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(57)【要約】
　【課題】炭素繊維の製造各工程間で発生する規格外品
及び、炭素繊維の産業廃棄物、廃材品等の炭素繊維物よ
り、微粒子平均１０μｍ未満に微細粉末化した炭素繊維
微粒子を得る。
　【解決手段】炭素繊維物を細切粉切、粉砕し、微細粉
末化し微粒子平均１０μｍ未満の炭素繊維微粒子を得る
。また、該炭素繊維微粒子を得るに際し、炭素繊維を細
切粉切し、該粉切された炭素繊維粒子を吸引収集備蓄し
、利用前に炭素繊維微粒子にするための衝撃摩擦力を利
用したジェットミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機等
のいずれかで微細粉末化することを特徴とする炭素繊維
微粒子の製造方法及び装置を得る。
　【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素繊維物を細切粉切、粉砕に際し複数のカット刃より構成される回転刃を多層に分け、
炭素繊維物をこれにより好ましくは3ｍｍ以下に細切粉切し、該粉切された炭素繊維粒子
を吸引収集備蓄し、利用前に炭素繊維微粒子とするための衝撃摩擦力を、利用したジェッ
トミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機等のいずれかで、微細粉末化することにより出来
得る微粒子平均１０μｍ未満の微細粉末としたことを特徴とする炭素繊維微粒子。
【請求項２】
炭素繊維の製造各工程間で発生する規格外品及び、炭素繊維の産業廃棄物、廃材品等の炭
素繊維物から、炭素繊維微粒子を得るに際し、複数のカット刃より構成される回転刃を多
層に分け、炭素繊維物をこれにより細切粉切し、該粉切された炭素繊維粒子を吸引収集備
蓄し、3ｍｍ以下に炭素繊維物を細切粉切し得る細切粉砕機を使用し、微粒子平均10μｍ
未満の炭素繊維微粒子の製造方法。
【請求項３】
細切粉砕機を使用した後に、平均微粒子10μｍ未満の炭素繊維微粒子とするための衝撃摩
擦力を利用したジェットミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機等のいずれかで微細粉末化
することを特徴とする炭素繊維微粒子の製造方法。
【請求項４】
複数のカット刃より構成される回転刃を少なくとも２段層以上の多層に設け、下段層にな
るほど外径を大きくした回転刃とし、該回転刃を回転せしめるように構成したことを特徴
とする炭素繊維物の粉切装置。
【請求項５】
回転刃の上方位置に素材投入口を設け、その排出側の１８０度反対位置方向へ向いた繊維
の飛散防止スカートを設けたことを特徴とする請求項４に記載の炭素繊維物の粉切装置。
【請求項６】
回転刃の下方位置に細切された繊維粒子の規制セパレータを設け、さらに下部方向にロー
タリーカッター刃を設け、裁断した粉切機内部の排出口手前に多孔プレートを設け、排出
口の外部に集塵機を設け、集塵機の吸引力により粉砕機内部の細切粉切された炭素繊維粒
子を吸引収集することを特徴とする請求項４または請求項５に記載の炭素繊維物の粉切装
置。
 
 
 
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、炭素繊維微粒子及びその製造方法と装置に関し、特に炭素繊維の製造各工程間
で発生する規格外品及び、炭素繊維の産業廃棄物、廃材品等の炭素繊維物から、微粒子平
均１０μｍ未満の微細粉末としたことを特徴とする炭素繊維微粒子及びその製造方法と装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、炭素繊維の粉砕について、種々の方法や装置が開発されてきた。下記、特許文
献１は、炭素長繊維を粉砕するに際し、粗粉砕を切断応力を利用した粉砕機で行い、微粉
砕を剪断衝撃応力を利用した粉砕機で行い、超微粉砕を衝撃摩擦応力を利用した粉砕機で
行うようにした微粉炭素繊維の製造方法であり、各種粉砕工程装置を専用の機器で順次小
さく粉砕していくことが開示されている。
【０００３】
