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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流高電圧によって駆動される紡糸電極（５）が内部に配置された紡糸チャンバ（４）
を通過する間に、コア（３１）を構成する支持線状形成体（３）を覆う、ポリマーナノフ
ァイバーのコーティング（３２）をもつ線状繊維形成体を製造する方法において、
　交流電圧によって駆動される前記紡糸電極（５）の上方に、中空の電気的に中性のナノ
ファイバープルーム（６）が形成され、前記ナノファイバープルーム（６）は、紡糸空間
（４１）において、ナノファイバーの整然とした構造を有する平坦な線条体へと変化し、
　前記線条体が、前記紡糸空間において、それ自体の軸線を中心に回転する、及び／又は
、前記紡糸空間において少なくとも１つの波腹のループをもつバルーンを形成する、前記
支持線状形成体（３）の周囲に案内され、
　それによって、前記ナノファイバープルーム（６）から作られた前記線条体が、前記支
持線状形成体に巻き付いて、前記支持線状形成体（３）に巻き付いたときに螺旋を形成す
ることを特徴とする、
方法。
【請求項２】
　前記支持線状形成体（３）が前記紡糸空間（４１）に入る前に通る、撚り装置（２）の
偏心部材（２３）の回転によってバルーンが形成されることを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】



(2) JP 6789990 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

　機械的に回転させられる前記支持線状形成体（３）に、パルス状の空気流を吹き付ける
ことよって、バルーンを形成することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ナノファイバープルーム（６）から形成され、前記支持線状形成体（３）に巻かれて螺
旋状になる、整然としたナノファイバー構造をもつ前記線条体を、前記支持線状形成体（
３）上で乾燥・定着させることを特徴とする、請求項１～３に記載の方法。
【請求項５】
　支持線状形成体（３）を紡糸チャンバ（４）へ供給する供給装置（１）と、
　得られた、ポリマーナノファイバーのコーティングをもつ支持線状形成体（３）で構成
された線状繊維形成体（３０）を、前記紡糸チャンバ（４）から引き出すための引き出し
機構（８）とを備える、線状繊維形成体を製造するための装置であって、前記紡糸チャン
バ（４）に、ナノファイバープルーム（６）を前記線状支持形成体に向けて形成するため
に、交流高電圧源に接続された紡糸電極（５）が配置された、装置において、
　前記支持線状形成体（３）の経路に、前記紡糸チャンバ（４）において、回転するバル
ーン、又は少なくとも仮撚りを前記支持線状形成体（３）に作ることができる撚り装置（
２）が配置され、
　それにより、前記支持線状形成体（３）のバルーン形成及び／又は回転及び前方移動の
結果、ナノファイバーの整然とした構造をもつ平坦な線条体の形態の前記ナノファイバー
プルームが、前記支持線状形成体（３）に巻き付くことを特徴とする
装置。
【請求項６】
　ナノファイバープルーム（６）から作られ、前記支持線状形成体（３）に螺旋状に巻か
れた、整然としたナノファイバー構造をもつ前記線条体の乾燥及び定着のための乾燥定着
装置（７）が、前記支持線状形成体（３）の経路において、前記紡糸チャンバ（４）に続
いて配置されていることを特徴とする、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記撚り装置（２）が、前記紡糸チャンバ（４）の前方に配置されていることを特徴と
する、請求項５又は６に記載の装置。
【請求項８】
　前記撚り装置（２）が、前記乾燥定着装置（７）に続いて配置されていることを特徴と
する、請求項５又は６に記載の装置。
【請求項９】
　前記撚り装置（２）が、回転する偏心部材（２３）を備えることを特徴とする、請求項
５～８のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　前記紡糸チャンバ（４）に、前記支持線状形成体（３）の経路に沿って、少なくとも２
