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(57)【要約】
【課題】より繊維径の細い繊維をエレクトロスピニング
法により安定して製造することのできる繊維製造装置と
繊維製造方法を提供する。
【解決手段】高分子物質またはピッチ系物質の溶融物を
溶融物吐出ノズルから細糸状に吐出して繊維をエレクト
ロスピニング法により製造する際に、溶融物を細糸状に
吐出する第１のノズル部５１と、第１のノズル部５１か
ら吐出された溶融物をガスにより加圧しながら細糸状に
吐出する第２のノズル部５２とを有してなる溶融物吐出
ノズル５を用いる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子物質またはピッチ系物質の溶融物から繊維をエレクトロスピニング法により製造
するときに用いられる繊維製造装置であって、
　前記溶融物を貯蔵する貯蔵容器と、前記貯蔵容器に貯蔵された溶融物を細糸状に吐出す
る溶融物吐出ノズルと、前記溶融物吐出ノズルに対向して配置されたコレクタと、前記溶
融物吐出ノズルと前記コレクタとの間に電圧を印加して前記溶融物を帯電せしめる溶融物
帯電手段とを備え、かつ前記溶融物吐出ノズルが第１のノズル部と、前記第１のノズル部
から細糸状に吐出された溶融物をガスにより加圧しながら細糸状に吐出する第２のノズル
部とを有することを特徴とする繊維製造装置。
【請求項２】
　前記ガスが不活性ガスであり、該ガスの下限温度を前記溶融物の融点または軟化点－５
０℃、上限温度を前記溶融物の融点または軟化点＋１３０℃に温度調整するガス温度調整
手段を有することを特徴とする請求項１に記載の繊維製造装置。
【請求項３】
　前記溶融物を加熱するための電磁誘導加熱手段を有することを特徴とする請求項１また
は２に記載の繊維製造装置。
【請求項４】
　高分子物質またはピッチ系物質の溶融物から繊維をエレクトロスピニング法により製造
するに際して、
　前記溶融物を貯蔵する貯蔵容器と、前記貯蔵容器に貯蔵された溶融物を細糸状に吐出す
る溶融物吐出ノズルと、前記溶融物吐出ノズルに対向して配置されたコレクタと、前記溶
融物吐出ノズルと前記コレクタとの間に電圧を印加して前記溶融物吐出ノズルから吐出さ
れる溶融物を帯電せしめる溶融物帯電手段とを備え、かつ前記溶融物吐出ノズルが第１の
ノズル部と、前記第１のノズル部から細糸状に吐出された溶融物をガスにより加圧しなが
ら細糸状に吐出する第２のノズル部とを有する繊維製造装置を用いて繊維を製造すること
を特徴とする繊維製造方法。
【請求項５】
　前記ガスが不活性ガスであり、該ガスの下限温度が前記溶融物の融点または軟化点－５
０℃、上限温度が前記溶融物の融点または軟化点＋１３０℃であることを特徴とする請求
項４に記載の繊維製造方法。
【請求項６】
　前記溶融物を電磁誘導加熱手段で加熱することを特徴とする請求項４または５に記載の
繊維製造方法。
【請求項７】
　前記コレクタで捕集された繊維を不融化した後、炭素化、あるいは炭素化および黒鉛化
することを特徴とする請求項４～６のいずれか一項に記載の繊維製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロスピニング法（静電紡糸法）を用いた繊維の製造装置と製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体基盤上の電線・発光体用電子銃、各種センサなどのエレクトロニクス分野
、高性能フィルターなどの環境対応分野、再生医療用スキャッフォールド、傷口保護材な
どのメディカル分野などへの応用を期待して、サブマイクロメータ以下の直径を持つ極細
繊維に対する要求が高まりつつある。
　このような極細繊維を製造する手法として、海島複合紡糸やポリマーブレンドから海成
分を適当な溶媒で溶解して除去し、島成分をサブマイクロメータオーダの繊維として取り
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出す手法があるが、海成分を溶解可能な溶媒を使用しなければならないため、ポリマーの
