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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　靭皮繊維の抽出および調製のためのプロセスであって、該プロセスは、ラミー、大麻ま
たは亜麻を、２回の漂白に供する工程、２回のアルカリ煮沸に供する工程、および高温で
ほぐす工程を包含し、
　該２回の漂白は、それぞれ、塩素漂白および酸素漂白であり、
　　該塩素漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウムが使
用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり
；
　　該酸素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０℃
～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり；
　該アルカリ煮沸において、１回目のアルカリ煮沸は、苛性ソーダを使用して実施され；
　該高温でほぐす工程は、該漂白および該煮沸の後に実施され、そして該高温でほぐす工
程において、１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は、１００℃～１４
０℃であり、そして持続時間は、１．５時間～２．５時間である、
プロセス。
【請求項２】
　前記靭皮繊維は、ラミー繊維であり、前記プロセスは、以下の順序で、以下の工程：
　酸洗い→水での洗浄→１回目の煮沸→水での洗浄→１回目の漂白→酸での洗浄→２回目
の煮沸→水での洗浄→２回目の漂白→高温でのほぐし→水での洗浄→油処理→脱水→乾燥
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、
を包含し、
　該酸洗いにおいて、硫酸が使用され、そして２ｇ／Ｌ～１０ｇ／Ｌの濃度、４０℃～６
０℃の温度、および１時間～２時間の持続時間を有するように制御され；
　該１回目の煮沸および２回目の煮沸の両方が、同じ条件を用いるアルカリ煮沸であり、
該条件は、５０ｇ／Ｌ～１５０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１．５時間～２時間の持続時間およ
び９０℃～１４０℃の温度であり、
　該漂白は、２回実施され、そして１回目の漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を
有する次亜塩素酸ナトリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時
間は、４０分間～８０分間であり；２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化
水素が使用され、温度は、８０℃～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０
分間であり；
　該高温でのほぐしにおいて、１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は
、１００℃～１４０℃であり、そして持続時間は、１．５時間～２．５時間であり；
　該油処理は、繊維質量の１重量％～２重量％の量の植物油を用いて実施され；
　上記工程における工業浴比は、１：１０～１：２０である、
請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記酸洗いにおいて、硫酸の濃度は、４ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌに制御され、温度は、４５℃
～５５℃に制御され、そして持続時間は、７５分間～１１０分間に制御され；
　前記アルカリ煮沸の条件は、７０ｇ／Ｌ～１２０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１００分間～１
１５分間の持続時間、および１１０℃～１３０℃の温度に制御され；
　前記１回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～７ｇ／Ｌの濃度の次亜塩素酸ナトリウムが使用
され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、５０分間～７０分間であり；
２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの濃度の過酸化水素が使用され、温度は、８
０℃～１００℃であり、そして持続時間は、５５分間～７５分間であり；
　前記高温でのほぐしにおいて、１１０ｇ／Ｌ～１３０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度
は、１１０℃～１３５℃であり、そして持続時間は、１００分間～１４０分間である、
請求項２に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記靭皮繊維が、亜麻繊維または大麻繊維であり、前記プロセスが、以下の順序で、以
下の工程：
　精製→酸洗い→水での洗浄→１回目の漂白→１回目の煮沸→水での洗浄→２回目の漂白
→２回目の煮沸→高温でのほぐし→水での洗浄→油処理→脱水→乾燥、
を包含し；
　該酸洗いおよび精製において、２ｇ／Ｌ～１０ｇ／Ｌの硫酸が使用され、温度は、４０
℃～６０℃であり、そして持続時間は、１時間～２時間であり；
　１回目の煮沸と２回目の煮沸との両方が、アルカリ煮沸であり、１回目の煮沸の条件は
、２５ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１時間～１．５時間の持続時間、および６０
℃～９０℃の温度であり；
　該漂白は、２回実施され、１回目の漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を有する
次亜塩素酸ナトリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、
４０分間～８０分間であり；
　該２回目の煮沸において、６０ｇ／Ｌ～９０ｇ／Ｌのソーダが使用され、持続時間は、
１時間～１．５時間であり、そして温度は、１００℃～１３０℃であり、
　該２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０
℃～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり；
　該高温でのほぐしにおいて、１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は
１００℃～１４０℃であり、そして持続時間は、１．５時間～２．５時間であり；
　該油処理は、繊維質量の１重量％～２重量％の量の植物油を用いて実施され；
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　上記工程における工業浴比は、１：１０～１：２０である、
請求項１に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記１回目の煮沸の条件が、４０ｇ／Ｌ～８０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、７０分間～８５分
