クレープ加工されたウェブが作製される。複数層ベルトは、（ｉ）複数の開口を有するポ
リマー材料から作製された第１の層と、（ｉｉ）第１の層に取り付けられた第２の層とを
含み、初期段階ウェブは、第１の層の表面上に堆積される。方法はまた、カレンダー処理
プロセスなしで、クレープ加工されたウェブを乾燥および引き出すステップを含む。初期
段階ウェブは、複数のドーム構造を有するクレープ加工されたウェブを提供するように、
複数層ベルトの第１の層における複数の開口内に引き込まれるが、第２の層内には引き込
まれない。
【００１２】
　さらなる態様によれば、本発明は、上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シ
ートを提供する。吸収性シートは、シートの上側から突出した複数の中空ドーム領域を含
み、中空ドーム領域のそれぞれは、中空ドーム領域の縁部上の少なくとも１つの第１の点
から、中空ドーム領域の反対側の縁部上の第２の点までの距離が、少なくとも約０．５ｍ
ｍであるような形状である。吸収性シートはまた、シートの中空ドーム領域を相互接続す
るネットワークを形成する接続領域を含む。吸収性シートは、少なくとも約１４０ミル／
８シートのキャリパを有する。
【００１３】
　さらなる態様によれば、本発明は、上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シ
ートを提供する。吸収性シートは、シートの上側から突出した複数の中空ドーム領域を含
み、中空ドーム領域のそれぞれは、少なくとも約１．０ｍｍ３の体積を画定する。吸収性
シートはまた、シートの中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域
を含む。
【００１４】
　さらに別の態様によれば、本発明は、上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性
シートを提供する。吸収性シートは、シートの上側から突出した複数の中空ドーム領域を
含み、中空ドーム領域のそれぞれは、少なくとも約０．５ｍｍ３の体積を画定する。吸収
性シートはまた、シートの中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領
域を含む。吸収性シートは、少なくとも約１３０ミル／８シートのキャリパを有する。
【００１５】
　さらなる態様によれば、本発明は、上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シ
ートを提供する。吸収性シートは、シートの上側から突出した複数の中空ドーム領域と、
シートの中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域とを含む。吸収
性シートは、少なくとも約１４５ミル／８シートのキャリパを有し、吸収性シートは、約
３５００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有する。
【００１６】
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　本発明のさらに別の態様によれば、上側および下側を有するセルロース繊維の吸収性シ
ートが提供される。吸収性シートは、シートの上側から突出した複数の中空ドーム領域と
、シートの中空ドーム領域を相互接続するネットワークを形成する接続領域とを含む。中
空ドーム領域の機械方向（ＭＤ）における先頭側の繊維密度は、中空ドーム領域のＭＤ方
向における末尾側の繊維密度よりも実質的に低い。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明と併せて使用され得る製紙機械構成の概略図である。
【図２】図１に示される製紙機械の湿式プレス転写およびベルトクレープ加工部を示す概
略図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による複数層クレープ加工ベルトの一部の断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａに示される部分の上面図である。
【図４Ａ】本発明の別の実施形態による複数層クレープ加工ベルトの一部の断面図である
。
【図４Ｂ】図４Ａに示される部分の上面図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態による吸収性セルロースシートのベルト側の顕微鏡写真（５
０倍）の上面図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による吸収性セルロースシートのベルト側の顕微鏡写真（５
０倍）の上面図である。
【図５Ｃ】本発明の実施形態による吸収性セルロースシートのベルト側の顕微鏡写真（５
０倍）の上面図である。
【図６Ａ】図５Ａに示される吸収性セルロースシートの他方側の顕微鏡写真（５０倍）の
下面図である。
【図６Ｂ】図５Ｂに示される吸収性セルロースシートの他方側の顕微鏡写真（５０倍）の
下面図である。
【図６Ｃ】図５Ｃに示される吸収性セルロースシートの他方側の顕微鏡写真（５０倍）の
下面図である。
【図７Ａ（１）】図５Ａに示される吸収性セルロースシートにおけるドーム構造の顕微鏡
写真（１００倍）の上面図である。
【図７Ａ（２）】図５Ａに示される吸収性セルロースシートにおけるドーム構造の顕微鏡
写真（１００倍）の下面図である。
【図７Ｂ（１）】図５Ｂに示される吸収性セルロースシートにおけるドーム構造の顕微鏡
写真（１００倍）の上面図である。
【図７Ｂ（２）】図５Ｂに示される吸収性セルロースシートにおけるドーム構造の顕微鏡
写真（１００倍）の下面図である。
【図７Ｃ（１）】図５Ｃに示される吸収性セルロースシートにおけるドーム構造の顕微鏡
写真（１００倍）の上面図である。
【図７Ｃ（２）】図５Ｃに示される吸収性セルロースシートにおけるドーム構造の顕微鏡
写真（１００倍）の下面図である。
【図８Ａ】本発明の実施形態による吸収性セルロースシートのドーム構造の顕微鏡写真（
４０倍）の断面図である。
【図８Ｂ】本発明の実施形態による吸収性セルロースシートのドーム構造の顕微鏡写真（
４０倍）の断面図である。
【図８Ｃ】本発明の実施形態による吸収性セルロースシートのドーム構造の顕微鏡写真（
４０倍）の断面図である。
【図９】本発明による紙製品におけるドーム領域のサイズの測定を示す図である。
【図１０】本発明による紙製品のドーム領域における繊維密度分布を示す図である。
【図１１】本発明による紙製品のドーム領域における繊維密度分布をグレースケールで示
す図である。
【図１２】紙製品の感覚的柔らかさとＧＭ引張強度との間の関係を示すプロットである。
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【図１３】本発明による紙製品のキャリパとＧＭ引張強度との間の関係を示すプロットで
ある。
【図１４】本発明による紙製品のキャリパと、本発明による複数層ベルト構造構成におけ
る開口の体積との間の関係を示すプロットである。
【図１５】本発明による紙製品のキャリパと、本発明による複数層ベルト構造構成におけ
る開口の体積との間の関係を示すプロットである。
【図１６】本発明による紙製品のキャリパと、本発明による複数層ベルト構造構成におけ
る開口の直径との間の関係を示すプロットである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　一態様において、本発明は、製紙プロセスの一部としてウェブをクレープ加工するため
に使用され得る複数層構造を有するベルトを使用する製紙プロセスに関する。本発明は、
さらに、卓越した特性を有する紙製品に関し、紙製品は、複数層クレープ加工ベルトを使
用して形成され得る。
【００１９】
　「紙製品」という用語は、本明細書において使用される場合、主構成成分としてセルロ
ースを有する製紙繊維を組み込んだ任意の製品を包含する。これは、例えば、ペーパータ
オル、トイレットペーパー、化粧紙等として市販されている製品を含む。製紙繊維は、バ
ージンパルプもしくはリサイクル（二次）セルロース繊維、またはセルロース繊維を含む
繊維ミックスを含む。木質繊維は、例えば、北部および南部針葉樹クラフト繊維等の針葉
樹繊維、ならびにユーカリ、カエデ、カバノキ、アスペン等の広葉樹繊維を含む、落葉樹
および針葉樹から得られるものを含む。本発明のウェブを作製するために好適な繊維の例
は、非木質繊維、例えば綿繊維または綿誘導体、マニラ麻、ケナフ麻、サバイグラス、亜
麻、アフリカハネガヤ、わら、ジュート麻、バガス、トウワタの絹綿状繊維、およびパイ
ナップル葉繊維を含む。「完成紙料」および同様の用語は、紙製品を作製するための、製
紙繊維、および任意選択で湿潤強度樹脂、剥離剤（ｄｅｂｏｎｄｅｒ）等を含む水性組成
物を指す。
【００２０】
　本明細書において使用される場合、製紙プロセスにおいて最終製品まで乾燥される初期
繊維および液体混合物は、「ウェブ」および／または「初期段階ウェブ」と呼ばれる。製
紙プロセスからの乾燥した一重製品は、「ベースシート」と呼ばれる。さらに、製紙プロ
セスの製品は、「吸収性シート」と呼ぶことができる。これに関して、吸収性シートは、
単層ベースシートと同じであってもよい。代替として、吸収性シートは、多重構造の場合
のように、複数のベースシートを含んでもよい。さらに、吸収性シートは、最初のベース
シート形成プロセスにおいて乾燥された後に、エンボス加工等の追加的処理に供されてい
てもよい。
【００２１】
　本明細書において本発明を説明する際、「機械方向（ＭＤ）」および「幅方向（ＣＤ）
」という用語は、当技術におけるそれらの十分理解されている意味に従って使用される。
すなわち、ベルトまたは他のクレープ加工構造のＭＤは、製紙プロセスにおいてベルトま
たは他のクレープ加工構造が移動する方向を指し、一方ＣＤは、ベルトまたはクレープ加
工構造のＭＤに交差する方向を指す。同様に、紙製品に言及する際、紙製品のＭＤは、製
紙プロセスにおいて製品が移動した製品上の方向を指し、ＣＤは、製品のＭＤに交差する
紙製品上の方向を指す。
【００２２】
［製紙機械］
　本発明のベルトを利用し、本発明の製品を作製するプロセスは、半固形ウェブを形成す
るために繊維の無作為な分布を有する製紙完成紙料を圧縮脱水すること、および所望の特
性を有する紙製品を達成するために繊維を再分布させてウェブを成形するように、ウェブ
をベルトでクレープ加工することを含んでもよい。製紙プロセスのこれらのステップは、
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多くの異なる構成を有する製紙機械上で行うことができる。そのような製紙機械の２つの
例を、ここで説明する。
【００２３】
　図１は、製紙機械２００の第１の例を示す。製紙機械２００は、クレープ加工操作が行
われるプレス部１００を含む、３つの布ループを有する機械である。プレス部１００の上
流には形成部２０２があり、これは、製紙機械２００の場合、当技術においてクレセント
形成機（ｃｒｅｓｃｅｎｔ　ｆｏｒｍｅｒ）と呼ばれる。形成部２０２は、ロール２０８
および２１０により支持された形成ワイヤ２０６上に完成紙料を堆積させ、それによりま
ず製紙ウェブを形成するヘッドボックス２０４を含む。また、形成部２０２はまた、ウェ
ブ１１６がまた製紙フェルト１０２上に直接形成されるように、製紙フェルト１０２を支
持する形成ロール２１２を含む。フェルト走行路２１４は、シュープレス部２１６に延在
し、そこで湿ったウェブがバッキングロール１０８上に堆積され、ウェブ１１６は、バッ
キングロール１０８への転写と同時に湿式プレスされる。
【００２４】
　製紙機械２００の構成の代替例は、クレセント形成部２０２の代わりに、ツインワイヤ
形成部を含む。そのような構成において、ツインワイヤ形成部の下流側のそのような製紙
機械の構成要素の残りは、製紙機械２００のそれと同様の様式で構成および配置され得る
。ツインワイヤ形成部を有する製紙機械の例は、上述の米国特許出願公開第２０１０／０
１８６９１３号に見出すことができる。製紙機械において使用され得る代替の形成部のさ
らなる例は、Ｃ－ラップ（Ｃ－ｗｒａｐ）ツインワイヤ形成機、Ｓ－ラップ（Ｓ－ｗｒａ
ｐ）ツインワイヤ形成機、またはサクションブレスト（ｓｕｃｔｉｏｎ　ｂｒｅａｓｔ）
ロール形成機を含む。当業者には、これらの、またはさらなる代替の形成部がいかにして
製紙機械に統合され得るかが認識される。
【００２５】
　ウェブ１１６は、ベルトクレープ加工ニップ１２０においてクレープ加工ベルト１１２
上に転写され、次いで、以下でより詳細に説明されるように、真空ボックス１１４により
真空引きされる。このクレープ加工操作の後、ウェブ１１６は、クレープ加工用接着剤を
使用して、別のプレスニップ２１６においてヤンキー乾燥機２１８上に堆積される。ヤン
キー乾燥機２１８への転写は、例えば、ウェブ１１６とヤンキー表面との間の約４％から
約４０％の加圧接触エリアで、約２５０ポンド毎リニアインチ（ＰＬＩ）から約３５０Ｐ
ＬＩ（約４３．８ｋＮ／メートルから約６１．３ｋＮ／メートル）の圧力で行われてもよ
い。ニップ２１６での転写は、例えば約２５％から約７０％のウェブ稠度で行われてもよ
い。「稠度（ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙ）」とは、本明細書において使用される場合、例え
ば完全乾燥基準で計算された初期段階ウェブの固形物のパーセンテージを指すことに留意
されたい。約２５％から約７０％の稠度では、クレープ加工ベルト１１２からウェブを完
全に除去するのに十分しっかりとウェブ１１６をヤンキー乾燥機２１８の表面に接着させ
ることが困難な場合がある。ウェブ１１６とヤンキー乾燥機２１８の表面との間の接着を
増強するために、ヤンキー乾燥機２１８の表面に接着剤が塗布されてもよい。接着剤は、
システムの高速操作、および高噴射速度での衝突空気乾燥を可能とし、またその後のヤン
キー乾燥機２１８からのウェブ１１６の剥離を可能とすることができる。そのような接着
剤の例は、ポリ（ビニルアルコール）／ポリアミド接着剤組成物であり、この接着剤の例
示的塗布率は、約４０ｍｇ／ｍ２（シート）未満の塗布率である。しかしながら、当業者
には、ウェブ１１６からヤンキー乾燥機２１８への転写を容易化するために使用され得る
広範な代替の接着剤、さらには接着剤の量が認識される。
【００２６】
　ウェブ１１６は、加熱されたシリンダであるヤンキー乾燥機２１８上で、ヤンキー乾燥
機２１８の周囲のヤンキーフード内での高噴射速度での衝突空気により乾燥される。ヤン
キー乾燥機２１８が回転すると、ウェブ１１６は位置２２０で乾燥機２１８から剥離され
る。次いで、ウェブ１１６は、その後巻取りリール（図示せず）上に巻き取られてもよい
。リールは、ウェブ１１６にさらなるクレープ加工を付与するために、定常状態でヤンキ
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ー乾燥機２１８より速く操作されてもよい。任意選択で、クレープ加工用ドクターブレー
ド２２２を使用して、従来の様式でウェブ１１６を乾式クレープ加工（ｄｒｙ－ｃｒｅｐ
ｅ）してもよい。いずれの場合でも、清掃用ドクターを装着して断続的に噛ませ、堆積物
を管理するために使用してもよい。
【００２７】
　図２は、クレープ加工が行われるプレス部１００の詳細を示す。プレス部１００は、製
紙フェルト１０２、サクションロール１０４、プレスシュー１０６、およびバッキングロ
ール１０８を含む。バッキングロール１０８は、任意選択で、例えば蒸気により加熱され
てもよい。プレス部１００はまた、クレープ加工ロール１１０、クレープ加工ベルト１１
２、および真空ボックス１１４を含む。クレープ加工ベルト１１２は、以下で詳細に説明
される本発明の複数層ベルトとして構成されてもよい。
【００２８】
　クレープ加工ニップ１２０において、ウェブ１１６は、クレープ加工ベルト１１２の上
面側に転写される。クレープ加工ニップ１２０は、バッキングロール１０８とクレープ加
工ベルト１１２との間に画定され、クレープ加工ベルト１１２は、クレープ加工ロール１
１０の表面１７２により、バッキングロール１０８に対して押し付けられる。クレープ加
工ニップ１２０でのこの転写において、ウェブ１１６のセルロース繊維は、以下で詳細に
説明されるように、再配置および配向される。ウェブ１１６がクレープ加工ベルト１１２
上に転写された後、少なくとも部分的に微細なひだを引き出すために、真空ボックス１１
４を使用してウェブ１１６に吸引力が印加され得る。印加された吸引力はまた、クレープ
加工ベルト１１２における開口内へのウェブ１１６の引き込みを補助し、それによりウェ
ブ１１６がさらに成形され得る。ウェブ１１６のこの成形のさらなる詳細を、以下で説明
する。
【００２９】
　クレープ加工ニップ１２０は、概して、例えば約１／８インチから約２インチ（約３．
１８ｍｍから約５０．８ｍｍ）、より具体的には約０．５インチから約２インチ（約１２
．７ｍｍから約５０．８ｍｍ）のいずれかのベルトクレープ加工ニップ距離または幅にわ
たり延在する。クレープ加工ニップ１２０におけるニップ圧力は、クレープ加工ロール１
１０とバッキングロール１０８との間の投入量に起因する。クレープ加工圧力は、概して
、約２０から約１００ＰＬＩ（約３．５ｋＮ／メートルから約１７．５ｋＮ／メートル）
、より具体的には約４０ＰＬＩから約７０ＰＬＩ（約７ｋＮ／メートルから約１２．２５
ｋＮ／メートル）である。クレープ加工ニップ１２０における１０ＰＬＩ（１．７５ｋＮ
／メートル）または２０ＰＬＩ（３．５ｋＮ／メートル）の最小圧力が必要であることが
多いが、当業者には、商用機械において、最大圧力は可能な限り高くてもよく、使用され
ている具体的な機械類によってのみ制限されることが理解される。したがって、実用的で
ある場合、および速度差分が維持され得る限り、１００ＰＬＩ（１７．５ｋＮ／メートル
）、５００ＰＬＩ（８７．５ｋＮ／メートル）、もしくは１０００ＰＬＩ（１７５ｋＮ／
メートル）を超える、またはそれ以上の圧力が使用されてもよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、ウェブ１１６の繊維間特性を再構築することが望ましく
なり得、一方、他の場合において、ウェブ１１６の面内のみの特性に影響することが望ま
しくなり得る。クレープ加工ニップのパラメーターは、様々な方向におけるウェブ１１６
内の繊維の分布に影響し得、これは、ｚ方向（すなわちウェブ１１６の嵩高さ）ならびに
ＭＤおよびＣＤにおける変化の誘発を含む。いずれの場合においても、クレープ加工ベル
ト１１２は、ウェブ１１６がバッキングロール１０８からはがれて移動するよりも遅く移
動し、大きな速度変化が生じることから、クレープ加工ベルト１１２からの転写は大きく
影響を受ける。これに関して、クレープ加工の程度は、多くの場合クレープ加工比率と呼
ばれ、この比率は以下のように計算される。
［数１］
　クレープ加工比率（％）＝Ｓ１／Ｓ２－１
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式中、Ｓ１は、バッキングロール１０８の速度であり、Ｓ２は、クレープ加工ベルト１１
２の速度である。典型的には、ウェブ１１６は、約５％から約６０％の比率でクレープ加
工される。実際に、１００％に近い、またはさらにそれを超える高い程度のクレープ加工
が使用され得る。
【００３１】
　繰り返すが、図１に描かれた製紙機械は、本明細書に記載の本発明と共に使用され得る
可能な構成の単なる一例にすぎないことが留意されるべきである。さらなる例は、上述の
米国特許出願公開第２０１０／０１８６９１３号に記載されているものを含む。
【００３２】
［複数層クレープ加工ベルト］
　本発明は、１つには、上述のもの等の製紙機械におけるクレープ加工操作に使用され得
る複数層ベルトに関する。本明細書における開示から明らかとなるように、複数層ベルト
の構造は、クレープ加工操作に特に好適である多くの有利な特徴を提供する。しかしなが
ら、ベルトは本明細書において構造的に説明されているため、ベルト構造は、クレープ加
工操作以外の用途に、例えば厳密に製紙ウェブに形状を提供する成型プロセスに使用され
てもよいことが留意されるべきである。
【００３３】
　クレープ加工ベルトは、製紙機械において満足のいくように機能するために、上述のも
の等の多様な特性を有さなければならない。一方では、クレープ加工ベルトは、操作中に
クレープ加工ベルトに印加される張力、圧縮力、および摩擦力に耐えることができること
が重要である。したがって、クレープ加工ベルトは、特にＭＤにおいて強靭でなければな
らず、または、より具体的には高い弾性率（寸法安定性）を有さなければならない。他方
では、クレープ加工ベルトは、長期間高速で滑らかに（例えば平坦に）走行するために、
柔軟で丈夫でなければならない。クレープ加工ベルトが過度に脆く形成されている場合、
操作中の亀裂または他の破砕を生じやすくなる。強靭でありながら柔軟であるという組合
せは、クレープ加工ベルトを形成するために使用され得る潜在的材料を制限する。すなわ
ち、クレープ加工ベルト構造は、強度および柔軟性の組合せを達成する能力を有さなけれ
ばならない。
【００３４】
　強靭かつ柔軟であることに加え、クレープ加工ベルトは、理想的には、ベルトの抄紙表
面上の多様な開口サイズおよび形状の形成を可能にするべきである。クレープ加工ベルト
における開口は、以下で詳細に説明されるように、最終的な紙構造においてキャリパを生
成するドームを形成する。より具体的には、いかなる特定の理論にも束縛されないが、ク
レープ加工ベルトを使用して生成された製品のキャリパは、ベルトにおける開口のサイズ
に正比例すると考えられる。クレープ加工ベルトにおける開口がより大きいほど、より多
量の繊維が最終製品において最終的に見出されるドーム構造として形成され得、ドーム構
造は、製品にさらなるキャリパを提供する。本発明を使用して生成され得るキャリパを示
す例は、以下で説明される。クレープ加工ベルトにおける開口はまた、クレープ加工され
ているウェブ上に、ひいては形成される紙製品上に特定の形状およびパターンを付与する
ために使用され得る。異なるサイズ、密度、分布、および深さの開口を使用することによ
り、ベルトの上部層は、異なる視覚的パターン、嵩高さ、および他の物理的特性を有する
紙製品を生成するために使用され得る。つまり、クレープ加工ベルトの形成における使用
のための任意の潜在的材料または材料の組合せの重要な特徴は、クレープ加工操作におい
てウェブを支持するために使用される材料の表面に多様な開口を形成することができる能
力である。
【００３５】
　押出しポリマー材料を、多様な開口を有するクレープ加工ベルトとして形成することが
でき、したがって、押出しポリマー材料は、クレープ加工ベルトの形成における使用のた
めの可能な材料である。特に、例えばレーザ穴開けまたは切断を含む様々な技術により、