下記、特許文献２は、繊維を高温高圧の流体処理し、処理物を媒体中で粉砕することを特
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徴とする微細粉砕物の製造方法である。
【０００４】
下記、特許文献３は炭素繊維、カーボンナノファイバー、カーボンナノファイバー集合体
を得る方法及びその材料を使用粉砕し、繊維長が１０μｍ以上のカーボンナノファイバー
を得ることを特徴としている。
【０００５】
また、従来から、オリエント竪型粉砕機、ロータリーカッターミル、インペラーミルなど
、各粉砕装置メーカーから市販されている粉砕機、装置がある。
【特許文献１】特開平１１－３２２３１４
【特許文献２】特開２００３－１０５１２６
【特許文献３】特開２００６－１５２５１２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、従来のこれらの方法で、様々な箇所から発生する種々雑多な炭素繊維を粉
砕するにはその繊維の仕訳管理が複雑困難であり、装置内で材料の絡まり、残留が起こり
、半製品、成品とも繊維長さのバラツキが大きく、また、繊維を高温高圧の流体処理し、
処理物を媒体中で粉砕するには前処理、後処理の特殊処理装置が必要であり、従来装置を
使用し粉砕処理を行っても、１０数μｍまで粉砕するのが限度であり、その粉砕繊維長さ
のバラツキも大きく、本発明者らが意図する微粒子、特に、１０μｍ未満の微粒子を効率
よく得ることはできなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、かかる従来の欠点を解消し、効率よく、大量生産に適し、炭素繊維の製造各工
程間で発生する規格外品及び、炭素繊維の産業廃棄物、廃材品等の炭素繊維物から、微細
粉末化した炭素繊維微粒子特に、１０μｍ未満の微粒子を得ることを目的とする。
【０００８】
さらに、この微粒子を容易に製造するための方法として、従来からの粉砕方法ではなく、
細切、粉切という方法に主眼を置いた方法を開発発明し、初期の目的を達成することが出
来た。すなわち、複数のカット刃より構成される回転刃を好ましくは少なくとも２段階以
上のかつ多層に分け、これにより炭素繊維物を細切粉切し、細切粉切された炭素繊維粒子
を吸引収集備蓄し、利用前に微細粉末化した炭素繊維微粒子とするための衝撃摩擦力を利
用したジェットミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機等のいずれかで微細化する製造方法
により、１０μｍ未満の炭素繊維微粒子を得ることが出来た。
【０００９】
さらに、上記方法を得るための１実施例として下記に示す炭素繊維微粒子の製造装置を開
発した。
【発明の効果】
【００１０】
従来の粉砕機による従来方法では、様々な箇所から発生する種々雑多な炭素繊維を粉砕す
るには、材料の不均一性等から、装置内での材料の絡まり、残留が起こり、半製品、成品
とも繊維長さのバラツキ発生等の問題があったが、本発明の粉切装置による方法によれば
、その粉末繊維長さのバラツキも小さく、特に、１０μｍ未満の微粒子を簡単に効率よく
得ることができた。さらにこの炭素繊維微粒子により、炭素繊維の特徴である軽い、強い
、変形しにくい、導電性、化学変化に強い、熱膨張がないなど多くの特徴を活かした新用
途成品を開発し、従来廃物として処理されていた炭素繊維の材料再生利用拡大を目指すも
のである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明は、炭素繊維の製造各工程間で発生する規格外品及び、炭素繊維の産業廃棄物、廃
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材品等の炭素繊維物を細切粉切、粉砕し、微細粉末とすることを特徴とする炭素繊維微粒
子である。
【００１２】
また、前記炭素繊維微粒子を得るために、種々研究を重ね、前記炭素繊維物から、炭素繊
維微粒子を得るに際し、炭素繊維を好ましくは３ｍｍ以下に細切粉切し、該粉切された炭
素繊維粒子を吸引収集備蓄し、利用前に炭素繊維微粒子にするための衝撃摩擦力を利用し
たジェットミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機等のいずれかで微細粉末化することによ
り炭素繊維微粒子の製造方法を確立した。
【００１３】
また、前記炭素繊維物から、炭素繊維粒子を得るに際し、複数のカット刃より構成される
回転刃を多段層に分け、炭素繊維物をこれにより細切粉切する方法が、細かくバラツキが
少なく切る事が出来る有効な手段である。
【００１４】
また、本発明の炭素繊維微粒子を得るために、前記製造方法と共に、本発明の装置を完成
したものである。すなわち、本装置は上部に投入口を設け、この投入口より投入された炭
素繊維の規格外品や炭素繊維の産業廃棄物、廃材品等の炭素繊維物を、本装置内部に設け
た複数個のカット刃より構成される回転刃を上部回転刃及び、下部回転刃、さらに必要に
より中間に何段かの中間回転刃を設けた多段層構造の回転刃ユニットとし、該回転刃群に
て剪断力を用いて裁断、細切し、粉切することを特徴とする炭素繊維微粒子の製造装置の
開発を行なった。この多層カット刃は下段になるほど外径を大きくし、回転周速を早くす
ることが好ましい。
【００１５】
また、本装置上部投入口へ切断粉切された炭素繊維粒子が、カッター刃の回転風力により
舞い上がるのを防止する為に、内面上部に飛散防止スカートを設け、これを投入口より投
入される炭素繊維が滑り良く内部の回転刃へ落下到達するように、排出側の１８０度反対
位置に落とす様に設けた。
【００１６】
又、回転刃の下方位置に細切粉切された繊維粒子の規制セパレータを設け、さらに下部方
向に裁断によってより細かく均一化するためにロータリーカッター刃を設け、粉切機の排
出口手前に多孔プレートを設け、裁断された繊維粒子を排出口の外部に設けた集塵機で、
集塵機の吸引力調整により粉切機内部の粉切された炭素繊維粒子を調整吸引収集する。
【００１７】
この多孔プレートを通過吸引した炭素繊維粒子は、通常環境では、凝集し易くなっている
ため、この時点で適宜備蓄し、炭素繊維微粒子の必要時に、次工程の衝撃摩擦力を利用し
たジェットミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機等のいずれかで、本発明の最終目的であ
る炭素繊維微粒子を製造することが好ましい。
【００１８】
備蓄した炭素繊維粒子は、凝集されている場合、ミキサー又は、プロセッサーで攪拌し分
散させ、最終工程の衝撃摩擦力を利用したジェットミル・ボールミル・ビーズミル粉砕機
等で、１０μｍ未満の炭素繊維微粒子、さらには微粒子径平均７μｍ以下の微細粉末化し
た炭素繊維微粒子を得ることができる。
【実施例】
【００１９】
以下に本発明装置の具体的実施例を、図面を参照して詳述する。図１は本発明の炭素繊維
微粒子を得るための本発明による炭素繊維粒子の粉切装置の１例を示すが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。
図中、１は上部回転刃、２は中間スライス回転刃、３は下部スライス回転刃、４，５，６
はスペーサー、７はナット、８は投入口、９は飛散防止スカート、１０は偏向スカート、
１１は規制セパレータ、１２はロータリーカッター刃、１３はモーター、１４は多孔プレ
ート、１５は排出口ダクト、１６は風量調節装置、１７は集塵機を示す。
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【００２０】
本装置内部に設けた２個の小径カット刃より構成される上部回転刃１、及び２個の中径カ
ット刃より構成される中間スライス回転刃２にて剪断力を用いて裁断し、７個の大径カッ
ト刃より構成される下部スライス回転刃３にて衝撃力・剪断力を用い裁断によりカットを
するなど少なくとも２段層以上よりなる多層カット刃を有し、各刃間は、スペーサー４，
５，６で裁断に最適な間隔に保ち刃のブレを無くし、これらを１軸とし、上部をナット７
で固定した。この多層カット刃は下段になるほど外径を大きくし、回転周速を早くするこ
とが好ましい。
また、ナット７は、投入される炭素繊維が長い場合、繊維が絡まりやすく、乱流の発生を
