
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱可塑性繊維を含有し、その繊維交点の少なくとも一部が接着された、舌片部を有する帯
状不織布を、有孔筒状体に綾状に巻き付けてなる筒状フィルター。
【請求項２】
舌片部を有する帯状不織布が、熱可塑性繊維を少なくとも３０重量％含有する不織布であ
る請求項１に記載の筒状フィルター。
【請求項３】
舌片部を有する帯状不織布が、熱エンボスロールで熱圧着されている請求項１または請求
項２に記載の筒状フィルター。
【請求項４】
舌片部を有する帯状不織布の繊維交点の少なくとも一部が、熱接着されている請求項１～
３のいずれかに記載の筒状フィルター。
【請求項５】
舌片部を有する帯状不織布の全面積に対する舌片部の面積率が、１０～８０％である請求
項１～４のいずれかに記載の筒状フィルター。
【請求項６】
舌片部を有する帯状不織布に撚りが加えられた請求項１～５のいずれかに記載の筒状フィ
ルター。
【請求項７】
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筒状フィルターの濾過層の空隙率が６５～９０％である請求項１～６のいずれかに記載の
筒状フィルター。
【請求項８】
舌片部を有する帯状不織布が長繊維からなる不織布である請求項１～７のいずれかに記載
の筒状フィルター。
【請求項９】
舌片部を有する帯状不織布を構成する熱可塑性繊維が低融点樹脂と高融点樹脂からなり、
それら両樹脂の融点差が１０℃以上の複合繊維である請求項１～８のいずれかに記載の筒
状フィルター。
【請求項１０】
筒状フィルターの濾過層の一部に舌片部を有する帯状不織布以外の多孔性材料が用いられ
た請求項１～９のいずれかに記載の筒状フィルター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液体濾過用の筒状フィルターに関する。詳しくは、熱可塑性繊維を含有しその
繊維交点の少なくとも一部が接着され、切り込みなどの方法によって舌片部が設けられた
帯状不織布を、有孔円筒体に綾状に巻き付けてなる、通液性、濾過ライフ、濾過精度等の
濾過性能が良好な筒状フィルターに関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、さまざまな産業分野で流体中の異物等を濾過するために多様なフィルターが使用さ
れている。中でも、フィルターの交換が容易であるカートリッジ型のフィルター（以下、
筒状フィルターと記す）は、各種液体原料に含まれる異物の除去、メッキ液やエッチング
液に発生する懸濁粒子の除去、塗料中に発生する凝集物の除去、工業用水やプール水の浄
化などの幅広い分野で使用されている。筒状フィルターの中では糸巻き型筒状フィルター
がよく知られており、これは有孔円筒状のコアに濾材となる紡績糸を綾状に巻き付けるこ
とで作られている。糸巻き型筒状フィルターでは、濾過精度のグレードを揃える際に紡績
糸を巻き付けるコアの回転数に対する綾振りの速度を変更し、紡績糸同士の間隔を調節す
ることで、糸巻き形状を変えてフィルターの濾過精度を調節している。このため多種の紡
績糸を用意する必要がなく、製造が容易で安価なため、古くから利用されており、現在で
も非常に多くの数が使用されている。
【０００３】
しかしながら、この糸巻き型筒状フィルターにはいくつかの欠点がある。例えば、フィル
ターの粒子捕集方法は、紡績糸自身の開孔部で粒子を捕集する他、紡績糸から発生する毛
羽や紡績糸同士の間隙でも粒子を捕集するものであるが、毛羽の発生量や紡績糸同士の間
隙にばらつきが生じ易いため、製品の濾過精度のばらつきが大きく、紡績糸の細かな濾過
精度分けが難しいという欠点がある。また、紡績糸に使用される繊維の細さに限界がある
ため、濾過精度の高精度化が難しく、更に、紡績糸同士の間隔を広げすぎると粒子の捕集
が充分にできなくなるため、濾過精度を粗くする方向にも限度がある。この結果、紡績糸
による糸巻き型筒状フィルターでは製造できる濾過精度の範囲に限界が生じてしまう。更
には、紡績糸は短繊維を撚って作られるため、液体を濾過した際、紡績糸から繊維が脱落
し、濾液に混入するという欠点もある。
【０００４】
このような従来の糸巻き型筒状フィルターの問題点を解決するための方法として、例えば
実公平６－７７６７号公報には、多孔性を有するテープ状の紙や不織布に撚りを加えなが
ら、テーパ状のコーンを通すことで押し潰して絞り込み、その直径を３ｍｍ程度に規制し
た濾過素材を、多孔性内筒に密接綾で巻回した形の糸巻き型筒状フィルターが提案されて
いる。また、巻回の巻きピッチを多孔性内筒より外に向かうに従って大きくすることで大
きな粒子を外側で捕集し、小さい粒子を濾過材中心部で捕集できるため濾過作用を長期に
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渡って得ることができるとしている。しかし、濾過素材を押し潰して絞り込んでいるため
に、濾過素材の空隙率が低くなり、濾過素材自身に取り込まれる粒子の捕集量は僅かにな
