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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
単繊維間が固定された、有機繊維を主体とする不織布を有し、該不織布は、ヤング率と繊
度が異なる複数の単繊維で構成されるとともに、少なくともヤング率１５０ｃＮ／ｄｔｅ
ｘ以上、繊度７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維が繊維全質量の２０％以上の割合で含まれ
、かつ単繊維間がガラス転移点温度３０℃以上の樹脂で固定されており、１％伸長時の比
強度が１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上で、且つ通気度が１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上である
濾材。
【請求項２】
単繊維間が固定された、有機繊維を主体とする不織布を有し、該不織布は、ヤング率と繊
度が異なる複数の単繊維で構成されるとともに、少なくともヤング率１５０ｃＮ／ｄｔｅ
ｘ以上、繊度７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維が繊維全質量の２０％以上の割合で含まれ
、かつ、単繊維間がガラス転移点温度３０℃以上の樹脂で固定されている濾材。
【請求項３】
前記不織布を構成する単繊維として、ヤング率２００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度１０ｄｔ
ｅｘ以上、繊維長８～２５ｍｍの非捲縮の有機単繊維が、繊維全質量の１０％以上の割合
で含まれている、請求項１または２に記載の濾材。
【請求項４】
前記不織布を構成する単繊維として、ヤング率６０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度１～６ｄｔ
ｅｘの有機単繊維が、繊維全質量の３０％以下の割合で含まれている、請求項１～３のい
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ずれかに記載の濾材。
【請求項５】
前記不織布を構成する単繊維として、帯電繊維が含まれている、請求項１～４のいずれか
に記載の濾材。
【請求項６】
前記不織布にさらに帯電加工不織布を積層した、請求項１～５のいずれか記載の濾材。
【請求項７】
ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に基づき求めたＪＩＳ　Ｚ８９０１（１９
７４）記載のダスト１５種の透過率と濾材初期圧損とから求めた濾材ＱＦ値が０．４以上
である、請求項１～６のいずれかに記載の濾材。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかに記載の濾材を枠体に装填したフィルターユニットであって、Ｊ
ＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に基づき求めたＪＩＳ　Ｚ８９０１（１９７
４）記載のダスト１５種の透過率とフィルターユニット初期圧損とから求めたフィルター
ユニットＱＦ値が０．０３以上であるフィルターユニット。
【請求項９】
自動車エアコン用である、請求項８に記載のフィルターユニット。
【請求項１０】
　少なくとも非捲縮の単繊維を含む繊維を流体中に分散し、繊維集積体とした後に単繊維
間を固定して請求項１～７のいずれかに記載の濾材を得る、濾材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、濾材およびそれを用いたフィルターユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルターユニットに求められる性能には、捕集効率とともに、多風量処理が可能かど
うかを示す低圧損性がある。濾材を貫通する空気速度は年々早くなり、従来は１５ｍ／分
程度であったが昨今では２５ｍ／分～４０ｍ／分と１．５倍以上の高風速濾過で、従来並
の圧損が求められている。例えば、空調用の小型フィルターユニットでは４０Ｐａ（比色
法による捕集効率が９０％）以下、自動車エアコン用のフィルターユニットであるキャビ
ンフィルターでは概ね８５Ｐａ（ＪＩＳによるダスト１５種の捕集効率が９１％前後）以
下という性能が求められている。
【０００３】
　またフィルターユニットには、薄型化要求があり、山高さの低い濾材を狭いピッチでミ
ニプリーツして多風量処理するための薄い濾材が開発されている。しかし、従来の濾材は
、厚みがあり、濾材の素材そのものに起因する通気抵抗が高く、更には風圧で伸び安いと
いう問題があった。そのため、濾材の素材そのものに起因する通気抵抗と、風圧による濾
材変形で空気が流れる流路間隔が閉塞されて発生する通気抵抗（以後構造圧損と称する）
とのために、例えば、フィルターサイズ２１０Ｗ×２７０Ｌ×１０Ｄで処理風量５２０ｍ
３／時という自動車エアコン用のフィルターでは、ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式
３試験法に基づき求めたＪＩＳ　Ｚ８９０１（１９７４）記載のＪＩＳ８種ダストの捕集
効率が９１％以上の性能で、１年間使用可能なダスト保持量を有し、かつ、圧損が７０Ｐ
ａ以下という低圧損なフィルターユニットを得ることができなかった。
【０００４】
　低圧損フィルターを得る従来技術として、６５℃での剛軟度が２５０ｍｇ以上の骨材シ
ートに特定性能のエレクトレットシートを積層した濾材に関する特許文献１がある。この
文献には、夏場の炎天下に放置された自動車に取り付けられたフィルターユニットの濾材
が、熱で軟化、変形して構造圧損が上昇しないように、ガラス転移点温度３５℃の高い樹
脂で繊維固定した骨材を用いる思想と、ＱＦ値に優れた帯電シートとを積層して用いるこ
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とで捕集効率を高める思想とが記載されている。しかしながら、この文献に記載の濾材は
、あくまでも熱変形による構造圧損上昇を防ぐものであって、高風速による構造圧損上昇
を防ぐ濾材ではなかった。
【０００５】
　なお、実施例３には、格子間隔が４ｍｍのネット状の骨材にエレクトレット化メルトブ
ロー不織布を積層した濾材を、山高さ３８ｍｍにプリーツ加工して組み立てたフィルター
ユニットが記載されており、濾過風速３７ｍ／分で圧損５６Ｐａを達成した旨も記載され
ている。これはネットの格子間隔に比べて山高さが十分に大きかったためユニット化が出
来たのであるが、山高さ８ｍｍ程度、山ピッチ間隔３．５ｍｍというような薄型のフィル
ターユニットを作成しようとすると、ネットの格子間隔との干渉により山ピッチ間隔に乱
れが生じ易く、その場合、構造圧損が上昇し、また、ピッチの開いたところだけに空気の
流れが集中してしまうという問題があった。また、この実施例に記載の態様では、骨材が
ネットのためダスト保持性が低く、ダストはネットより緻密な構造のエレクトレット化メ
ルトブロー不織布に直接付着するため目詰まりによる圧損上昇が激しいため寿命が短くな
ることは避けられなかった。
【０００６】
　一方、骨材シートを薄くするとともに硬くして構造圧損の発生を抑制する試みが特許文
献２に示されており、骨材を構成する繊維としてレーヨン繊維の異形断面糸やガラス繊維
を混用した抄紙法不織布の適用が開示されている。しかしながら、太いガラス繊維を混合
した濾材は、ガラス繊維がプリーツ加工工程で割れて飛散するため保安衛生上の問題があ
る。さらに実施例から分かるとおり濾材通過風速が２ｍ／分と極めて遅い使用条件のため
、剛難度が１５８ｍｇ程度でも構造圧損発生の少ない濾材として使用できたものの、たと
えば濾材貫通風速２５ｍ／分以上という高風圧下では十分に使用に耐えることができるも
のではなかった。
【０００７】
　また特許文献３には、繊維径０．６５ミクロンの極細ガラス繊維を混合して作成するＨ
ＥＰＡ濾材に関する記載がある。しかし、このように繊維径の細い繊維を用いた濾材はそ
の素材に起因する圧損が高く、到底高風速濾過に対応できるものではなかった。
【０００８】
　さらに、特許文献４および特許文献５には、ヤング率の高い繊維で濾材を構成し、寸法
安定性や風圧に対する強度を高める旨が開示されている。
【０００９】
　このうち特許文献４は、バグフィルター用濾材に関するもので、ヤング率２０ｃＮ／ｄ
ｔｅｘ以上のポリフェニレンサルファイドなどの耐熱性繊維が用いられている。しかし、
この濾材は、形状が織物やウエッブであり、本発明の繊維間固定されたルーズ性のない濾
材とは、繊維使い、構造、目付、厚み、使用用途で著しく異なる濾材構成のものであった
。
【００１０】
　また、特許文献５には、ビニロン繊維とポリエステル繊維を用いて抄紙法で作成する難
燃性濾材の製造方法が開示されており、抄紙法の特徴として繊維の太さや長さの異なる繊
維を用いる事が可能、またヤング率の高いものも使用できると記載されている。しかしな
がら、この文献では、抄紙法を用いればヤング率の高い繊維を用いことが出来ると説明し
ているだけであって、通気度１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上であるような（更には２５０
ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上であるような）高通気性を有しつつ、かつ、高風速濾過でも変形
しにくい剛性を持った濾材や、その繊維構成および繊維物性は何ら開示されていなかった
。
【００１１】
　このように、有機繊維を主体とした濾材であって、高通気度で高風速濾過に耐えられる
伸びの少ない実用的な濾材は存在しなかった。
【特許文献１】特開２００４－８２１０９号公報
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【特許文献２】特開２００２－１０２０号公報
【特許文献３】特開平１０－１８００２０号公報
【特許文献４】国際公開第０４／８７２９３号パンフレット
【特許文献５】特開２００６－１３６８０９号公報
【特許文献６】特開平２－６１１９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、上記のような問題点を解消するものであり、高風速濾過に適した、通
気度が高く濾材厚みの薄いミニプリーツ加工が可能な実用的な濾材と、多風量処理可能な
薄型のフィルターユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記課題を達成するための本発明は、下記いずれかの構成を有するものである。
（１）単繊維間が固定された、有機繊維を主体とする不織布を有し、該不織布は、ヤング
率と繊度が異なる複数の単繊維で構成されるとともに、少なくともヤング率１５０ｃＮ／
ｄｔｅｘ以上、繊度７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維が繊維全質量の２０％以上の割合で
含まれ、かつ単繊維間がガラス転移点温度３０℃以上の樹脂で固定されており、１％伸長
時の比強度が１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上で、且つ通気度が１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上
である濾材。
（２）単繊維間が固定された、有機繊維を主体とする不織布を有し、該不織布は、ヤング
率と繊度が異なる複数の単繊維で構成されるとともに、少なくともヤング率１５０ｃＮ／
ｄｔｅｘ以上、繊度７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維が繊維全質量の２０％以上の割合で
含まれ、かつ、単繊維間がガラス転移点温度３０℃以上の樹脂で固定されている濾材。
（３）前記不織布を構成する単繊維として、ヤング率２００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度１
０ｄｔｅｘ以上、繊維長８～２５ｍｍの非捲縮の有機単繊維が、繊維全質量の１０％以上
の割合で含まれている、前記（１）または（２）に記載の濾材。
（４）前記不織布を構成する単繊維として、ヤング率６０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度１～
６ｄｔｅｘの有機単繊維が、繊維全質量の３０％以下の割合で含まれている、前記（１）
～（３）のいずれかに記載の濾材。
（５）前記不織布を構成する単繊維として、帯電繊維が含まれている、前記（１）～（４
）のいずれかに記載の濾材。
（６）前記不織布にさらに帯電加工不織布を積層した、前記（１）～（５）のいずれか記
載の濾材。
（７）ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に基づき求めたＪＩＳ　Ｚ８９０１
（１９７４）記載のダスト１５種の透過率と濾材初期圧損とから求めた濾材ＱＦ値が０．
４以上である、前記（１）～（６）のいずれかに記載の濾材。
（８）前記（１）～（７）のいずれかに記載の濾材を枠体に装填したフィルターユニット
であって、ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に基づき求めたＪＩＳ　Ｚ８９
０１（１９７４）記載のダスト１５種の透過率とフィルターユニット初期圧損とから求め
たフィルターユニットＱＦ値が０．０３以上であるフィルターユニット。
（９）自動車エアコン用である、前記（８）に記載のフィルターユニット。
（１０）少なくとも非捲縮の単繊維を含む繊維を流体中に分散し、繊維集積体とした後に
単繊維間を固定して前記（１）～（７）のいずれかに記載の濾材を得る、濾材の製造方法
。
【００１４】
　ここで、有機繊維を主体とするとは、有機繊維を全繊維質量に対し９０％超、好ましく
は９５％超含むことをいい、ガラス繊維、セラミック繊維、炭素繊維等の無機質繊維は全
繊維質量に対し１０％以下、好ましくは５％以下でしか含まれないことをいう。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明によれば、薄型化、ミニプリーツ加工が可能で、かつ、通気度が高く多風量処理
が可能な、実用的な濾材およびフィルターユニットを提供することができる。すなわち、
単繊維間が固定された、有機繊維を主体とする不織布で濾材を構成するとともに、該不織
布は、ヤング率と繊度が異なる複数の単繊維で構成し、その内に、少なくともヤング率１
５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維を繊維全質量の２０％以
上の割合で含み、かつ、ガラス転移点温度３０度以上の樹脂で繊維間固定しているので、
不織布の通気度（ＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９９）のフラジール形法に基づき２枚重ねで
測定）を１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上と高くしつつも、１％伸長時の比強度を１０００
Ｎ・ｃｍ／ｇ以上とすることができ、低伸度高強度の不織布を得ることができる。このた
め、該不織布をミニプリーツ加工しても構造圧損の上昇を防ぐことができ、通気性の高い
素材で濾材を構成しても多風量処理のための薄型化が可能になる。その結果、フィルター
ユニットおよび収納機器の小型化が可能になる。また、圧損が低くなるので濾材と空気と
の摩擦によって生じる風切り音が小さくなり、低騒音性にも貢献でき、さらには、消費電
力の小さい低出力の送風ファンで空気を送ることが可能であるため、省エネ性にも貢献す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明の濾材は、単繊維間が固定された有機繊維を主体とする不織布を有し、該不織布の
、１％伸長時の比強度が１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上で、且つＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９
９）のフラジール形法に基づき２枚重ねで測定した通気度が１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以
上であることを特徴とする。該濾材を構成する不織布は、不織布を構成する単繊維として
ヤング率と繊度が異なる複数の単繊維を用いて構成するとともに、その内に、少なくとも
、ヤング率が１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度が７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維を繊維
全質量の２０％以上の割合で含ませ、さらに、繊維間をガラス転移点温度３０度以上の樹
脂で固定することで得られる。
【００１７】
　ここで、家庭用空気清浄機用、ビル・工場の空調用、および車載等の空調設備用のフィ
ルターユニットに使用される濾材に必要な特性は、多風量を処理するための低圧損性と、
構造圧損を発生させない、薄くても風圧で変形しない低伸度高強度性である。更に、高ダ
スト捕集性と目詰まりしにくい空隙量を保持した濾材構造も必要とされる。なお、本発明
でいう構造圧損とは、プリーツ加工された濾材が収納されたフィルターユニットに空気を
流した時に発生する圧損（ユニット圧損）から、濾材の素材に起因する圧損を差し引いて
残った数値を言う。
【００１８】
　これまで、ユニット圧損を下げるため取られた手段は、濾材の素材に起因する圧損の低
減化である。このため一般的には濾材の繊維量を減らし、また繊度を太く、かさ高にして
繊維密度を下げることが行われた。しかし、この方法では、濾材の素材自身の圧損は下が
るものの濾材の繊維間固定力が弱くなるため、濾材に伸びが発生して構造圧損が逆に増す
ことになっていた。捕集性能を上げるために更に帯電加工シートを積層した濾材では、風
圧が一層高くなるため構造圧損が増して低圧損化はより難しいものであった。
【００１９】
　しかしながら、本発明によれば、濾材を構成する不織布は、通気度（ＪＩＳ　Ｌ１０９
６（１９９９）のフラジール形法に基づき２枚重ねで測定）１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以
上が得られる低目付で極めて粗な構造のものであっても、１％伸長時の比強度が１０００