種類に制限を受け、汎用性に乏しいという欠点がある。そこで、複合紡糸法やブレンド紡
糸法を使わずに繊維径がサブマイクロメータ以下の極細繊維を紡糸する方法として、エレ
クトロスピニング法の重要性が見直され、注目が集まっている。
【０００３】
　エレクトロスピニング法を利用した極細繊維の紡糸方法としては、光学的等方性ピッチ
または／および光学的異方性ピッチからなる紡糸原料ピッチを、紡糸原料ピッチの粘度が
１０ポイズ以下となる温度条件下で紡糸ノズルから吐出するとともに、紡糸原料ピッチの
粘度が１０ポイズ以下となる温度よりも５０℃低い温度かそれ以上の温度に予熱されたガ
スを、紡糸ノズルの周囲から紡糸原料ピッチの吐出方向と同方向でかつ吐出繊維に平行に
流出させることによって、紡糸原料ピッチを極細の炭素繊維に紡糸する方法が知られてい
る（特許文献１参照）。
　また、極細繊維を紡糸する他の技術としては、高分子物質を溶媒に溶かして溶液とし、
高電圧が印加された出糸ノズルから吐出させながら、圧縮空気を噴射させて極細繊維を形
成する技術も知られている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２６８０１８３号公報
【特許文献２】特許第４０４７２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された方法では、繊維径が１．１～１．２μｍの炭素
繊維は得られるものの、繊維径がサブマイクロメータ以下の極細繊維は得られないという
問題があった。一方、特許文献２に開示された技術では、高分子物質溶液を紡糸するので
、紡糸原料である高分子物質を特段加熱して紡糸する必要がない。このため、紡糸口金の
絶縁は容易であるが、すべてが溶剤に溶けない高分子物質またはピッチ系物質は紡糸でき
ないという問題があった。すなわち、高電圧を印加する部位（通常は、導電性を有する金
属）、あるいは溶液が通液される部位が高温とならないので、絶縁材料として、プラスチ
ック、セラミック等を利用できる。なお、セラミックは高温にも耐え得るが、金属との熱
膨張率が異なるため、接合が難しいほか、絶縁破壊が起こる場合もある。また、液晶性の
高分子／ピッチ系物質については、液晶状態で紡糸できなく、溶液紡糸であるため、高弾
性、高熱伝導性等の特性が発現しないという問題があった。
　本発明は上述した問題点に着目してなされたものであり、その目的は、より繊維径の細
く、特性の発現が期待される繊維をエレクトロスピニング法により安定して製造すること
のできる繊維製造装置と繊維製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明に係る繊維製造装置は、高分子物質ま
たはピッチ系物質の溶融物から繊維をエレクトロスピニング法により製造するときに用い
られる繊維製造装置であって、前記溶融物を貯蔵する貯蔵容器と、前記貯蔵容器に貯蔵さ
れた溶融物を細糸状に吐出する溶融物吐出ノズルと、前記溶融物吐出ノズルに対向して配
置されたコレクタと、前記溶融物吐出ノズルと前記コレクタとの間に電圧を印加して前記
溶融物を帯電せしめる溶融物帯電手段とを備え、かつ前記溶融物吐出ノズルが第１のノズ
ル部と、前記第１のノズル部から細糸状に吐出された溶融物をガスにより加圧しながら細
糸状に吐出する第２のノズル部とを有することを特徴とするものである。
【０００７】
　請求項２記載の発明に係る繊維製造装置は、請求項１に記載の繊維製造装置において、
前記ガスが不活性ガスであり、該ガスの下限温度を前記溶融物の融点または軟化点－５０
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℃、上限温度を前記溶融物の融点または軟化点＋１３０℃に温度調整するガス温度調整手
段を有することを特徴とするものである。
　請求項３記載の発明に係る繊維製造装置は、請求項１または２に記載の繊維製造装置に
おいて、前記溶融物を加熱するための電磁誘導加熱手段を有することを特徴とするもので
ある。
【０００８】
　請求項４記載の発明に係る繊維製造方法は、高分子物質またはピッチ系物質の溶融物か
ら繊維をエレクトロスピニング法により製造するに際して、前記溶融物を貯蔵する貯蔵容