押出しポリマーベルト構造に正確な形状の開口を形成することができる。他の全ての考慮
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点が同じであるとすると、所与の一体型ポリマーベルトに形成され得る開口の種類および
サイズの主な制限因子は、開口を形成するために除去され得るベルト材料の総量が限定さ
れることである。開口を形成するために過度に多くのベルト材料が除去された場合、一体
型ポリマーベルトの構造は、製紙プロセスにおけるクレープ加工操作の歪みに耐えるには
不十分となる。すなわち、過度に大きい開口が提供されたポリマーベルトは、製紙プロセ
スにおけるその使用の早期において破断する。
【００３６】
　本発明によるクレープ加工ベルトは、ベルト構造全体の異なる層におけるベルトに異な
る特性を提供することにより、ポリマークレープ加工ベルトの所望の態様の全てを提供す
る。具体的には、複数層ベルトは、多様な形状およびサイズを有する開口が層に形成され
るのを可能にするポリマー材料から作製された上部層を含む。一方、複数層ベルトの下部
層は、ベルトに強度および耐久性を提供する材料から形成される。下部層に強度および耐
久性を提供することによって、上部層はベルトの強度および耐久性に寄与する必要がない
ため、上部ポリマー層に、別様にポリマーベルトに提供され得るものよりも大きい開口を
提供することができる。
【００３７】
　本発明による複数層クレープ加工ベルトは、少なくとも２つの層を含む。本明細書にお
いて使用される場合、「層」は、ベルト構造における別の連続的な別個の層から物理的に
分離した、ベルト構造の連続した別個の部分である。以下で議論されるように、本発明に
よる複数層ベルトにおける２つの層の例は、接着剤で布層に結合されたポリマー層である
。特に、本明細書において定義されるような層は、それに実質的に埋設された別の構造を
有する構造を含み得る。例えば、米国特許第７，１１８，６４７号は、感光性樹脂から作
製された層が、樹脂内に埋設された強化要素を有する製紙ベルト構造を説明している。強
化要素を有するこの感光性樹脂は、本発明の観点からの層である。しかしながら、同時に
、強化要素を有する感光性樹脂は、互いに物理的に分離した、ベルト構造の２つの連続し
た別個の部分ではないため、強化要素を有する感光性樹脂は、本出願において使用される
ような「複数層」構造を構成しない。
【００３８】
　次に、本発明による複数層ベルトの上部層および下部層の詳細を説明する。本明細書に
おいて、クレープ加工ベルトの「上部」または「シート」または「ヤンキー」側は、クレ
ープ加工操作のためにウェブが堆積されるベルトの側を指す。したがって、「上部層」は
、クレープ加工操作においてセルロースウェブが成形される表面を形成する複数層ベルト
の部分である。クレープ加工ベルトの「下部」または「空気」（「機械」）側は、本明細
書において使用される場合、ベルトの反対側、すなわち、クレープ加工ロールおよび真空
ボックス等の処理機器に面し、それらに接触する側を指す。したがって、「下部層」は、
下部（空気）側表面を提供する。
【００３９】
［上部層］
　本発明による複数層ベルトの上部層の機能の１つは、開口が形成され得る構造に、層の
一方側から他方側まで層を通過する開口、および製紙プロセスにおいてウェブにドーム形
状を付与する開口を提供することである。上部層は、それ自体がベルト構造にいかなる強
度および耐久性も付与する必要はないが、これは、以下で説明されるように、これらの特
性が主に下部層により提供されるためである。さらに、上部層の開口は、製紙プロセスに
おいて繊維が上部層を通過して引き出されることを防止するように構成される必要はない
が、これもまた、同じく以下で説明されるように、下部層により達成されるためである。
【００４０】
　本発明のいくつかの実施形態において、本発明の複数層ベルトの上部層は、押し出され
た柔軟な熱可塑性材料から作製される。これに関して、材料が本明細書に記載の上部層に
摩擦（例えば抄紙ウェブとベルトとの間）、圧縮性、および引張強度等の特性を概して付
与する限り、上部層を形成するために使用され得る熱可塑性材料の種類に特定の制限はな
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い。また、本明細書における開示から当業者に明らかなように、本明細書において具体的
に議論される熱可塑性物質と実質的に同様の特性を提供する、数多くの可能な柔軟熱可塑
性材料が使用され得る。また、「熱可塑性材料」という用語は、本明細書において使用さ
れる場合、熱可塑性エラストマー、例えばゴム材料を含むことを意図することが留意され
るべきである。さらに、熱可塑性材料は、繊維形態の熱可塑性材料（例えばポリエステル
短繊維）または非塑性添加剤、例えば複合材料において見られるものを含んでもよいこと
が留意されるべきである。
【００４１】
　熱可塑性上部層は、任意の好適な技術、例えば成型、押出、熱成形等によって作製され
得る。特に、熱可塑性上部層は、複数のセクションから、例えば、米国特許第８，３９４
，２３９号（この開示は、本願に引用してその全体を援用する）に記載のように螺旋様に
隣り合わせて互いに接合して、作製されてもよい。さらに、熱可塑性上部層は、任意の特
定の必要とされる長さに作製されてもよく、任意の特定の製紙機械構成に必要な経路長に
調整されてもよい。
【００４２】
　具体的な実施形態において、複数層ベルトの上部層を形成するために使用される材料は
、ポリウレタンである。一般に、熱可塑性ポリウレタンは、（１）ジイソシアネートを短
鎖ジオール（すなわち鎖延長剤）と、および（２）ジイソシアネートを長鎖二官能性ジオ
ール（すなわちポリオール）と反応させることにより製造される。反応化合物の構造およ
び／または分子量を変化させることにより生成され得る事実上無制限の数の可能な組合せ
によって、膨大な種類のポリウレタン配合物が可能である。また、結果として、ポリウレ
タンは、極めて広範な特性を有するように作製され得る熱可塑性材料である。本発明によ
る複数層クレープ加工ベルトにおける上部層としての使用にポリウレタンを考慮した場合
、ポリウレタンの硬度、およびそれに対応してポリウレタンの表面の摩擦係数を調節する
ことができることが非常に有利である。表１は、本発明のいくつかの実施形態における複
数層ベルトの上部層を形成するために使用されるポリウレタンの例の特性を示す。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　表１に示される範囲内の特性を有するポリウレタンは、本明細書に記載のような複数層
ベルトにおける上部層として使用される場合効果的である。当業者に理解されるように、
表１に示される特性の値は概数であり、したがって、示された範囲外に幾分逸脱し得るが
、それでも本明細書に記載の特性を有する複数層ベルトを提供し得る。これらの特性を有
する特定のポリウレタンの例は、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ，ｉｎｃ．（Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｃｉｔｙ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）により、ＭＰ７５０、ＭＰ８５０、
ＭＰ９５０、およびＭＰ１６０の商品名で販売されている。
【００４５】
　ポリウレタンの代替として、本発明の他の実施形態において上部層を形成するために使
用され得る特定の熱可塑性物質の例は、Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ、Ｄｅｌａｗａｒｅ）により、ＨＹＴ
ＲＥＬ（登録商標）の名称で販売されている。ＨＹＴＲＥＬ（登録商標）は、本明細書に
記載の複数層クレープ加工ベルトの上部層の形成に実用され得る摩擦、圧縮性、および引
張特性を有するポリエステル熱可塑性エラストマーである。
【００４６】
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　上述のポリウレタン等の熱可塑性物質は、熱可塑性物質に異なるサイズおよび構成の開
口を形成することができる能力を考慮すると、本発明の複数層ベルトの上部層の形成に有
利な材料である。上部層を形成するために使用される熱可塑性物質における開口は、様々
な技術を使用して容易に形成され得る。そのような技術の例は、レーザ彫刻、穴開け、切
断または機械的打抜きを含む。当業者に理解されるように、そのような技術は、大型およ
び一貫したサイズの開口部を形成するために使用され得る。実際に、ほとんどの任意の構
成（寸法、形状、側壁角度等）の開口が、そのような技術を使用して、熱可塑性上部層に
形成され得る。
【００４７】
　上部層に形成され得る開口の異なる構成を考慮すると、開口は同一である必要はないこ
とに留意することが重要である。すなわち、上部層に形成された開口のいくつかは、上部
層に形成された他の開口と異なる構成を有してもよい。実際に、製紙プロセスにおいて異
なる機能を提供するために、上部層に異なる開口が提供されてもよい。例えば、上部層に
おける開口のいくつかは、クレープ加工操作中に製紙ウェブにドーム構造の形成を提供す
るようなサイズおよび形状であってもよい（以下で詳細に説明される）。同時に、上部層
における他の開口は、エンボス加工操作で達成されるパターンと同等のパターンを製紙ウ
ェブに提供するために、はるかにより大きいサイズおよび様々な形状であってもよい。し
かしながら、パターンは、シートの嵩高さおよび他の所望の特性の喪失等の、エンボス加
工の望ましくない効果を生じることなく達成される。
【００４８】
　クレープ加工操作において製紙ウェブにドーム構造を形成するための開口のサイズを考
慮すると、本発明の複数層ベルトの上部層は、構造化織布および一体型ポリマーベルト構
造等の代替の構造よりはるかに大きいサイズを許容する。開口のサイズは、上部層により
提供される、複数層ベルトの表面の平面内での開口の断面積に関して定量化され得る。い
くつかの実施形態において、複数層ベルトの上部層における開口は、少なくとも約１．０
ｍｍ２の成形（上部）表面上の平均断面積を有する。より具体的には、開口は、約１．０
ｍｍ２から約１５ｍｍ２、またはさらにより具体的には約１．５ｍｍ２から約８．０ｍｍ
２、またはさらにより具体的には約２．１ｍｍ２から約７．１ｍｍ２の平均断面積を有す
る。当業者に容易に理解されるように、本発明による複数層ベルトの断面積を有する開口
を有する一体型ベルトを形成することは、不可能または実現困難とはいかないまでも、極
めて困難である。例えば、これらのサイズの開口は、ベルトが製紙ベルトクレープ加工プ
ロセスの厳しさおよび応力に耐えるのに十分丈夫ではない可能性があるほどに、一体型ベ
ルトを形成する材料を大量に除去することを必要とする。同じく当業者に容易に理解され
るように、構造化織布には、これらのサイズの開口と同等のものを提供することはまずで
きないが、これは、そのような開口と同等ものを提供しながらも、製紙プロセスにおいて
機能し得るのに十分な構造的完全性を提供するように布の糸を織ることができない（離間
またはサイズ）ためである。
【００４９】
　また、開口のサイズは、体積に関して定量化され得る。本明細書において、開口の体積
は、ベルトの厚さを通して開口が占有する空間を指す。本発明による複数層ベルトの上部
層における開口は、少なくとも約０．２ｍｍ３の体積を有してもよい。より具体的には、
開口の体積は、約０．５ｍｍ３から約２３ｍｍ３、または、より具体的には、開口の体積
は、０．５ｍｍ３から約１１ｍｍ３の範囲であってもよい。当業者に理解されるように、
開口の形成において除去されるベルト材料の量（質量）に起因して、そのような体積を有
する相当数の開口を有する使用可能な一体型熱可塑性ベルトを生成することは、不可能ま
たは実現困難とはいかないまでも、極めて困難である。すなわち、上述のように、本明細
書に記載の体積を有する相当数の開口を有する一体型ベルトは、製紙プロセスの一部であ
る応力に耐えるのに十分丈夫ではない。同じく当業者に理解されるように、本明細書に記
載のクレープ加工ベルトにおける明確に画定された開口と比較して、構造化布では、「開
口」の体積は、織構造の性質に起因して、構造化布を通して明確に画定されない。いずれ
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にしても、構造化織布は、本発明による複数層ベルトにおける開口の体積と同等のものを
提供することはできない。
【００５０】
　本発明による複数層ベルトの他の固有の特性は、上部層により提供されるベルトの上部
表面により提供される接触エリアのパーセンテージを含む。上部表面の接触エリアのパー
センテージは、開口ではないベルトの表面のパーセンテージを指す。接触層のパーセンテ
ージは、構造化織布または一体型ベルトよりも本発明の複数層ベルトにおいてより大きい
開口が形成され得るという事実に関連する。すなわち、開口は、事実上ベルトの上部表面
の接触エリアを低減し、また複数層ベルトはより大きい開口を有し得るため、接触エリア
のパーセンテージは低減される。本発明の実施形態において、複数層ベルトの上部表面は
、約１０％から約６５％の接触エリアを提供する。より具体的な実施形態において、上部
表面は、約１５％から約５０％の接触エリアを提供し、さらにより具体的な実施形態にお
いて、上部表面は、約２０％から約３３％の接触エリアを提供する。繰り返すが、当業者
には、接触エリアのこれらの範囲の上限は、商業的製紙操作のための構造化織布または一
体型ベルトにおいてはまず該当し得ないことが認識される。
【００５１】
　開口密度は、本発明の複数層ベルトの上部層により提供される上部表面における開口の
相対サイズおよび数のさらに別の尺度である。ここで、上部表面の開口密度は、単位面積
当たりの開口の数、例えばｃｍ２当たりの開口の数を指す。本発明の実施形態において、
上部層により提供される上部表面は、約１０／ｃｍ２から約８０／ｃｍ２の開口密度を有
する。より具体的な実施形態において、上部層により提供される上部表面は、約２０／ｃ
ｍ２から約６０／ｃｍ２の開口密度を有し、さらにより具体的な実施形態において、上部
表面は、約２５／ｃｍ２から約３５／ｃｍ２の開口密度を有する。本明細書に記載のよう
に、ベルトの開口は、クレープ加工操作中にウェブにドーム構造を形成する。本発明の複
数層ベルトは、一体型ベルトに形成され得るものよりも高い開口密度、および構造化織布
で同等に達成され得るものよりも高い開口密度を提供することができる。したがって、複
数層ベルトを使用して、クレープ加工操作中に一体型ベルトまたは構造化織布より多くの
ドーム構造をウェブに形成することができ、したがって、構造化布または一体化ベルトが
成し得るよりも多数のドーム構造を有する紙製品を製造する製紙プロセスにおいて、複数
層ベルトを使用することができる。
【００５２】
　製紙プロセスに影響する複数層ベルトの上部層により形成されるクレープ加工表面の２
つの他の態様は、上部表面の摩擦および硬度である。理論に束縛されないが、より柔らか
いクレープ加工構造（ベルトまたは布）は、クレープ加工ニップの内側のより良好な圧力
均一性を提供すると考えられる。さらに、クレープ加工ベルトの表面上の摩擦は、クレー
プ加工ニップにおけるクレープ加工ベルトへのウェブの転写中のウェブの滑りを最小限に
する。ウェブの滑りが小さいほど、クレープ加工ベルト上の磨耗がより小さくなり、クレ
ープ加工構造がより高い、およびより低い坪量範囲の両方において良好に機能することが
可能となる。また、クレープ加工ベルトは、ウェブを実質的に損傷することなくウェブの
滑りを防止し得ることが留意されるべきである。これに関して、クレープ加工操作中、織
布の表面上の節がウェブを破壊するように作用し得るため、クレープ加工ベルトは、織布
構造よりも有利である。したがって、複数層ベルト構造は、ウェブ破壊がクレープ加工プ
ロセスにおいて有害となり得る低い坪量範囲においてより良好な結果を提供し得る。低い
坪量範囲において機能し得るこの能力は、例えば、化粧紙製品を形成する場合に有利とな
り得る。
【００５３】
　本発明の複数層ベルトの上部層の形成における使用のための材料を考慮すると、上述の
ように、ポリウレタンが適切な材料である。ポリウレタンは、特に一体型クレープ加工ベ
ルトを形成するために使用され得る材料と比較すると、クレープ加工ベルトにおける使用
のための比較的柔らかい材料である。同時に、ポリウレタンは、比較的高い摩擦を有する
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表面を提供し得る。ポリウレタンは、その配合に依存して、約０．５から約２の範囲の摩
擦係数を有することが知られている。本発明の例示的実施形態において、複数層ベルトの
ポリウレタン製上部表面は、約０．６の摩擦係数を有する。特に、同じく上部層の形成に
適切な材料として上述されたＨＹＴＲＥＬ（登録商標）熱可塑性物質は、約０．５の摩擦
係数を有する。したがって、本発明の複数層ベルトは、「柔らかい」シートによるクレー
プ加工操作を達成する、柔らかく高摩擦の上部表面を提供し得る。
【００５４】
　上部層の上部表面の摩擦、および上部表面の他の表面現象は、上部表面へのコーティン
グの塗布により変化され得る。これに関して、コーティングは、上部表面の摩擦を増加ま
たは減少させるために、上部表面に追加され得る。追加的に、または代替として、コーテ
ィングは、上部表面の剥離特性を変化させるために上部表面に追加され得る。そのような
コーティングの例は、複数層クレープ加工ベルトが使用される特定の製紙プロセスに依存
して、疎水性および親水性組成物の両方を含む。これらのコーティングは、製紙プロセス
中にベルト上に噴霧されてもよく、または、コーティングは、複数層ベルトの上部表面に
取り付けられた永久的コーティングとして形成されてもよい。
【００５５】
［下部層］
　複数層クレープ加工ベルトの下部層は、強度、ＭＤ延伸およびクリープ耐性、ＣＤ安定
性、および耐久性をベルトに提供するように機能する。上述のように、ポリウレタン等の
柔軟ポリマー材料は、ベルトの上部層のための魅力的な選択肢を提供する。しかしながら
、ポリウレタンは、単独では、ベルトに所望の特性を提供することのない比較的弱い材料
である。均質な一体型ポリウレタンベルトは、製紙プロセス中にベルトに付与される応力
および歪みに耐えることができない。しかしながら、ポリウレタン上部層を第２の層と接
合することにより、第２の層が必要な強度、延伸耐性等をベルトに提供し得る。本質的に
、上部層から分離した別個の下部層を使用することにより、上部層に使用することができ
る材料の可能な幅が広がる。
【００５６】
　上部層の場合のように、下部層もまた、層の厚さを貫通する複数の開口を含む。下部層
における各開口は、上部層における少なくとも１つの開口と整列し、したがって、開口は
、複数層ベルトの厚さを通して、すなわち上部層および下部層を通して提供される。しか
しながら、下部層における開口は、上部層における開口より小さい。すなわち、下部層に
おける開口は、上部層と下部層との間の界面に隣接する上部層の複数の開口の断面積より
小さい、上部層と下部層との間の界面に隣接する断面積を有する。したがって、下部層に
おける開口は、例えば、ベルトおよび製紙ウェブが真空に曝露された際に、セルロース繊
維が複数層ベルト構造を完全に通過して引き出されることを防止し得る。上で概略的に議
論されたように、ベルトを通して引き出された繊維は、製紙機械において経時的に繊維が
堆積する、例えば真空ボックスの外側枠上に蓄積することから、製紙プロセスに有害であ
る。繊維の堆積は、繊維堆積物を清掃除去するために機械の休止時間を必要とする。した
がって、下部層における開口は、繊維がベルトを通して引き出されることを実質的に防止
するように構成され得る。しかしながら、下部層は、クレープ加工表面を提供しない、し
たがってクレープ加工操作中にウェブを成形するように機能しないため、繊維が引き出さ
れることを防止するように下部層における開口を構成することは、ベルトのクレープ加工
操作に実質的に影響しない。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施形態において、複数層クレープ加工ベルトの下部層として、織
布が提供される。上述のように、構造化織布は、クレープ加工操作の力に耐える強度およ
び耐久性を有する。したがって、構造化織布は、製紙プロセスにおけるクレープ加工構造
として単独で使用されている。したがって、構造化織布は、本発明による複数層クレープ
加工ベルトに必要な強度、耐久性、および他の特性を提供し得る。
【００５８】
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　複数層クレープ加工ベルトの具体的な実施形態において、下部層に提供された織布は、
クレープ加工構造として単独で使用される構造化織布と同様の特性を有する。そのような
布は、事実上、布構造を構成する糸の間に形成された複数の「開口」を有する織構造を有
する。これに関して、布における開口の結果は、布を通る空気流を許容する空気透過率と
して定量化され得る。本発明に関して、布の透過率は、上部層における開口と併せて、ベ
ルトを通して空気が引き出されるのを許容する。そのような空気流は、上述のように、製
紙機械における真空ボックスにおいて、ベルトを通して引き出され得る。織布層の別の態
様は、繊維が真空ボックスにおいて複数層ベルトを完全に通過して引き出されることを防
止する能力である。一般に、製紙プロセス中、クレープ加工ベルトまたは布を完全に通過
する繊維が１パーセント未満となるべきであることが好ましい。
【００５９】
　布の透過率は、当技術における周知の機器および試験に従って、例えばＦｒａｚｉｅｒ
　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｈａｇｅｒｓｔｏｗｎ
、Ｍａｒｙｌａｎｄ）によるＦｒａｚｉｅｒ（登録商標）差圧空気透過率測定機器で測定
される。本発明による複数層ベルトの実施形態において、布下部層の透過率は、少なくと
も約３５０ＣＦＭである。より具体的な実施形態において、布下部層の透過率は、約３５
０ＣＦＭから約１２００ＣＦＭであり、さらにより具体的な実施形態において、布下部層
の透過率は、約４００から約９００ＣＦＭの間である。さらなる実施形態において、布下
部層の透過率は、約５００から約６００ＣＦＭである。
【００６０】
　表２は、本発明による複数層クレープ加工ベルトにおける下部層を形成するために使用
され得る構造化布の具体例を示す。表２において特定される布は全て、Ａｌｂａｎｙ　ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ、ＮＨ）によ
り製造されている。
【００６１】
【表２】