Ｎ・ｃｍ／ｇ以上という低伸度高強度性を有するものとなるので、プリーツ間隔が狭いミ
ニプリーツ加工を行っても構造圧損の発生が少なく、濾材を薄型化して多風量処理するこ
とを可能にする。
【００２０】
　従来、濾材の硬さを表す指標としてはＪＩＳ　Ｌ１０８５（１９７７）　Ｂ法で規定さ
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れる剛軟度が広く使用されているが、該剛軟度は、濾材の厚み、目付、通気度とは全く関
係のない指標であるため、濾材厚み、濾材目付、濾材通気度が異なった濾材構成のもので
あっても同じ剛軟度値を示す濾材は多数存在した。しかし、同じ剛軟度を示す濾材であっ
ても厚みや通気度が異なれば、濾材を収納したフィルターユニットにおける圧損性能には
違いがあった。すなわち、構造圧損の発生度合いがそれぞれ異なるため、違いが生じてい
た。このように濾材の硬さを表す指標として従来から使用されてきた剛軟度は、濾材構成
条件が多変数によらない濾材間での相対比較はできても、ユニット圧損構成に影響する構
造圧損の発生度合いを測る指標としては不適当であった。
【００２１】
　そこで本発明者は、構造圧損発生度合いの少ない低圧損フィルターを作成しうる特性を
比較するための新指標について検討し、その結果、ＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９９）のフ
ラジール形法に基づき２枚重ねで測定した通気度が１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上の高通
気性不織布において、該不織布の厚み、目付、製法などが異なっても、５ｃｍ幅の不織布
を１％伸長させた時に発現する比強度（引っ張り強さ[Ｎ／ｃｍ２]／該不織布の見掛け密
度[ｇ／ｃｍ３]）が、重要であることを見出した。
【００２２】
　以下、本発明の濾材の詳細構成について説明する。
【００２３】
　プリーツ加工された濾材を収納したようなフィルターユニットの構造圧損の発生は、濾
材に空気を通した時に、濾材に掛かる風圧によって濾材が伸び、変形して、隣り合うプリ
ーツ濾材間に挟まれた空気流路間隔が狭められたり、濾材同士が接触して空気が流れ難く
なって起こる。このため濾材厚みも構造圧損発生の一因となる。
【００２４】
　理想的な濾過風速と圧損の上昇関係は、ほぼ風速に比例して圧損が上がることであるが
、構造圧損を発生させる濾材は、濾材自身に起因する圧損に加えて該濾材形状からの変形
分の圧損が加わるため、圧損が曲線的に上昇する。そのため高風速濾過は困難であった。
【００２５】
　一方、構造圧損低減には、濾材伸びの少ない、低伸度高強度な薄い濾材が必要であるが
、剛性は厚みの３乗に比例する。そのため、ＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９９）のフラジー
ル形法に基づき２枚重ねで測定した通気度が１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上であるような
、目付が少なく薄い濾材で低伸度高強度化は達成されていなかった。
【００２６】
　しかしながら、構造圧損発生の少ない薄型濾材の作成を鋭意検討した結果、濾材を構成
する不織布をヤング率と繊度が異なる複数の単繊維で構成するとともに、その内に、少な
くともヤング率が１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度が７ｄｔｅｘ以上の非捲縮の単繊維を
繊維全質量の２０％以上の範囲で含ませ、さらに、ガラス転移点温度３０度以上の樹脂で
繊維間固定することで、薄くて通気性が高くてもダスト保持能力に優れた低圧損な低伸度
高強度不織布、すなわち比強度が１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上の不織布が得られることを見
出した。
【００２７】
　そして、本発明において、濾材を構成する不織布は、比強度が１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以
上のものであるが、好ましくは１５００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上、より好ましくは２０００Ｎ・
ｃｍ／ｇ以上、さらに好ましくは２５００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上のものである。比強度が高い
ということは、通気度が高くても低伸度高強度濾材であることを示している。濾材を構成
する不織布が、高通気度でも低伸度高強度であることによって、該不織布をプリーツ加工
しても、風圧がかかることによって生じる形状変形を防ぐことができ、構造圧損の発生を
小さくすることができ、低圧損多風量処理を可能とする。
【００２８】
　一方、上限は、濾材の引っ張り破断伸度ＪＩＳ　Ｌ１０８５（１９９８）が１．０％以
下となるような比強度、すなわち８０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上になると、濾材をプリーツ加
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工した山谷部分で濾材の切断が発生するため、８０００Ｎ・ｃｍ／ｇ未満にすることが好
ましい。
【００２９】
　次に、用いる繊維の物性について説明する。
【００３０】
　本発明において濾材の低伸度高強度化を達成するために、不織布は、ヤング率と繊度の
異なる複数の単繊維で構成され、かつ、少なくとも、ヤング率が１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以
上、繊度が７ｄｔｅｘ以上である非捲縮単繊維が繊維全質量の２０％以上の割合で含まれ
ている必要がある。
好ましい単繊維のヤング率は、２００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、より好ましくは２５０ｃＮ／
ｄｔｅｘ以上、更に好ましくは３００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である。一方、上限は３０００
ｃＮ／ｄｔｅｘ以下であることが好ましい。これは、ヤング率が３０００ｃＮ／ｄｔｅｘ
を超える単繊維を用いた場合、具体的にはアラミド繊維（４４００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上）
、超高分子量ポリエチレン（８０００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上）、ガラス繊維（３２６０００
ｃＮ／ｄｔｅｘ以上）などを用いた場合、使用量や繊度にもよるが、不織布の引っ張り破
断伸度が１．０％以下となり、比強度が１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上とはなるが引き裂き強
力低下や、プリーツ加工した山部分での屈曲伸びに耐えられず不織布破断の発生、ささく
れ立ち、また皮膚に突き刺さるなどの悪影響が発生するので３０００ｃＮ／ｄｔｅｘを超
える繊維を使用するのは余り好ましくない。
【００３１】
　上記の理由から、使用する単繊維の好適ヤング率範囲は、１５０～３０００ｃＮ／ｄｔ
ｅｘ、より好ましくは２００～２０００ｃＮ／ｄｔｅｘである。更に好ましくは２５０～
１５００ｃＮ／ｄｔｅｘ、最適には３００～１０００ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲であり、この
ようにするとプリーツ加工での不織布切断や引き裂き強力低下が少なく、風圧でも濾材変
形の少ない濾材となる。
【００３２】
　そして、本発明において上記のような繊維は非捲縮単繊維であることが好ましい。非捲
縮単繊維の場合は、不織布における繊維集積が平面的となるため、１本１本の単繊維の配
向性が１次元的であり、ルーズ性のない状態となる。そのため、不織布に外力が加わった
時、ルーズ性に伴う伸びが少ないため、すぐに単糸物性に応じた引っ張り抵抗力が発生し
易いという点で好適である。
【００３３】
　また、比強度は、不織布を一方向に引っ張った時の１％伸度での強度に関する指標であ
るが、不織布の変形は風圧によって曲がって生じるため、比強度管理に加えて曲げ抵抗性
を上げることが極めて重要である。曲げ抵抗性は不織布の厚みを厚く目付を大きくすれば
上げることが出来るが、通気抵抗を増し空気の流入間隔を狭め、かえって圧損上昇の要因
となり厚くすることは出来ない。そこで、薄い不織布で曲げ抵抗性を上げるには、繊度が
７ｄｔｅｘ（繊維径２６μｍ）以上の太い単繊維を繊維全質量の２０％以上用いて不織布
の骨格を作成するのが効果的である。なお、本明細書において、繊度の横に付記した繊維
径は、繊維素材の比重を１．３０ｇ／ｃｍ３とした場合の繊維径である。
【００３４】
　骨格はまた、粗大ダストを保持する空間を形成する目的があるため、曲がり難い太い繊
維でヤング率の高い単繊維が適する。この目的から、骨格構成繊維の好ましい単繊維とし
ては、ヤング率が１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、繊度７ｄｔｅｘ（繊維径２６μｍ）以上の