器と、前記貯蔵容器に貯蔵された溶融物を細糸状に吐出する溶融物吐出ノズルと、前記溶
融物吐出ノズルに対向して配置されたコレクタと、前記溶融物吐出ノズルと前記コレクタ
との間に電圧を印加して前記溶融物吐出ノズルから吐出される溶融物を帯電せしめる溶融
物帯電手段とを備え、かつ前記溶融物吐出ノズルが第１のノズル部と、前記第１のノズル
部から細糸状に吐出された溶融物をガスにより加圧しながら細糸状に吐出する第２のノズ
ル部とを有する繊維製造装置を用いて繊維を製造することを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項５記載の発明に係る繊維製造方法は、請求項４に記載の繊維製造方法において、
前記ガスが不活性ガスであり、該ガスの下限温度が前記溶融物の融点または軟化点－５０
℃、上限温度が前記溶融物の融点または軟化点＋１３０℃であることを特徴とするもので
ある。
　請求項６記載の発明に係る繊維製造方法は、請求項４または５に記載の繊維製造方法に
おいて、前記溶融物を電磁誘導加熱手段で加熱することを特徴とするものである。
　請求項７記載の発明に係る繊維製造方法は、請求項４～６のいずれか一項に記載の繊維
製造方法において、前記コレクタで捕集された繊維を不融化した後、炭素化、あるいは炭
素化および黒鉛化することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１，３，４，６記載の発明によれば、第１のノズル部から細糸状に吐出された溶
融物がガスにより加圧されながら第２のノズル部から細糸状に吐出される。これにより、
溶融物吐出ノズルからコレクタに向けて細糸状に吐出される溶融物の径がより細くなるた
め、より繊維径の細い繊維をエレクトロスピニング法により安定して製造することができ
る。その結果、炭素ナノ繊維の製造による水素貯蔵材料、キャパシターや燃料電池の電極
材料、太陽電池電極材料、生分解性高分子ナノ繊維による再生医療用スキャッフォールド
、各種高性能フィルターや電池用セパレーターなどの具体的な応用分野に利用できる。
【００１１】
　請求項２及び５記載の発明によれば、第２のノズル部から細糸状に吐出される溶融物を
加圧するガスとして不活性ガスを用いることで、繊維の急激な酸化・爆発等を防止するこ
とができる。
　請求項７記載の発明によれば、より繊維径の細い炭素系繊維をエレクトロスピニング法
により安定して製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る繊維製造装置の一実施形態を示す図である。
【図２】溶融物吐出ノズルの一実施例を示す図である。
【図３】実施例１で得られたピッチ系繊維の繊維径を示す図である。
【図４】比較例１で得られたピッチ系繊維の繊維径を示す図である。
【図５】比較例２で得られたピッチ系繊維の繊維径を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図１～図５を参照して本発明に係る繊維製造装置と繊維製造方法について説明す
る。
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　図１は本発明の一実施形態に係る繊維製造装置の概略構成を示す図、図２は本発明の一
実施形態に係る繊維製造装置の要部を示す図であり、図１に示すように、本発明の一実施
形態に係る繊維製造装置は高分子物質またはピッチ系物質の溶融物１として貯蔵する貯蔵
容器２を備えている。
　貯蔵容器２は例えばステンレス鋼で形成されており、この貯蔵容器２の外周面には、貯
蔵容器２に貯蔵された溶融物１を溶融状態に保つために、電熱ヒータ３が巻装されている
。
【００１４】
　貯蔵容器２を電磁誘導加熱する場合、電気抵抗がある程度大きい金属でないと電磁誘導
による加熱効果が低くなるという点で、鉄やステンレス鋼で貯蔵容器２が形成されること
が好ましく、アルミニウムや銅などは電気抵抗が小さいため誘導加熱に使う金属としては
適さない。この場合、貯蔵容器２の外側には、貯蔵容器２に貯蔵された溶融物１を溶融状