【００６２】
　下部層としてＪ５０７６布を用いた複数層ベルトの具体例を、以下で例示する。Ｊ５０
７６は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で作製されている。
【００６３】
　織布の代替として、本発明の他の実施形態において、複数層クレープ加工ベルトの下部
層は、押出し熱可塑性材料から形成され得る。しかしながら、上述の上部層を形成するた
めに使用される柔軟熱可塑性材料とは異なり、下部層を形成するために使用される熱可塑
性材料は、複数層クレープ加工ベルトに強度、延伸耐性、耐久性等を付与するために提供
される。下部層を形成するために使用され得る熱可塑性材料の例は、ポリエステル、コポ
リエステル、ポリアミド、およびコポリアミドを含む。下部層を形成するために使用され
得るポリエステル、コポリエステル、ポリアミド、およびコポリアミドの具体例は、上述
の米国特許出願公開第２０１０／０１８６９１３号において見出すことができる。
【００６４】
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　本発明の具体的な実施形態において、複数層ベルトの押出し下部層を形成するために、
ＰＥＴが使用され得る。ＰＥＴは、周知の丈夫で柔軟なポリエステルである。他の実施形
態において、複数層ベルトの押出し下部層を形成するために、ＨＹＴＲＥＬ（登録商標）
（上述されている）が使用され得る。当業者には、下部層を形成するために使用され得る
類似の代替材料が認識される。
【００６５】
　下部層に押出しポリマー材料を使用する場合、開口は、上部層に提供される開口と同様
の様式で、例えばレーザ穴開け、切断、または機械的穿孔によりポリマー材料を通して提
供され得る。下部層における開口の少なくともいくつかは、上部層における開口と整列し
、それにより、織布下部層が複数層ベルト構造を通した空気流を許容するのと同様の様式
で、複数層ベルト構造を通した空気流を許容する。しかしながら、下部層における開口は
、上部層における開口と同じサイズである必要はない。実際に、繊維が通過して引き出さ
れるのを布下部層に類似した様式で低減するために、押出しポリマー下部層における開口
は、上部層における開口より実質的に小さくてもよい。一般に、下部層における開口のサ
イズは、ベルトを通したある特定量の空気流を許容するように調節され得る。さらに、下
部層における複数の開口は、上部層における開口と整列していてもよい。上部層における
開口面積に比べてより大きい下部層における全開口面積を提供するために、複数の開口が
下部層に提供された場合、真空ボックスにおいてより多くの空気流をベルトを通して引き
出すことができる。同時に、より小さい断面積を有する複数の開口を使用することにより
、下部層における単一のより大きい開口に比べて、繊維の引出し量が低減される。本発明
の具体的な実施形態において、第２の層における開口は、第１の層との界面に隣接して、
３５０平方ミクロンの最大断面積を有する。
【００６６】
　この線に沿って、押出しポリマー上部層および押出しポリマー下部層を有する本発明の
実施形態において、ベルトの特性は、下部層により提供される下部表面における開口の断
面積に対する、上部層により提供される上部表面における開口の断面積の比率である。本
発明の実施形態において、上部および下部開口の断面積のこの比率は、約１から約４８の
範囲である。より具体的な実施形態において、比率は、約４から約８の範囲である。さら
により具体的な実施形態において、比率は、約５である。
【００６７】
　上述の織布および押出しポリマー層の代替例において、下部層を形成するために使用さ
れ得る他の材料が存在する。例えば、本発明の一実施形態において、下部層は、金属材料
、特に金属スクリーン様構造から形成され得る。金属スクリーンは、上述の織布および押
出しポリマー層と同様の様式で、複数層ベルトに強度および柔軟性の特性を提供する。さ
らに、金属スクリーンは、上述の織布および押出しポリマー材料と同様の様式で、セルロ
ース繊維がベルト構造を通して引き出されることを防止するように機能する。下部層を形
成するために使用され得るさらなる代替の材料は、超強力繊維材料、例えばパラアラミド
合成繊維から形成された材料である。超強力繊維は、互いに織り合わせられていないこと
により上述の布と異なり得るが、それでも強力および柔軟な下部層を形成することができ
る。当業者には、本明細書に記載の複数層ベルトの下部層の特性を提供することができる
、さらなる代替の材料が認識される。
【００６８】
［複数層構造］
　本発明による複数層ベルトは、上述の上部層および下部層を接続することにより形成さ
れる。本明細書における開示から理解されるように、層の間の接続は、様々な異なる技術
を使用して達成され得るが、そのいくつかを以下でより十分に説明する。
【００６９】
　図３Ａは、本発明の一実施形態による複数層クレープ加工ベルト４００の一部の断面図
である。ベルト４００は、ポリマー上部層４０２および布下部層４０４を含む。ポリマー
上部層４０２は、製紙プロセスのクレープ加工操作の間その上でウェブがクレープ加工さ
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れる、ベルト４００の上部表面４０８を提供する。上述のように、ポリマー上部層４０２
に開口４０６が形成される。開口４０６は、上部表面４０８から布下部層４０４に面する
表面まで、ポリマー上部層４０２の厚さを通して延在することに留意されたい。織布下部
層４０４は、ある特定の透過率を有するため、ベルト４００の織布下部層４０４側に真空
を印加することができ、したがって、開口４０６および織布下部層４０４を通して空気流
を引き出すことができる。ベルト４００を使用したクレープ加工操作中、ウェブからのセ
ルロース繊維は、ポリマー上部層４０２における開口４０６内に引き込まれ、この結果、
（以下でより十分に説明されるように）ウェブにドーム構造が形成される。開口４０６内
にウェブを引き込むために、追加的に真空が印加されてもよい。
【００７０】
　図３Ｂは、図３Ａに示される開口４０６を有する部分を見下ろしたベルト４００の上面
図である。図３Ａおよび３Ｂから明らかなように、織布下部層４０４は、真空がベルト４
００を通して引かれることを可能にするが、織布下部層４０４はまた、上部層における開
口４０６を効果的に閉鎖する。すなわち、織布下部層４０４は、事実上、押出しポリマー
上部層４０２と織布下部層４０４との間の界面に隣接して、より小さい断面積を有する複
数の開口を提供する。したがって、織布下部層４０４は、セルロース繊維がベルト４００
を通過することを実質的に防止し得る。上述のように、織布下部層４０４はまた、ベルト
４００に強度、耐久性、および安定性を付与する。
【００７１】
　図４Ａは、押出しポリマー上部層５０２および押出しポリマー下部層５０４を含む、本
発明の一実施形態による複数層クレープ加工ベルト５００の一部の断面図である。ポリマ
ー上部層５０２は、その上で製紙ウェブがクレープ加工される上部表面５０８を提供する
。この実施形態において、ポリマー上部層５０２における開口５０６は、下部層における
３つの開口５１０と整列している。図４Ｂ（図４Ａに関連する）に示されるベルト部分５
００の上面図から明らかなように、ポリマー下部層５０４における開口５１０は、ポリマ
ー上部層５０２における開口５０６より実質的に小さい断面を有する。すなわち、ポリマ
ー下部層５０４は、ポリマー上部層５０２とポリマー下部層５０４との間の界面に隣接し
て、より小さい断面積を有する複数の開口５１０を含む。これにより、押出しポリマー下
部層５０４は、上述の織布下部層と同様の様式で、繊維がベルト構造を通して引き出され
ることを実質的に防止するように機能し得る。上述のように、代替の実施形態において、
押出しポリマー下部層５０４における単一の開口が、押出しポリマー上部層５０２におけ
る開口５０６と整列していてもよいことが留意されるべきである。実際に、ポリマー上部
層５０２における各開口に対して、ポリマー下部層５０４に任意の数の開口が形成されて
もよい。
【００７２】
　ベルト４００および５００の押出しポリマー層における開口４０６、５０６、および５
１０は、開口４０６、５０６、および５１０の壁がベルト４００および５００の表面に垂
直に延在するような開口である。しかしながら、他の実施形態において、開口４０６、５
０６、および５１０の壁は、ベルトの表面に対して異なる角度で提供されてもよい。開口
４０６、５０６、および５１０の角度は、開口がレーザ穴開け、切断、または機械的穿孔
等の技術により形成される際に選択および形成され得る。具体例において、側壁は、約６
０°から約９０°、より具体的には約７５°から約８５°の角度を有する。しかしながら
、代替の構成において、側壁角度は、約９０°より大きくてもよい。本明細書において言
及される側壁角度は、図３Ａにおいて角度αにより示されるように測定されることに留意
されたい。
【００７３】
　本発明による複数層ベルトの層は、複数層クレープ加工ベルトが製紙プロセスにおいて
使用され得るのに十分丈夫な層間の接続を提供する任意の様式で互いに接合され得る。い
くつかの実施形態において、層は、化学的手段により、例えば接着剤を使用して互いに接
合される。層を接合するために使用され得る接着剤構造の具体例は、両面テープである。
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－ｌｏｏｐ　ｆａｓｔｅｎｅｒ）を使用して互いに接合されてもよい。さらに他の実施形
態において、複数層ベルトの層は、熱溶着およびレーザ融合等の技術により接合されても
よい。当業者には、複数層ベルトを形成するために本明細書に記載の層を接合するのに使
用され得る数多くのラミネーション技術が理解される。
【００７４】
　図３Ａ、３Ｂ、４Ａ、および４Ｂに示される複数層ベルトの実施形態は、２つの別個の
層を含むが、他の実施形態において、図に示される上部層と下部層との間に追加的な層が
提供されてもよい。例えば、ベルトを通して空気を通過させながら、繊維がベルト構造を
通して引き出されることを防止する、さらなるバリアを提供するために、上述の上部層と
下部層との間に追加的な層が位置付けられてもよい。他の実施形態において、上部層およ
び下部層を互いに接続するために使用される手段は、さらなる層として構築されてもよい
。例えば、接着剤層が、上部層と下部層との間に提供される第３の層であってもよい。
【００７５】
　本発明による複数層ベルトの全厚は、複数層ベルトが使用される特定の製紙機械および
製紙プロセス用に調節されてもよい。いくつかの実施形態において、ベルトの全厚は、約
０．５から約２．０ｃｍである。織布下部層を含む本発明の実施形態において、複数層ベ
ルトの全厚の大部分は、押出しポリマー上部層により提供される。押出しポリマー上部層
および下部層を含む本発明の実施形態において、２つの層のそれぞれの厚さは、所望通り
に選択され得る。
【００７６】
　上述のように、複数層ベルト構造の利点は、層の１つによりベルトの強度、延伸耐性、
寸法安定性、および耐久性が提供され得る一方で、他の層がこれらのパラメーターに大き
く寄与する必要はないということである。本発明による複数層ベルト材料の耐久性を、他
の潜在的ベルト形成材料の耐久性と比較した。この試験において、ベルト材料の耐久性を
、材料の引裂強度に関して定量化した。当業者により理解されるように、良好な引張強度
および良好な弾性特性の両方の組合せが、高い引裂強度を有する材料をもたらす。上述の
上部層および下部層ベルト材料の７つの試料の引裂強度を試験した。クレープ加工操作に
使用した構造化布の引裂強度もまた試験した。これらの試験のために、ＩＳＯ３４－１（
ゴム、加硫または熱可塑性物質の引裂強度－第１部：トラウザ形、アングル形およびクレ
セント形）に一部基づいて、手順を開発した。ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｃｏｒｐ．（Ｎｏｒｗｏ
ｏｄ、Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ）によるｉｎｓｔｒｏｎ（登録商標）５９６６　Ｄｕ
ａｌ　Ｃｏｌｕｍｎ　Ｔａｂｌｅｔｏｐ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ、および同じくｉｎｓｔｒｏｎ　Ｃｏｒｐ．（Ｎｏｒｗｏｏｄ、Ｍａｓｓａｃｈｕ
ｓｅｔｔｓ）によるＢｌｕｅＨｉｌｌ　３　Ｓｏｆｔｗａｒｅを使用した。全ての引裂試
験は、１インチの引裂伸長に対して２インチ／分（４インチ／分の速度を使用するＩＳＯ
　３４－１とは異なる）で行い、平均負荷をポンドで記録した。
【００７７】
　試料ならびにそのそれぞれのＭＤおよびＣＤ引裂強度の詳細を、表３に示す。試料に対
する「ブランク」の指定は、試料に開口が提供されていなかったことを示し、「試作品」
は、試料がまだ無限のベルト構造として作製されておらず、単に試験片としてのベルト材
料であったことを意味することに留意されたい。布ＡおよびＢは、製紙プロセスにおける
クレープ加工用に構成された織構造であった。
【００７８】
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【表３】