り、通液性も低下することになる。しかも密接綾巻きにより、濾過素材同士の間隙も僅か
であるため、通液し易い空間が無く、フィルター自体の通液性が低下することになる。ま
た、外側の巻ピッチを大きくすることで、大きな粒子を濾過素材同士の間隙で捕集すると
あるが、粒子捕集に有効な間隙の部分は僅かであるため、間隙に勾配を持たせても粒子捕
集量は増えず、表面閉塞され易く、濾過ライフは非常に短くなってしまう。更に、濾過精
度の粗いフィルターを作るために、同じ濾過素材で間隔を開けて巻くと、濾過素材には紡
績糸のような毛羽がないため、濾過素材同士の間隙から粒子が流出するため、本来、粗い
粒子程、捕集効率が上がるはずが、ある粒径で捕集効率の低いまま頭打ちになったり、粗
い粒子の捕集効率が低下してくる結果になる。このため、濾過精度の異なるフィルターを
作るためには、濾過精度毎に繊維径や空隙率の異なるテープ状の紙や不織布を用意しなけ
ればならず、生産性の低下や原料費の増加を招いてしまう。
【０００５】
別の方法として、特開平４－４５８１０号公報には、構成繊維の１０重量％以上が０．５
デニール以下に分割されている複合繊維からなるスリット不織布を、多孔性芯筒上に繊維
密度が０．１８～０．３０ｇ／ｃｍ 3となるように巻き付けたワインドフィルターが提案
されている。この方法を利用すると、繊度の小さい繊維によって液体中の細かな粒子を捕
捉できるという特長がある。しかしながら、複合繊維を分割させるためは高圧水流などの
物理的応力を加える必要があり、不織布全体を均一に分割させることが難しく、均一に分
割されず、太い繊維が残っていると不織布中に捕集効率の悪い部分が生じるため、フィル
ター全体として濾過精度が低下してしまう。また、分割繊維の紡糸と分割に要する生産コ
ストが通常の紡績糸より増加することにより、フィルターの価格が高くなり、従来、糸巻
き型筒状フィルターが使われていた、安価であることが求められる分野には適さなくなっ
てしまう。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、上記課題が解決された、通液性、濾過ライフ、濾過精度等の濾過性能が
良好な、糸巻き型の筒状フィルターを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、鋭意検討の結果、熱可塑性繊維を含有し、その繊維交点の少なくとも一部
が接着され、舌片部となる切り込みが設けられた帯状不織布を有孔円筒体に綾状に巻き付
けてなる筒状フィルターが、上記課題を解決することを見出し本発明を完成した。
本発明は下記の構成を有する。
（１）熱可塑性繊維を含有し、その繊維交点の少なくとも一部が接着された、舌片部を有
する帯状不織布を、有孔筒状体に綾状に巻き付けてなる筒状フィルター。
（２）舌片部を有する帯状不織布が、熱可塑性繊維を少なくとも３０重量％含有する不織
布である前記（１）項記載の筒状フィルター。
（３）舌片部を有する帯状不織布が、熱エンボスロールで熱圧着されている前記（１）ま
たは（２）項記載の筒状フィルター。
（４）舌片部を有する帯状不織布の繊維交点の少なくとも一部が、熱接着されている前記
（１）～（３）項のいずれか１項記載の筒状フィルター。
（５）舌片部を有する帯状不織布の全面積に対する舌片部の面積率が、１０～８０％であ
る前記（１）～（４）項のいずれか１項記載の筒状フィルター。
（６）舌片部を有する帯状不織布に撚りが加えられた前記（１）～（５）項のいずれか１
項記載の筒状フィルター。
（７）筒状フィルターの濾過層の空隙率が６５～９０％である前記（１）～（６）項のい
ずれか１項記載の筒状フィルター。
（８）舌片部を有する帯状不織布が長繊維からなる不織布である前記（１）～（７）項の
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いずれか１項記載の筒状フィルター。
（９）舌片部を有する帯状不織布を構成する熱可塑性繊維が低融点樹脂と高融点樹脂から
なり、それら両樹脂の融点差が１０℃以上の複合繊維である前記（１）～（８）項のいず
れか１項記載の筒状フィルター。
（１０）筒状フィルターの濾過層の一部に舌片部を有する帯状不織布以外の多孔性材料が
用いられた前記（１）～（９）のいずれか１項記載の筒状フィルター。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体的に説明する。
本発明の筒状フィルターは、熱可塑性繊維を含有し、その繊維交点の少なくとも一部が接
着され、かつ、図２、図３に示すような舌片部を有する帯状不織布が集束された後、図１
に示すような有孔筒状体６に綾状に巻回されてなる筒状フィルター５である。筒状フィル
ターの濾過層の素材として、舌片部を有する帯状不織布を用いることで、帯状不織布の集
束物で形成される間隙に舌片部が存在するため、従来は間隙を通過して捕集できなかった
粒子が舌片部に捕集され、捕集効率が向上し、更に、舌片部の凹凸による粒子捕集面積の
増加により、粒子の捕集量が多くなることによって、筒状フィルターの濾過精度、濾過ラ
イフ等が優れたものとなる。