つの紡糸電極（５）が、互いに続いて配置されていることを特徴とする、請求項５～９の
一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コアを構成する支持線状形成体（ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ｌｉｎｅａｒ　ｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を覆う、ポリマーナノファイバーのコーティングをもつ線状繊維形成
体（ｌｉｎｅａｒ　ｆｉｂｒｏｕｓ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に関する。
【０００２】
　また、本発明は、コアを構成する支持線状形成体を覆う、ポリマーナノファイバーのコ
ーティングをもつ線状繊維形成体を、交流高電圧によって駆動される紡糸電極が内部に配
置された紡糸チャンバにおいて製造する方法にも関する。
【０００３】
　更に、本発明は、線状繊維形成体の製造装置にも関するものであり、製造装置は、交流
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電圧源に接続された紡糸電極が内部に配置された紡糸チャンバに、支持線状形成体を供給
し、ナノファイバープルームを支持線状形成体の経路に向けて作るための装置と、その結
果生じる、ポリマーナノファイバーのコーティングをもつ支持線状形成体で構成された線
状繊維形成体を、紡糸チャンバから引き出すための引き出し機構とを備える。
【背景技術】
【０００４】
　支持線状織物繊維形成体で構成されたコアと、コア上に形成されたナノファイバーのコ
ーティングとを含む既知の線状繊維形成体は、静電紡糸の技術によって、すなわち、２つ
の電極の電位差の結果から生じる直流電圧の紡糸効果によって、製造される。
【０００５】
　特許文献１には、支持線状繊維形成体で構成されたコアの表面にコーティングを形成す
るポリマーナノファイバーを含む線状繊維形成体が開示されており、これにより、このコ
アの表面部分のファイバーの間に、少なくとも一部のナノファイバーが捕捉される。ナノ
ファイバーは、静電紡糸によって（すなわち、高電圧直流電源を使用して）製造され、支
持線状形成体が紡糸電極と収集電極の間の紡糸空間を通って案内され、紡糸空間の外側で
仮撚りされる。従って、紡糸空間の支持線状形成体が、その軸を中心に回転し、その表面
には、個体のナノファイバーが堆積し、紡糸空間を通って収集電極へと運ばれる。全ての
ナノファイバーが支持線状形成体上に捕捉されるわけではなく、そのうちの一部は収集電
極のところまで飛び、そこで補足される。この問題は、収集電極を導電性の支持線状形成
体で構成した実施例によっても排除できないであろう。また、この実施例では、大部分の
ナノファイバーが支持線状形成体を通り過ぎることになり、紡糸空間の壁に捕捉される。
【０００６】
　ナノファイバーは、コアの表面部のファイバーの間に捕捉されるが、このナノファイバ
ーをほどく工程においては、ナノファイバーのコーティングとコアとの間の凝集力より大
きな力をパッケージ内の隣接するファイバーの表面の間に作用させることによって、ナノ
ファイバーのコーティングをコアから引き上げる。
【０００７】
　上記の問題は、部分的には特許文献２によって解決した。特許文献２では、ナノファイ
バーは、その周囲に少なくとも１つのカバースレッドを巻いてコアに定着される。カバー
スレッドで巻くことによって、可能性のある大多数の適用例について、コア上にナノファ
イバーが十分に堅固に耐性をもって確実に堆積するようになり、それと同時に、ナノファ
イバーへのアクセスを阻害しないので、ナノファイバーの固有の特性を十分に生かすこと
ができる。繊維形成体自体は、紡糸空間を通る支持線状形成体の複数回の通過によって製
造され、紡糸空間外側の支持線状形成体は、少なくとも１つのシリンダの円周の一部を通
って戻り、シリンダに斜めに近づく。その結果、支持線状形成体は、戻されるとき、反対
側の紡糸電極の方を向く。この実施例では、仮撚りは適用されない。つまり、紡糸空間を