抑えるため、袋ナット、カップリングなどを取付ることが好ましい。また、上部回転刃１
は、装置内での材料の絡まり、残留が起こるのを防止するため、平回転刃より、皿形刃や
カップ形状の回転刃が好ましい。
【００２１】
本装置の上部には規格外品や産業廃棄物炭素繊維を投入するための投入口８を設け、この
投入口８より投入され切断粉切された炭素繊維粒子が、カッター刃の回転風力により投入
口へ舞い上がるのを防止する為に、内面上部に飛散防止スカート９を設け、投入口より投
入される炭素繊維が滑り良く内部の回転刃へ落下到達するように、投入側の１８０度反対
位置に落とす様に偏向スカート１０を設けた。
【００２２】
回転刃の下方位置に、粉切された繊維粒子の規制セパレータ１１を設け、さらに下部方向
にロータリーカッター刃１２を設け、これら各回転刃は下部に設けられたモーター１３に
より駆動される。粉切機内部の排出口手前に多孔プレート１４を設け、炭素繊維粒子をよ
り細かく裁断すると同時にふるい分けされる。多孔プレート１４の出口側は排出口ダクト
１５が設けられ、その途中には風量調節装置１６を設け、排出口ダクト１５の出口側に集
塵機１７を設け、集塵機１７の吸引力の調整により粉切機内部の粉切された炭素繊維粒子
大きさを調整し吸引収集する事が出来る。吸引力の調整は集塵機のモーター回転をインバ
ータなどで制御することで、風量調節装置１６と置き換えることも有効である。
【００２３】
本実施例装置へ、炭素繊維の製造各工程間で発生した規格外品及び、炭素繊維の産業廃棄
物、廃材品等の炭素繊維物を適当に混在して、投入し、運転を開始したところ、集塵機の
吸引力の調整６０％で炭素繊維が平均２．０ｍｍ長に細切粉切され１時間当たり２ｋｇの
炭素繊維粒子を得ることが出来た。さらにこれをジェットミル粉砕機で微細粉末化すると
微粒子径平均７μｍの炭素繊維微粒子を得ることが出来た。また、ほぼ同等の材料で、集
塵機の吸引力の調整３０％で炭素繊維が平均１．０ｍｍ長に細切粉切され１時間当たり１
ｋｇの炭素繊維粒子を得ることが出来た。同様にジェットミル粉砕機で微細粉末化すると
微粒子径平均５μｍの炭素繊維微粒子を得ることが出来た。
【００２４】
さらに、本実施例装置へ、炭素繊維が平均２．０ｍｍ長に細切粉切されたものを２パス投
入を繰り返し、行うと、平均１．０ｍｍ長に細切粉切され最大値は小さくなり、粒度分布
が小さくなり、均一化の傾向がみられた。これを同様にジェットミル粉砕機で微細粉末化
すると微粒子径平均３μｍの炭素繊維微粒子を得ることが出来た。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
従来、炭素繊維の製造各工程間で発生する規格外品及び、炭素繊維の産業廃棄物、廃材品
等として、廃物として処理されていた炭素繊維の材料を、本発明の炭素繊維微粒子特に、
従来困難とされていた１０μｍ未満の微粒子を得ることにより、炭素繊維の軽くて・強い
・変形しにくい等の性質から、本発明品は、塗料の強化材、混連物等として、さらには新
素材、新用途製品の開発も期待され、再生利用拡大を可能にするものである。
【００２６】
さらに、本発明の製造方法、装置により、炭素繊維微粒子を容易に、効率よく、大量生産
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する事が出来、産業廃棄物の減少、公害防止にも効果が有る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】炭素繊維粒子製造の紛切装置の１実施例
【符号の説明】
【００２８】
　　１　　上部回転刃
　　２　　中間スライス回転刃
　　３　　下部スライス回転刃
　　４　　スペーサー
　　５　　スペーサー
　　６　　スペーサー
　　７　　ナット
　　８　　投入口
　　９　　飛散防止スカート
　　１０　偏向スカート
　　１１　規制セパレータ
　　１２　ロータリーカッター刃
　　１３　モーター
　　１４　多孔プレート
　　１５　排出口ダクト
　　１６　風量調節装置
　　１７　集塵機
　

【図１】
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