間の持続時間、および７０℃～８５℃の温度に制御され；
　前記１回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～７ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウム
が使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、５０分間～７０分間で
あり；前記２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は
、８０℃～１００℃であり、そして持続時間は、５５分間～７５分間であり；
　前記２回目の煮沸において、ソーダが、７０ｇ／Ｌ～８５ｇ／Ｌの量で使用され、持続
時間は、７０分間～８５分間であり、そして温度は、１１０℃～１３０℃であり；
　前記高温でのほぐしにおいて、１１０ｇ／Ｌ～１３０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度
は、１１０℃～１３５℃であり、そして持続時間は、１００分間～１４０分間である、
請求項４に記載のプロセス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靭皮繊維の抽出および調製のためのプロセス、ならびにこのプロセスから得
られる高品質の靭皮繊維製品、ならびにこれらの靭皮繊維製品の用途に関する。「靭皮」
とは、本明細書中で、野生または栽培されたラミー、亜麻および大麻をいう。
【背景技術】
【０００２】
　中国は、世界中で、靭皮資源が最も豊富な国の１つである。中国においては、靭皮資源
が十分であるのみでなく、靭皮織物産業の生産能力もまた大きく、そして織物製品もまた
様々である。現在、中国における靭皮織物としては、主として、ラミー織物、亜麻織物、
大麻織物、バシクルモン織物、ジュート織物、サイザル織物などが挙げられる。
【０００３】
　健康によく、安全であり、そして疾患を予防する目的の、新規な織物のうちで、ラミー
、亜麻、大麻および他の靭皮繊維から開発された機能的な靭皮繊維の多くは、草地の消費
の要件に合う環境に優しい製品であるのみでなく、代表的な健康に良い織物としてもまた
公知である。しかし、靭皮繊維の抽出および調製のための、先行技術のプロセスにおいて
は、靭皮繊維の粗さ、低いメートル番手、高い番手と高い品質とを有する靭皮糸を得るこ
とが不可能であること、ならびに靭皮繊維の乏しい染色特性のような問題が存在する。ま
た、不完全な繊維脱ガム技術、繊維自体の高度な構造的結晶化および配向、靭皮繊維の調
製の間の多量の廃水および大きな環境汚染のような問題が存在する。靭皮繊維の抽出およ
び調製において、不適切な加工手順は、繊維に大きな損傷を与え、繊維の収率が低くなり
、従って、経済的利点が低くなる。従って、満足の行く高品質の靭皮繊維を得る目的で、
さらに、これらの靭皮繊維から高品質の織物を得る目的で、靭皮繊維の抽出および調製の
ためのプロセスを改善する必要性が存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　（発明の要旨）
　本発明の目的は、先行技術において存在した上記種々の問題を克服するために、靭皮繊
維の抽出および調製のためのプロセス、ならびにこのプロセスから得られる高品質の靭皮
繊維、ならびにこれらの靭皮繊維から作製される純粋な糸、混紡糸、および靭皮繊維と他
の繊維（例えば、不織布の原料）との混合物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、以下を提供する：



(4) JP 5049554 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

　（項目１）
　靭皮繊維の抽出および調製のためのプロセスであって、該プロセスは、ラミー、大麻ま
たは亜麻を、２回の漂白に供する工程、２回のアルカリ煮沸に供する工程、および高温で
ほぐす工程を包含し、
　該２回の漂白は、それぞれ、塩素漂白および酸素漂白であり、
　　該塩素漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウムが使
用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり
；
　　該酸素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０℃
～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり；
　該アルカリ煮沸において、１回目のアルカリ煮沸は、苛性ソーダを使用して実施され；
　該高温でほぐす工程は、該漂白および該煮沸の後に実施され、そして該高温でほぐす工
程において、１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は、１００℃～１４
０℃であり、そして持続時間は、１．５時間～２．５時間である、
プロセス。
【０００６】
　（項目２）
　上記靭皮繊維は、ラミー繊維であり、上記プロセスは、以下の順序で、以下の工程：
　酸洗い→水での洗浄→１回目の煮沸→水での洗浄→１回目の漂白→酸での洗浄→２回目
の煮沸→水での洗浄→２回目の漂白→高温でのほぐし→水での洗浄→油処理→脱水→乾燥
、
を包含し、
　該酸洗いにおいて、硫酸が使用され、そして２ｇ／Ｌ～１０ｇ／Ｌの濃度、４０℃～６
０℃の温度、および１時間～２時間の持続時間を有するように制御され；
　該１回目の煮沸および２回目の煮沸の両方が、同じ条件を用いるアルカリ煮沸であり、
該条件は、５０ｇ／Ｌ～１５０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１．５時間～２時間の持続時間およ
び９０℃～１４０℃の温度であり、
　該漂白は、２回実施され、そして１回目の漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を
有する次亜塩素酸ナトリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時
間は、４０分間～８０分間であり；２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化
水素が使用され、温度は、８０℃～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０
分間であり；
　該高温でのほぐしにおいて、１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は
、１００℃～１４０℃であり、そして持続時間は、１．５時間～２．５時間であり；
　該油処理は、繊維質量の１重量％～２重量％の量の植物油を用いて実施され；
　上記工程における工業浴比は、１：１０～１：２０である、
項目１に記載のプロセス。
【０００７】
　（項目３）
　上記酸洗いにおいて、硫酸の濃度は、４ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌに制御され、温度は、４５℃
～５５℃に制御され、そして持続時間は、７５分間～１１０分間に制御され；
　上記アルカリ煮沸の条件は、７０ｇ／Ｌ～１２０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１００分間～１
１５分間の持続時間、および１１０℃～１３０℃の温度に制御され；