通るとき、支持線状形成体は、その軸を中心に回転せず、その結果、ナノファイバーは、
各通過の間に、支持線状形成体の紡糸電極に対向する側に堆積する。支持線状形成体が紡
糸空間を複数回通過すると仮定すると、ナノファイバーの一部が収集電極のところまで飛
ぶものの、従来の手法の場合よりも、より多くの量のナノファイバーが支持線状形成体上
に堆積する。ナノファイバーが、支持線状形成体の表面に、層を形成する個体のナノファ
イバーとしてばらばらに堆積し、コアの表面への接着力は小さい。その後、ナノファイバ
ーの周りに少なくとも１つのカバースレッドを巻くことによって、支持線状形成体の表面
のナノファイバーを定着することができる。
【０００８】
　特許文献３には、部分的にナノファイバーで作られた高強度で均一なヤーンを製造可能
な装置が記載されている。ナノファイバーは、静電紡糸の方法によって、高い生産性及び
低コストで製造される。本発明に係る装置は、ノズル紡糸電極から紡糸されるナノファイ
バーの堆積を利用し、ナノファイバーは、その装置によって、ほぼ均一に製造される。ナ
ノファイバーは、コレクターに引き付けられるように、円形の紡糸電極の中心を通るスレ
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ッドに引き付けられる。これは、このスレッドがナノファイバーを引き付けるように帯電
しているためである。この方法は、いわゆるＤＣ静電紡糸法によるファイバーの形成に使
用される。実施例の一部の変形例においては、ヤーンのコア上にナノファイバーの螺旋構
造を形成することを促進するための、いわゆる「回転電界」を作るために、ここで交流電
圧源をコレクターに使用する。上記の方法による装置がナノファイバーのコアヤーンを長
い期間製造できる可能性は、以下の理由により、極めて低い。
【０００９】
　（１）この方法では、ナノファイバーの飛行方向を水平から垂直に変更する必要がある
。これは、その特許の図面及び本文に示されているように、フィールドラインに続くナノ
ファイバーでは実現することができない。これは、ナノファイバーが形成された後に紡糸
空間内で激しく動き、それによって、フィールドラインの方向からかなり逸脱することが
原因である。ナノファイバーは、提供されたヤーンのコア上よりも、コレクター上に堆積
する可能性が高い。
【００１０】
　（２）紡糸空間を３～１０ｍ／ｓの速度で移動するナノファイバーが、低い周速度の紡
糸電極又はコレクターの回転運動によって大きな影響を受ける経路内にある可能性は低い
。
【００１１】
　（３）しかし、紡糸電極又はコレクターの周速度が高いと、紡糸電極のキャピラリー出
口のテイラーコーンにおいても作用する遠心力が強くなる。従って、ポリマー溶液は、制
御不能になって放射状には噴霧されないであろう。
【００１２】
　このようなヤーンが製造されたとしても、特許文献１に係る上記の線状繊維形成体と同
様の欠点を有するであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】チェコ共和国出願公開ＰＶ２００７－１７９号明細書
【特許文献２】チェコ共和国出願公開ＰＶ２００９－７９７号明細書
【特許文献３】米国特許第８，１６３，２２７号明細書
【特許文献４】チェコ共和国特許３０４　１３７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、コアが確実にナノファイバーコーティングと堅固に結合し、カバース
レッドをナノファイバーコーティングの周りに巻き付ける必要がない、ポリマーナノファ
イバーのコアを含む線状繊維形成体を提案することであり、更に、線状繊維形成体が、互
いに隣接する複数の巻き、及び互いに重ねられるこれらの巻きの複数の層において堆積し
ていた、ボビンのパッケージからほどく工程において、このような線状繊維形成体の表面
の相互不活性性が保証された線状繊維形成体を提案することである。これに加え、本発明
の目的は、そのような形成体を製造するための方法を提案し、その製造のための装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の目的は、本発明に係る線状繊維形成体を提供することによって実現した。その