【００７９】
　表３に示される結果から分かるように、布およびＨＹＴＲＥＬ（登録商標）材料は、Ｐ
ＥＴポリマー材料よりはるかに高い引裂強度を有していた。上述のように、織繊維または
押出しＨＹＴＲＥＬ（登録商標）材料層は、本発明による複数層ベルトの層の１つを形成
するために使用され得る。複数層ベルト構造の全体的な引裂強度は、必然的に、少なくと
も層のいずれにも劣らないほど強い。したがって、織布層または押出しＨＹＴＲＥＬ（登
録商標）層を含む複数層ベルトには、他の層を形成するために使用される材料とは無関係
に、良好な引裂強度が付与される。
【００８０】
　上述のように、本発明の実施形態は、押出しポリウレタン上部層および織布下部層を含
んでもよい。そのような組合せのＭＤ引裂強度を評価し、クレープ加工操作において使用
された構造化織布のＭＤ引裂強度とも比較した。上述の試験の場合と同じ試験手順を使用
した。この試験において、試料１は、１．２ｍｍの開口を有する押出しポリウレタンの０
．５ｍｍ厚の上部層を有する二層ベルト構造であった。下部層は、Ａｌｂａｎｙ　ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ製のＪ５０７６織布であったが、その詳細は上記に見出すことがで
きる。試料２は、１．２ｍｍの開口を有する押出しポリウレタンの１．０ｍｍ厚の上部層
、および下部層としてＪ５０７６布を有する二層ベルト構造であった。Ｊ５０７６布単独
の引裂強度もまた、試料３として評価した。これらの試験の結果を、表４に示す。
【００８１】