ものが適する。一方、太過ぎると皮膚に刺さったりするため、好ましい繊度７～４０ｄｔ
ｅｘ（繊維径２６～６３μｍ）範囲のものであり、さらに最適な単繊維繊度は１０～４０
ｄｔｅｘ（繊維径３０～５９μｍ）である。
【００３５】
　そして、かかるヤング率、繊度の単繊維の配合率が２０％を下回る場合は、繊維密度が
緻密になり、通気度１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上という特性が得られなくなる。したが
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って、かかるヤング率、繊度の単繊維は、繊維全質量の２０％以上の割合で含まれている
必要がある。一方、８０％を越える配合率にすると通気度は確保出来るが、繊維間の接合
固定力が低下して比強度が低下しやすい。このため、好ましい範囲は８０％以下である。
より好ましくは２５～８０％、さらに好ましくは３０～６０％の範囲である。
一方、骨格となるような太い繊維は捕集効率が低いため、繊度１～６ｄｔｅｘ（繊維径１
０～２４μｍ）の細い繊維も配合して微細粒子から粗大粒子までの捕集性能確保とダスト
保持量のコントロールを行うのが良い。
【００３６】
　次に繊維長について説明する。骨格となる単繊維の繊維長が短いと、樹脂で繊維間固定
しても十分な引っ張り強さが得られない。従来から抄紙法で使用される繊維の長さは、数
ミリ～１０ｍｍ程度であった。この理由は、抄紙法の特徴である、繊維の絡まりを少なく
して繊維目付の均一性を得るためであった。しかし、ヤング率１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上
、繊度７ｄｔｅｘ（繊維径２６μｍ）以上の太くて曲がりにくい短い繊維を、伸びの少な
い硬い樹脂で固定しても、繊維間の接触点が少ないため引っ張り強さが上がらず比強度を
高めることは難しい。このため、本発明では、繊維長を８～２５ｍｍにすることが好まし
い。特に、ヤング率が２００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上でかつ単繊維繊度が１０ｄｔｅｘ（繊維
径３１μｍ）を越える太い繊維を用いる場合には、繊維長を８～２５ｍｍ、好ましくは１
３～２０ｍｍにして、含有率も１０％以上、好ましくは３０％以上にすることが好ましい
。こうすることで比強度をさらに高めることができる。なお、２５ｍｍ以上では目付むら
が大きくなり易い。
さらに、本発明においては、比強度を上げるために、ヤング率の高い細い単繊維とヤング
率の高い太い単繊維とを混合して用いること好ましい。本発明の場合、非捲縮の繊維を用
いているので、捲縮のある繊維を用いてウエッブを作成する場合とは異なり、繊維間の固
定が、固定用樹脂による接着によって、繊維間接触点のみで行われる。しかしながら、比
強度を高めるために、剛直で短い繊維、例えば繊維長が５～１２ｍｍ程度のもので、１０
ｄｔｅｘを越える様な太い繊維を用いる場合は、繊維表面積が少ないため繊維同士が接触
している繊維間接触点が少なく、接合点数が細い繊維と比較して極端に少ない。また、剛
直であるため繊維同士が絡みにくい。この結果として、曲げ剛性の高い太い繊維だけを使
用して不織布を構成しても、接合点が外れ易く、繊維物性を生かし切れず比強度を十分に
上げることが難しい場合がある。この対策として、ヤング率が６０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、
好ましくは９０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、さらに好ましくは１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、最適
には２００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上の１～６ｄｔｅｘ（繊維径１０～２４μｍ）の細い単繊維
を混合して用いることが好ましい。こうすると、繊維本数が多くなるため、太い繊維との
接合箇所を増やすことができるうえに、一部の繊維は太い繊維を収束するように絡む。接
合点や絡んだ所には固定用樹脂が集中的に付着するため、固定用樹脂が有効に活用され繊
維間の固定力が高められ比強度を上げる事ができる。また細い繊維はダスト捕集性を高め
る繊維としての機能も同時に果たすことが出来る。１～６ｄｔｅｘの細い単繊維の配合率
は繊維全質量に対し３０％以下、より好ましくは２５％以下であることが、高い通気度を
得るために好ましい。但し、その細い単繊維の使用量によっては、ダスト捕集性が上がり
目詰まりし易く、結果として寿命低下の原因ともなり得る。また通気度低下の原因にもな
り得る。よって、１０％以上がより好ましく、さらに好ましくは１５％以上である。
【００３７】
　さらに本発明における不織布は、互いに単繊維繊度が同じで繊維長が異なる繊維群を２
群以上用いて製造することもが好ましい。繊維長が短いと不織布において繊維がその剛性
により立ち、不織布は嵩高く、すなわち繊維密度が低くなる傾向にある。一方、繊維長が
長いと繊維が寝て、濾材が薄く、すなわち繊維密度が高くなる傾向にある。繊維長が異な
る繊維群を２群以上組み合わせることで、濾材の繊維密度を高い自由度で調節することが
できる。
【００３８】
　そして、本発明において、不織布の通気度は多風量を処理する上で高い方が好ましく、
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本発明において不織布の通気度は１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒以上である。なお、本発明に
おける通気度の数値は、ＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９９）のフラジール形法に基づき、か
つ、不織布を２枚重ねて測定される数値である。
【００３９】
　通気度が１００ｃｍ３／ｃｍ２・秒を下回るような空隙量の少ない不織布になると、濾
材貫通風速２５ｍ／分で使用した場合、ＪＩＳ１５種ダストの付着量が少ない状態で目詰
まりするので寿命が短くなる。例えば自動車エアコン用として２年間の寿命をもたせるに
は、当該ダストを約１０ｇ以上／ユニット付着する必要があるが、これが得られなくなる
。一方、通気度が７００ｃｍ３／ｃｍ２・秒を上回ると、ダスト捕集性能が低くなり、８
５％以上の捕集率が得られにくくなるので、上限としては７００ｃｍ３／ｃｍ２・秒であ
る。通気度の好適範囲は、１００～６００ｃｍ３／ｃｍ２・秒、最適には１２０～５００
ｃｍ３／ｃｍ２・秒である。
【００４０】
　このような不織布は、目付範囲として２０～７０ｇ／ｍ２、厚さ範囲として０．２～０
．５５ｍｍが好ましい。構造圧損比率をより低くし、低圧損フィルターとするためである
。
【００４１】
　また、不織布における見掛け密度は、０．０８ｇ／ｃｍ３以上が好ましく、より好まし
くは０．０９ｇ／ｃｍ３以上である。０．０８ｇ／ｃｍ３未満では、繊維間の固定強度が
低下し濾材の伸びが生じるため比強度が低下しやすい。一方、見掛け密度が大きすぎると
通気度が下がり、またダストを保持できる空間量が減り目詰まりしやすく、寿命が短い濾
材となりやすい。よって、０．１８ｇ／ｃｍ３以下が好ましく、より好ましくは０．１５
ｇ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは０．１３ｇ／ｃｍ３以下である。
【００４２】
　不織布の厚さとしては、０．５５ｍｍ以下が好ましく、より好ましくは０．５０ｍｍ以
下、さらに好ましくは０．４５ｍｍ以下、さらに好ましくは０．４０ｍｍ以下である。０
．５５ｍｍ以下とすることで、構造圧損を低く抑えることができる。一方、不織布が薄く
なりすぎるとダストを保持できる空間量が少なくなり寿命が短くなるので、０．２ｍｍ以
上とすることが好ましい。
【００４３】
　不織布の製法としては、湿式抄紙法、エアレード法、乾式ケミカルボンド法、サーマル
ボンド法、スパンボンド法などを例示できる。湿式抄紙法やエアレード法は、繊維長が数
ミリ～１０ミリと短い非捲縮短繊維を集積化して不織布を得る方法であり、乾式ケミカル
ボンド法は、捲縮のある短繊維をカード機を通してウエッブ化し、その後、エマルジョン
化した樹脂を含浸後乾燥して繊維間を固定して不織布を作成する方法である。また、サー
マルボンド法は、捲縮のある熱融着性短繊維を含む短繊維をカード機を通してウエッブ化
し、その後、繊維間を熱融着して不織布を作成する方法であり、スパンボンド法は、ポリ
マーを溶かした状態で小さな孔から引き出した後、固化して直接不織布化する方法である
。
【００４４】
　上記のような製法のうち、比強度を達成するためには湿式抄紙法とエアレード法が最も
好ましい。以下、湿式抄紙法とエアレード法が比強度を達成する最適製法である理由を詳
細に説明する。
【００４５】
　捲縮のある短繊維を用いることが必須のケミカルボンド製法やサーマルボンド製法の不
織布は、カード機に通して繊維ウエッブとした後、樹脂加工や熱接着で繊維間を固定して
得られる。不織布構造は、用いた単繊維に３次元の捲縮が元々備わっているため、樹脂な
どで繊維間固定しても不織布が厚く成りやすく３次元状態のルーズ性の残ったものとなり