【０００９】
本発明の筒状フィルターの素材としては、熱可塑性繊維を含有し、その繊維交点の少なく
とも一部が接着された、舌片部を有する帯状不織布（以下、舌片部含有帯状不織布という
）が用いられる。
前記舌片部含有帯状不織布は、未処理不織布（以下、原反不織布という）をスリット等に
より所望の幅にした後、加圧された刃付きロールとゴムロールの間に通して切り込みを入
れる方法等で得られる。スリット等は原反不織布に切り込みを入れた後に行っても構わな
い。
尚、以下の説明において単に不織布という場合は、前記舌片部含有帯状不織布と原反不織
布の総称を意味する。
【００１０】
前記熱可塑性繊維の原料には、溶融紡糸が可能な熱可塑性樹脂を使用することができる。
その例として、ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線状低密度
ポリエチレン、プロピレンとエチレンの共重合体、プロピレン／エチレン／ブテン－１共
重合体、プロピレンと他のα－オレフインとの二～三元共重合体等をはじめとするチグラ
ーナッタ触媒やメタロセン触媒を用いて重合されたポリオレフィン系樹脂、ポリエチレン
テレフタレ－ト、ポリブチレンテレフタレ－ト、酸成分をテレフタル酸以外にイソフタル
酸を併用して共重合した低融点ポリエステル、ナイロン－６、ナイロン－６６などのポリ
アミド系樹脂、ポリスチレン、シンジオタクチツクポリスチレンなどのポリスチレン系樹
脂、ポリウレタンエラストマ－、ポリエステルエラストマ－、乳酸系ポリエステル等の生
分解性樹脂等を挙げることができ、これら熱可塑性樹脂は単独で使用しても、二種以上を
混合して使用してもよい。
また、前記熱可塑性繊維を用いて原反不織布を形成する際には、前記熱可塑性繊維を単独
もしくは二種類以上を混ぜて用いることが出来る。
【００１１】
前記熱可塑性繊維は、融点差が１０℃以上好ましくは１５℃以上ある低融点樹脂と高融点
樹脂からなる熱可塑性複合繊維であると熱処理等により、原反不織布の繊維接合点の熱接
着を確実に行なうことが出来る。融点差の上限は特にないが、溶融紡糸可能な熱可塑性樹
脂の内、最高融点の樹脂と最低融点の樹脂との温度差が該当する。なお、明確な融点が存
在しない樹脂の場合には流動開始温度を融点と見なす。複合繊維の形態としては、並列型
や鞘芯型等、低融点樹脂が繊維表面の少なくとも一部に存在する形態であればよい。
【００１２】
複合繊維の低融点樹脂と高融点樹脂の組合せは、融点差が１０℃以上好ましくは１５℃以
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上あれば特に限定されない。例えば、線状低密度ポリエチレレン／ポリプロピレン、高密
度ポリエチレン／ポリプロピレン、低密度ポリエチレン／ポリプロピレン、プロピレンと
他のα－オレフインとの共重合体／ポリプロピレン、線状低密度ポリエチレン／高密度ポ
リエチレン、低密度ポリエチレン／高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン／ポリ
エチレンテレフタレ－ト、ポリプロピレン／ポリエチレンテレフタレ－ト、エチレングリ
コ－ルと酸成分としてテレフタル酸とイソフタル酸を共重合した低融点ポリエステル／ポ
リエチレンテレフタレ－ト、ナイロン６／ナイロン６６等が例示できる。特に耐薬品性に
優れるポリオレフイン系樹脂／ポリオレフイン系樹脂、ポリオレフイン系樹脂／ポリエチ
レンテレフタレ－ト等が好ましく用いられる。また、複合繊維のいずれかの成分または両
方の成分に二種以上の混合樹脂を用いてもかまわない。
【００１３】
本発明で用いられる不織布には熱可塑性繊維が少なくとも３０重量％含まれている方が好
ましい。勿論この熱可塑性繊維が１００重量％であってもよい。熱可塑性繊維を含むこと
で後記の繊維同士の熱接着が可能となり、各種バインダーで繊維を接合した場合に比べ、
通水性、耐薬品性、濾材脱落防止等の性能が向上する。不織布に含まれている熱可塑性繊
維が３０重量％未満であると熱圧着処理やスル－エア熱処理等で熱接着した際の繊維接着
点の強力や数が充分でないため、濾過時に繊維が脱落し易くなり濾液に混入する恐れが出
てくる。また、前記不織布には７０重量％以下の範囲で熱可塑性繊維以外の繊維を用いる
ことができる。前記熱可塑性繊維以外の繊維としては、レ－ヨン、キュプラ、綿、麻、パ
ルプ、炭素繊維、金属繊維等が例示できる。
【００１４】
前記不織布の形成に用いられる繊維の単糸繊度は、筒状フィルターの用途や要求される濾
過性能によって異なるが、０．０１～５００ｄｔｅｘが好適である。前記繊維によつて形
成される不織布としては、長繊維不織布、短繊維不織布、長繊維と短繊維不織布が混合さ
れた不織布、これら、不織布を組み合わせた積層不織布等が例示でき、何れも本発明の筒
状フィルターの素材に使用可能である。
製法別による不織布の種類としては、スパンボンド法不織布、メルトブロー法不織布、ト
ウ開繊法不織布、エアレイド法不織布、カード法不織布、高圧水絡合不織布等が例示でき
、何れも本発明の筒状フィルターの素材に使用可能である。特に、スパンボンド法不織布