　上記１回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～７ｇ／Ｌの濃度の次亜塩素酸ナトリウムが使用
され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、５０分間～７０分間であり；
２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの濃度の過酸化水素が使用され、温度は、８
０℃～１００℃であり、そして持続時間は、５５分間～７５分間であり；
　上記高温でのほぐしにおいて、１１０ｇ／Ｌ～１３０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度
は、１１０℃～１３５℃であり、そして持続時間は、１００分間～１４０分間である、
項目２に記載のプロセス。
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【０００８】
　（項目４）
　上記靭皮繊維が、亜麻繊維または大麻繊維であり、上記プロセスが、以下の順序で、以
下の工程：
　精製→酸洗い→水での洗浄→１回目の漂白→１回目の煮沸→水での洗浄→２回目の漂白
→２回目の煮沸→高温でのほぐし→水での洗浄→油処理→脱水→乾燥、
を包含し；
　該酸洗いおよび精製において、２ｇ／Ｌ～１０ｇ／Ｌの硫酸が使用され、温度は、４０
℃～６０℃であり、そして持続時間は、１時間～２時間であり；
　１回目の煮沸と２回目の煮沸との両方が、アルカリ煮沸であり、１回目の煮沸の条件は
、２５ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１時間～１．５時間の持続時間、および６０
℃～９０℃の温度であり；
　該漂白は、２回実施され、１回目の漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を有する
次亜塩素酸ナトリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、
４０分間～８０分間であり；
　該２回目の煮沸において、６０ｇ／Ｌ～９０ｇ／Ｌのソーダが使用され、持続時間は、
１時間～１．５時間であり、そして温度は、１００℃～１３０℃であり、
　該２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０
℃～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり；
　該高温でのほぐしにおいて、１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は
１００℃～１４０℃であり、そして持続時間は、１．５時間～２．５時間であり；
　該油処理は、繊維質量の１重量％～２重量％の量の植物油を用いて実施され；
　上記工程における工業浴比は、１：１０～１：２０である、
項目１に記載のプロセス。
【０００９】
　（項目５）
　上記１回目の煮沸の条件が、４０ｇ／Ｌ～８０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、７０分間～８５分
間の持続時間、および７０℃～８５℃の温度に制御され；
　上記１回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～７ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウム
が使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、５０分間～７０分間で
あり；上記２回目の漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は
、８０℃～１００℃であり、そして持続時間は、５５分間～７５分間であり；
　上記２回目の煮沸において、ソーダが、７０ｇ／Ｌ～８５ｇ／Ｌの量で使用され、持続
時間は、７０分間～８５分間であり、そして温度は、１１０℃～１３０℃であり；
　上記高温でのほぐしにおいて、１１０ｇ／Ｌ～１３０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度
は、１１０℃～１３５℃であり、そして持続時間は、１００分間～１４０分間である、
項目４に記載のプロセス。
【００１０】
　（項目６）
　項目１に記載のプロセスから得られる、２５００Ｎｍより大きい靭皮繊維。
【００１１】
　（項目７）
　上記靭皮繊維が、２５００Ｎｍ～４５００Ｎｍのラミー繊維である、項目６に記載の靭
皮繊維。
【００１２】
　（項目８）
　上記ラミー繊維が、４５００Ｎｍより大きい、項目７に記載の靭皮繊維。
【００１３】
　（項目９）
　上記靭皮繊維が、３５００Ｎｍ～５０００Ｎｍの亜麻繊維である、項目６に記載の靭皮
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繊維。
【００１４】
　（項目１０）
　上記亜麻繊維が、５０００Ｎｍより大きい、項目９に記載の靭皮繊維。
【００１５】
　（項目１１）
　上記靭皮繊維が、２６００Ｎｍ～３８００Ｎｍの大麻繊維である、項目６に記載の靭皮
繊維。
【００１６】
　（項目１２）
　上記大麻繊維が、３８００Ｎｍより大きい、項目１１に記載の靭皮繊維。
【００１７】
　（項目１３）
　項目６に記載の靭皮繊維から作製された、糸、混合糸または混紡糸。
【００１８】
　本発明は、一般に、高品質かつ高番手の靭皮繊維の抽出および調製のためのプロセスに
関する。このプロセスは、ラミー、大麻および亜麻に対して適切である。本発明はまた、
このプロセスに従って製造される高番手の靭皮繊維、ならびにこの靭皮繊維から製造され
る純粋な糸、混合糸および混紡糸に関する。
【００１９】
　既存の靭皮繊維を、高い番手および高い品質の糸に紡糸することが不可能であることの
主な理由は、靭皮繊維が、多量のペクチン、顔料、蝋、リグニンなどを含有することであ
る。ペクチンおよび他の成分は、互いに接着し、そして繊維の表面および内部に巻き付き
、これによって、これらの繊維を効果的に分離し、そして紡ぐことが困難になる。リグニ
ンは、繊維を脆くし、繊維の手触りを悪くし、そして繊維の色を薄くする。靭皮繊維の分
子は、それ自体が、高度な構造結晶化および配向を有する。これらのことは全て、これら
の繊維の弾性および可撓性を大いに低下させる。靭皮繊維の抽出および調製のための現在
のプロセスは、上述の問題を十分には解決せず、そして繊維の強度の損失、および最適な
緩みの程度を制御することの困難さのような問題を生じ、高品質の靭皮繊維を得ることを
困難にする。
【００２０】
　（ａ：ラミー繊維）
　ラミー繊維に関して、単一繊維を得るための現在の脱ガムプロセスは、主として、アル
カリ煮沸によるものであり、このアルカリ煮沸は、主として、２回煮沸すること、２回煮
沸して１回洗い流すこと、２回煮沸して１回漂白すること、２回煮沸して１回漂白し、１
回洗い流すことを包含する。このように得られる繊維は、１５００Ｎｍ～１８００Ｎｍの
繊度、および５０ｍｍ～６０ｍｍの長さを有する。これらの繊維は、可撓性が乏しく、そ
して純粋な糸は、２１Ｓ（番手、Ｎｅ）までしか紡糸され得ず、この数値は、市場の要件
からかけ離れている。
【００２１】
　本発明による、靭皮繊維の抽出および調製のためのプロセスは、先行技術において存在
した問題を解決し、従って、産業用途における高番手の繊維の実用的な糸を与える。本発