原理は、ポリマーナノファイバーのコーティングが、ナノファイバープルームから作られ
る、整然とした（ｏｒｇａｎｉｚｅｄ）ナノファイバー構造を有する平坦な線条体（ｓｔ
ｒｉｐｅ）で構成されることにあり、ナノファイバープルームは、交流高電圧を使用した
紡糸中に、紡糸電極の上方に生成され、コアに螺旋状に巻かれる。交流の静電紡糸中に生
成されるナノファイバーの中空プルームは、螺旋状にコアに巻かれる平坦な形成体に折り
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込まれる前に、既に、不規則な格子構造で配置されたポリマーナノファイバーで構成され
る電気的に中性の形成体を示している。平坦な形成体に折り込まれた後、及びコアに螺旋
状の線条体になるように巻かれた後でも、ナノファイバーのプルームは、その電気的な中
立性のために、電気的に中性であり、作られた線状形成体の表面も、ボビンのパッケージ
中のすべての隣接する巻きに対しても中性である。その結果、得られた線状繊維形成体は
、ボビンのパッケージから、スムーズにほどくことができ、この後に続く繊維技術によっ
て加工することができる。
【００１６】
　本発明に係る線状繊維形成体を製造する方法の原理は、紡糸空間において、交流電圧に
よって駆動される紡糸電極上に生成されたナノファイバーのプルームが、ナノファイバー
の整然とした構造をもつ平坦な線条体に変化し、この平坦な線条体は、紡糸空間において
、その軸を中心に回転する、及び／又は、少なくとも１つの波腹ループをもつバルーンの
形態の、支持線状形成体の周囲に案内され、これにより、ナノファイバープルームから形
成された線条体が、支持線状形成体に、螺旋状に巻き付くことにある。
【００１７】
　コアのナノヤーンを製造する方法の利点は、比較的強い／厚いナノファイバーの巻きを
約６０ｍ／分という比較的速いコアヤーンの製造スピードで形成することにある。更に、
巻きから飛び出すナノファイバーが最小になる。
【００１８】
　本発明にかかる線状繊維形成体の製造装置の原理は、支持線状形成体の経路に、紡糸チ
ャンバにおいて支持線状形成体にバルーンを形成するか、又は少なくとも仮撚りを形成す
ることができる撚り装置を配置し、これにより、支持線状形成体のバルーニング及び／又
は回転によって、ナノファイバーの整然とした構造をもつ平坦な線条体の形態のナノファ
イバープルームが支持線状形成体に巻き付くことにある。
【００１９】
　支持線状形成体の経路において、紡糸チャンバに続いて配置されるのは、乾燥定着装置
であり、乾燥定着装置は、ナノファイバープルームから形成され、支持線状形成体に螺旋
状に巻かれた、整然としたナノファイバー構造をもつ線条体を、乾燥及び定着させるため
のものである。支持線状形成体上のナノファイバーの線条体を乾燥及び定着させた後、得
られた線状繊維形成体は、他の従来の繊維技術、例えば編み作業によって、更に加工され
る。
【００２０】
　本発明に係る方法及び装置の他の利点及び特徴は添付の図面に示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明にかかる線状繊維形成体の製造方法、及び本方法の原理を実行す
るための実施例の例を模式的に表す図である。
【図２】図２は、本発明にかかる線状繊維形成体の製造方法、及び本方法の原理を実行す
るための実施例の例を模式的に表す図である。
【図３】図３は、撚り管をもつ撚り装置によって、支持線状形成体にバルーンを形成する
、又は支持線状形成体を回転させる原理を示す図である。
【図４】図４は、本発明にかかる線状繊維形成体の製造方法、及び本方法の原理を実行す
るための実施例の例を模式的に表す図である。
【図５】図５ａ、図５ｂ、図５ｃ、及び図５ｄは、本発明に係る線状繊維形成体を、走査
型電子顕微鏡（ＳＥＭ）の異なる倍率で示した図である。
【図６】ポリマーナノファイバーのコーティング及び、ポリエステルヤーンによって形成
された支持線状形成体をもつ、本発明に係る線状繊維形成体の断面のＳＥＭ写真である。
【図７】図７Ａは、モノフィラメントによって形成された支持線状形成体をもつ、本発明