易い。この結果、外力が加わった時に、ルーズ性が残った部分から繊維絡合がほどけ、変
形抵抗強度より不織布濾材伸びが先行して起こるため、構造圧損が発生し易い。



(10) JP 5434076 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

【００４６】
　一方、繊維長が数ミリ～数十ミリと短い非捲縮短繊維を水や空気などの流体に分散して
スクリーン上に集積する湿式の抄紙法不織布やエアレード法は、繊維集積が平面的である
ため、１本１本の単繊維の配向性が１次元的でありルーズ性のない状態である。その結果
、この繊維集積体の単繊維間を固定した濾材は、外力が加わった時に、ルーズ性に伴う伸
びが少ないため、すぐに単糸物性に応じた引っ張り抵抗力が発生し易い。
【００４７】
　以上のような理由から、本発明においては、湿式抄紙法およびエアレード法により繊維
集積体を作製し、その後、単繊維の間を固定することで不織布を製造することが好ましい
。中でも湿式抄紙法には丸編み方式と傾斜ワイヤー方式とがあるが、傾斜ワイヤー方式は
、繊維を分散した水を網で漉いて繊維を網面に集積させた後、バインダー液を含浸して乾
燥するため、漉ける繊維長に幅があり繊維長が１０ｍｍを越える長い短繊維であっても抄
紙できる。このため比強度の高い不織布が容易に得られるので最適製法である。一方、丸
編み方式は、繊維とバインダーあるいは粒子状の添加物を凝集させて、その液から凝集物
を漉き取るため、繊維長が長いと曲面形状の漉き面に漉きとれなくなる。したがって、丸
編み方式の場合は、繊維長を５ｍｍ程度に短くすることが好ましい。但し、その場合は比
強度を高くすることが難しくなる。
【００４８】
　また、湿式抄紙法およびエアレード法は、繊維特性が異なる複数の繊維群を任意に混合
して不織布を製造することができるという点でも好ましい方法である。またエアレードや
湿式抄紙法で濾材を製造する場合、低融点繊維と高融点繊維を複合した熱融着性繊維や通
常のホモポリマーで構成される繊維の中に難燃剤を練り込んだ難燃性繊維を用いれば、比
強度の高い濾材でかつ難燃性を高めることができる。さらに、帯電加工に有効なヒンダー
ドアミン系添加剤も同時に練り込めば、エレクトレット性に優れた比強度の高い難燃性濾
材を得ることができる。
【００４９】
　不織布を構成する繊維としては、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、ビニロン繊維、
超高分子量ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリアラミド繊維、無機繊維、炭素
繊維などの繊維が使用可能である。但し、ガラスなどの無機繊維や炭素繊維は、ヤング率
が高いが単繊維の破断伸度が４％以下と小さいため非常に折れやすく余り好ましくない。
またポリアラミド繊維は、抄紙工程でフィブリル化し易いためヤング率が高くなりにくく
、通気抵抗にむらが発生しやすいため余り好ましくない。超高分子量ポリエチレン繊維は
、後述するガラス転移点の高い樹脂を繊維集合体に含浸して繊維固定を強固ならしめる場
合に、乾燥熱処理工程での１５０度以上の高温加熱で、繊維の溶解、熱収縮が発生するた
め好ましくない。これらの繊維の中で特にビニロン繊維が最適である。
【００５０】
　ビニロン繊維には、古くから行われている水系湿式防止法によって製造されるビニロン
繊維と、新たに開発された溶剤湿式冷却ゲル紡糸法によって生産される高ヤング率のビニ
ロン繊維があり、中でも、溶剤湿式冷却ゲル紡糸法によって生産されるビニロン繊維は、
従来から使用されていた水系湿式紡糸法によって製造されるビニロン繊維よりもヤング率
が高く、且つ破断伸度が４～１５％と無機繊維より高いためプリーツ加工でも繊維切断が
発生し難くいこと、また乾熱収縮率が１．２％以下と少ないため繊維集積体を繊維固定す
る際の乾燥熱処理での不織布の寸法変化が小さいこと、さらに水分吸収率が低いため、湿
気の影響を受けにくいため濾材の寸法変化が小さく、後述する難燃性も得られやすい繊維
であることなどから、不織布を構成する単繊維として最適繊維である。
【００５１】
　またポリプロピレンなどのポリオレフィン系繊維を用いた場合には、繊維表面の油分や
イオン付着物を洗浄した後、コロナ放電法やハイドロチャージ法でエレクトレット加工す
ることで帯電繊維とする事ができるため、高捕集性の濾材を得ることができる。特にヤン
グ率が１００ｃＮ／ｄｔｅｘ以上のポリプロピレンやポリプロピレンとポリエチレンが共
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重合された変成ポリプロピレン繊維をエレクトレット加工して用いることが、高剛性エレ
クトレット濾材を作成するためには一層好ましい。
【００５２】
　本発明において、不織布は難燃剤を含有することが可能である。難燃剤としては例えば
、臭素系難燃剤や塩素系難燃剤などのハロゲン系難燃剤、リン系難燃剤、グアニジン系難
燃剤、リン酸メラミン系難燃剤、無機系難燃剤などを挙げることができる。なかでも、焼
却時に有害物質を発生しない点で非ハロゲン系難燃剤およびＲoＨＳ規制に適合した臭素
系難燃剤がこのましい。
【００５３】
　さらに非ハロゲン系難燃剤のなかでも、スルファミン系難燃剤、リン酸エステル、リン
酸アンモニウム、リン酸グアニジン、リン酸メラミン等、環状ホスファゼンのリン系難燃
剤、硫酸メラミンなどは、ビニロンやパルプなどのポリビニルアルコール成分やセルロー
ズ成分が燃焼した時に炭化を促進する効果が高い。また、それらの難燃剤は、ポリエステ
ル繊維などの燃焼時に、溶融するタイプの繊維が混合されていても炭化を防ぎ、燃え広が
るのを防止する効果が高い。
【００５４】
　難燃剤は水溶性のものであっても良いが、常温で粒子状になるものが、配合しても比強
度を低下させないため最適である。
【００５５】
　　また本発明において、不織布は、撥水剤、香料、脱臭剤、抗菌剤、抗ウイルス剤、抗
アレルゲン剤、ガス吸着剤、ガス吸着多孔質体等が付与されて付加機能がつけられていて
もよい。
【００５６】
　そして、本発明においては、得られた不織布の単繊維間が、ガラス転移点温度３０度以
上の樹脂で固定される。その方法としては、水や空気などの流体に分散させた繊維を網で
梳いた後の繊維集積体に、樹脂を含ませて乾燥固定する方法、すなわち、ガラス転移点温
度Ｔｇが３０℃以上、好ましくは３５℃以上、より好ましくは４０℃以上、更に好ましく
は５０℃以上の樹脂を繊維集積体に含ませて乾燥・熱処理して繊維間固定を行う方法を例
示することができる。ガラス転移点温度Ｔｇが８０℃超になると、１１０℃前後の乾燥時
に十分造膜しないために亀裂が入ったり、また－４０℃の雰囲気下に晒された状態で風圧
を掛けた時に割れたりする障害が生じやすくなるため、Ｔｇの好ましい範囲は３０～８０
℃の範囲である。
【００５７】
　Ｔｇが比較的高い樹脂を用いると、Ｔｇ上昇とともに樹脂が硬くなり、不織布の引っ張
り伸度が低下して、用いた単繊維の引っ張り伸度に近づく。そのため、繊維間が固定され
た不織布を引っ張った時、樹脂と繊維の両方に同時に応力がかかり、用いた繊維のヤング
率に適合した引っ張り強力が発生する。このため比強度の高い不織布が得られ易い。また
フィルターユニットが温度の高い雰囲気で使用されても樹脂の軟化が少ないため不織布の
比強度低下が少なく圧損変化が起こりにくいという効果が得られる。
【００５８】
　この様な効果を奏することができる樹脂としては、例えばアクリル酸エステル樹脂、ス
チレン・アクリル樹脂、エポキシ樹脂などを好適に用いることができる。中でもスチレン
・アクリル樹脂は剛性が高く、繊維との密着性も良いため繊維固定力が高くなるので適す
る。かかる樹脂は、水溶液にして、当該水溶液に繊維集積体を浸漬したり、繊維集積体に
当該水溶液を噴霧したりすることで付与してもよいが、熱融着性繊維の形態で繊維集積体
を作製する際に混入し、かかる繊維を溶融することで、上述したような単繊維の間を固定
することも可能である。
【００５９】
　そして、本発明においては、繊維間固定樹脂に平均粒子径が１００μｍ以下の粒子状物
質を混合させることが好ましい。該粒子状物質を樹脂に混合させずに繊維間を固定した不
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織布でも、比強度１０００Ｎ・ｃｍ／ｇ以上を達成することは出来るが、混合することで
より高い比強度とすることが可能である。平均粒子径が１００μｍ以下の粒子状物質を上
記樹脂に含有させて単繊維間を固定した不織布は、粒子状物質が樹脂自身の伸びを抑制す
る効果を発現して不織布全体の伸びが抑制されるため、不織布破断強度は低下するものの
低伸度化して、より濾材変形の少ない濾材が得られる。
【００６０】
　粒子状物質は、粒子径が小さすぎるとバインダーの連続性を断ち切る効果が高くなり過
ぎ、強度低下が大きくなる。一方、粒子径が大きすぎると繊維間の空間を閉塞するため圧
損があがり好ましくない。このため粒子径は５～１００μｍが好ましく、より好ましくは
１０～３０μｍ、さらに好ましくは１２～２５μｍである。これらを濾材全質量に対し０
．５～２０質量％、好ましくは５～１０％含有させると良い。
【００６１】
　かかる粒子状物質としては、常温で個体形状を示すものであれば目的を達成でき、具体