明によるプロセスは、２回の煮沸および２回の漂白および高温でのほぐしと称され得る。
２５００Ｎｍ～４５００Ｎｍの繊維、および４５００Ｎｍより高い繊維さえもが、このプ
ロセスを使用することによって、得られる。このように得られる繊維は、分子の配向およ
び結晶化の程度が低く、良好な嵩高さおよび改善された縮れ性を有する。
【００２２】
　これらの繊維は、本発明のプロセスを使用することによって、これらの繊維の表面を分
離させるためにさらにほぐされ、その結果、得られる繊維は、もとの繊維より約３０％細
く、そして内部の嵩高い構造および柔らかい手触りを有する。
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【００２３】
　（ｂ：亜麻繊維）
　亜麻繊維に関して、リネンの粗糸のプロセス（すなわち、１回の煮沸および１回の漂白
）は、現在、半脱ガムした束繊維を得るために、主として採用されている。この束繊維は
、次に、リネンのために特別な装置によって紡糸され、現在の規模で最高３０Ｓ番手の糸
が製造される。
【００２４】
　本発明のプロセスによる、２回の煮沸および２回の漂白ならびに高温でのほぐしの使用
によって、３５００Ｎｍ～５０００Ｎｍの束繊維、および５０００Ｎｍより大きい束繊維
さえも得ることが可能であり、これらの繊維の長さは、必要とされる糸の番手に従って、
制御され得る。得られる繊維は、嵩高い構造および改善された縮れ性を有し、そして綿紡
糸機械で紡糸され得る。
【００２５】
　本発明のプロセスの使用によって、適切な含有量のペクチンおよび蝋を得ること、なら
びに綿紡糸機械の条件を採用して束繊維の繊度および長さを確実にすること、ならびにリ
グニン、ヘミセルロースおよび他の不純物を最大限に除去することが可能である。
【００２６】
　（ｃ：大麻繊維）
　現在、大麻繊維の紡糸は、２つの方法によって達成されている。１つの方法は、亜麻紡
糸機械での機械的カーディングによって得られた長い繊維を紡糸し、次いで、粗糸の洗い
流しおよび漂白（１回の煮沸および１回の漂白）によって束繊維を得ることであり、この
束繊維は、従来、１６Ｓまで紡糸される。他方の方法は、ラミーを脱ガム（アルカリでの
洗い流しおよび漂白）することによって繊維を得ることであり、次いで、これらの繊維は
、綿紡糸機械で、１６Ｓまで紡糸される。
【００２７】
　本発明のプロセスの使用によって、２６００Ｎｍ～３８００Ｎｍの束繊維、および紡糸
に適切な３８００Ｎｍより大きい繊維束さえも得ることが可能であり、そしてこれらの繊
維の長さは、必要とされる糸の番手に従って、制御され得る。このように得られる繊維は
、嵩高い構造および改善された縮れ性を有し、そして全ての繊維が、綿紡糸機械で紡糸さ
れ得る。
【００２８】
　本発明の手順の使用によって、適切な含有量のペクチンおよび蝋を得ること、ならびに
綿紡糸機械の加工条件を採用して束繊維の繊度および長さを確実にすること、ならびにリ
グニン、ヘミセルロースおよび他の不純物を最大限に除去することが、可能である。
【００２９】
　本発明に従って、高品質かつ高番手の靭皮繊維を抽出および調製するためのプロセスは
、２回の煮沸および２回の漂白および高温でのほぐしの方法と称され、そしてラミー、大
麻および亜麻に対して使用され得、このプロセスは、靭皮繊維の抽出および調製が、２回
の漂白、２回のアルカリ煮沸、および高温でほぐす工程を包含することを特徴とする。こ
こで、これらの２回の漂白は、それぞれ、塩素漂白および酸素漂白であり、そしてこの塩
素漂白において、３ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウムが使用され、
温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間であり；この酸
素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０℃～１００
℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間である；これらのアルカリ煮沸におい
て、第一のアルカリ煮沸は、苛性ソーダの使用によって実施される；高温でほぐす工程は
、２回の煮沸および２回の漂白の後に実施され、そしてこの高温でほぐす工程において、
１００ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダが使用され、温度は、１００℃～１４０℃であり、
そして持続時間は、１．５時間～２．５時間である。
【００３０】
　ラミー繊維の場合、このプロセスは、以下の具体的な工程を包含する：
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　手順１：
　酸洗い→水での洗浄→１回目の煮沸→水での洗浄→１回目の漂白→酸での洗浄→２回目
の煮沸→水での洗浄→２回目の漂白→高温でのほぐし→水での洗浄→油処理→脱水→乾燥
。
【００３１】
　注記１：手順１によるラミー繊維の抽出および調製の説明
　ラミー繊維は、１つの細胞からなる単一の繊維であり、ラミー繊維の繊維長は、靭皮繊
維のうちで最も長い。靭皮繊維は、多量のペクチン、蝋、リグニンおよび他の不純物を含
有する。これらの不純物は、高品質および高番手の糸を紡糸するために都合が悪い。上記
手順によって、ラミー繊維を効果的に抽出および調製することが可能である。ここで、上
記手順は、以下のように詳細に記載される。
【００３２】
　（ａ．酸洗い）
　酸洗いにおいて、繊維の表面の顔料および他の不純物が除去され、そしてペクチン、蝋
、およびリグニンの一部が、溶解する。多くの実験の後に、本発明者は、良好な技術的効
果が、硫酸の濃度を２ｇ／Ｌ～１０ｇ／Ｌに制御し、温度を４０℃～６０℃に制御し、そ
して持続時間を１時間～２時間に制御することによって達成され得ることを見出した。ラ
ミー材料中の不純物の含有量に依存して、硫酸の濃度は、それに従って調節され得る。高
い不純物含有量を有する原料については、硫酸の濃度は、上記範囲内で、わずかに高くあ
り得る；低い不純物含有量を有する原料については、硫酸の濃度は、上記範囲内でわずか
に低くあり得る。
【００３３】
　好ましくは、硫酸の濃度は、４ｇ／Ｌ～８ｇ／Ｌに制御され、温度は、４５℃～５５℃
に制御され、そして持続時間は、７５分間～１１０分間に制御される。この場合、より良
好な効果が、顔料の除去、ならびにペクチン、蝋、およびリグニンの溶解に関して達成さ
れ得る。
【００３４】
　（ｂ．アルカリ煮沸）
　上記手順において、２回のアルカリ煮沸が存在する。すなわち、１回目の煮沸および２
回目の煮沸である。アルカリ煮沸の目的は、繊維の表面のペクチン、蝋、リグニンおよび
他の不純物、ならびにヘミセルロースを、さらに溶解し、そして嵩高い繊維組織および柔
軟な手触りを得ることである。この目的で、アルカリ煮沸の条件は、５０ｇ／Ｌ～１５０
ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１．５時間～２時間の持続時間、および９０℃～１４０℃の温度に
制御される。（この温度は、より嵩高い繊維組織を得、繊維の内部への苛性ソーダの貫入
を生じさせ、これによって不純物を除去する目的で、比較的高い。）この様式で、より良
好なアルカリ煮沸効果が得られ得、そして得られる繊維組織は、より嵩高く、これによっ
て、苛性ソーダがこれらの繊維の内部に貫入し、そして不純物を効果的に除去する。
【００３５】