に係る線状繊維形成体の断面のＳＥＭ画像を示し、図７Ｂは、ヤーンで構成されたコア、
及びナノファイバーのコーティングをもつ線状繊維形成体の断面と、コアを除去した後に
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形成されたナノファイバー管の断面とを示すＳＥＭ画像である。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは、コアを除去した後に形成されたナノファイバー管の断面の
詳細を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１に係る実施例においては、支持線状形成体３の移動方向に、不図示の供給パッケー
ジから既知の方法で支持線状形成体３をほどく働きをする供給装置１と、支持線状形成体
３に少なくとも１つの波腹ループをもつバルーン、又は少なくとも仮撚りを形成すること
ができる撚り装置２と、及び紡糸チャンバ４とが、互いに続いて配置されている。紡糸チ
ャンバ４に続いて、ナノファイバーコーティング３２を乾燥し定着するための、好ましく
は管又は流路の形状をした乾燥定着装置７、及び引き出し機構８が配置され、それに続い
て、安定化され、結果として得られる、本発明にかかるナノファイバーコーティング３２
をもつ線状繊維形成体３０が不図示のボビンに既知の方法で巻かれる。任意選択として、
得られる線状形成体の引き出しは、巻取り装置によって直接行うことができる。
【００２３】
　特許文献４によると、紡糸は交流電圧の効果によって行われる。
【００２４】
　紡糸チャンバ４には紡糸電極５が配置され、紡糸電極５は、例えば、電圧が３５ｋＶで
周波数が５０Ｈｚの不図示の調整可能な交流高電圧源と、例えば、不図示のリニアポンプ
によってポリマー溶液が供給される、紡糸のためのポリマー溶液の不図示の供給入口とに
接続されている。紡糸電極５の前面５１の近傍、及び紡糸チャンバ４内の紡糸電極５の上
方に、紡糸空間４１がある。必要な場合は、必要な方向の空気流によって、電気風の影響
が強められる。ナノファイバープルーム６は、紡糸空間４１を通るその動きの間に、個体
のナノファイバー、又はそれらのセグメントの反対の電荷が相互に再結合するため、電気
的に中性である。ナノファイバープルーム６内のポリマーナノファイバーは、不規則な格
子構造に配置され、短いセグメントの個体のナノファイバーは、その方向を変化させる。
【００２５】
　図３に示すように、例えば、撚り装置２の回転軸から外れた開口の回転など、支持線状
形成体３が通る撚り装置２の偏心部材２３が回転することによって、支持線状形成体３は
、紡糸チャンバ４を通るいくつかの波腹ループを有するバルーンを形成し、紡糸空間４１
において、バルーン内を回転する支持線状形成体３の表面にナノファイバープルーム６が
堆積する。ナノファイバープルーム６は、電気風の影響によって、この空間へとゆっくり
動き、支持線状形成体３の周りに巻き付いて、線条体を形成する。すなわち、バルーンを
形成する間に、支持線状形成体３で構成されたコア３１の周りに巻きつき、支持線状形成
体３上に螺旋状の巻きによって形成されたナノファイバーコーティング３２を形成する、
ナノファイバープルーム６から作られた平坦な形成体を形成する。バルーンの波腹のルー
プは、図１、図３、及び図４に示されており、図３は、撚り装置と、紡糸チャンバ内の得
られる線状繊維形成体のコア３１を構成する支持線状形成体３の波腹とを示す。支持線状
形成体３は、供給装置１によって、不図示の供給パッケージから所定のバイアスとともに
供給される。典型的な実施例において、撚り装置２は、回転軸線２２に位置する入口２０
を備えている。支持線状形成体３は、入口２０からピン２１を介して偏心部材２３へ案内
される。偏心部材２３は、図示の実施例では、撚り装置２の回転軸線２２からずれて位置
する軸方向オリフィスによって形成されている。撚り装置２の回転によって、支持線状形
成体３にバルーンが形成され、それにより、紡糸チャンバ４において、線条体状のナノフ
ァイバープルーム６が支持線状形成体３上に堆積する。
【００２６】
　ナノファイバープルーム６の巻き速度がその形成処理の速度と同じである場合、図５ａ