【表４】

【００８２】
　表４における結果から分かるように、押出しポリウレタン上部層および織布下部層を有
する複数層ベルト構造は、優れた引裂強度を有していた。織布単独の引裂強度を考慮する
と、ベルト構造の引裂強度の大部分は、織布により生成されたものであることが分かる。
押出しポリウレタンは、複数層ベルト構造の比例的に低い引裂強度を提供した。それにも
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かかわらず、押出しポリウレタン層単独は十分な強度、延伸耐性、および耐久性を有さな
いものの、引裂強度に関しては、表４の結果により示されるように、押出しポリウレタン
層および織布層を用いた複数層構造が使用された場合、十分丈夫なベルト構造が形成され
得る。
【００８３】
　表５は、本発明に従って構築された複数層ベルトの８つの例の特性を示す。ベルト１お
よび２は、その構造に２つのポリマー層を有していた。ベルト３から８は、ポリウレタン
（ＰＵＲ）から形成された上部層、およびＡｌｂａｎｙ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ製
のＰＥＴ布であるＪ５０７６布（上述）から形成された下部層を有していた。表５は、各
ベルトの上部層（すなわち「シート側」）における開口の特性、例えば断面積、開口の体
積、および開口の側壁の角度を記載している。表５はまた、下部層（すなわち「空気側」
）における開口の特性を記載している。
【００８４】



(25) JP 2017-534772 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【表５】

【００８５】
［プロセス］
　本発明の別の態様は、紙製品を作製するためのプロセスに関する。プロセスは、クレー
プ加工操作のために本明細書に記載の複数層ベルトを利用し得る。そのようなプロセスに
おいて、上述の一般型の製紙機械のいずれかが使用され得る。当然ながら、当業者には、
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本明細書に記載の本発明のプロセスを実行するために利用され得る製紙機械の数多くの変
形例および代替構成が認識される。さらに、当業者には、任意の製紙プロセスの一部であ
る周知の変数およびパラメーターが容易に決定され、本発明の方法と併せて使用され得る
こと、例えば、製紙プロセスにおけるウェブの形成のための特定の種類の完成紙料が、製
品の所望の特性に基づいて選択され得ることが認識される。
【００８６】
　本発明によるいくつかのプロセスにおいて、ウェブは、クレープ加工ベルトに堆積した
ときに約１５から約２５パーセントの間の稠度（すなわち固形分）を有する。本発明によ
る他のプロセスにおいて、ベルトクレープ加工は、クレープ加工ニップにおいて圧力下で
行われ、ウェブは、約３０から約６０パーセントの稠度を有する。そのようなプロセスに
おいて、製紙機械は、例えば、図１に示され、また上で説明された構成を有してもよい。
そのようなプロセスの詳細は、上述の米国特許出願公開第２０１０／０１８６９１３号に
見出すことができる。このプロセスにおいて、ウェブ稠度、ベルトクレープ加工ニップに
おいて生じる速度差分、クレープ加工ニップにおいて使用される圧力、ならびにベルトお
よびニップの幾何構造が、ウェブが構造変化を受けるのに十分なしなやかさを保っている
間に繊維を再配置するように作用する。理論に束縛されることを意図しないが、クレープ
加工ベルトの形成表面速度が遅いほど、クレープ加工ベルトにおける開口内にウェブが実
質的に成型され、繊維がクレープ加工比率に比例して再整列されると考えられている。Ｃ
Ｄの方位に移動する繊維もあれば、ＭＤリボンに折り曲げられる繊維もある。このクレー
プ加工操作の結果、高いキャリパのシートが形成され得る。本明細書に記載の複数層ベル
トは、これらのプロセスに適切である。特に、上述のように、複数層ベルトは、開口が広
範なサイズを有するように構成されてもよく、したがって、これらのプロセスと共に効果
的に使用され得る。
【００８７】
　本発明によるプロセスのさらなる態様は、複数層クレープ加工ベルトへの真空の印加で
ある。上述のように、製紙プロセスにおいてウェブがクレープ加工ベルト上に堆積された
時に真空が印加され得る。真空は、クレープ加工ベルトにおける開口内、すなわち、本発
明による複数層ベルトの上部層における開口内にウェブを引き込むように作用する。特に
、真空を使用する、および使用しないプロセスの両方において、ウェブは、複数層ベルト
構造の上部層における複数の開口内に引き込まれるが、ウェブは、複数層ベルト構造の下
部層には引き込まれない。本発明の実施形態のいくつかにおいて、印加される真空は、約
５インチＨｇから約３０インチＨｇである。上で詳細に説明されたように、複数層ベルト
の下部層は、繊維がベルト構造を通して引き出されることを防止するための篩として機能
する。この下部層の篩としての機能性は、真空を形成する構造、すなわち真空ボックスに
繊維が引き出されることが防止されるため、真空が印加される場合特に重要である。
【００８８】
［紙製品］
　本発明の他の態様は、以前に知られていた製紙機械、および当技術において知られてい
るプロセスを使用して製造することができない新規紙製品である。特に、本明細書に記載
の複数層ベルトによって、既知の製紙機械および製紙プロセスを用いて作製された紙製品
において以前に見出されていなかった優れた特性および特徴を示す紙製品が形成され得る
。
【００８９】
　本明細書において言及される紙製品は、全てのグレードの製品を包含することが留意さ
れるべきである。すなわち、本発明のいくつかの実施形態は、概して約２７ｌｂｓ／連未
満の坪量および約１８０ミル／８シート未満のキャリパを有する、ティッシュグレードの
製品に関する。本発明の他の実施形態は、概して約３５ｌｂｓ／連超の坪量および約２２
５ミル／８シート超のキャリパを有する、タオルグレードの製品に関する。
【００９０】
　図５Ａ、５Ｂ、および５Ｃは、本発明による複数層ベルトを使用して作製されたベース
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シートの一部の顕微鏡写真（１０倍）の上面図を示す。これらの図において、ベルトに対
して、すなわち上部層により形成された上部表面に対して形成されたシートの側が示され
ている。図５Ａに示されるベースシート６００Ａは、上述のベルト２を用いて作製され、
図５Ｂに示されるベースシート６００Ｂは、上述のベルト３を用いて作製され、図５Ｃに
示されるベースシート６００Ｃは、上述のベルト７を用いて作製された。ベルトは、図１
に示される概略構成を有する製紙機械を用いてベースシート６００Ａ、６００Ｂ、および
６００Ｃを形成するクレープ加工操作において使用された。ベースシート６００Ａ、６０
０Ｂ、および６００Ｃは、規則的反復パターンで配置された複数の繊維に富むドーム領域
６０２Ａ、６０２Ｂ、および６０２Ｃを含む。これらのドーム領域６０２Ａ、６０２Ｂ、
および６０２Ｃは、各シートを作製するために使用された複数層ベルトの上部表面におけ
る開口のパターンに対応する。ドーム領域６０２Ａ、６０２Ｂ、および６０２Ｃは互いに
離間しており、連結されたネットワークを形成し、より少ないテクスチャを有する複数の
周囲エリア６０４Ａ、６０４Ｂ、および６０４Ｃにより相互接続されている。
【００９１】
　図６Ａ、６Ｂ、および６Ｃは、それぞれ図５Ａ、５Ｂ、および５Ｃに示されるベースシ
ート６００Ａ、６００Ｂ、および６００Ｃの裏側を示す。図７Ａ（１）、７Ａ（２）、７
Ｂ（１）、７Ｂ（２）、７Ｃ（１）、および７Ｃ（２）は、それぞれベースシート６００
Ａ、６００Ｂ、および６００Ｃのそれぞれのドーム領域の拡大図（１００倍）を示す。様
々な図において、微細なひだがドーム領域６０２Ａ、６０２Ｂ、および６０２Ｃ上に畝を
形成し、シートのドーム側の反対側に溝またはわだちを形成していることが分かる。他の
顕微鏡写真において、ドーム領域における坪量は、点ごとに著しく変動し得ることが明ら
かである。図では、ベースシート６００Ａ、６００Ｂ、および６００Ｃの領域における繊
維配向もまた観察され得る。定性的に言えば、ドーム領域６０２Ａ、６０２Ｂ、および６
０２Ｃにおいて相当な量の繊維が成形されていることが観察され得る。これは、複数層ベ
ルトにおいて見られるより大きい開口サイズに起因して、ドーム領域６０２Ａ、６０２Ｂ
、および６０２Ｃが他のクレープ加工構造を用いて作製されたベースシートにおいて見ら
れるドーム領域より大きいことを考慮すると、特に注目に値する。
【００９２】
　図８Ａ、８Ｂ、および８Ｃは、本発明の実施形態に従って作製されたベースシート９０
０Ａ、９００Ｂ、および９００Ｃにおけるドーム領域の断面図であり、断面は、ベースシ
ートのＭＤに沿った断面である。
【００９３】
　図８Ａに示されるベースシート９００Ａは、上述のベルト３を用いて作製され、図８Ｂ
に示されるベースシート９００Ｂは、上述のベルト６を用いて作製され、図８Ｃに示され
るベースシート９００Ｃは、上述のベルト７を用いて作製された。図８Ａおよび８Ｃのそ
れぞれにおいて、ベースシートが生成される方向に関して先頭側縁部が図の右側に示され
、末尾側縁部は図の左側に示されている。図８Ｂにおいて、先頭側縁部は、図の左側に示
され、末尾側縁部は、図の右側に示されている。図は、ここでも、シートのドーム領域に
おいて相当な量の繊維が見られることを実証している。また、ドーム領域の先頭側および
末尾側縁部の角度が留意されるべきである。先頭側縁部は、比較的急な末尾側縁部よりは
るかに浅い角度を示している。
【００９４】
　図５Ａから５Ｃ、６Ａから６Ｃ、７Ａ（１）から７Ｃ（３）、および８Ａから８Ｃに示
されるドーム領域６０２Ａ、６０２Ｂ、および６０２Ｃは、シートの一方の側から見た場
合に実質的に円形の形状を有することが留意されるべきである。しかしながら、本明細書
における開示により示されるように、本発明による紙製品におけるドーム構造の形状は、
開口を形成するために使用されるクレープ加工構造、すなわちクレープ加工ベルトまたは
構造化布における開口の対応する形状を変更することにより、任意の他の形状に変更され
得る。
【００９５】