やメルトブロー法不織布は、濾液の泡立ちの原因となる繊維仕上げ剤を含まないため、こ
れを嫌う濾過用途には有効である。更に、これら不織布は、活性炭、イオン交換樹脂、殺
菌剤等をバインダーや熱接着法、樹脂練り込み法等で含有していてもよい。
【００１５】
前記不織布の繊維交点の接着は、熱エンボスロール、熱フラットカレンダーロール、超音
波エンボスのような装置を使用し、熱圧着したものや、熱風貫流型、上下方向熱風噴流型
、赤外線ヒーター型等の熱処理機を使用し、熱接着したもの等が例示できる。また、前記
不織布が熱エンボスロール圧着不織布の場合、不織布部分の全面積に対するエンボス熱圧
着面積の割合である熱圧着面積率は５～３０％、より好ましくは５～２５％とすることが
望ましい。熱圧着面積率が５％を下回ると、繊維交点の接着部分が少ないために繊維の脱
落が多くなったり、不織布強度が低下し、筒状フィルターを製造する際、舌片部含有帯状
不織布が切断し易く、均一な濾過性能を有するものが得られない。また、熱圧着面積率が
３０％を越えると、筒状フィルターの通液性や濾過ライフが低下する。
【００１６】
前記原反不織布の空隙率は、６０～９５％、より好ましくは６５～９２％である。空隙率
６０～９５％の原反不織布から得られる舌片部含有帯状不織布を用いた場合、筒状フィル
ターの濾過層は必要以上に密になることが抑えられ、フィルターとして使用したときの圧
力損失が十分に抑えられ、粒子捕集効率をより向上させることができる。また、前記原反
不織布の空隙率を９５％以下とすることにより、舌片部含有帯状不織布の有効筒状体への
巻回が容易となり、得られる筒状フィルターの負荷圧力による変形をより小さくすること
ができる。
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【００１７】
前記舌片部含有帯状不織布としては、広幅の原反不織布を帯状にスリットしたものが好ま
しく用いられる。スリットされた帯状不織布の幅は、０．５～２０ｃｍが好ましく、更に
好ましくは１～１０ｃｍである。この幅が０．５ｃｍ未満であると有孔筒状体に綾状に巻
回する時に舌片部含有帯状不織布が切断する恐れがあり、また、張力の調節が困難である
。また、２０ｃｍを越えると、舌片部含有帯状不織布を集束させ有孔筒状体に綾状に巻回
する時に、舌片部が集束した不織布内部へ封入され易くなり、舌片部の効果が十分に発揮
されなくなる。なお、不織布の目付は、１０～２００ｇ／ｍ 2が好ましい。この値が１０
ｇ／ｍ 2よりも小さくなると、繊維量が少なくなるために、不織布のむらが大きくなった
り、あるいは不織布の強度が低下してフィルターへの加工が難しくなる。一方、この値が
２００ｇ／ｍ 2よりも大きくなると、不織布が厚くなるため、舌片部の形成が困難になる
。
【００１８】
次に、舌片部について説明する。舌片部は帯状不織布の一部に切れ込みを入れるたり、不
織布の一部を除去することで形成される。舌片部の例としては、図２（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）
のように帯状不織布のエッジ４から舌片部３となる切れ込み２を入れた形状や、図３（Ａ
）（Ｂ）（Ｃ）のように帯状不織布の面内に舌片部３となる形状の切れ込み２を入れた形
状が示される。帯状不織布に形成される舌片部３の長さや大きさは、全て同じでなくても
よく、切れ込み２の方向、形状、形状の向き等についても異なったものが混在したり、図
２と図３の形状を組み合わせたものでも構わない。また、帯状不織布１における舌片部３
の位置が長さ方向に対して左右対称でなくてもよく、更に、片側にだけ配置させてもよい
。ただし、舌片部含有帯状不織布１が先に有孔筒状体に巻かれる方向を上流、逆方向を下
流とした場合、図２のような形状については、上流側から下流側に向けて切れ込みが入る
形状、図３の形状については、帯状不織布と繋がる部分が下流側にある方が、有孔筒状体
に巻き付ける際、ワインダーのガイドを通って帯状不織布が絞り込まれたときに舌片部３
が立ち易く、舌片部３による効果がより顕著に現れるため望ましい。
【００１９】
帯状不織布に舌片部を形成する方法例としては、舌片部となる切れ込みを入れるための刃
を持つプレス用金型を用い、この金型をセットしたテープ用連続プレス機に帯状不織布を
通す方法、片側に舌片部となる切れ込みを入れるための刃を持つロールとフラットロール
とで加圧された間に帯状不織布を通す方法、高圧水流による切断する方法や加熱された刃
を押しつけたり、レーザー光線により溶融除去する方法等が挙げられる。なお、原反不織
布に舌片部を加工した後、スリットして舌片部含有帯状不織布としてもよい。
【００２０】
前記舌片部の全面積は、舌片部含有帯状不織布の全面積に対して１０～８０％である。な
お、不織布が除去されている場合は、その部分の面積は計算に含まない。舌片部の面積率
が１０％未満であると舌片部による濾過精度や濾過ライフの向上が現れず、８０％を越え
ると、舌片部含有帯状不織布の強度が低下してしまい筒状フィルターへの加工が困難にな