態に保つために、例えばコイルが電磁誘導加熱手段として非接触で巻装される。
　また、貯蔵容器２は密閉構造となっており、この貯蔵容器２には、例えば０．３～０．
７ＭＰａ程度に加圧された窒素ガスが窒素ガス供給ライン４から供給されるようになって
いる。なお、溶融物１は貯蔵容器２とは別の容器で溶解された後、ギヤポンプ等により貯
蔵容器２内に供給されるようになっている。
【００１５】
　貯蔵容器２に貯蔵された溶融物１は、溶融物吐出ノズル５から細糸状に吐出されるよう
になっている。この溶融物吐出ノズル５は貯蔵容器２の図中下端部に設けられており、溶
融物吐出ノズル５の図中右方には、溶融物吐出ノズル５から吐出された溶融物１を繊維と
して捕集する平板状のコレクタ６が配置されている。
　また、図２に示すように、溶融物吐出ノズル５は貯蔵容器２に貯蔵された溶融物１を細
糸状に吐出する第１のノズル部５１を有しており、この第１のノズル部５１の外周には、
第１のノズル部５１から吐出された溶融物１を窒素ガスなどの加圧ガスにより加圧しなが
ら細糸状に吐出する第２のノズル部５２が設けられている。
【００１６】
　第２のノズル部５２は第１のノズル部５１の外周に形成された円筒状のバレル５２ａと
、このバレル５２ａの先端側に例えば０．５ｍｍ程度のノズル口５３を形成するノズルガ
イド５２ｂとで形成されており、バレル５２ａには、窒素ガス等の加圧ガスを第２のノズ
ル部５２内に供給する加圧ガス供給口５４が設けられている。
　バレル５２ａは熱伝導性の良好な材料（例えばステンレス鋼）で形成されており、この
バレル５２ａの外周面には、貯蔵容器２から第１のノズル部５１内に供給された溶融物１
を溶融状態に保つために、電熱ヒータ（図示せず）が巻装されている。
【００１７】
　貯蔵容器２を電磁誘導加熱する場合、バレル５は導電性があり、熱伝導性の良好な材料
（例えば鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等）で形成されているのが好ましく、この
場合は貯蔵容器２からの伝熱で高分子物質またはピッチ系物質が溶融状態に維持されるほ
か、バレル５２ａ等への高電圧の印加により高分子物質またはピッチ系物質が帯電する。
また、ステンレス鋼等の電気抵抗がある程度大きい金属でバレル５２ａが形成されている
場合は、電磁誘導加熱を起こすためのコイルを非接触でバレル５２ａに巻装することで、
上記と同様に高分子物質またはピッチ系物質の加熱・溶融状態を保つこともできる。
【００１８】
　電磁誘導加熱する場合、加熱ヒータに関する電気系統は高電圧に耐える仕様（普通は、
ヒータ線を太くする。）の必要がなくなるほか、高電圧を印加する電圧発生部に生じた電
流が、近接する電気ヒータに流れ込み、電気ヒータの電源に逆流するおそれもない。
　コレクタ６は溶融物吐出ノズル５と対向して配置されており、このコレクタ６と溶融物
吐出ノズル５との間には、溶融物吐出ノズル５から吐出された溶融物１を帯電させるため
に、溶融物帯電手段としての電圧発生器７から電圧が印加されるようになっている。
【００１９】
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　上述のように、貯蔵容器２に貯蔵された溶融物１を細糸状に吐出する溶融物吐出ノズル
として、図２に示すような溶融物吐出ノズル５、すなわち溶融物１を細糸状に吐出する第
１のノズル部５１と、この第１のノズル部５１から溶融物１をガスにより加圧しながら細
糸状に吐出する第２のノズル部５２とを有する溶融物吐出ノズル５を用いると、第１のノ
ズル部５１から細糸状に吐出された溶融物１がガスにより加圧されながら第２のノズル部
５２から細糸状に吐出される。これにより、溶融物吐出ノズルからコレクタに向けて細糸
状に吐出される溶融物の径がより細くなるため、より繊維径の細い繊維をエレクトロスピ
ニング法により得ることができる。
【実施例１】
【００２０】
　貯蔵容器２に貯蔵される溶融物１として軟化温度が２００℃のコールタールピッチ系物
質を用い、貯蔵容器：ステンレス鋼製貯蔵容器（容量：１０ｍＬ）、溶融物吐出ノズル口
径：０．２０ｍｍ、貯蔵容器内原材料温度：３３０℃、溶融物吐出ノズル内原材料温度：