　好ましくは、より良好な技術的効果は、アルカリ煮沸の条件が、以下のように設定され
る場合に、得られ得る：７０ｇ／Ｌ～１２０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１００分間～１１５分
間の持続時間、および１１０℃～１３０℃野温度。
【００３６】
　（ｃ．漂白）
　漂白は、２回実施される。ここで、１回目の漂白は、繊維から不純物（特に、繊維内の
リグニン）を除去するための塩素漂白である。得られる繊維は、滑らかなスキン層を有し
、そして柔軟な手触りを有する。この塩素漂白において、３ｇ／Ｌ（グラム／リットル）
～８ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃で
あり、そして持続時間は、４０分間～８０分間である。２回目の漂白は、構造をより嵩高
くし、そして繊維をより滑らかにするため、および接着した不純物を繊維から分離するた
めの、酸素漂白である。得られる繊維は、効果的にほぐされ得、そして容易に紡がれ得る
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。この酸素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０℃
～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間である。
【００３７】
　好ましくは、この塩素漂白において、４ｇ／Ｌ～７ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナ
トリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、５０分間～７
０分間である；この酸素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温
度は、８０℃～１００℃であり、そして持続時間は、５５分間～７５分間である。この条
件下で、より良好な漂白効果が得られ得る。
【００３８】
　（ｄ．高温でのほぐし）
　高温でほぐす手順は、繊維を徹底的に分離させ、この場合、繊維の繊度は、持続時間お
よび温度に依存して制御される。本発明者は、優れたほぐし効果が、１００ｇ／Ｌ～１４
０ｇ／Ｌのソーダの、１００℃～１４０℃での、１．５時間～２．５時間の使用によって
得られ得ることを見出した。この場合、これらの繊維は、徹底的にほぐされ、そして均一
な繊度の繊維が得られる。
【００３９】
　好ましくは、この高温でのほぐしにおいて、１１０ｇ／Ｌ～１３０ｇ／Ｌのソーダが使
用され、温度は、１１０℃～１３５℃であり、そして持続時間は、１００分間～１４０分
間である。
【００４０】
　（ｅ．油処理）
　油処理は、当業者に公知であり、そして従来の様式に従って実施され得る。具体的には
、これらの繊維が互いに接着しないようにするため、およびこれらの繊維をより柔軟にす
るために、植物油が、繊維の質量の１重量％～２重量％の量で使用される。得られる繊維
は、改善された可撓性、滑らかさおよび柔軟性を有する。
【００４１】
　上記工程における工業浴比は、１：１０～１：２０（すなわち、１キログラムの繊維あ
たり１０キログラム～２０キログラムの溶液）に維持される。
【００４２】
　亜麻繊維および大麻繊維の抽出および調製に関して、上記プロセスは、以下の具体的な
工程を包含した：
　手順２：
　精製→酸荒い→水での洗浄→１回目の漂白→１回目の煮沸→水での洗浄→２回目の漂白
→２回目の煮沸→高温でのほぐし→水での洗浄→油処理→脱水→乾燥。
【００４３】
　注記２：手順２による亜麻繊維および大麻繊維の抽出および調製の説明
　亜麻繊維と大麻繊維との両方は、束繊維の形態であり、この束繊維において、多くの単
一の繊維が、ペクチンによって、互いに接着している。これらの繊維はまた、多量の蝋、
リグニン、ヘミセルロースおよび他の不純物を含有する。本発明の主要なことは、上述の
不純物を効果的に除去するが、紡糸のために適応可能な適切なペクチン含有量を維持する
ことである。このように得られる繊維は、高い番手の糸に紡糸することが可能な長さおよ
び繊度を有する。
【００４４】
　（ａ．酸洗いおよび精製）
　酸洗いにおいて、繊維の表面の顔料および他の不純物が除去され、そしてペクチン、蝋
、リグニンおよび他の不純物の一部が、溶解する。この酸洗い工程は、硫酸２ｇ／Ｌ～１
０ｇ／Ｌの濃度の硫酸し、４０℃～６０℃の温度、および１時間～２時間の持続時間の使
用によって実施される。原料中の不純物の含有量に依存して、硫酸の濃度は、それに従っ
て調節され得る。高い不純物含有量を有する原料については、硫酸の濃度は、上記範囲内
で、わずかに高くあり得る；低い不純物含有量を有する原料については、硫酸の濃度は、
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上記範囲内でわずかに低くあり得る。
【００４５】
　本発明において、浸漬溶液からの成分精製を介して、有用な成分（例えば、樹脂）を抽
出し、これによって、より良好な経済的利益を得ることもまた可能である。
【００４６】
　（ｂ．１回目の煮沸）
　１回目の煮沸は、繊維の表面のペクチン、蝋、リグニンおよび他の不純物、ならびにヘ
ミセルロースを溶解し、そして嵩高い繊維組織および柔軟な手触りを得るための、原料の
アルカリ煮沸を意味する。この目的で、１回目の煮沸の条件は、２５ｇ／Ｌ～１００ｇ／
Ｌの苛性ソーダ、１時間～１．５時間の持続時間、および６０℃～９０℃の温度であるよ
うに、制御される。（この温度は、より嵩高い繊維組織を得、繊維の内部への苛性ソーダ
の貫入を生じさせ、これによって不純物を除去する目的で、比較的高い。）この様式で、
より良好なアルカリ煮沸効果が得られ得、そして得られる繊維組織は、より嵩高く、これ
によって、苛性ソーダがこれらの繊維の内部に貫入し、そして不純物を効果的に除去する
。
【００４７】
　好ましくは、より良好な技術的効果は、１回目の煮沸の条件が、以下のように設定され
る場合に、得られ得る：４０ｇ／Ｌ～８０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、７０分間～８５分間の持
続時間、および７０℃～８５℃の温度。
【００４８】
　（ｃ．漂白）
　漂白は、２回実施される。ここで、１回目の漂白は、繊維から不純物（特に、繊維内の
リグニン）を除去するための塩素漂白である。得られる繊維は、滑らかなスキン層を有し
、そして柔軟な手触りを有する。この塩素漂白において、３ｇ／Ｌ（グラム／リットル）
～８ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナトリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃で
あり、そして持続時間は、４０分間～８０分間である。２回目の漂白は、構造をより嵩高
くし、そして繊維をより滑らかにするため、および接着した不純物を繊維から分離するた
めの、酸素漂白である。得られる繊維は、効果的にほぐされ得、そして容易に紡がれ得る
。この酸素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温度は、８０℃
～１００℃であり、そして持続時間は、４０分間～８０分間である。
【００４９】
　好ましくは、この塩素漂白において、４ｇ／Ｌ～７ｇ／Ｌの濃度を有する次亜塩素酸ナ
トリウムが使用され、温度は、３５℃～４５℃であり、そして持続時間は、５０分間～７