る。なお、ここで言う舌片部の面積とは、図２のような形状については、図４（Ａ）また
は（Ｂ）に示すように帯状不織布のエッジ４と切れ込み２、及び、切れ込み２の両端部同
士を結んだ線（破線で示す）で囲まれる斜線の部分、図３のような形状については、図５
（Ａ）または（Ｂ）に示すように切れ込み２と切れ込み２の先端同士を結んだ線（破線で
示す）で囲まれた斜線の部分が該当する。
【００２１】
前記舌片部含有帯状不織布を加撚後、有孔筒状体へ巻き付ける方法も好ましく用いられる
。舌片部含有帯状不織布に撚りを加えると、舌片部含有帯状不織布に対して舌片部が立ち
、その状態がしっかりと保持されるため、撚りを加えないときに比べて舌片部による効果
が向上する。また、単位長さ当たりの撚りの数により、舌片部含有帯状不織布の空隙率を
変化させることができるので、濾過精度を調整することができる。撚り数は、舌片部含有
帯状不織布１ｍ当たり１５～１５０回の範囲が好ましい。この値が１５回よりも小さくな
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ると、撚りによる効果がほとんど得られない。また、この値が１５０回よりも多くなると
、舌片部含有帯状不織布が強く絞られ繊維が詰まった状態になり、通水性や粒子捕集性が
低下なるため好ましくない。
【００２２】
次に、筒状フィルターの製造方法について図６を用いて説明する。ワインダーのスピンド
ル９に有孔筒状体６を装着し、その端部にワインダーの糸道を通した舌片部含有帯状不織
布１を巻き付けて固定する。スピンドル９のＣ方向への回転と共に、舌片部含有帯状不織
布１は、トラバースガイド１０によってＢ、Ｂ’方向に綾状に振られて巻き付けられる。
その時の巻き付け条件は、通常の糸巻き型フィルターの条件に準じて設定すればよく、例
えばスピンドル回転速度５００～１５００ｒｐｍにし、繰り出し速度を調節し、適当な張
力をかけながら巻き付ければよい。巻き付け時の張力を調節して、筒状フィルターの内側
の空隙率を密にし、中層、外層と徐々に張力を軽くして巻き付けることにより、濾過層の
空隙率が変化した密度勾配型の筒状フィルターも得ることができる。この方法を用いると
深層濾過による濾過ライフの向上が図れる。また、濾過精度はトラバースガイドの綾振り
速度とスピンドルの回転速度の比率を調整して巻き付けパターンを変えることによっても
変更することができる。そのパターンの付け方は、すでに公知である通常の糸巻き型筒状
フィルターの方法を使用でき、ある糸（本発明では舌片部含有帯状不織布の集束物７）と
その１つ下の層に巻かれた糸との糸間隔８が広い場合には濾過精度は粗くなり、逆に狭い
場合には細かくなる。これらの方法により、舌片部含有帯状不織布を有孔筒状体の外径の
１．５倍～３倍程度の外径まで巻き付けて筒状フィルターに成形する。これをそのままフ
ィルターとして用いてもよいし、端面に厚さ３ｍｍ程度の発泡ポリエチレンのガスケット
を貼り付けるなどして、フィルター端面とハウジングとの密着性を上げるても良い。
【００２３】
本発明において有孔筒状体は、筒状フィルターの芯材の役目をするものであり、その材質
や形状は濾過時の外圧に耐えられる強度を持ち、圧力損失が著しく高くなければ特に限定
されるものではない。例えば、ポリプロピレン等の熱可塑性樹脂を格子状の開孔部をもつ
筒状体に加工したもの、セラミックやステンレスを同様に加工したもの等でもよい。また
、濾材がひだ折り加工されたプリーツ型フィルターや不織布巻回型フィルター等、外径が
小さい他の種類のフィルターを使用してもよい。
【００２４】
本発明において、筒状フィルターの濾過層の空隙率は６５～９０％の範囲であることが好
ましい。この値が６５％よりも小さくなると、繊維密度が高くなりすぎるために通液性が
低下してくる。前記空隙率が９０％よりも大きくなると濾過層の強度が弱くなり、濾過圧
力が高い場合に濾過層が変形するなどの問題が生じてくる。前記空隙率を調節する方法と
して、舌片部含有帯状不織布の幅や舌片部の数や大きさ、舌片部含有帯状不織布の加撚量
、舌片部含有帯状不織布を有孔筒状体へ巻回する時の張力等が挙げられる。
【００２５】
本発明においては、筒状フィルターの濾過層の一部に舌片部含有帯状不織布以外の多孔性
材料を用いてもかまわない。その例としては、ポリエチレン／ポリプロピレン複合繊維不
織布、メルトブロー法極細繊維不織布、ポリエチレン微多孔膜、ポリテトラフルオロエチ
レン微多孔膜、活性炭繊維や抗菌性繊維による不織布、イオン交換樹脂や活性炭等を担持
させた不織布等が例示できる。このような舌片部含有帯状不織布以外の多孔性材料の使用
により、濾過精度のコントロール、抗菌性や金属イオン吸着性等の機能付与等の効果が得
られる。
【００２６】
【実施例】
以下実施例で本発明を更に詳細に説明する。なお、各例において不織布及び得られた筒状
フィルターの濾過性能等の評価は以下に記載する方法で行った。
【００２７】
（原反不織布の目付）
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原反不織布の面積が４００ｃｍ 2となるように３箇所から帯状不織布を切り取り、重量を