(28) JP 2017-534772 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

　上述のように、複数層ベルト構成を使用する利点の１つは、ベルトの耐久性を実質的に
低減することなく、また実質的な量の繊維が製紙プロセス中にベルトを通して引き出され
ることを防止しながら、クレープ加工表面を提供するベルトの上部層に大きい開口を形成
することができる能力である。実際に、複数層ベルト構造により、布のポケットまたは一
体型ベルトにおける開口では不可能な開口が形成され得る。その結果、図５Ａから５Ｃ、
６Ａから６Ｃ、７Ａ（１）から７Ｃ（３）、および８Ａから８Ｃに示されるもの等の、複
数層ベルトを用いて形成された製品におけるドーム領域は、一体型ベルトおよび構造化布
等の他のクレープ加工構造を用いて形成された紙製品におけるドーム領域よりはるかに大
きいサイズで形成される。
【００９６】
　本発明による紙製品のドーム領域のサイズを定量化するために、ドームの縁部上の１つ
の点から、ドームの反対側の縁部上の別の点までの距離を測定することができる。そのよ
うな測定の一例が、図９中の線ＡおよびＢにより示されている。この測定は、例えば、顕
微鏡下の目盛りの隣で紙製品のドームを観察することにより行うことができる。（この技
術において使用され得る顕微鏡の一例は、株式会社キーエンス（大阪、日本）製のキーエ
ンスＶＨＸ－１０００デジタルマイクロスコープである。）本発明による紙製品の実施形
態において、中空ドーム領域の縁部上の少なくとも１つの点から、中空ドーム領域の反対
側の縁部上の点までの距離は、少なくとも約０．５ｍｍである。より具体的な実施形態に
おいて、測定距離は、約１．０ｍｍから約４．０ｍｍであり、さらにより具体的な実施形
態において、測定距離は、約１．５ｍｍから約３．０ｍｍである。具体的な実施形態にお
いて、中空ドーム領域の縁部上の少なくとも１つの点から、中空ドーム領域の反対側の縁
部上の点までの距離は、約２．５ｍｍである。ここでも、当業者に理解されるように、こ
れらのサイズのドームは、一体型ベルトおよび構造化布等の当技術において知られている
他のクレープ加工構造では形成することができなかった。
【００９７】
　本発明による紙製品におけるドーム領域を特性決定する別の様式は、ドーム構造の体積
である。これに関して、本明細書におけるドーム領域の「体積」への言及は、ドーム領域
である紙製品の部分、およびドーム領域により画定される中空領域の体積を示す。当業者
には、この体積は、様々な技術を使用して測定され得ることが理解される。１つのそのよ
うな技術の例は、紙製品における複数の層の体積を測定するためにデジタル顕微鏡を使用
する。次いで、ドーム領域を構成する領域における層の合計を計算し、それによりドーム
領域の全体積を計算することができる。
【００９８】
　本発明の実施形態において、ドーム領域は、少なくとも約０．１ｍｍ３の体積を有し、
時折、ドーム領域は、少なくとも約１．０ｍｍ３の体積を有する。具体的な実施形態にお
いて、ドーム領域は、約１．０ｍｍ３から約１０．０ｍｍ３の体積を有する。本発明によ
る紙製品の他の具体例は、約０．１ｍｍ３から約３．５ｍｍ３、より具体的には約０．２
ｍｍ３から約１．４ｍｍ３の体積のドーム領域を有する。ここでもまた、これらのサイズ
のドーム領域は、一体型ベルトおよび構造化布等の当技術において知られたクレープ加工
構造を使用して生成することができなかったことが留意されるべきである。
【００９９】
　本発明による紙製品において形成された大きいドーム領域は、紙製品のキャリパに大き
く影響する。以下に示される実験結果において実証されるように、より大きいドーム領域
は、より大きいキャリパを有する紙製品をもたらし、これは製紙プロセスにおいて極めて
望ましい。図５Ａから５Ｃ、６Ａから６Ｃ、７Ａ（１）から７Ｃ（３）、および８Ａから
８Ｃに示される具体的なベースシートは、少なくとも約１４０ミル／８シートのキャリパ
を有し、これは比較的高い量のキャリパである。さらに、上で示されたように、ベースシ
ートにおけるドーム領域は、実質的な量の繊維を含有していた。そのようなキャリパは、
少なくとも、本発明による紙製品におけるキャリパの対応する量を形成するために必要な
量よりも実質的に多くの繊維を使用せずに、従来のクレープ加工構造およびクレープ加工
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プロセスを使用して達成することはできなかったと考えられる。具体例において、ドーム
にわたる距離およびドームの体積の両方に関して、上述のドームサイズを有する紙製品は
、少なくとも約１３０ミル／８シート、約１４０ミル／８シート、約１４５ミル／８シー
ト、またはさらに約２４５ミル／８シートのキャリパを有する。そのような紙製品の具体
例は、以下で説明される。また、従来のクレープ加工構造およびクレープ加工プロセスを
使用してキャリパが生成されたとしても、繊維分布は、本発明による紙製品における繊維
分布とは異なり、例えば、従来通り作製された紙製品のドーム領域においては、はるかに
少ない量の繊維が見られる。
【０１００】
　本発明による紙製品のドーム構造のさらに別の新規な態様は、ドーム構造の異なる部分
において見られる繊維密度を含む。本発明のこれらの態様を理解するために、シンクロト
ロンまたは実験機器から得られる三次元Ｘ線マイクロコンピューター断層撮影（ＸＲ－μ
ＣＴ）表示の基本解像度と同様の解像度で、本発明の紙製品等の紙製品における局所的繊
維密度の概算を提供する技術が使用され得る。そのような実験機器の例は、ＸＲａｄｉａ
，　ｉｎｃ．（Ｐｌｅａｓａｎｔｏｎ、ＣＡ）によるＭｉｃｒｏＸＣＴ－２００である。
具体的には、後述の技術により、紙製品の中央表面において垂直（法線方向）繊維密度が
決定され得る。繊維密度は、エンボス、クレープ加工、乾燥機能等に起因して、面外方向
において変動し得ることに留意されたい。
【０１０１】
　繊維密度決定技術により、ＸＲ－μＣＴデータセットが、放射投影Ｘ線画像を二次元グ
レーレベル画像のスタックからなる三次元データセットに変換するためにラドン変換また
はジョン変換された後に受信される。例えば、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｓｙｎｃｈｒｏｔｒｏ
ｎ　Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｆａｃｉｌｉｔｙ（Ｇｒｅｎｏｂｌｅ、Ｆｒａｎｃｅ）におけ
るシンクロトロンから受信した紙製品データは、２０００スライスからなり、それぞれ８
ビットグレーレベル値で２０００×約８００ピクセルの寸法を有する。グレーレベル値は
、質量の減衰を表し、比較的均一な分子量の材料の場合、質量または構成の三次元分布を
厳密に近似する。紙製品は、主にセルロース繊維からなるため、一定のＸ線減衰係数、ひ
いてはグレーレベルと質量との間の直接的関係の仮定が有効である。
【０１０２】
　ラドンまたはジョン変換から生成されたＸＲ－μＣＴデータセットは、有限グレーレベ
ル値としての空隙、および０から２５５の範囲内のより高いグレーレベル値の質量を示す
。スライス画像はまた、曝露中に紙製品試料が移動する場合に、または回転もしくはｚ位
置決めステージの不正確な動きから発生する視認され得るアーチファクトを示す。これら
のアーチファクトは、様々な方位の質量から投影される線として現れる。紙製品試料が、
紙製品試料の主平面に垂直な軸上でＸ線ビーム内で回転する場合、これはまた「リンギン
グ（ｒｉｎｇｉｎｇ）」アーチファクトおよびより高いグレーレベルの中央の「ピン」を
含有し得るが、これは、紙製品試料内に存在しない質量を示すため、対応されなければな
らない。特に、これは、シンクロトロンから受信したＸＲ－μＣＴデータセットの場合に
該当し得る。
【０１０３】
　分割プロセスは、紙製品試料に含有される材料の異なる相の分離を指す。これは単に、
固体セルロース繊維と空気（空隙）とを区別することである。代表的な断層撮影データセ
ットを得るために、米国国立衛生研究所で開発されたパブリックドメインの画像処理プロ
グラムである、ＩｍａｇｅＪと呼ばれるオープンソフトウェアを使用して、以下の分割プ
ロセスを用いることができる。まず、スライスを２回の「スペックル除去」フィルタリン
グプロセスに供するが、各ピクセルは、３×３の周囲隣接物に対する中央値で置き換えら
れる。これにより、ごま塩ノイズ（高い値および低い値）、特に上述のアーチファクトが
除去され、セルロース繊維の縁部の線広がり関数を増加させる効果は無視できる。次に、
空隙がゼロの値（黒）に切り取られるようにより低い値（黒）を閾値化することによって
グレーレベルヒストグラムが調節され、質量のグレーレベル値は、残りのグレーレベルヒ
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ストグラムにわたって広がる。閾値を過度に高い値に設定しないように注意され得るが、
さもなくば繊維縁部の質量が空隙に変換され、繊維が断面積を失っているように見える。
繊維質量と空隙との間を明確に区別するデータセットが生成されるように、全てのスライ
スが同様に処理される。
【０１０４】
　紙製品試料の相対密度は、まず試料の上方および下方境界を近似する表面を生成し、次
いでその２つの間の中央表面を計算することにより、前処理されたＸＲ－μＣＴデータセ
ットから計算され得る。次いで、中央表面内の各位置で決定される表面法線ベクトルを使
用して、１×１ピクセルを表面法線ベクトルに沿った上方表面と下方表面との間の距離（
ピクセル単位）と乗じた円柱内の体積当たりの質量が決定される。全ての計算は、Ｍａｔ
ｈＷｏｒｋｓ，　ｉｎｃ．（Ｎａｔｉｃｋ、Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ）によるＭＡＴ
ＬＡＢ（登録商標）を使用して行うことができる。具体的な手順は、次に説明されるよう
に、表面決定、表面法線および三次元厚さ、三次元密度、ならびに三次元密度表示を含む
。
【０１０５】
　表面決定では、ＸＲ－μＣＴデータセットにおけるスライスは、Ｘ－Ｚ投影であり、Ｘ
－Ｙ平面が試料の主平面であり、ＭＤまたはＣＤにより形成されるのと同じ平面である。
したがって、Ｚ軸はＸ－Ｙ平面に垂直であり、各スライスは、Ｙ方向における単位ステッ
プを表す。各スライス内の各Ｘ位置において、グレーレベル値が制限閾値（典型的には２
０）を超える最高および最低Ｚ位置が特定される。したがって、各スライスは、スライス
内に示される最大（上方）および最小（下方）位置を接続する曲線を生成する。
【０１０６】
　Ｚ軸に沿って質量が検出され得ないそれらの領域、すなわち、材料内に貫通穴が存在す
る領域は、連続中央表面を形成する上で問題を呈し得る。これを克服するために、周縁部
で２ピクセルだけ穴を拡張する（穴のサイズを増加させる）ことにより穴が充填され得、
調節されている表面に依存して、最大、最小または中央の有限Ｚ値を有する周囲位置に対
して平均値が決定され得る。次いで穴は、不連続が生じないように、また空隙により表面
平滑化が悪影響を受けないように、平均Ｚ位置値で充填され得る。
【０１０７】
　次いで、ロバストな三次元平滑化スプライン関数（ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａ
ｌ　ｓｍｏｏｔｈｉｎｇ　ｓｐｌｉｎｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）が各表面に適用され得る。
この関数を実行するためのアルゴリズムは、Ｄ．ガルシア（Ｄ．Ｇａｒｃｉａ）、Ｃｏｍ
ｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　＆　Ｄａｔａ　Ａｎａｌｙｓｉｓ、５４
：１１６７－１１７８（２０１０）により説明されており、その開示は、本願に引用して
その全体を援用する。平滑化パラメーターは、より高い、またはより低い程度まで個々の
繊維の詳細を示すある範囲の表面平滑性を提供する、一連のファイルを生成するように変
更され得る。
【０１０８】
　三次元表面法線は、ＭＡＴＬＡＢ（登録商標）関数「ｓｕｒｆｎｏｒｍ」を使用して、
平滑化された中央表面内の各頂点において計算され得る。このアルゴリズムは、ｘ、ｙ、
およびｚ行列の立体適合（ｃｕｂｉｃ　ｆｉｔ）に基づく。法線を形成するために、斜め
のベクトルが演算され、交差され得る。各頂点を通過し、上方および下方の平滑化表面で
終端する、表面法線に平行な線分を使用して、中央表面に垂直な方向における紙製品試料
の厚さを決定することができる。
【０１０９】
　三次元相対繊維密度は、２つの寸法が１ピクセルであり、第３の寸法が頂点を通る２つ
の外部平滑化表面から延びる線分の長さである正四角柱を仮定することにより、中央表面
に垂直な経路に沿って決定される。その体積内に含有される質量は、断層撮影データセッ
トからのグレーレベル値により示されるような有限質量を有するボクセルとして決定され
る。したがって、頂点における最大相対密度は、線分に沿ったボクセルの全てが２５５の
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グレーレベル値を有する場合、１に等しい。セルロース繊維のセル壁に対する最大値は、
１．５０ｇ／ｃｍ３とみなされる。
【０１１０】
　三次元繊維密度の便利な表現は、試料の面外変形の程度を示すために円滑化中央表面を
使用して四次元で繊維密度をマッピングし、三次元密度をマップ内の各場所での値を有す
るスペクトルプロットとして示すことにより形成することができる。これらのマップは、
最大値が１である相対密度として示すことができ、または、示されたように最大が１．５
０ｇ／ｃｍ３であるセルロースの密度に正規化され得る。そのような繊維密度マップの一
例を、図１０に示す。
【０１１１】
　上述の技術に従って作成されたグレースケール繊維密度マップを、図１１に示す。この
図において、ドーム構造の下流ＭＤ側、すなわちドーム構造の「先頭側」に形成されたド
ーム構造の一部を囲んだボックスＡが描かれている。また、ドーム構造の上流ＭＤ側、す
なわちドーム構造の「末尾側」に形成されたドーム構造の一部を囲んだボックスＢが描か
れている。密度マップは上述の技術に従って形成されているため、より暗い影のエリアは
、より高い密度を表し、より明るい影のエリアは、より低い密度を表す。密度プロファイ
ルマップを構築するために使用されたデータから、ボックスＡおよびＢで囲まれたエリア
の中央密度を決定し、比較することができる。
【０１１２】
　本発明による紙製品のドーム構造は、ドーム構造の異なるエリアにおいて繊維密度の実
質的な相違を示すことが判明した。特に、ドーム構造の先頭側において形成された繊維密
度に比べ、ドーム構造の末尾側においてより高い繊維密度が形成される。これは、図１１
に示される例において確認することができ、ボックスＢ内の末尾側に形成されたドーム構
造の一部は、ボックスＡ内のドーム構造の先頭側に形成されたドーム構造の一部よりも明
白に高い密度を有する。本発明の一実施形態によれば、ドーム構造の反対側におけるこの
密度差は、説明したＸ線断層撮影技術を使用して決定された場合、約７０％である。換言
すれば、ドーム構造の先頭側は、ドーム構造の末尾側より７０％低い繊維密度を有する。
別の実施形態において、本発明による紙製品の密度差は、そのドーム構造の末尾側と先頭
側との間で約７５％の密度差を有する。
【０１１３】
　理論に束縛されないが、本明細書に記載の技術は、ドーム構造の対向する側面同士での
顕著な密度差を可能にすると考えられる。特に、例えば上述の複数層ベルトにおける大き
いサイズの開口による、より大きいドームの形成によって、クレープ加工操作中により多
くの繊維が開口に流入し得る。この繊維の流れは、ドーム構造の先頭側においてより多く
の繊維の乱れをもたらし、したがってより低い繊維密度をもたらす。また、ドーム構造の
側壁の他の部分におけるより高い密度は、より高いキャリパをもたらし、さらに、側壁の
より低密度の部分により、幾分柔らかい製品をもたらし得ると考えられる。
【０１１４】
［紙製品の柔らかさおよびキャリパ］
　任意の紙製品の重要な特性は、知覚される紙の柔らかさである。しかしながら、知覚さ
れる紙製品の柔らかさを改善するためには、紙製品の他の特性の品質を犠牲にする必要が
あることが多い。例えば、知覚される紙の柔らかさを改善するために紙製品のパラメータ
ーを調節することは、しばしば、紙製品のキャリパを減少させる望ましくない副次的効果
を有する。
【０１１５】
　知覚される紙製品の柔らかさは、紙製品の幾何平均（ＧＭ）引張係数に極めて相関し得
ることが判明している。ＧＭ引張強度は、紙製品のＭＤ引張強度およびＣＤ引張強度の積
の平方根として定義される。図１２は、上述のベルト１および３から６を用いて、ならび
に製紙プロセスにおけるクレープ加工操作に使用される当技術において知られた布で作製
されたベースシートの、感覚的柔らかさとＧＭ引張強度との間の相関を示す。感覚的柔ら
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紙製品の柔らかさの尺度である。すなわち、感覚的柔らかさは、柔らかさの決定に関する
経験を積んだ評価者により測定され、評価者は、紙を握り、知覚される紙の柔らかさを確
定するための特定の技術に従う。感覚的柔らかさの数値が高いほど、知覚される柔らかさ
がより高い。図１３に示されるベースシートに関連したデータにより示されるように、紙
製品における明確な傾向として、紙製品のＧＭ引張強度が減少するほど紙製品の感覚的柔
らかさが増加し、その逆もまた成り立つ。
【０１１６】
　本発明による紙製品は、ＧＭ引張強度およびキャリパの優れた組合せを示す。すなわち
、本発明の紙製品は、優れた柔らかさ（低ＧＭ引張強度）および嵩高さ（キャリパ）を有
する。この特性の組合せを実証するために、ベルト１および３から６を使用して製品を作
製し、Ｖｏｉｔｈ　ＧｍｂＨ（Ｈｅｉｄｅｎｈｅｉｍ、Ｇｅｒｍａｎｙ）製の構造化布で
ある４４Ｇポリエステル布を使用して作製された紙製品と比較した。４４Ｇ布は、製紙プ
ロセスにおけるクレープ加工用の周知の布である。
【０１１７】
　ベルト１に対しては、図１に示される機械と同様の製紙機械において、表６に記載の開
口条件で２回の試験を行った。北部針葉樹クラフト（ＮＳＷＫ）、針葉樹クラフト（ＳＷ
Ｋ）、湿潤強度樹脂（ＷＳＲ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、およびポリビ
ニルアルコール（ＰＶＯＨ）は、示されたように略され得る。
【０１１８】
【表６】