的には、炭酸カルシウム、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、ケイ
素化合物、臭素系難燃剤、リン酸メラミン等を例示できる。
【００６２】
　そして、本発明においては、高風速濾過におけるダスト捕集性を向上するため、上記の
ような不織布に帯電加工を施してもよいし、上記のような不織布に別の帯電加工不織布を
積層しても良い。
【００６３】
　帯電加工不織布としては、濾材貫通風速２５ｍ／分以上の高風速濾過でもＪＩＳダスト
１５種の捕捉率を８５％以上にして低圧損高捕集性を得るため、ＱＦ値０．１５以上のも
のが好ましい。このような高性能帯電加工不織布の製法には摩擦帯電加工法、ハイドロチ
ャージ法、コロナ放電法が知られており、どの製法でも実施できる。摩擦帯電加工法によ
るものは、ポリプロピレン繊維とポリエステル繊維、またはポリプロピレン繊維とポリア
クリル繊維が混合された繊維集合体を、繊維間で摩擦加工して帯電加工するため、繊維密
度が低く目詰まりしにくい構造である。このため特に長寿命性を求める濾材に向いている
。またハイドロチャージ法は、低目付不織布でも帯電加工が可能なため、濾材厚みを薄く
することが出来るなどの優れた特徴がある。
【００６４】
　また、本発明の濾材は、濾材ＱＦ値が０．４以上であることが好ましい。濾材ＱＦ値は
、ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に準じた評価機器に濾材をセットし、濾
材貫通風速４．５ｍ／分で空気を流し、初期圧損に１５０Ｐａを加えた最終圧損に達する
までＪＩＳ　Ｚ８９０１（１９７４）記載のダスト１５種を供給し、総ダスト供給量と濾
材に捕集されずに通過したダスト量の割合から求めたダスト透過率の自然対数を濾材のダ
スト負荷前圧損で割って求める。濾材ＱＦ値が高いものほど低圧損でありながら高いダス
ト捕集率であることを示す。濾材ＱＦ値が０．４を下まわるような濾材は、花粉等の捕集
率が８５％以下となるためアレルギー症状発症の防止効果が低い。より好ましくは０．５
以上、更に好ましくは１．０以上のものが、低圧損でありながら微細塵から花粉などの粗
大粒子まで捕集できるので最適である。
【００６５】
　さらに、本発明においては、上記のような濾材を用いたフィルターユニットのユニット
ＱＦ値が０．０３以上であることが好ましい。ユニットＱＦ値は、ＪＩＳ　Ｂ９９０８（
２００１）形式３試験法に準じた評価機器に、本発明の濾材が用いられたフィルターユニ
ットをセットし、５２５ｍ３／時の風量で空気を流し、初期圧損から最終圧損の２００Ｐ
ａに達するまでＪＩＳ　Ｚ８９０１（１９７４）記載のダスト１５種を供給し、総ダスト
供給量とフィルターユニットに捕集されずに通過したダスト量の割合から求めたダスト透
過率の自然対数をフィルターユニットのダスト負荷前圧損で割って求める。ユニットＱＦ
値が高いものほど低圧損でありながら高いダスト捕集率であることを示す。ユニットＱＦ
値が０．０３を下まわるようなフィルターユニットは、花粉等の捕集率が８５％以下とな
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るためアレルギー症状発症の防止効果が低く良くない。より好ましくは０．０５以上、更
に好ましくは０．０６以上のものが、低圧損でありながら微細塵から花粉などの粗大粒子
まで捕集できるので最適である。
【００６６】
　ユニットＱＦ値を高くするためには、フィルターユニットの初期圧損を下げることが重
要である。ユニット圧損は、濾材圧損と構造圧損の和で構成される。その内、構造圧損は
、風圧による濾材変形がプリーツ加工されて形成された空気流路間隔の閉塞度によって発
生度合いが変化する。同じ濾材で、同じ濾材面積、同じ山間ピッチの、山高さの高いユニ
ットと低いユニットを作成した場合では、濾材を通過する風速は同じであるため同じ風圧
が計算上かかるが、山高さの高いユニットでは山の斜面で発生する濾材の変形量が、山高
さの低いユニットより大きくなるため構造圧損が高くなる。このためユニットＱＦ値を高
くするためには、フィルター間口が広く薄型のユニット形状にすると有利である。
【００６７】
　また、ユニットＱＦ値を高くするためには、最終圧損でのダスト透過率を下げることが
重要である。最終圧損でのダスト透過率は、濾材の繊維構成、繊維密度、初期捕集性能、
濾過風速によって決定される。ダスト透過率はダスト付着に伴う目詰まりによって低下す
るため繊維密度が高いと有利であるが、この様にした場合には初期圧損が上がり寿命も短
くなるので適さない。最適な方法は、帯電加工不織布ＱＦ値が０．１２以上、平均単繊維
繊維径が４μｍ以上、繊維密度０．１２ｇ／ｃｍ３以下の帯電加工不織布を別途濾材に積
層する方法が最適である。すなわち、初期ダスト透過率が２０％以下の嵩高帯電加工不織
布で捕集効率を嵩上げすることで、多風量処理でも捕集性能が高く、寿命の長い低圧損エ
アフィルターユニットを得ることができる。
【実施例】
【００６８】
　以下、実施例を用いて本発明をより具体的に説明する。まず、本実施例における濾材の
各特性の評価方法を下記する。なお、ヤング率、厚み、目付、比強度の評価に用いる試験
片は、ＪＩＳ　Ｚ８７０３（１９８３）の標準温湿度状態２類（温度２０±２℃、相対湿
度６５±２％）で調湿したものを用いる。
【００６９】
　＜単繊維の繊度、繊維長および構成割合＞
　単繊維と樹脂で構成された不織布を、樹脂が溶ける溶液に浸漬して樹脂分を除去し、繊
維だけにした後、繊維長をノギスで測定し、長さ毎に分類する。また繊維長が異なる群毎
に電子顕微鏡で繊維幅を測定し区分する。この際、繊維本数は少なくとも１００本以上を
測定し単繊維構成を群毎に分類する。次いで四塩化炭素と水を混合して作成した密度勾配
液に、構成繊維を入れて、浮きも沈みもしない液密度を求め、これを繊維密度とする。な
お、繊維が密度勾配液に溶ける場合は、該繊維が溶けない、比重の重い適当な有機溶剤を
選定する。繊維が浮く場合は、融点を測定して、融点から素材を特定する。単繊維の繊度
は、求めた単繊維の繊維幅を繊維径として断面積Ａ[ｃｍ２]
　を求め、この短繊維の繊維比重Ｂ[ｇ／ｃｍ３]をかけ、下記式で求める。
【００７０】
　繊度[ｄｔｅｘ]＝Ａ[ｃｍ２]×Ｂ[ｇ／ｃｍ３]×１０６

　次いで、単繊維の構成割合は、先に求めた単繊維の群毎の構成割合を繊度と繊維長の構
成割合に変換して、全繊維質量に占める割合を算出する。
【００７１】
　＜ヤング率＞
　ＪＩＳ　Ｌ１０１３（１９９９）に準じて評価する。初期引張抵抗度から見かけヤング
率を求め、この数値をヤング率とする。また繊維長が数ｍｍから数１０ｍｍと短いため、
１分間の引っ張り速度は繊維長の１００％とする。また評価Ｎ数は少なくとも１０本以上
とし、算術平均を本発明におけるヤング率とする。　
【００７２】
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　＜通気度＞
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９９）に記載のフラジール形法の評価方法に従って実施。た
だし１枚で測定した場合には測定結果にバラツキが生じやすいため２枚重ねで測定する。
また評価Ｎ数は少なくとも５以上とし、算術平均を本発明における通気度とする。
【００７３】
　＜粒子状物質の平均粒子径測定＞
　粒子が無機物質の場合は、樹脂を溶剤で溶かして残った粒子を顕微鏡観察して１次粒子
径を測定する。また粒子が有機物質の場合には、濾材表面のＳＥＭ観察を行い、５０個以
上の粒子を無作為に選び、長径を測定してその長径の算術平均値を粒子状物質の平均粒子
径とする。なお、樹脂だけを溶解できる場合は、樹脂を溶解後濾過して残った粒子を顕微
鏡で観察する。
【００７４】
　＜厚み＞
　テクロック（株）製ＳＭ１１４を用いて測定頻度１００ｃｍ２当たり３箇所、合計２１
箇所の厚みを求めその算術平均値を利用する。
【００７５】
　＜目付＞
　評価試料（不織布、耐電加工不織布または濾材）の質量を求め、その面積から１ｍ２当
たりの質量に直して、それぞれの評価試料の目付として求める。サンプリング最小面積は
０．０１ｍ２以上とする。
【００７６】
　＜比強度＞
　ＪＩＳ　Ｌ１０８５（１９９８）に準拠して引っ張り強さを求め、該引っ張り強さから
比強度を求めた。具体的には、まず、幅５０ｍｍの不織布を、定速引っ張り試験機（オー
トグラフ　ＳＨＩＭＡＤＺＵ（株）製型式ＡＧＳ－Ｊ）で、チャック間長さ２００ｍｍ、
引っ張り速度１００ｍｍ／ｍｉｎで評価したＳ－Ｓカーブから、１％伸張時の発生強力[
Ｎ]を求め、該発生強力を試験片の断面積（不織布幅５０ｍｍ×不織布厚み）で割り、１
％伸長時の引っ張り強さ[Ｎ／ｃｍ２]を求めた。続いて、該引っ張り強さ[Ｎ／ｃｍ２]を
、後述する方法で求められる不織布の見掛け密度[ｇ／ｃｍ３]で割って、比強度を求めた
。なお、比強度は、不織布のプリーツ加工方向（ＭＤ方向）に２００ｍｍ長さを少なくと
も５個以上サンプリングして評価した値の算術平均値とする。
【００７７】
　＜樹脂のガラス転移点温度＞
　不織布から樹脂成分を採取しＤＳＣ法（高感度示差熱熱熱量計法）を用いて評価する。
評価Ｎ数は２個以上とし、算術平均値を利用する。
【００７８】
　＜帯電加工不織布ＱＦ値＞
　ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に準じた試験機に帯電加工不織布をセッ