測定して、その平均値を１ｍ 2当たりの重量に換算して目付（ｇ／ｍ 2）とした。
【００２８】
（原反不織布の繊度）
原反不織布から無作為に５カ所サンプリングして、それらを走査型電子顕微鏡で撮影し、
１カ所につき２０本の繊維を無作為に選んで、それらの繊維径を測定し、その平均値をそ
の原反不織布の繊維径（μｍ）とした。また、繊度（ｄｔｅｘ）は繊維径と不織布原料の
密度（ｇ／ｃｍ 3）を使って次式から求めた。
なお、２種類以上の繊維が混綿等されている場合は、各々の繊維について前記の測定を行
い、各繊維の繊度を計算した。
（繊度）＝π（繊維径） 2×（密度）／４００
【００２９】
（舌片部含有帯状不織布の舌片部面積率）
舌片部含有帯状不織布から舌片部を含む面積が４００ｃｍ 2となる長さの帯状不織布を切
り取り、その舌片部の全面積（単位ｃｍ 2）を測定し、次式から舌片部面積率（％）を計
算した。
（舌片部面積率）＝｛（舌片部の全面積）／４００ｃｍ 2｝×１００
【００３０】
（筒状フィルターの濾過層の糸間隔）
表層にある帯状不織布集束物（あるいは以下の実施例において有孔筒状体に巻き付けられ
た糸状物）と並行してその１つ下の層に巻かれた帯状不織布集束物との間隔（図１の８に
示す）を１本の筒状フィルターにつき１０箇所測定し、その平均値を糸間隔（ｍｍ）とし
た。なお、舌片部として出ている部分は除いて測定した。
【００３１】
（筒状フィルターの濾過層の空隙率）
筒状フィルターの外径、内径、長さ、重量を測定し、次式を使って空隙率（％）を求めた
。なお、濾過層そのものの空隙率を求めるため、内径の値には有孔筒状体外径を使用し、
濾過層重量の値には筒状フィルターの重量から有孔筒状体の重量を引いた値を用いた。
（濾過層の見かけ体積）＝π｛（フィルターカートリッジ外径） 2－（濾過層内径） 2｝×
（フィルターカートリッジ長さ）／４
（濾過層の真体積）＝（濾過層の重量）／（濾過層の原料の密度）
（濾過層の空隙率）＝｛１－（濾過層の真体積）／濾過層の見かけ体積）｝×１００
【００３２】
（濾過精度、圧力損失、濾過ライフ）
循環式濾過性能試験機のハウジングに長さ２５０ｍｍのフィルターカートリッジ１本を取
り付け、ポンプで流量を毎分２５リットルに調節して通水循環する。この時のハウジング
入口側と出口側の圧力差を測定し圧力損失（ＭＰａ）とした。次に循環している水にＪＩ
Ｓ－Ｚ－８９０１に定められた試験用粉体Ｉの７種（ＪＩＳ７種と略す。中位径：２７～
３１μｍ）を０．５ｇ／分で連続添加し、添加開始から１０分後に原液と濾液を採取する
。採取した液を適当な倍率で希釈した後にそれぞれの液に含まれる粒径毎の粒子数を光遮
断式粒子検出器を用いて粒径毎の捕集効率を算出した。次にその値を内挿して、捕集効率
８０％と９８％を示す粒径を求めそれぞれを濾過精度▲１▼、濾過精度▲２▼（μｍ）と
した。また、ケーキ添加開始から０．２ＭＰａに達した時のケーキ添加時間を濾過ライフ
（分）とした。
【００３３】
（初期濾液の泡立ち及び繊維脱落）
循環式濾過性能試験機のハウジングに長さ２５０ｍｍのフィルターカートリッジ１本を取
り付け、ポンプで流量を毎分１０リットルに調節してイオン交換水を通水する。ハウジン
グ出口で初期濾液を５リットル採取した内の２５ｃｃを比色瓶に移して激しく攪拌し、攪
拌停止１０秒後に泡立ちをみた。泡の体積（液面から泡の頂点までの体積）が１０ｃｃ以
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上ある場合を×、１ｃｃ以上１０ｃｃ未満の場合を△、１ｃｃ未満の場合を○として泡立
ちを判定した。また、初期濾液の内０．５リットルを孔径０．８μｍのニトロセルロース
濾紙で濾過し、濾紙上に長さ１ｍｍ以上の繊維が２０本以上ある場合を×、１０～１９本
の場合を△、５～９本の場合を○、４本以下の場合を◎として繊維脱落を判定した。
【００３４】
（実施例１）
原反不織布として、繊度２．１ｄｔｅｘのポリプロピレン繊維７０％と、繊度２．４ｄｔ
ｅｘのレーヨン繊維３０％からなり、目付２８．１ｇ／ｍ 2、不織布面積の２０％が熱エ
ンボスロールで熱圧着されたカード法による不織布を使用した。この原反不織布を幅４ｃ
ｍでスリットした後、加圧された刃付きロールとゴムロールの間に通すことで、図３（Ａ
）に示すようなＶ字型の切れ込みを１ｍ当たり８０ヶ所入れて、舌片部面積率２０％の舌
片部含有帯状不織布とした。また、有孔筒状体として、内径３０ｍｍ、外径３４ｍｍ、長
さ２５０ｍｍのポリプロピレン製射出成型品を使用した。舌片部先端が巻き取り方向を向
くように舌片含有帯状不織布繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有孔筒状体に
外径６２ｍｍになるまで巻き取り、糸間隔１．２ｍｍ、濾過層空隙率８１％の筒状フィル
ターを得た。濾過性能の測定結果を表１に示す。紡績糸を用いた比較例１と比べると、濾
過精度▲２▼が上がっており、濾過ライフも向上している。また、繊維脱落も減少してい
る。
【００３５】
（実施例２）