０分間である；この酸素漂白において、４ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの過酸化水素が使用され、温
度は、８０℃～１００℃であり、そして持続時間は、５５分間～７５分間である。この条
件下で、より良好な漂白効果が得られ得る。
【００５０】
　（ｄ．２回目の煮沸）
　２回目の煮沸の目的は、繊維を破壊することなく、不純物をさらに除去し、そして柔軟
な手触りを有する繊維を得ることである。この場合、６０ｇ／Ｌ～９０ｇ／Ｌのソーダが
使用され、持続時間は、１時間～１．５時間であり、そして温度は、１００℃～１３０℃
である。
【００５１】
　好ましくは、より良好な技術的効果は、２回目の煮沸の条件が、以下のように設定され
る場合に、得られ得る：７０ｇ／Ｌ～８５ｇ／Ｌのソーダ、７０分間～８５分間の持続時
間、および１１０℃～１３０℃の温度。
【００５２】
　酸洗いならびに２回のアルカリ煮沸（１回目の煮沸および２回目の煮沸）の後に、靭皮
繊維中の樹脂の含有量は、約１％～３％に維持される。
【００５３】



(11) JP 5049554 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

　（ｅ．高温でのほぐし）
　高温でほぐす目的は、繊維を徹底的に分離させることであり、この場合、繊維の繊度は
、持続時間および温度に依存して制御される。本発明者は、優れたほぐし効果が、１００
ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌのソーダの、１００℃～１４０℃での、１．５時間～２．５時間の
使用によって得られ得ることを見出した。この場合、これらの繊維は、徹底的にほぐされ
、そして均一な繊度の繊維が得られる。
【００５４】
　好ましくは、この高温でのほぐしにおいて、１１０ｇ／Ｌ～１３０ｇ／Ｌのソーダが使
用され、温度は、１１０℃～１３５℃であり、そして持続時間は、１００分間～１４０分
間である。
【００５５】
　（ｆ．油処理）
　油処理は、当業者に公知であり、そして従来の様式に従って実施され得る。具体的には
、これらの繊維が互いに接着しないようにするため、およびこれらの繊維をより柔軟にす
るために、植物油が、繊維の質量の１重量％～２重量％の量で使用される。得られる繊維
は、改善された可撓性、滑らかさおよび柔軟性を有する。
【００５６】
　上記工程における工業浴比は、１：１０～１：２０に維持される。
【００５７】
　本発明によって製造される靭皮繊維製品は、以下のパラメータを有する。
【００５８】

【表１】

　本発明の靭皮繊維は、上記パラメータに関して、先行技術に従って製造された靭皮繊維
より良好である。例えば、先行技術において、ラミー繊維、亜麻繊維および大麻繊維の線
密度は、一般に、それぞれ、７．５ｄｔｅｘ、７．０ｄｔｅｘ、および９．５～１０．０
ｄｔｅｘであり、一方、本発明においては、測定された線密度は、それぞれ、３．３ｄｔ
ｅｘ、３．０ｄｔｅｘ、および３．７ｄｔｅｘである。
【００５９】
　本発明により、優れた特性を有する、以下の靭皮繊維、純粋な靭皮糸、ならびに混合糸
および混紡糸が、得られ得る。
【００６０】
　（ｉ：ラミー繊維）
　ａ．本発明に従って調製されるラミー繊維は、一般に、２５００Ｎｍより大きく、好ま
しくは、２５００Ｎｍ～４５００Ｎｍであり、そしてより好ましくは、４５００Ｎｍより
大きい。これらのラミー繊維は、より低い程度の分子配向および結晶化、良好な嵩高さお
よび改善された縮れ特性を有する。３２Ｓ～６０Ｓ、および６０Ｓさえ超える純粋なラミ
ー糸が、これらの繊維から紡糸され得る。
【００６１】
　ｂ．本発明に従って調製されるラミー繊維は、動物繊維、植物繊維、および化学繊維と
、様々な割合で混合または混紡され、約４０Ｓを超える混合糸または混紡糸、好ましくは
、４０Ｓ～１２０Ｓ、そしてより好ましくは、１２０Ｓを超える混合糸または混紡糸に紡
糸され得る。　　
【００６２】
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　ｃ．本発明に従って調製されるラミー繊維は、直接染色され得、種々の繊維と混合され
得、そして混紡され得る。従って、純粋な靭皮織物および混紡織物の質が改善され、そし
て紡糸手順が単純化される。
【００６３】
　本発明の収率は、従来のプロセスの収率よりも、約１０％高い。煮沸溶液中のペクチン
が抽出され得、そしてさらなる処理のために精製され得る。本発明に従って製造される靭
皮織物は、滑らかであり、心地がよく、そして改善されたしわ耐性を有する。
【００６４】
　（ｉｉ：亜麻繊維）
　ａ．本発明に従って調製される亜麻繊維は、３５００Ｎｍ～５０００Ｎｍ、そして好ま
しくは、５０００Ｎｍを超える束繊維であり得、これらの繊維の長さは、紡糸要件に従っ
て制御される。３２Ｓ～８０Ｓ、そして好ましくは、８０Ｓを超える、純粋な亜麻糸が、
これらの亜麻繊維から紡糸され得る。
【００６５】
　ｂ．本発明に従って調製される亜麻繊維は、動物繊維、植物繊維、および化学繊維と、
種々の割合で混合または混紡され、４０Ｓ～１２０Ｓの混合糸または混紡糸に紡糸され得
る。
【００６６】
　ｃ．本発明に従って調製される亜麻繊維は、直接染色され得、種々の繊維と混合および
混紡され得る。従って、純粋な靭皮織物および混紡織物の質は、改善され、そして紡糸手
人は、単純化される。
【００６７】
　本発明は、高い番手を有する亜麻糸の製造の可能性を提供するのみでなく、設備の費用
を６０％より大きく削減し、技術上の経路を短縮し、従って、生産性を向上させる。
【００６８】
　（ｉｉｉ：大麻繊維）
　ａ．２６００Ｎｍ～３８００Ｎｍ、そして好ましくは、３８００Ｎｍを超える大麻束繊
維が、本発明に従って得られ得る。本発明による繊維の柔軟性および保温性は、カシミヤ
の柔軟性および保温性に近い。得られる織物のＵＶ耐性は、顕著である。１８Ｓ～６０Ｓ

、そして好ましくは、６０Ｓを超える純粋な大麻糸が、これらの繊維から紡糸され得る。
【００６９】
　ｂ．本発明に従って調製される大麻繊維は、動物繊維、植物繊維、および化学繊維と、
種々の割合で混合または混紡されて、２１Ｓ～８０Ｓの混合糸または混紡糸に紡糸され得
る。
【００７０】
　ｃ．本発明に従って調製される大麻繊維は、直接染色され得、種々の繊維と混合および
混紡され得る。
【００７１】
　ｄ．薬学的材料を煮沸溶液から抽出および精製し、種々の医薬を調製することが可能で
ある。
【発明の効果】
【００７２】
　本発明により、先行技術において存在した上記種々の問題が克服される。本発明により
、靭皮繊維の抽出および調製のためのプロセス、ならびにこのプロセスから得られる高品
質の靭皮繊維、ならびにこれらの靭皮繊維から作製される純粋な糸、混紡糸、および靭皮
繊維と他の繊維（例えば、不織布の原料）との混合物が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７３】
　（発明の好ましい実施形態）
　本発明は、具体的な実施形態を参照して、より詳細に記載される。以下の実施例は、説
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明のみであり、本発明の範囲をいかなる方法でも限定することを意味しないことが、留意
されるべきである。本発明は、添付の特許請求の範囲およびその均等物によって、限定さ
れる。
【実施例】
【００７４】
　（実施例１：靭皮繊維の抽出および調製）