～図５ｄに示す、得られた線状繊維形成体３０のコーティング３２においても明らかであ
るように、ナノファイバープルーム６内のナノファイバーの配列はコアに巻かれた後も同
じままになる。ナノファイバープルーム６の巻き速度が、その形成速度より大きい場合、
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ナノファイバープルーム６は長くなり、その結果、ナノファイバープルーム６がコア３１
上に巻かれた後、ナノファイバープルーム６の構造にナノファイバーの一定の配向が生じ
る場合がある。
【００２７】
　ナノファイバーコーティング３２をもつ線状繊維形成体３０が製造され、得られた線状
繊維形成体３０は、紡糸チャンバ４から乾燥定着装置７を通して、引き出し機構８によっ
て引き出される。乾燥定着装置７では、紡糸するポリマーの種類及び支持線状形成体３の
材料に対応する温度（例えば、６０℃～２５０℃の範囲）で、ナノファイバーコーティン
グ３２を乾燥し定着させる。通常、ナノファイバーのコアヤーンと呼ばれる、ナノファイ
バーコーティング３２をもつ線状繊維形成体３０が得られ、それを、引き出し機構８に続
く不図示のボビンに既知の方法で巻き取る。
【００２８】
　一連の検証実験では、周波数が５０Ｈｚで±３６ｋＶの交流高電圧を、紡糸電極に供給
した。１５０テックスの繊度のポリエステルマルチフィラメントをコアとして使用した。
撚り装置２は、５０００～２００００ｒｐｍの周波数で回転し、引き出し速度は１０～６
０メートル／分に設定された。紡糸に使用した材料は、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）
又はポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）の溶液であった。紡糸電極用溶液の供給を、８０～
２５０ｍｌ／時間の範囲に設定した。ＰＶＢのコアヤーンのファイバー径の値は、６８２
±２８０ｎｍの範囲であった。ＰＡＮ溶液の紡糸中、測定されたファイバー径の平均値は
１８０５ｎｍであり、±１３２２ｎｍの大きな値の標準偏差を有し、従って、かなりの割
合のナノファイバーを有していた。
【００２９】
　図２の典型的な実施例では、装置の配置は図１に極めて類似しているが、撚り装置２だ
けが乾燥定着装置７と引き出し装置８との間に配置されている。この配置では、撚り装置
２が回転する間、撚り装置２と供給装置１との間で、支持線状形成体３及び得られる線状
繊維形成体３１に仮撚りが形成される。撚り装置２のこの位置のために、紡糸チャンバ４
内ではバルーンが形成されないか、又は波腹のループは極めて小さくなる。従って、紡糸
チャンバ４内において、支持繊維形成体３がその軸の周りに回転し、支持繊維材３によっ
て経路が遮られるナノファイバープルーム６が、線条体の形態で支持繊維材３に巻き付き
、螺旋の形態でコア３１上に層を形成する。本実施例では、機械的に回転させた支持線状
形成体にパルス状の空気流を吹き付けることによってバルーンが形成される。
【００３０】
　図４の典型的な実施例では、２つの撚り装置２が使用される。第１の撚り装置は、例１
と同様に紡糸チャンバ４の前に位置し、紡糸チャンバ４内に確実に支持線状形成体３のバ
ルーンを形成する。第２の撚り装置２は、例２と同様に乾燥定着装置７の後に位置し、通
過する得られた線状繊維形成体３０に仮撚りを行う。仮撚りは支持線状形成体３まで伝達
され、コア３１を構成する。
【００３１】
　第２の撚り装置２の回転によって仮撚りを行う。仮撚りを行う実際の回転数は、第２の
撚り装置２の回転数より低いことを考慮する必要がある。これは、軸方向開口部の摩擦力
を越える場合に、得られた線状繊維形成体３０が撚られる純粋な回転ではなく、撚りの滑
りと損失が生じるためである。第２の撚り装置２の回転数が、第１の撚り装置２の回転数
より大きい場合、コア３１で構成された支持線状形成体３上にナノファイバープルーム６
が巻き付く間に、仮撚りによってナノファイバーの線条体が撚られ、それによって、得ら
れた線状繊維形成体３０中のナノファイバーコーティング３２とコア３１との結合力が向
上することが、実験的に検証済みである。乾燥定着装置７を通過した後、ナノファイバー