原反不織布として、繊度２．２ｄｔｅｘ、高密度ポリエチレンを鞘成分、ポリプロピレン
を芯成分とした鞘芯比５：５の鞘芯型複合繊維４０％と、繊度２．１ｄｔｅｘの綿６０％
からなり、目付２５．３ｇ／ｍ 2、繊維交点が熱風貫流式加熱機で熱接着されたカード法
による不織布を使用した。この原反不織布を幅４ｃｍでスリットした後、実施例１と同じ
装置で刃付きロールを交換することで、図３（Ａ）に示すようなＶ字型の切れ込みを１ｍ
当たり１００ヶ所入れて、舌片部面積率３５％の舌片部含有帯状不織布とした。また、有
孔筒状体として、実施例１と同じものを使用した。舌片部先端が巻き取り方向を向くよう
に舌片含有帯状不織布繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有孔筒状体に外径６
２ｍｍになるまで巻き取り、糸間隔１．０ｍｍ、濾過層空隙率８３％の筒状フィルターを
得た。濾過性能の測定結果を表１に示す。舌片部面積率数が増えたことで、濾材の捕集面
積が増え、実施例１より濾過ライフが向上した。また、熱風貫流式加熱機で加工したこと
で熱接合点が増えたため、実施例１に比べ繊維の脱落が減少した。
【００３６】
（実施例３）
原反不織布として、繊度２．４ｄｔｅｘ、高密度ポリエチレンを鞘成分、ポリエステルを
芯成分とした鞘芯比５：５の鞘芯型複合繊維１００％からなり、目付２０．３ｇ／ｍ 2、
不織布面積の１５％が熱エンボスロールで熱圧着されたスパンボンド法による不織布を使
用した。この原反不織布を幅５ｃｍでスリットした後、実施例１と同じ装置で刃付きロー
ルを交換することで、図２（Ｂ）に示すような不織布両サイドからの切れ込みを１ｍ当た
り両側で１００ヶ所入れて、舌片部面積率４０％の舌片部含有帯状不織布とした。また、
有孔筒状体として、実施例１と同じものを使用した。舌片部先端が巻き取り方向を向くよ
うに舌片含有帯状不織布繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有孔筒状体に外径
６２ｍｍになるまで巻き取り、糸間隔１．３ｍｍ、濾過層空隙率８２％の筒状フィルター
を得た。濾過性能の測定結果を表１に示す。スパンボンド法による長繊維不織布を用いた
ことで、泡立ちがなくなり、実施例１に比べ繊維の脱落が減少した。
【００３７】
（実施例４）
原反不織布として、繊度２．０ｄｔｅｘ、線状低密度ポリエチレンを鞘成分、ポリプロピ
レンを芯成分とした鞘芯比５：５の鞘芯型複合繊維１００％からなり、目付２２．３ｇ／
ｍ 2、不織布面積の１２％が熱エンボスロールで熱圧着されたスパンボンド法による不織
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布を使用した。この原反不織布を幅５ｃｍでスリットした後、実施例３と同じ装置で同じ
切れ込みを入れ、舌片部面積率４０％の舌片部含有帯状不織布とした。次に、この舌片部
含有帯状不織布を加撚機にかけて巻き取ることで、撚り数８０回／ｍの集束物とした。ま
た、有孔筒状体として、実施例１と同じものを使用した。舌片部先端が巻き取り方向を向
くように舌片部含有帯状不織布集束物を繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有
孔筒状体に外径６２ｍｍになるまで巻き取り、糸間隔１．５ｍｍ、濾過層空隙率８３％の
筒状フィルターを得た。濾過性能の測定結果を表１に示す。撚りを加えたことで舌片部に
よる効果が向上し、実施例３より濾過ライフが向上した。
【００３８】
（実施例５）
原反不織布として、繊度０．０６ｄｔｅｘのポリプロピレン繊維１００％からなり、目付
６ｇ／ｍ 2のメルトブロー法による不織布の両面に、繊度２．４ｄｔｅｘのポリプロピレ
ン繊維１００％からなり、目付１２ｇ／ｍ 2のスパンボンド法による不織布が積層され、
この積層不織布面積の１２％が熱エンボスロールで熱圧着された不織布を使用した。この
原反不織布を幅５ｃｍでスリットした後、実施例２と同じ装置で同じ切れ込みを入れて、
舌片部面積率３５％の舌片部含有帯状不織布とした。次に、この舌片部含有帯状不織布を
加撚機にかけて巻き取ることで、撚り数６０回／ｍの集束物とした。また、有孔筒状体と
して、実施例１と同じものを使用した。舌片部先端が巻き取り方向を向くように舌片部含
有帯状不織布繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有孔筒状体に外径６２ｍｍに
なるまで巻き取り、糸間隔１．３ｍｍ、濾過層空隙率８２％の筒状フィルターを得た。濾
過性能の測定結果を表１に示す。不織布に細繊度の繊維が含まれることで実施例３より濾
過精度が上がっており、撚りをかけたことで舌片部の効果が上がり、実施例３に近い濾過
ライフを示している。
【００３９】
（実施例６）
実施例４と同じ舌片部含有帯状不織布を使用した。次に、この舌片部含有帯状不織布を加
撚機にかけて巻き取ることで、撚り数８０回／ｍの集束物とした。また、有孔筒状体とし
て、実施例１と同じものを使用した。先ず、繊度０．１ｄｔｅｘ、目付２４．８ｇ／ｍ 2