　ラミー原料、大麻原料および亜麻原料を、それぞれ前処理した。抽出および調製の手順
は、２回の漂白、２回のアルカリ煮沸、および１回高温でほぐす工程を包含した。漂白は
、塩素漂白および酸素漂白を包含した。塩素漂白において、６ｇ／Ｌの濃度を有する次亜
塩素酸ナトリウムを使用し、温度は、４０℃であり、そして持続時間は、６０分間であっ
た。酸素漂白において、５ｇ／Ｌの過酸化水素を使用し、温度は、９２℃であり、そして
持続時間は、６０分間であった。アルカリ煮沸を、２回実施し、そして１回目を、苛性ソ
ーダを使用することによって実施した。高温でほぐす工程を、煮沸と漂白との後に実施し
た。この高温でほぐす工程において、１２０ｇ／Ｌのソーダを使用し、温度は、１２０℃
であり、そして持続時間は、２時間であった。
【００７５】
　（実施例２：靭皮繊維の抽出および調製）
　ラミー原料、大麻原料および亜麻原料を、それぞれ前処理した。抽出および調製の手順
は、２回の漂白、２回のアルカリ煮沸、および１回高温でほぐす工程を包含した。漂白は
、塩素漂白および酸素漂白を包含した。塩素漂白において、８ｇ／Ｌの濃度を有する次亜
塩素酸ナトリウムを使用し、温度は、３５℃であり、そして持続時間は、８０分間であっ
た。酸素漂白において、６ｇ／Ｌの過酸化水素を使用し、温度は、８５℃であり、そして
持続時間は、８０分間であった。アルカリ煮沸を、２回実施し、そして１回目を、苛性ソ
ーダを使用することによって実施した。高温でほぐす工程を、煮沸と漂白との後に実施し
た。この高温でほぐす工程において、１００ｇ／Ｌのソーダを使用し、温度は、１４０℃
であり、そして持続時間は、１．５時間であった。
【００７６】
　（実施例３：ラミー繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混合糸の調製）
　ラミー原料を、５ｇ／Ｌの硫酸濃度、５５℃の温度、および９０分間の持続時間を用い
て、酸洗いした。
【００７７】
　ラミー材料を取り出し、そして水で洗浄した。
【００７８】
　これらのラミー材料を、９０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１１０分間の持続時間および１２０
℃の温度の条件を用いて、１回目にアルカリ煮沸した。
【００７９】
　これらの煮沸したラミー材料を水で洗浄した。
【００８０】
　これらのラミー材料を、５ｇ／Ｌの次亜塩素酸ナトリウムで、４０℃で６０分間塩素漂
白した。
【００８１】
　これらのラミー材料を酸で洗浄して、塩素漂白後に残った塩化物イオンを除去した。
【００８２】
　これらのラミー材料を、１回目のアルカリ煮沸と同じ条件を用いて、２回目にアルカリ
煮沸した。
【００８３】
　これらのラミー材料を、水で再度洗浄した。
【００８４】
　これらのラミー材料を、５ｇ／Ｌの過酸化水素で、９０℃で６０分間酸素漂白した。
【００８５】
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　これらのラミー材料を、１２０ｇ／Ｌのソーダで、１２０℃で１２０分間高温でほぐし
た。
【００８６】
　これらのラミー繊維を水で洗浄した。
【００８７】
　これらのラミー繊維を、繊維の質量の１．５重量％の量の植物油で油処理した。
【００８８】
　上記工程における工業浴比は、１：１５であった。
【００８９】
　油処理された繊維を脱水し、次いで乾燥して、３．０ｄｔｅｘ（３３００Ｎｍ）の線密
度を有する最終ラミー繊維を製造した。
【００９０】
　これらの製造されたラミー繊維を、従来のプロセスに従って紡糸して、４０Ｓの純粋な
ラミー糸を得た。
【００９１】
　これらの製造されたラミー繊維を、従来のプロセスに従って、米国の長い標準品位の綿
繊維との混紡に供し、８０Ｓの混紡糸（５５％の靭皮繊維、４５％の綿繊維）を得た。
【００９２】
　上記工程において、具体的な記載を除く全ての手順は、当業者に公知である従来の手順
である。
【００９３】
　（実施例４：ラミー繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　他に記載されない限り、この実施例中の手順は、実施例３と同じであった。
【００９４】
　酸洗いにおいて、硫酸の濃度は、１０ｇ／Ｌであり、温度は、４５℃であり、そして持
続時間は、６０分間であった。
【００９５】
　１回目の煮沸において、条件は、５０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１２０分間の持続時間、お
よび１１０℃の温度であった。
【００９６】
　塩素漂白において、条件は、８ｇ／Ｌの次亜塩素酸ナトリウム、３５℃の温度、および
８０分間の持続時間であった。
【００９７】
　酸素漂白において、条件は、４ｇ／Ｌの過酸化水素、１００℃の温度、および７０分間
の持続時間であった。
【００９８】
　高温でのほぐしにおいて、条件は、１３０ｇ／Ｌのソーダ、１３５℃の温度、および１
２０分間の持続時間であった。
【００９９】
　油処理において、植物油を、繊維質量の１．８重量％の量で使用した。
【０１００】
　上記工程における工業浴比は、１：２０であった。
【０１０１】
　得られるラミー繊維の線密度は、２．５ｄｔｅｘ（４０００Ｎｍ）であった。
【０１０２】
　製造されたラミー繊維を、従来のプロセスに従って織り機で紡糸し、４８Ｓの純粋なラ
ミー糸を得た。
【０１０３】
　製造されたラミー繊維を、従来のプロセスに従って、米国の長い標準品位の綿繊維と混
紡し、１００Ｓの混紡糸（５５％の靭皮繊維、４５％の綿繊維）を得た。
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【０１０４】
　（実施例５：ラミー繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　他に記載されない限り、この実施例における手順は、実施例３と同じである。
【０１０５】
　酸洗いにおいて、硫酸の濃度は、４ｇ／Ｌであり、温度は、５５℃であり、そして持続
時間は、７５分間であった。
【０１０６】
　１回目の煮沸において、条件は、７０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、１１５分間の持続時間、お
よび１２０℃の温度であった。
【０１０７】
　塩素漂白において、条件は、７ｇ／Ｌの次亜塩素酸ナトリウム、４０℃の温度、および
５５分間の持続時間であった。
【０１０８】
　酸素漂白において、条件は、６ｇ／Ｌの過酸化水素、８０℃の温度、および７５分間の
持続時間であった。
【０１０９】
　高温でのほぐしにおいて、条件は、１１０ｇ／Ｌのソーダ、１３５℃の温度、および１
３０分間の持続時間であった。
【０１１０】
　油処理において、植物油を、繊維質量の２．０重量％の量で使用した。
【０１１１】
　上記工程における工業浴比は、１：１０であった。
【０１１２】
　得られるラミー繊維の線密度は、２．０ｄｔｅｘ（５０００Ｎｍ）であった。
【０１１３】
　製造されたラミー繊維を、従来のプロセスに従って織り機で紡糸し、４８Ｓの純粋なラ
ミー糸を得た。
【０１１４】
　製造されたラミー繊維を、従来のプロセスに従って、カシミヤ繊維との混紡に供し、１
００Ｓの混紡糸（４０％の靭皮繊維、６０％のカシミヤ繊維）を得た。
【０１１５】
　（実施例６：亜麻繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　５ｇ／Ｌの硫酸、５０℃の温度、および９０分間の持続時間の条件を用いて、亜麻材料