トして、帯電加工不織布ＱＦ値を下記式で求める。
【００７９】
　帯電加工不織布ＱＦ値＝－Ｌｎ（Ｔ）／△Ｐ
　Ｔは帯電加工不織布の０．３μｍ～０．５μｍ径の一般外気に含まれる大気塵粒子の透
過率（以下、「０．３μ粒子透過率」という場合がある）
　Ｔ＝１－（ＣＯ／ＣＩ）
　ＣＯ＝評価試料が捕集した０．３μｍ～０．５μｍ径の粒子数
　ＣＩ＝評価試料に供給された０．３μｍ～０．５μｍ粒子数
　△Ｐは帯電加工不織布圧損（Ｐａ）
大気塵粒子の透過率Ｔと帯電加工不織布圧損△Ｐは、測定風速４．５ｍ／ｍｉｎで求める
。また、評価Ｎ数は２枚以上とし、算術平均値を利用する。
【００８０】
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　＜メルトブロー不織布の平均繊維径の測定＞
　メルトブロー不織布表面を５００倍以上でＳＥＭ観察し、５００本以上の繊維幅をラン
ダムに測定して算術平均値を利用する。
【００８１】
　＜不織布、帯電不織布圧損の測定＞
　ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に準じた試験機に評価試料をセットして
、評価試料を通過する風速を４．５ｍ／ｍｉｎとして求める。評価Ｎ数は２枚以上とし、
算術平均値を利用する。
【００８２】
　＜濾材ＱＦ値＞
　濾材ＱＦ値は、ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に準じた評価機器に濾材
をセットし、濾材貫通風速４．５ｍ／ｍｉｎで空気を流し濾材初期圧損（△Ｐ１）を求め
る。次いで、△Ｐ１に１５０Ｐａを加えた最終圧損に達する時点まで、ＪＩＳ　Ｚ８９０
１（１９７４）に記載のダスト１５種を供給し、評価濾材が捕集したダスト量（Ｗ１）と
評価濾材に捕集されずに下流側の絶対フィルターが捕集したダスト量（Ｗ２）から、下記
式でＪＩＳ１５種ダストの透過率Ｔ１を求める。
【００８３】
　Ｔ１＝１－（Ｗ１／（Ｗ１＋Ｗ２））
　Ｗ１＝評価濾材が捕集したＪＩＳ１５種ダスト粒子の質量
　Ｗ２＝絶対フィルターが捕集したＪＩＳ１５種ダスト粒子の質量
そして、濾材ＱＦ値を求める式に、ＪＩＳ１５種ダスト粒子の透過率Ｔ１を当てはめ下記
式で求める。
【００８４】
　濾材ＱＦ値＝－Ｌｎ（Ｔ１）／△Ｐ１

　Ｔ１はＪＩＳ１５種ダスト粒子の透過率
　△Ｐ１は濾材初期圧損（Ｐａ）
濾材ＱＦ値の評価Ｎ数は２枚以上とし、算術平均値を利用する。
【００８５】
　＜フィルターユニットＱＦ値＞
　フィルターユニットＱＦ値は、ＪＩＳ　Ｂ９９０８（２００１）形式３試験法に準じた
評価機器にフィルターサイズ幅２４０ｍｍ×長さ２５５ｍｍ×厚み１０ｍｍのフィルター
ユニットをセットし、５２５ｍ３／時の風量で空気を流しフィルターユニット初期圧損（
△Ｐ２）を求める。次いで、最終圧損２００Ｐａ達する時点まで、ＪＩＳ　Ｚ８９０１（
１９７４）に記載のダスト１５種を供給し、フィルターユニットに捕集されたダスト量（
Ｗ３）と評価ユニットに捕集されずに下流側の絶対フィルターに捕集されたダスト量（Ｗ

４）から、下記式でフィルターユニットにおけるＪＩＳ１５種ダスト粒子の透過率Ｔ２を
求める。
【００８６】
　Ｔ２＝（１－（Ｗ３／（Ｗ３＋Ｗ４））
　Ｗ３＝フィルターユニットが捕集したＪＩＳ１５種ダスト粒子の質量
　Ｗ４＝絶対フィルターが捕集したＪＩＳ１５種ダスト粒子の質量
そして、ユニットＱＦ値を求める式に、ＪＩＳ１５種ダスト粒子の透過率Ｔ２を当てはめ
下記式で求める。
【００８７】
　フィルターユニットＱＦ値＝－Ｌｎ（Ｔ２）／△Ｐ２

　Ｔ２はＪＩＳ１５種ダスト粒子の透過率
　△Ｐ２はフィルターユニット初期圧損（Ｐａ）
フィルターユニットＱＦ値の評価Ｎ数は２枚以上とし、算術平均値を利用する。
【００８８】
　＜不織布の見掛け密度＞
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　テクロック（株）製ＳＭ１１４を用いて試料面積１００ｃｍ２当たり１箇所の測定密度
で、合計２１箇所以上の厚みを求め、その算術平均値を算出する。また濾材目付は、不織
布の質量を求め、その面積から１ｍ２当たりの質量に直して目付とする。サンプルング最
小面積は０．０１ｍ２以上とし、評価する試料の枚数は２枚以上とし、それらの算術平均
値を用いる。
【００８９】
　上記の方法で求めた不織布の厚みと目付から、不織布の見掛け密度を下記式で求める。
【００９０】
　不織布の見掛け密度（ｇ／ｃｍ３）＝濾材目付（ｇ／ｃｍ２）／濾材厚み（ｃｍ）×１
００００
　＜難燃性＞
　ＪＩＳ　Ｌ１０９１（１９９９）Ａ－３法に準じて実施する。
【００９１】
　（実施例１）
　傾斜ワイヤー方式の湿式抄紙方法により、非捲縮のビニロン繊維（ヤング率１８０ｃＮ
／ｄｔｅｘ、繊度７ｄｔｅｘ、繊維長１０ｍｍのものを２０質量％）、非捲縮のポリエス
テル繊維（（１）ヤング率６５ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度１０ｄｔｅｘ、繊維長１０ｍｍのも
のを２１質量％、（２）ヤング率６５ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度１７ｄｔｅｘ、繊維長１８ｍ
ｍのものを４９質量％）、パルプ（１０質量％）から構成された目付３７．５ｇ／ｍ２の
繊維集積体を作製した。その後、該繊維集積体を、スチレンアクリル重合体（ガラス転移
点温度Ｔｇ３０℃、造膜温度４５℃）の固形分３０％液に含浸後、乾燥熱処理して目付４
６．８ｇ／ｍ２、厚み０．４１０ｍｍ、通気度３７５ｃｍ３／ｃｍ２・秒（２枚重ね）、
見掛け密度０．１１４ｇ／ｃｍ３、１％伸長時引っ張り強さ１８０Ｎ／ｃｍ２、比強度１
５７９Ｎ・ｃｍ／ｇの不織布を作成した。この不織布の圧損は１．６Ｐａであった。
【００９２】
　この不織布に、帯電不織布（目付１２ｇ／ｍ２、平均繊維径６．０μｍ、圧損１．８Ｐ
ａ、０．３μ粒子透過率Ｔ＝０．７５、厚み０．１２ｍｍ、帯電加工不織布ＱＦ値０．１
６のポロプロピレンメルトブロー不織布）を接着して、微細塵も捕集可能な厚み０．５３
５ｍｍの濾材（圧損３．５Ｐａ、ＪＩＳ１５種ダスト透過率Ｔ１＝０．０８、濾材ＱＦ値
０．７２）を作成した。
【００９３】
　この濾材を山高さ８ｍｍにプリーツ加工して、フィルターサイズが幅２４０ｍｍ、長さ
２５５ｍｍ、厚み１０ｍｍの枠体の中に濾材面積が０．３５ｍ２となるように入れ、フィ
ルターユニットを作成した。
【００９４】
　このフィルターユニットを風量５２５ｍ３／時でユニット圧損を測定した結果、７０Ｐ
ａ（構造圧損５０．６Ｐａ）であった。このユニットにＪＩＳ１５種ダストを負荷して寿
命特性を求めたところ、ユニットにおけるＪＩＳ１５種ダスト透過率Ｔ２＝０．０９、Ｊ
ＩＳ１５種の付着量＝１３ｇ／ユニット、フィルターユニットＱＦ値＝０．０３４であり
、自動車エアコン用高性能フィルターに使用できる性能（騒音が余り気にならず、またエ
アコン効率を低下させない圧損７０Ｐａ以下、花粉の侵入をほぼ阻止できる性能としての
ＪＩＳダスト１５種捕集効率９１％以上）であった。
【００９５】
　なお、条件および結果を表１、表２に示す。
【００９６】
　（実施例２）
　不織布の構成繊維を変更し、表１、表２に示すようにした以外は実施例１と同様にした
。その結果、構造圧損発生が少ないフィルターユニットが作成できた。また、該フィルタ
ーユニットが低圧損高捕集で長寿命なフィルターであることも確認できた。
【００９７】
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　（実施例３）
　不織布の構成繊維を変更し、表１、表２に示すようにした以外は実施例１と同様にした
。ヤング率の高い繊維を用いたため、実施例１、２に比べてさらに比強度の高い不織布を
得ることができ、その結果、更に構造圧損の少ないフィルターユニットが作成できた。ま
た、該フィルターユニットが低圧損高捕集で長寿命なフィルターであることも確認できた
。
【００９８】
　（実施例４）
　不織布の構成繊維を変更し、スチレンアクリル重合体の固形分３０％液をガラス転移点
温度Ｔｇ３５℃、造膜温度５５℃のものに変更し、表３、表４に示すようにした以外は実
施例１と同様にした。
【００９９】
　繊維長が長く、また、それら単繊維をＴｇの高いスチレンアクリル重合体で繊維間を固
定したため、実施例１～３より、さらに比強度の高い不織布を得ることができ、その結果
、更に構造圧損の少ないフィルターユニットが作成できた。また、該フィルターユニット
が低圧損高捕集で長寿命なフィルターであることも確認できた。
【０１００】
　（実施例５）
　スチレンアクリル重合体の固形分３０％液をガラス転移点温度Ｔｇ５０℃、造膜温度８
０℃のものに変更し、表３、表４に示すようにした以外は実施例４と同様にした。
【０１０１】
　繊維長が長く、また、それら単繊維を実施例４よりさらにＴｇの高いスチレンアクリル
重合体で繊維間を固定したため、さらに比強度の高い不織布を得ることができ、その結果
、さらに構造圧損の少ないフィルターユニットが作成できた。また、該フィルターユニッ
トが低圧損高捕集で長寿命なフィルターであることも確認できた。
【０１０２】
　また、用いた不織布について、６０度の雰囲気下で比強度を測定したところ４２００Ｎ