３３０℃、加圧ガス：窒素ガス、加圧ガス予熱温度：３３０℃、溶融物吐出速度：１００
０ｍｍ／ｓ、電圧印加条件：コレクタをアース電極として貯蔵容器と溶融物吐出ノズルに
３５ｋＶの電圧を印加、溶融物吐出ノズル先端からコレクタまでの距離：８０ｍｍ、貯蔵
容器内窒素ガス圧：０．３ＭＰａの条件で溶融物１を溶融物吐出ノズル５から細糸状に吐
出した。そして、溶融物吐出ノズル５から吐出された溶融物１を繊維としてコレクタ６で
捕集し、捕集された繊維を１８０℃の空気中で不融化してから、不活性ガス（窒素ガス）
雰囲気で１０００℃まで加熱して炭素化し、さらにアルゴンガス雰囲気で２７００℃の温
度条件で黒鉛化して得られた炭素繊維の繊維径を走査型電子顕微鏡で測定した。その結果
、炭素繊維の繊維径は、図３に示すように、５００ｎｍ前後であった。
【実施例２】
【００２１】
　加圧ガス予熱温度を１５０℃とした以外は、実施例１と同じ条件で、溶融物を繊維とし
て捕集し、その後、実施例１と同じ条件で、不融化、炭素化、黒鉛化して炭素繊維を得た
。得られた炭素繊維の繊維径を走査型電子顕微鏡で測定した。その結果、炭素繊維の繊維
径は５５０ｎｍ前後であった。
【実施例３】
【００２２】
　コールタールを原料として調製した軟化点が２８０℃の液晶ピッチを用いた。これをス
テンレス鋼製の容器（容量１０ｍＬ）に充填し、容器の下端にはステンレス鋼製の２７Ｇ
のノズル（内径０．２０ｍｍ）を付け、その外側に予熱ガスが流通できるよう、図２に示
すような外筒を取り付けた。また、外筒の外側には温度制御ができる電磁誘導方式のヒー
タを巻いた。なお、通常の温度調節器（複数）を配置して容器の中のピッチ温度を３５０
℃とノズルの温度を３５０℃に制御し、３５０℃に予熱した窒素ガスを、ノズルの先端の
間隔で１００ｍ／ｓの線速度となるように流した。容器には、高電圧発生器で発生した２
５ｋＶの電圧を印加し、ノズルの直下１２０ｍｍの位置にアース電極を置いた。その後、
密閉してある容器に０．５ＭＰａの窒素圧をかけて紡糸した。紡糸は、良好に進み、極細
のピッチ繊維が得られた。これを不融化、炭素化した後、２７００℃で黒鉛化したところ
、４００～６００Ｗ／ｍＫの熱伝導率を有する極細の炭素繊維となった。
【比較例１】
【００２３】
　溶融物吐出ノズル５とコレクタ６との間に高電圧を印加しない以外は、実施例１と同じ
条件で炭素繊維を得、得られた炭素繊維の繊維径を走査型電子顕微鏡で測定した。その結
果、炭素繊維の繊維径は、図４に示すように、１～２μｍであった。
【比較例２】
【００２４】
　溶融物吐出ノズル５の第２のノズル部５２に加圧ガスを供給しない以外は、上記と同じ
条件で炭素繊維を得、得られた炭素繊維の繊維径を走査型電子顕微鏡で測定した。その結
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果、炭素繊維の繊維径は、図５に示すように、１μｍ前後であった。
　なお、図４と図５において、一部の太い繊維は、紡糸を開始した直後の温度が定常に達
していないときに発生したものであり、コンタミである。
【比較例３】
【００２５】
　実施例２で用いた液晶ピッチをキノリン溶解して溶液とし、室温で紡糸した。なお、こ
の際、加熱する必要がないため、電磁誘導方式のヒータは取り外した。実施例２と同様に
、ノズルの先端の間隔で１００ｍ／ｓの線速度となるように１８０～２００℃の窒素ガス
を流し（絶縁性があり、２６０℃までの耐熱性を有するＰＴＦＥチューブを介してガス予
熱器から供給）、印加電圧を２５ｋＶとしてノズルの直下１２０ｍｍの位置にアース電極
を置いた。窒素ガスの温度を１８０～２００℃としたのは、紡糸直後にキノリンを揮散さ
せて細糸状の形状を保つためである。生成した極細のピッチ繊維を不融化、炭素化した後
、黒鉛化して得られた炭素繊維の熱伝導率は、２０～５０Ｗ／ｍＫであった。
　実施例１と比較例１とを比較すると、実施例１は繊維径がサブマイクロメータ以下の炭
素繊維を得られるのに対し、比較例１は繊維径がサブマイクロメータ以下の炭素繊維を得
られないことがわかる。これは、実施例１は溶融物吐出ノズル５とコレクタ６との間に電