コーティングはコアに定着されるが、これは明らかに第２の撚り装置２の後に仮撚りが解
除された後である。
【００３２】
　ナノファイバーの２つ以上の層から構成されるナノファイバーコーティング３２が必要
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な場合、紡糸チャンバ４内に、２つ以上の紡糸電極５を続けて配置すると有利なようであ
る。それにより、紡糸電極５から、中空のナノファイバープルーム６で構成される第１の
平坦な形成体が、支持線状形成体３がバルーンを形成している間、及び／又は仮撚り操作
の間に、支持線状形成体３に堆積する。これによって、第１のナノファイバー層を作る。
続いて、第２の紡糸電極５から、中空のナノファイバープルーム６で構成される第２の平
坦な形成体が、同様な方法で、第１のナノファイバー層の上に堆積する。任意選択として
、他の紡糸電極５によって作られた中空ナノファイバープルーム６で構成された他の平坦
な形成体が、第２のナノファイバーの層上に堆積する。ナノファイバーコーティングの個
々の層は、異なる特性をもつ材料で構成することができる。例えば、得られたナノファイ
バー形成体３０のコア３１を構成する支持線状形成体３を覆う第１の層は、ＰＶＢ又はポ
リカプロラクトン（ＰＣＬ）等の、接着性材料又は熱収縮性材料で作られる。好ましい一
実施例では、ナノファイバーコーティング３２の外側ナノファイバー層は、例えば、ポリ
ビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ）又はポリウレタン（ＰＵ）等の、内側の層を損傷か
ら保護できるカバー用材料で構成されている。
【００３３】
　多層のナノファイバーコーティング３２は、先行層に別の層を繰り返し加えることによ
っても製造でき、各層は形成後に乾燥し定着させる。
【００３４】
　適切な厚さ／繊度のコアヤーンを強く／きつく巻くことによって、若しくは適切な径の
モノフィラメントによって、又は適切な形状及び断面の別の材料の堅固なコアによって、
結果として、ナノファイバーコーティング３２をもつ線状形成体３０が、図６及び図７に
示すように形成される。支持用コアは、引き抜く、溶解させる、洗い流す、又は他の適切
な方法を使用して、得られる線状形成体３０から除去される。コア２１を覆っていた、残
ったナノファイバーコーティング３２は、図７及び図８に示す管状形成体を作り、この管
状形成体は、例えば、適切な直径を有するナノファイバーの合成血管として機能すること
ができる。
【００３５】
　管状形成体の形成は、必要に応じて、連続的、又は不連続的な方法によって行うことが
できる。好ましくは、管状形成体の製造のために、図１又は図４による装置及び方法を使
用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明に係る線状繊維形成体は、コアヤーンとして、後に続く繊維技術によって平坦な
又は三次元的な繊維形成体に加工することができる。又は、線状繊維形成体からコアを取
り除き、中空のナノファイバー管状形成物の製造が可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　　供給装置
　２　　　撚り装置
　２０　　入口
　２１　　ピン
　２２　　撚り装置の回転軸線
　２３　　偏心部材
　３　　　支持線状形成体
　３０　　得られた、ナノファイバーコーティングをもつ線状繊維形成体
　３１　　得られた線状繊維形成体のコア
　３２　　ナノファイバーコーティング
　４　　　紡糸チャンバ
　４１　　紡糸空間
　５　　　紡糸電極
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　５１　　紡糸電極の前面
　６　　　ナノファイバープルーム
　７　　　乾燥定着装置
　８　　　引き出し機構

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図５Ｃ】

【図５Ｄ】 【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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