を酸洗いおよび精製した。
【０１１６】
　これらの亜麻材料を水で洗浄した。
【０１１７】
　塩素漂白を使用して、不純物（特に、リグニン）を、繊維から除去した。塩素漂白にお
いて、５ｇ／Ｌの次亜塩素酸ナトリウムを使用し、温度は、４０℃であり、そして持続時
間は、６０分間であった。
【０１１８】
　これらの亜麻材料を、６０ｇ／Ｌのソーダ、７５分間の持続時間および８０℃の温度の
条件を用いて、１回目にアルカリ煮沸した。
【０１１９】
　これらの亜麻材料を、水で再度洗浄した。
【０１２０】
　これらの亜麻材料を、過酸化水素で漂白した。酸素漂白において、５ｇ／Ｌの過酸化水
素を使用し、温度は、９０℃であり、持続時間は、６０分間であった。
【０１２１】
　これらの亜麻材料を、７５ｇ／Ｌのソーダ、７５分間の持続時間および１３０℃の温度
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の条件を用いて、再度アルカリ煮沸した。
【０１２２】
　これらの亜麻材料を、１２０ｇ／Ｌのソーダを用いて、１２０℃で１２０分間、高温で
ほぐした。
【０１２３】
　これらの亜麻繊維を水で洗浄した。
【０１２４】
　これらの亜麻繊維を、繊維の質量の１．５重量％の量の植物油で油処理した。
【０１２５】
　上記工程における工業浴比は、１：１５であった。
【０１２６】
　これらの油処理された繊維を脱水し、次いで乾燥して、３．０ｄｔｅｘ（３３００Ｎｍ
）の線密度を有する最終亜麻繊維を製造した。
【０１２７】
　製造された亜麻繊維を、織物ラインで紡糸し、４０Ｓの純粋な亜麻糸を得た。
【０１２８】
　この製造された亜麻繊維を、新疆の長い標準品位の綿繊維との混紡に供し、８０Ｓの亜
麻／綿混紡糸（５５％の亜麻繊維、４５％の綿繊維）を得た。
【０１２９】
　上記工程において、具体的な記載を除く全ての手順は、当業者に公知である従来の手順
である。
【０１３０】
　（実施例７：亜麻繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　他に記載されない限り、この実施例の手順は、実施例６と同じである。
【０１３１】
　酸洗いの条件は、１０ｇ／Ｌの硫酸、４０℃の温度、および６０分間の持続時間であっ
た。
【０１３２】
　塩素漂白において、条件は、７ｇ／Ｌの次亜塩素酸ナトリウム、３５℃の温度、および
５０分間の持続時間であった。
【０１３３】
　１回目の煮沸において、条件は、５０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、８５分間の持続時間および
８５℃の温度であった。
【０１３４】
　酸素漂白において、条件は、４ｇ／Ｌの過酸化水素、１００℃の温度、および５５分間
の持続時間であった。
【０１３５】
　２回目の煮沸において、条件は、６０ｇ／Ｌのソーダ、９０分間の持続時間、および１
１５℃の温度であった。
【０１３６】
　高温でのほぐしにおいて、条件は、１３０ｇ／Ｌのソーダ、１３５℃の温度、および１
００分間の持続時間であった。
【０１３７】
　油処理には、繊維の質量の１．８重量％の量の植物油を用いた。
【０１３８】
　上記工程の工業浴比は、１：１０であった。
【０１３９】
　得られた亜麻繊維の線密度は、２．４ｄｔｅｘ（４１６０Ｎｍ）であった。
【０１４０】
　製造された亜麻繊維を紡糸して、６０Ｓの純粋な亜麻糸を得た。
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【０１４１】
　製造された亜麻繊維を、米国の長い標準品位の綿繊維との織り機での紡糸に供し、１０
０Ｓの紡糸糸（５５％の亜麻繊維、４５％の綿繊維）を得た。
【０１４２】
　（実施例８：亜麻繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　他に記載されない限り、この実施例における手順は、実施例６と同じである。
【０１４３】
　酸洗いの条件は、２ｇ／Ｌの硫酸、６０℃の温度、および１００分間の持続時間であっ
た。
【０１４４】
　塩素漂白において、条件は、３ｇ／Ｌの次亜塩素酸ナトリウム、４５℃の温度、および
８０分間の持続時間であった。
【０１４５】
　１回目の煮沸において、条件は、８０ｇ／Ｌの苛性ソーダ、６０分間の持続時間、およ
び７０℃の温度であった。
【０１４６】
　酸素漂白において、条件は、６ｇ／Ｌの過酸化水素、８０℃の温度、および７５分間の
持続時間であった。
【０１４７】
　２回目の煮沸において、条件は、９０ｇ／Ｌのソーダ、６０分間の持続時間、および１
１０℃の温度であった。
【０１４８】
　高温でのほぐしにおいて、条件は、１００ｇ／Ｌのソーダ、１４０℃の温度、および１
００分間の持続時間であった。
【０１４９】
　油処理には、繊維の質量の１．２重量％の量の植物油を用いた。
【０１５０】
　上記工程における工業浴比は、１：１０であった。
【０１５１】
　得られた亜麻繊維の線密度は、２．０ｄｔｅｘ（５０００Ｎｍ）であった。
【０１５２】
　製造された亜麻繊維を紡糸して、８０Ｓの純粋な亜麻糸を得た。
【０１５３】
　製造された亜麻繊維を、絹繊維との混紡に供して、１００Ｓの混紡糸（５５％の亜麻繊
維、４５％の絹繊維）を得た。
【０１５４】
　（実施例９：大麻繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　大麻繊維の抽出および準備は、亜麻の代わりに大麻を用いたことを除いて、実施例６と
同じである。
【０１５５】
　得られた最終大麻繊維の線密度は、３．７ｄｔｅｘ（２７００Ｎｍ)であった。
【０１５６】
　製造された大麻繊維を紡糸して、２１Ｓの純粋な大麻糸を得た。
【０１５７】
　製造された大麻繊維を、綿繊維との混紡に供して、４０Ｓの混紡糸（５５％の大麻繊維
、４５％の綿繊維）を得た。
【０１５８】
　上記工程において、具体的な記載を除く全ての手順は、当業者に公知である従来の手順
である。
【０１５９】
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　（実施例１０：大麻繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　大麻繊維の抽出および調製は、亜麻の代わりに大麻を用いたことを除いて、実施例７と
同じである。
【０１６０】
　得られた大麻繊維の線密度は、３．０ｄｔｅｘ（３３００Ｎｍ）であった。これらの繊
維を、染色した。これらの染色した繊維を紡糸して、４０Ｓの着色糸を得た。これらの染
色した大麻繊維を、染色した綿繊維との混紡に供し、６０Ｓの混紡糸（５０％の大麻繊維
、５０％の綿繊維）を得た。
【０１６１】
　（実施例１１：大麻繊維の抽出および調製、ならびに純粋な糸および混紡糸の調製）
　大麻繊維の抽出および調製は、亜麻の代わりに大麻を用いたことを除いて、実施例８と
同じである。
【０１６２】
　得られた大麻繊維の線密度は、２．６ｄｔｅｘ（３８５０Ｎｍ）であった。
【０１６３】
　製造された大麻繊維を紡糸して、６０Ｓの純粋な大麻糸を得た。
【０１６４】
　製造された大麻繊維を、カシミヤ繊維および絹繊維との混紡に供し、８０Ｓの混紡糸（
３０％の大麻繊維、４０％のカシミヤ繊維、および３０％の絹繊維）を得た。
【０１６５】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
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