のポリプロピレン繊維からなるメルトブロー法による広幅の不織布を有孔筒状体に２周巻
き付けた後、その上に、実施例４で得た舌片含有帯状不織布集束物を先端が巻き取り方向
を向くように繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有孔筒状体に外径６２ｍｍに
なるまで巻き取り、糸間隔１．５ｍｍ、濾過層空隙率８３％の筒状フィルターを得た。濾
過性能の測定結果を表１に示す。内層に細繊度の不織布を挿入することで濾過精度が上が
っているにも係わらず、撚りを加えた舌片部含有帯状不織布を用いたことで舌片部の効果
により、濾過精度のかなり低い比較例１と同等の濾過ライフを示している。
【００４０】
（比較例１）
舌片部含有帯状不織布のかわりに、繊度２．２ｄｔｅｘのポリプロピレン繊維１００％か
らなる１０７８ｔｅｘの紡績糸を使用し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、実施例１と
同じ有孔筒状体に外径６２ｍｍになるまで巻き取り、糸間隔１．０ｍｍ、濾過層空隙率８
２％の円筒状フィルターカートリッジを得た。濾過性能の測定結果を表１に示す。濾過精
度▲１▼、濾過精度▲２▼ともに低く、その差が大きいことから分別性に劣っている。ま
た、泡立ちと濾材の脱落が非常に多かった。
【００４１】
（比較例２）
実施例１の原反不織布を４ｃｍ幅にスリットし、実施例１と同じ有孔筒状体にスピンドル
回転数８００ｒｐｍで、外径６２ｍｍになるまで巻き取り、糸間隔１．０ｍｍ、濾過層空
隙率８０％の筒状フィルターを得た。濾過性能の測定結果を表１に示す。実施例１に比べ
、濾過精度▲１▼は同等であるが分別性が劣り、濾過ライフも劣っていた。
【００４２】
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（比較例３）
原反不織布として、鞘側が高密度ポリエチレン、芯側がポリプロピレンからなり鞘芯比５
：５で繊度２．２ｄｔｅｘの鞘芯型複合繊維２０％と、繊度２．１ｄｔｅｘの綿８０％か
らなり、目付２４．５ｇ／ｍ 2、繊維交点が熱風貫流式加熱機で熱接着されたカード法に
よる不織布を使用した。この原反不織布を実施例２と同じ製法で加工することで同じ舌片
部面積率の舌片部含有帯状不織布とした。次に、この舌片部含有帯状不織布を加撚機にか
けて巻き取ることで、撚り数１８０回／ｍの集束物とした。また、有孔筒状体として、実
施例１と同じものを使用した。舌片部先端が巻き取り方向を向くように舌片部含有帯状不
織布繰り出し、スピンドル回転数８００ｒｐｍで、有孔筒状体に外径６２ｍｍになるまで
巻き取り、糸間隔１．７ｍｍ、濾過層空隙率７７％の筒状フィルターを得た。濾過性能の
測定結果を表１に示す。撚りを加え過ぎたことで、集束物の空隙率が低下し、実施例２よ
りも、初期圧力損失が大きくなり、濾過精度▲２▼が低下した。また、濾過ライフも劣っ
ていた。更に、熱可塑性繊維の割合が少ないため、繊維脱落が多くなり、綿に含まれる繊
維仕上げ剤の影響で泡立ちも多くなった。
【００４３】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４４】
【発明の効果】
本発明の筒状フィルターは、従来の糸巻き型筒状フィルターに較べ、通水性、捕集効率、
濾過ライフ共に優れており、更に、粗い精度側の捕集効率低下を防ぐため、分別性に優れ
ている。また、繊維の脱落が少なく、スパンボンド法やメルトブロー法による不織布を用
いたものは泡立ちがみられない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る筒状フィルターの斜視図である。
【図２】本発明で用いられる舌片部含有帯状不織布を説明するための図で、帯状不織布サ
イドに舌片部が形成された例を示す図面である。
【図３】本発明で用いられる舌片部含有帯状不織布を説明するための図で、帯状不織布面
内に形成された舌片部の例を示す図面である。
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【図４】図２で示される舌片部の面積を示す図面である。
【図５】図３で示される舌片部の面積を示す図面である。
【図６】舌片部含有帯状不織布をトラバースガイドに通して巻き付ける様子を示す説明図
である。
【符号の説明】
１　舌片部含有帯状不織布
２　切れ込み（不織布を除去して形成した場合も含む）
３　舌片部
４　帯状不織布のエッジ
５　筒状フィルター
６　有孔筒状体
７　舌片部含有帯状不織布の集束物
８　糸間隔
９　スピンドル
１０　トラバースガイド
Ａ　舌片部含有帯状不織布の巻き付け方向
Ｂ、Ｂ’　トラバースガイドの移動方向
Ｃ　スピンドルの回転方向

10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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【 図 ６ 】
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