【０１１９】
　ベルト３に関して２回の試験を行い、ベルト４に関して２回の試験を行った。ベルト３
および４に対する試験条件は表７に示され、試験は、図１に示される機械と同様の製紙機
械で行った。
【０１２０】
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【表７】

【０１２１】
　図１に示されるものに類似した製紙機械構成においてベルト５を使用して、同様に２回
の試験を行った。試験１では、１００％ＮＳＷＫ完成紙料を均質モードで使用した。坪量
は、１６．８ｌｂ／ｒｍを目標とした。空気側原料には計３．０ｌｂ／トンの剥離剤を添
加し、ヤンキー側原料には剥離剤を添加しなかった。適正なヤンキー接着を確保するため
に、ＫＬ５０６　ＰＶＯＨをヤンキーコーティング接着剤の一部として使用した。目標ベ
ースシートキャリパは、可能な限り高い非カレンダーキャリパを生成し、次いでその結果
を１２５ミル／８プライとなるまでカレンダー処理することにより達成された。５５０ｇ
／インチ３のＣＤ湿潤引張強度は、精製と、湿潤強度樹脂およびカルボキシメチルセルロ
ース（ＣＭＣ）の添加とのバランスを取ることにより達成された。初期精製設定は４５Ｈ
Ｐであり、湿潤強度樹脂およびＣＭＣの初期使用量は、それぞれ２５および５ｌｂ／トン
であった。ベルト５を使用した試験２は、試験１と同じであったが、但し、１００％Ｎａ
ｈｅｏｌａ　ＳＷＫの完成紙料を使用した。
【０１２２】
　ベルト５に対する試験１および２のそれぞれにおいて、１０個のカレンダーロールおよ
び２つの非カレンダーロールを回収した。ベルト５に関する試験の操作条件および処理パ
ラメーターを、表８に示す。
【０１２３】
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【表８】

【０１２４】
　図１に示されるものに類似した製紙機械構成を用いてベルト６を使用し、４回の試験を
行った。第１のセットの試験では、８０％Ｎａｈｅｏｌａ　ＳＳＷＫ／２０％Ｎａｈｅｏ
ｌａ　ＳＨＷＫを均質モードで使用した。坪量は、試験１の場合１６．８ｌｂ／ｒｍ、試
験２の場合２１．０ｌｂ／ｒｍ、試験３の場合２５．５ｌｂ／ｒｍを目標とする。原料に
は剥離剤を添加しなかった。布クレープ加工およびリールクレープ加工は、２０％および
２％に設定し、吸引ボックスの前のシートの湿度は、標準状態（すなわち約５７％）に設
定した。適正なヤンキー接着を確保するために、ＫＬ５０６　ＰＶＯＨをヤンキーコーテ
ィング接着剤の一部として使用した。目標ベースシートＣＤ湿潤引張強度（６００ｇ／イ
ンチ３）は、精製と、湿潤強度樹脂およびＣＭＣの添加とのバランスを取ることにより達
成された。初期精製設定は４５ＨＰに設定し、湿潤強度樹脂およびＣＭＣの初期使用量は
、それぞれ２５および５ｌｂ／トンであった。目標ＣＤ湿潤引張強度を達成するために、
精製を調節した。非カレンダーキャリパが１６０ミル／８プライを下回り、目標ＣＤ湿潤
引張強度が精製の増強によりまだ達成されていなかった場合、より多くの湿潤強度樹脂お
よびＣＭＣ（２：１の比）を添加して、目標ＣＤ湿潤引張強度を達成した。乾燥引張強度
は変動させた。各試験において、２つの非カレンダーロールを回収した。
【０１２５】
　ベルト６を用いた次のセットの試験は、クレープ加工速度の点を除いて、最初のセット
の試験と同様であった。坪量は、２５．５ｌｂ／ｒｍ、または最大ベースシートキャリパ
をもたらした坪量に固定した。原料には剥離剤を添加しなかった。布クレープ加工の目標
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クレープ加工は、２％に設定し、吸引ボックスの前のシート湿度は、標準状態（すなわち
約５７％）に設定した。適正なヤンキー接着を確保するために、ＰＶＯＨをヤンキーコー
ティング接着剤の一部として使用した。目標ベースシートＣＤ湿潤引張強度（６００ｇ／
３”）は、精製と、湿潤強度樹脂およびＣＭＣの添加とのバランスを取ることにより達成
された。初期精製設定は４５ＨＰに設定し、湿潤強度樹脂およびＣＭＣの初期使用量は、
それぞれ２５および５ｌｂ／トンであった。目標ＣＤ湿潤引張強度を達成するために、精
製をまず調節した。非カレンダーキャリパが１６０ミル／８プライを下回り、目標ＣＤ湿
潤引張強度が精製の増強によりまだ達成されていなかった場合、より多くの湿潤強度樹脂
およびＣＭＣ（２：１の比）を添加して、目標ＣＤ湿潤引張強度を達成した。乾燥引張強
度は変動させた。各試験において、２つの非カレンダーロールを回収した。
【０１２６】
　ベルト６を用いた次のセットの試験は、シート湿度の点を除いて、最初のセットの試験
と同様であった。坪量は、２５．５ｌｂ／ｒｍ、または最大ベースシートキャリパをもた
らした坪量に固定した。原料には剥離剤を添加しなかった。布クレープ加工およびリール
クレープ加工は、それぞれ２０％および２％に設定した。吸引ボックスの前のシート湿度
は、試験７の場合標準状態（すなわち約５７％）、試験８の場合５９％、試験９の場合６
１％に設定した（表３）。シート湿度は、Ｍｅｔｓｏ　Ｏｙｊ（Ｈｅｌｓｉｎｋｉ、Ｆｉ
ｎｌａｎｄ）によるＡＤＶＡＮＴＡＧＥ（商標）ＶＩＳＣＯＮＩＰ（商標）の負荷（すな
わち、５５０ｐｓｉ、３２５ｐｓｉ、および２００ｐｓｉ）を設定することにより、また
はクレープ加工ロールの前に水の噴霧を追加することにより調節した。適正なヤンキー接
着を確保するために、ＰＶＯＨをヤンキーコーティング接着剤の一部として使用した。目
標ベースシートＣＤ湿潤引張強度（６００ｇ／３”）は、精製と、湿潤強度樹脂およびＣ
ＭＣの添加とのバランスを取ることにより達成された。初期精製設定は４５ＨＰであり、
湿潤強度樹脂およびＣＭＣの初期使用量は、それぞれ２５および５ｌｂ／トンであった。
目標ＣＤ湿潤引張強度を達成するために、精製をまず調節した。非カレンダーキャリパが
１６０ミル／８プライを下回り、目標ＣＤ湿潤引張強度が精製の強化によりまだ達成され
ていなかった場合、より多くの湿潤強度樹脂およびＣＭＣ（２：１の比）を添加して、目
標ＣＤ湿潤引張強度を達成した。乾燥引張強度は変動させた。各試験において、２つの非
カレンダーロールを回収する。
【０１２７】
　ベルト６を用いた最終セットの試験において、１６０ミル／８プライのキャリパ、６０
０ｇ／インチ３のＣＤ湿潤引張強度、２０％のＭＤ延伸を有する最良の１重ベースシート
を生成するために、坪量、布クレープ加工、および吸引ボックスの前のシート湿度の最良
の組合せを選択した。１重タオルに変換するために、１０個の親ロールを回収した。
【０１２８】
　ベルト６に関する試験の操作条件および処理パラメーターを、表９に示す。
【０１２９】
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【表９】