圧を印加して炭素繊維を紡糸したのに対し、比較例１は溶融物吐出ノズル５とコレクタ６
との間に電圧を印加しないで炭素繊維を紡糸したためである。
【００２６】
　次に、実施例１と比較例２とを比較すると、実施例１は繊維径がサブマイクロメータ以
下の炭素繊維を得られるのに対し、比較例２は繊維径がサブマイクロメータ以下の炭素繊
維を得られないことがわかる。これは、実施例１は溶融物吐出ノズル５の第１のノズル部
５１から吐出された溶融物１をガスにより加圧しながら第２のノズル部５２から細糸状に
吐出させて炭素繊維を紡糸したのに対し、比較例２は溶融物吐出ノズル５の第１のノズル
部５１から吐出された溶融物１をガスにより加圧せずに第２のノズル部５２から細糸状に
吐出させて炭素繊維を紡糸したためである。
【００２７】
　したがって、高分子物質またはピッチ系物質の溶融物から繊維をエレクトロスピニング
法により製造する際に、高分子物質またはピッチ系物質の溶融物を細糸状に吐出する溶融
物吐出ノズルとして、溶融物１を細糸状に吐出する第１のノズル部５１と、第１のノズル
部５１から吐出された溶融物１を窒素ガスなどのガスにより加圧しながら細糸状に吐出す
る第２のノズル部５２とを有してなる溶融物吐出ノズル５を用いることで、より繊維径の
細い繊維をエレクトロスピニング法により得ることができる。
【００２８】
　また、実施例３と比較例３との比較では、比較例３では溶液状態で紡糸しているので、
折角の液晶ピッチが分子配向せずに紡糸されるのに対して、実施例３では液晶ピッチが分
子配向した状態で紡糸される。そのため、高い熱伝導率となった、と理解できる。
　図１に示した本発明の一実施形態では、貯蔵容器２とは別の容器で固体状態の高分子物
質またはピッチ系物質を融解しておき、これをギヤポンプ等で貯蔵容器２に供給するよう
にしたが、貯蔵容器２で固体状態の高分子物質またはピッチ系物質を融解するようにして
もよい。
【００２９】
　高分子物質またはピッチ系物質の溶融物１を貯蔵する貯蔵容器２として、図１に示した
本発明の一実施形態では、ステンレス鋼で形成されたものを示したが、貯蔵容器２の材質
は特に制限されるものではなく、高分子物質やピッチ系物質の種類に応じて任意に選択可
能である。さらに、貯蔵容器２をステンレス鋼やガラス等で形成すると、貯蔵容器２を安
価に製作できるが、貯蔵容器２に貯蔵される溶融物が腐食性の高い溶融物である場合には
白金、ニッケル等の貴金属またはセラミック等で貯蔵容器２を形成してもよい。
【００３０】
　高分子物質またはピッチ系物質の溶融物１を貯蔵する貯蔵容器２として、図１に示した
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本発明の一実施形態では、ステンレス鋼で一体的に形成されたものを示したが、これに限
られるものではなく、例えばメンテナンスを考慮して複数のパーツから貯蔵容器２を構成
してもよい。この場合、内圧によって溶融物が漏れないように工夫することが望ましく、
各パーツの間にアルミニウム製、銅製あるいはＰＴＦＥ製などのパッキンを介在させるこ
とが好ましい。
　図１に示した本発明の一実施形態では、貯蔵容器２に貯蔵された溶融物１を一つの溶融
物吐出ノズル５から細糸状に吐出するようにしたが、溶融物吐出ノズル５の数は単数また
は複数の何れでも構わない。ただし、生産性が向上するという点では複数のほうが好まし
い。
【００３１】
　実施例１では、溶融物吐出ノズル５から吐出される溶融物１の温度を３３０℃に設定し
て極細繊維を製造するようにしたが、これに限られるものでなく、溶融物吐出ノズル５か
ら吐出される溶融物１の粘度が１～１００ポイズとなる温度条件で溶融物１を溶融物吐出
ノズル５から細糸状に吐出するようにすれば、実施例１と同様に、繊維径がサブマイクロ
メータ以下の極細繊維を得ることができる。
【００３２】
　溶融物吐出ノズル５の第２のノズル部５２内に供給される加圧ガスとして、実施例１で
は、窒素ガスを用いたが、これに限られるものではなく、例えば空気、ヘリウムガス、ア
ルゴンガスなどを窒素ガスの代りに用いてよい。ただし、３００℃を超えるような高温で