【０１３０】
　ベルト１および３から６、ならびに構造化布を用いた試験からのデータを、図１３に示
す。結果は、複数層ベルトを使用した試験において生成された紙製品の、ＧＭ引張強度お
よびキャリパの優れた組合せを実証している。具体的には、結果は、ベルト３から５を用
いて作製された製品が、少なくとも約２４５ミル／８プライのキャリパを有していたこと
を示している。ベルト３から６により作製された製品は、約３５００ｇ／３インチ未満の
ＧＭ引張強度を有していた。ベルト３を使用して生成された製品は、約２７０ミル／８プ
ライ超のキャリパ、および約３１００ｇ／３インチ未満のＧＭ引張強度を有し、したがっ
て、キャリパおよび柔らかさの両方の点で特に良好な製品を提供することにさらに留意さ
れたい。また、図１４に示される結果は、キャリパおよびＧＭ引張強度の組合せの点で、
布を用いて作製された製品と比較した複数層ベルトを用いて作製された紙製品の優秀さを
実証している。布を使用して生成された紙製品は、ある範囲のＧＭ引張強度を有していた
が、布を用いて作製された紙製品はいずれも、約２４０ミル／８プライを大きく超えるキ
ャリパを有していなかった。上で詳細に説明されたように、複数層ベルトを使用して作製
された紙製品によって、構造布を使用して生成され得るものより大きいドーム構造が形成
され得る。より大きいドーム構造は、一方で、紙製品により大きいキャリパを提供する。
したがって、図１４に示されるように、複数層ベルトを用いて作製された製品は、布を使
用して作製された製品より高いキャリパを有していた。
【０１３１】
　要約すると、図１３に示される結果は、複数層ベルトを用いて作製され得る本発明の紙
製品が、構造化布を用いて作製されたベースシートより大きいキャリパおよびより高度の
柔らかさを有していたことを実証している。当業者によって確実に理解されるように、キ
ャリパおよび柔らかさは共に、多くの紙製品の重要な特性である。したがって、本発明に
よる紙製品は、非常に魅力的な特性の組合せを含む。
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［ベースシートおよび変換された紙特性］
　さらなるベースシートおよび最終製品をベルト５および６から作製し、これらのベース
シートおよび最終製品の特性を決定した。これらの試験において、上述のベルト５および
６を用いた柔らかさおよびキャリパの試験において使用されたものと同じ一般操作手順を
使用した。この一連の試験において、完成紙料およびカレンダー処理を変更したが、形成
されたベースシートの特性を表１０に示す。表１０において、Ｔ１完成紙料は、１００％
ＮＳＷＫ完成紙料を指し、Ｔ２完成紙料は、８０％Ｎａｈｅｏｌａ　ＳＳＷＫ／２０％Ｎ
ａｈｅｏｌａ　ＳＨＷＫ完成紙料を指すことに留意されたい。
【０１３３】
【表１０】

【０１３４】
　この一連の試験のさらなる態様として、表１０に示されるベースシートを、最終ペーパ
ータオル製品に変換した。この変換プロセスは、５２のシート数および０．１４インチの
シート長さでの、ＴＨＶＳモードにおける米国意匠特許第６４８，１３７号（その開示は
、本願に引用してその全体を援用する）に示されるエンボスパターンを使用したエンボス
加工を含んでいた。４／１と記された試験では、エンボス深度は、約０．０６５から約０
．０７２インチまで様々であった。表１０における他の試験では、エンボス深度は０．０
７０インチに設定した。組となるロールニップの幅は、試験の全てにおいて１３ｍｍに設
定し、試験ベースシートは、０．０１９インチボンド幅×２７ボンド／ブレードを有する
穿孔ブレードを使用して作製された。変換された最終製品の特性を、表１１に示す。
【０１３５】



(38) JP 2017-534772 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【表１１】

【０１３６】
　表１１に示される最終ペーパータオル製品の特性のほとんどは、現在利用可能なペーパ
ータオルの特性と同等またはそれを超える。しかしながら、留意すべきは、ペーパータオ
ルのキャリパが、全般的に現在提供されているペーパータオルのキャリパを大幅に超える
ことであった。上で概略的に議論されたように、紙製品のキャリパは、柔らかさに反比例
する。最終ペーパータオルの柔らかさおよび吸収性は、表１１に示され、感覚的柔らかさ
、ＧＭ引張強度、およびＳＡＴ容量により示されるように、他のペーパータオル製品の柔
らかさより若干低かったが、それにもかかわらず、柔らかさは、製品の非常に大きいキャ
リパを考慮すると非常に良好であった。また、留意すべきは、最終ペーパータオル製品の
ＧＭ破壊係数であった。紙製品のＧＭ破壊係数は、製品の強度の良い指標である。表９に
示される最終ペーパータオル製品は、優れたＧＭ破壊係数を示した。
【０１３７】
［ベルト特性に関連する紙特性］
　別の一連の試験において、紙製品に対するベルト材料の様々な特性の効果を決定した。
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第１の一連の試験では、タオルグレード製品において生成されるキャリパに対する、本発
明による複数層ベルト材料における開口の体積の効果を決定した。また、結果を、タオル
グレード製品の形成における、一体型（ポリマー）ベルト構成における開口の体積の効果
と比較した。上述のように、タオルグレード製品は、概して、約３３ｌｂｓ／連の坪量お
よび約２２５ミル／８シートのキャリパを有する。これらの試験において、本発明による
複数層ベルト材料を使用してベースシートを形成し、一体型ベルト材料を使用してペーパ
ータオルグレードベースシートを形成した。複数層ベルト材料は、上部層の上部表面に、
約２．０ｍｍ３から約９．０ｍｍ３の範囲の開口を有していた。一体型ベルト材料は、約
１．０ｍｍ３未満の開口を有していた。複数層ベルト材料および一体型ベルト材料におけ
る開口のサイズは、上の開示と一致し、これは、複数層ベルト構造が一体型ベルト構造よ
り大きい開口を許容することを示すことに留意されたい。すなわち、製紙プロセスにおい
て実際に使用される一体型ベルト構造においては大きい開口を形成することができないこ
とを考慮して、複数層ベルト材料における開口をより大きくした。この一連の試験は、実
験室内で、上で概説されたような処理条件により試験的な製紙機械で行った。
【０１３８】
　図１４は、複数層および一体型ベルトの上部層における開口の体積に対する、生成され
たタオルグレードベースシートのキャリパに関する試験の結果を示す。図から分かるよう
に、一体型ベルト材料を使用して生成されたキャリパより高いキャリパが、複数層ベルト
材料を使用して生成された。これらの結果は、ベルト構造における大きな体積の開口が、
タオルグレード製品により大きいキャリパをもたらし得ることを実証している。特に、約
９．０ｍｍ３の開口を有する構成を有する複数層ベルト材料は、約２２０ミル／８シート
のキャリパを生成したが、これは、一体型ベルトを使用して生成されたキャリパのどれよ
りも、約１００ミル／８シート大きかったことが留意されるべきである。当業者によって
確実に理解されるように、この複数層ベルト材料により生成された著しく大きいキャリパ
を使用して、極めて魅力的なタオル製品を生成することができた。
【０１３９】
　別の一連の試験において、ティッシュグレード製品において生成されるキャリパに対す
る、本発明による複数層ベルトにおける開口の体積の効果を決定した。また、結果を、テ
ィッシュグレード製品の形成における、一体型（ポリマー）ベルト構成における開口の体
積の効果と比較した。上述のように、ティッシュグレード製品は、概して、約２７ｌｂｓ
／連の坪量および約１４０ミル／８シートのキャリパを有する。これらの試験において、
本発明による複数層ベルト材料を使用して実験室内でベースシートを形成し、一体型ベル
ト材料を使用してティッシュペーパーグレードベースシートを実験室内で形成した。複数
層ベルト材料は、上部層の上部表面に、約１．５ｍｍ３から約５．５ｍｍ３の範囲の開口
を有する構成を有していた。一体型ベルト材料は、約１．０ｍｍ３未満の開口を有する構
成を有していた。複数層ベルト材料および一体型ベルト材料における開口のサイズは、上
の開示と一致し、これは、複数層ベルト構造が一体型ベルト構造より大きい開口を許容す
ることを示すことに留意されたい。この一連の試験は、実験室内で、上で概説されたよう
な処理条件により試験的な製紙機械で行った。
【０１４０】
　これらの試験の結果を、図１５に示す。図から分かるように、より大きい開口を有する
複数層ベルト材料は、一体層ベルト材料を使用して作製されたティッシュグレードベース
シートにおいて見られるキャリパに匹敵するキャリパを有するティッシュグレードベース
シートを生成することができた。複数層ベルト材料は、タオルグレード試験（図１４）に
関して見られるような増加したキャリパを提供しなかったが、それでもなお、複数層ベル
ト材料は、ティッシュグレード製品の形成に有利となり得る。例えば、上述のように、複
数層ベルト構成により提供され得るより大きい開口によって、製品におけるドーム構造内
のより高い繊維密度が可能となる。さらに、複数層ベルト構造は、一体型と同等のティッ
シュグレードキャリパを生成する一方で、上述の全ての理由から、一体型構造より強靭で
丈夫となり得る。したがって、複数層ベルト構造を用いて生成されるティッシュグレード
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キャリパは、一体型ベルト構造を使用して生成されるキャリパと同じ範囲内にあるとして
も、複数層ベルト構造は、それでもなお、ティッシュグレード製紙プロセスにおいて使用
された場合、ある特定の利点を有し得る。
【０１４１】
　さらに別の一連の試験において、異なる開口サイズを有する異なる複数層クレープ加工
ベルト材料を使用して、タオルグレード製品を生成した。４つのベルト材料を試験したが
、ベルト材料は、上述の様式で上部層に円形開口を有していた。ベルト材料Ａは、０．５
ｍｍのＰＥＴ下部層に取り付けられた１．０ｍｍのポリウレタン上部層を有し、ベルト材
料Ｂは、０．５ｍｍのＰＥＴ下部層に取り付けられた０．５ｍｍのポリウレタン上部層を
有し、ベルト材料Ｃは、０．５ｍｍのポリウレタン上部層および布下部層を有し、ベルト
材料Ｄは、１．０ｍｍのポリウレタン上部層および布下部層を有していた。ベルト材料の
それぞれの種類に対して、異なるサイズの開口を有する構成を試験したが、開口は、直径
約０．７５ｍｍから約２．２５ｍｍの範囲であった。この一連の試験は、実験室内で、製
紙プロセスを模擬する真空シート成型を使用して行った（実際にクレープ加工操作は行わ
ない）。
【０１４２】
　これらの試験の結果を図１６に示すが、これは、上部開口（穴）直径と、ベルト材料の
それぞれに対して生成されたキャリパとの間の関係を示す。図から分かるように、各ベル
ト材料における開口サイズが増加するほど、ベルト材料を用いて作製された得られる紙製
品のキャリパが増加した。これもまた、上の開示と一致し、少なくともタオルグレード製
品に関して、複数層ベルトの上部層における開口サイズが増加すると、より大きいキャリ
パが生成され得ることを示している。図中のデータはまた、複数層ベルト構造の異なる厚
さが、紙製品における比較的同等のキャリパを生成し得、１．０ｍｍの上部層が時折０．
５ｍｍの上部層より若干大きいキャリパを生成することを示している。
【０１４３】
　本発明は、ある特定の具体的な例示的実施形態において説明されたが、本開示に照らし
て、多くの追加的変形および変化形が当業者に明らかである。したがって、本発明は、具
体的に説明されたもの以外の様式でも実践され得ることを理解されたい。したがって、本
発明の例示的実施形態は、全ての点において例示的であり、限定的ではないものとしてみ
なされるべきであり、本発明の範囲は、上記説明によってではなく、本出願により支持さ
れ得る任意の請求項およびその均等物により決定されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本明細書に記載の装置、プロセスおよび製品は、トイレットペーパーおよびペーパータ
オル等の市販の紙製品の製造に使用され得る。したがって、装置、プロセスおよび製品は
、紙製品産業に関連した数多くの用途を有する。
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