は急激な酸化により繊維が発熱したり発火したり場合があるので、空気の使用を避けるこ
とが好ましい。
　好ましいガスの種類は、ヘリウム、窒素、アルゴンなどの繊維を酸化させない不活性ガ
スが好ましい。また、ガスの下限温度は溶融物の融点または軟化点から－５０℃の温度が
好ましく、ガスの上限温度は溶融物の融点または軟化点から＋１３０℃の温度が好ましい
。ここで、溶融物の融点または軟化点から－５０℃の温度とは、溶融物の融点から－５０
℃または軟化点から－５０℃の温度であり、溶融物の融点または軟化点から＋１３０℃の
温度とは、溶融物の融点から＋１３０℃または軟化点から＋１３０℃の温度をいう。
【００３３】
　ガスの温度が溶融物の融点または軟化点から－５０℃よりも低い場合、第１のノズル部
５１の先端にある溶融物の吐出部を冷却しすぎて、溶融物の粘度が高くなるため、溶融物
が良好に吐出できないことがある。また、ガスの温度が溶融物の融点または軟化点から＋
１３０℃の温度を超える場合、溶融物の粘度が低くなり、吐出物が粒子状になったり、溶
融物が熱変質・劣化する場合もある。
　貯蔵容器・溶融物吐出ノズル等の温度および加圧ガス温度が２６０℃を下回る場合、ガ
ス温度調節手段と溶融物吐出ノズルの間に耐熱性のポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦ
Ｅ）管を挿入して絶縁できるので、ガス温度調節手段としては通常のガスヒーターを利用
できる。２６０℃を超える場合、ガス温度調節手段としては電磁誘導方式が好ましい。
【００３４】
　実施例１では、安全性の観点からコレクタ６をグランドして溶融物吐出ノズル５に正電
圧を印加するようにしたが、コレクタ６が正極であってもよいし負極であってもよい。
　実施例１では、溶融物吐出ノズル５とコレクタ６との間に３５ｋＶの電圧を印加して極
細繊維を製造するようにしたが、これに限定されるものではない。ただし、溶融物吐出ノ
ズル５とコレクタ６との間に印加される電圧が０．５ｋＶ未満であると溶融物１が溶融物
吐出ノズル５から離脱しにくくなり、１００ｋＶを超えると溶融物吐出ノズル５とコレク
タ６との間に放電が発生しやすくなるので、溶融物吐出ノズル５とコレクタ６との間に印
加される電圧は０．５～１００ｋＶであることが好ましい。
【００３５】
　実施例１では、溶融物吐出ノズル５の先端からコレクタ６までの距離を８０ｍｍに設定
して極細繊維を製造するようにしたが、これに限定されるものではない。ただし、溶融物
吐出ノズル５の先端からコレクタ６までの距離が１０ｍｍ未満であると溶融物吐出ノズル
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繊維の引きが弱くなって溶融物吐出ノズル５から吐出される溶融物の径が細くなりにくく
なるので、溶融物吐出ノズル５の先端からコレクタ６までの距離は１０～２００ｍｍであ
ることが好ましい。
【００３６】
　貯蔵容器２に貯蔵される溶融物１として、実施例１では、軟化温度が２００℃に調製さ
れたコールタールピッチ系物質を用いたが、これに限られるものではない。例えば、貯蔵
容器２に貯蔵される溶融物１が高分子物質であれば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリプロピレンテレフタレート（ＰＰＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ
）、ポリフッ化ビニリデン（ＦＶＤＦ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリアクリ
ル酸、ポリメチルメタクリレ－ト（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリカーボネー
ト、ポリメチルペンテン（ＰＭＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン（ＰＥ）
、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド（ポリアミド６、ポリアミド６６、ポリアミド６
１０，ポリアミド１２、ポリアミド４６、ポリアミド９Ｔなど）、ポリウレタン、アラミ
ド、ポリイミド（ＰＩ）、ポリベンゾイミダゾ－ル（ＰＢＩ）、ポリベンズオキサゾール
（ＰＢＯ）、ポリビニルアルコ－ル（ＰＶＡ）、セルロ－ス、酢酸セルロ－ス、酢酸酪酸
セルロ－ス、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリエチレンイミド（ＰＥＩ)、ポリオ
キシメチレン（ＰＯＭ）、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリコハク酸エチレン、ポ
リ硫化エチレン、ポリ酸化プロピレン、ポリ酢酸ビニル、ポリアニリン、ポリテレフタル
酸エチレン、ポリヒドロキシ酪酸、ポリ酸化エチレン、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリグリコ
ール酸（ＰＧＡ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリカプロラクトン、ポリペプ
チド、タンパク質、コラーゲン、及びこれらのうち複数のコポリマーや混合物などが挙げ
られる。また、溶融物１がピッチ系物質であれば、コールタールピッチ、石油ピッチなど
が挙げられる。また、上記の物質に有機物または無機物の粉末，ウイスカー等を混合させ
たものを高分子物質やピッチ系物質として用いてもよい。
【００３７】
　溶融物吐出ノズル５とコレクタ６との間に電圧を印加して溶融物１を帯電させる方法と
しては、溶融物吐出ノズル５の先端部に電圧を加える方法と溶融物吐出ノズル５内の溶融
物１に電圧を加える方法とがあるが、溶融物吐出ノズル５内の溶融物１に電圧を加えるほ
うが装置の簡易性の観点から好ましい。
　図１に示した本発明の一実施形態では、溶融物吐出ノズル５から細糸状に吐出された溶
融物１を繊維として捕集するコレクタ６として、平板状に形成されたものを示したが、こ
れに限られるものではなく、例えば回転ドラム状あるいは回転ベルト（ベルトコンベア）
状に形成されたものを用いてもよい。ただし、生産効率の観点からは静的平板よりも回転
式のコレクタが好ましい。
　コレクタ６により捕集される繊維集合体の形状は短繊維だけでなく、平面状不織布、フ
ィラメント、例えばチューブ状の構造体のような三次元構造体などとくに制限はない。ま
た、フィルムや不織布の上に本発明の方法で製造される極細繊維を直接積層させることも
可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　１…溶融物、２…貯蔵容器、３…電熱ヒータ、４…窒素ガス供給ライン、５…溶融物吐
出ノズル、５１…第１のノズル部、５２…第２のノズル部、６…コレクタ、７…電圧発生
器。
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【図３】



(11) JP 2009-275339 A 2009.11.26

【図４】

【図５】



(12) JP 2009-275339 A 2009.11.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  長山　勝博
            東京都台東区蔵前二丁目１７番４号　ＪＦＥケミカル株式会社内
(72)発明者  宮澤　邦夫
            東京都中央区日本橋二丁目１番１０号　ＪＦＥテクノリサーチ株式会社内
(72)発明者  中野　恵之
            兵庫県西脇市野村町上ノ段１７９０－４９６　兵庫県立工業技術センター内
Ｆターム(参考) 4L037 CS03  CS04  FA03  FA17  PA46  PC00  PF07  PF08  PF09  PP00 
　　　　 　　        PS00  UA15  UA18 
　　　　 　　  4L045 AA05  BA34  BA60  CA25  CB16  DA08  DA60 
　　　　 　　  4L047 AA03  AA06  AB08  CC12  EA22 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