・ｃｍ／ｇで殆ど低下が認められなかった。この結果から、エンジンに近い加温される場
所に使用しても、熱による濾材変形の少ない耐熱性に優れた不織布であることが確認でき
た。
【０１０３】
　（実施例６）
　スチレンアクリル重合体（Ｔｇ３０℃、造膜温度４５度）の固形分３０％液に、該スチ
レンアクリル重合体の乾燥重量に対して乾燥重量比率で１０％の炭酸カルシウム（平均粒
子径４ミクロン）を混合したバインダーを作製し、このバインダーに繊維集積体を含浸さ
せ、表３、表４のようにした以外は、実施例２と同様にした。
【０１０４】
　スチレンアクリル重合体（Ｔｇ３０℃、造膜温度４５度）の固形分３０％液に粒子状物
質を含有させた結果、実施例２に比べて比強度の高い不織布を得ることができ、構造圧損
の少ないフィルターユニットが作成できた。また、該フィルターユニットが低圧損高捕集
で長寿命であることも確認できた。
【０１０５】
　（実施例７）
　スチレンアクリル重合体（Ｔｇ３０℃、造膜温度４５度）の固形分３０％液に、該スチ
レンアクリル重合体の乾燥重量に対して乾燥重量比率で４６．７％の難燃剤リン酸メラミ
ン（水不溶性）を混合したバインダーを作製し、このバインダーに繊維集積体を含浸させ
、表５、表６のようにした以外は、実施例２と同様にした。
【０１０６】
　不織布の表面観察から平均粒子径１０μｍの粒子がスチレンアクリル重合体内部および
表面に析出して形成されていた。スチレンアクリル重合体に粒子状物質を含有させた結果
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、実施例２に比べて比強度の高い不織布を得ることができ、構造圧損の少ないフィルター
ユニットが作成できた。また、該フィルターユニットが低圧損高捕集で長寿命であること
も確認できた。さらに、濾材の難燃性を評価したところＡ－３法に合格する自消性が確認
できた。
【０１０７】
　（実施例８）
　帯電不織布を、目付２２ｇ／ｍ２、平均繊維径６．０μｍ、圧損３．７Ｐａ、０．３μ
粒子透過率Ｔ＝０．３５、厚み０．２１ｍｍ、帯電加工不織布ＱＦ値０．２８のポロプロ
ピレンメルトブロー帯電不織布に変更し、表５、表６のようにした以外は、実施例２と同
様にした。
【０１０８】
　その結果、目付の大きい帯電不織布を用いたために捕集性能が高くなった。また、捕集
性の高いフィルターユニットであるにも関わらず低圧損長寿命であることも確認できた
　（実施例９）
　帯電不織布を、ポリエステル短繊維（繊度５ｄｔｅｘ、繊維径２２．０μｍ）とポリプ
ロピレン短繊維（繊度５ｄｔｅｘ、繊維径２６．３μｍ）とがそれぞれ重量比率で５０％
で混在している目付１６ｇ／ｍ２の摩擦帯電加工不織布（、圧損０．５Ｐａ、０．３μ粒
子透過率Ｔ＝０．６１、厚み０．２ｍｍ、帯電加工不織布ＱＦ値０．９９）に変更し、表
５、表６のようにした以外は、実施例２と同様にした。
【０１０９】
　実施例７と同様、濾材厚みがやや厚い濾材であったものの、低圧損濾材となり、ユニッ
ト圧損も低いものであった。また、捕集性の高いフィルターユニットであるにも関わらず
長寿命のフィルターであることも確認できた
　（実施例１０）
　不織布の構成繊維を変更し、スチレンアクリル重合体の固形分３０％液を同様の固形分
１０％液に変更し、さらに、得られた不織布に別の帯電不織布を接着するのではなく、得
られた不織布に純水を吹きかけてハイドロチャージ法で帯電加工を行い、表７、表８に示
すようにした以外は実施例４と同様にした。
【０１１０】
　その結果、不織布層１層だけの濾材であっても捕集性が高く、かつ圧損の低い、高性能
フィルターユニットであることが確認できた
　（実施例１１）
　不織布の構成繊維を変更し、帯電不織布を、目付１０ｇ／ｍ２、平均繊維径５．０μｍ
、圧損１．６Ｐａ、０．３μ粒子径過率Ｔ＝０．７７、厚み０．０８ｍｍ、帯電加工不織
布ＱＦ値０．１６のポロプロピレンメルトブロー帯電不織布に変更し、さらに、フィルタ
ーユニットにおける濾材面積を０．４２ｍ２に変更し、表７、表８のようにした以外は実
施例１と同様にした。
【０１１１】
　その結果、目付が小さく且つ薄いものであったが比強度の高い不織布を得ることができ
、そのため狭いプリーツ山間隔で濾材を収納しても構造圧損の発生が少なく、低圧損、高
捕集で長寿命なフィルターユニットが作成できた。
【０１１２】
　（実施例１２）
　エアレード法により、非捲縮のビニロン繊維（ヤング率１８０ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度７
ｄｔｅｘ、繊維長２０ｍｍのものを３０質量％）、非捲縮の芯鞘型ポリエステル繊維（鞘
成分融点１５４℃、芯成分融点２６５℃のもので、（１）ヤング率６５ｃＮ／ｄｔｅｘ、
繊度９．６ｄｔｅｘ、繊維長１５ｍｍのものを２１質量％、（２）ヤング率６５ｃＮ／ｄ
ｔｅｘ、繊度１６．２ｄｔｅｘ、繊維長２４ｍｍのものを４９質量％）から構成された目
付３７．５ｇ／ｍ２の繊維集積体を作製した。その後、１９０℃の温風を繊維集積体に作
用させてポリエステル芯鞘繊維の鞘成分を溶かした状態を作り２５℃に調節したカレンダ
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ーロールで圧縮して厚み０．４０ｍｍ、通気度３９０ｃｍ３／ｃｍ２・秒（２枚重ね）、
見掛け密度０．０９４ｇ／ｃｍ３、１％伸長時引っ張り強さ１２０Ｎ／ｃｍ２、比強度１
２７７Ｎ・ｃｍ／ｇの不織布を作成した。この不織布の圧損は１．５Ｐａであった。
【０１１３】
　この不織布に、帯電不織布（目付１２ｇ／ｍ２、平均繊維径６．０μｍ、圧損１．８Ｐ
ａ、０．３μ粒子透過率Ｔ＝０．７５、厚み０．１２ｍｍ、帯電加工不織布ＱＦ値０．１
６のポロプロピレンメルトブロー不織布）を接着して、微細塵も捕集可能な厚み０．５３
ｍｍの濾材（圧損３．３Ｐａ、ＪＩＳ１５種ダスト透過率Ｔ１＝０．０８、濾材ＱＦ値０
．７７）を作成した。
【０１１４】
　この濾材を山高さ８ｍｍにプリーツ加工して、フィルターサイズが幅２４０ｍｍ長さ２
５５ｍｍ厚み１０ｍｍの枠体の中に濾材面積が０．３５ｍ２となるように入れ、フィルタ
ーユニットを作成した。
【０１１５】
　このフィルターユニットを風量５２５ｍ３／時でユニット圧損を測定した結果、６７．
８Ｐａ（構造圧損４９．５Ｐａ）であった。このユニットにＪＩＳ１５種ダストを負荷し
て寿命特性を求めたところ、ユニットにおけるＪＩＳ１５種ダスト透過率Ｔ２＝０．０８
５、ＪＩＳ１５種の付着量＝１４ｇ／ユニット、フィルターユニットＱＦ値＝０．０３６
であり、自動車エアコン用高性能フィルターに使用できる性能であった。
【０１１６】
　濾材の製法をエアレード法とし、熱融着性繊維を用い、且つ繊維長を長くして繊維間固
定を行った結果、不織布見掛け密度が低いにも関わらず比強度の高いものが得られ、ユニ
ット性能も寿命特性の高いものが得られた。
【０１１７】
　なお、条件および結果を表７、表８に示す。
【０１１８】
　（実施例１３）
　エアレード法により、非捲縮のビニロン繊維（ヤング率１８０ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度７
ｄｔｅｘ、繊維長２０ｍｍのものを３０質量％）、非捲縮の芯鞘型ポリエステル繊維（鞘
成分融点１５４℃、芯成分融点２６５℃のもので、（１）ヤング率６５ｃＮ／ｄｔｅｘ、
繊度９．６ｄｔｅｘ、繊維長１５ｍｍのものを２１質量％、（２）ヤング率６５ｃＮ／ｄ
ｔｅｘ、繊度１６．２ｄｔｅｘ、繊維長２４ｍｍのものを４９質量％）から構成された目
付３７．５ｇ／ｍ２の繊維間固定された繊維集積体を作製した。その後、該繊維集積体を
、スチレンアクリル重合体（ガラス転移点温度Ｔｇ３０℃、造膜温度４５℃）の固形分３
０％液に含浸後、１９０℃の温風を繊維集積体に作用させて乾燥熱処理して目付３９．５
ｇ／ｍ２とした後、２５℃に調節したカレンダーロールで圧縮して厚み０．４３ｍｍ、通
気度４００ｃｍ３／ｃｍ２・秒（２枚重ね）、見掛け密度０．０９２ｇ／ｃｍ３、１％伸
長時引っ張り強さ１３０Ｎ／ｃｍ２、比強度１４１３Ｎ・ｃｍ／ｇの不織布を作成した。
この不織布の圧損は１．４Ｐａであった。
【０１１９】
　この不織布に、帯電不織布（目付１２ｇ／ｍ２、平均繊維径６．０μｍ、圧損１．８Ｐ
ａ、０．３μ粒子透過率Ｔ＝０．７５、厚み０．１２ｍｍ、帯電加工不織布ＱＦ値０．１
６のポロプロピレンメルトブロー不織布）を接着して、微細塵も捕集可能な厚み０．５３
ｍｍの濾材（圧損３．２Ｐａ、ＪＩＳ１５種ダスト透過率Ｔ１＝０．０８、濾材ＱＦ値０
．７９）を作成した。
【０１２０】
　この濾材を山高さ８ｍｍにプリーツ加工して、フィルターサイズが幅２４０ｍｍ長さ２
５５ｍｍ厚み１０ｍｍの枠体の中に濾材面積が０．３５ｍ２となるように入れ、フィルタ
ーユニットを作成した。
【０１２１】
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　このフィルターユニットを風量５２５ｍ３／時でユニット圧損を測定した結果、６７．
３Ｐａ（構造圧損４９．５Ｐａ）であった。このユニットにＪＩＳ１５種ダストを負荷し
て寿命特性を求めたところ、ユニットにおけるＪＩＳ１５種ダスト透過率Ｔ２＝０．０８
５、ＪＩＳ１５種の付着量＝１４．６ｇ／ユニット、フィルターユニットＱＦ値＝０．０
３７であり、自動車エアコン用高性能フィルターに使用できる性能であった。
【０１２２】
　濾材の製法をエアレード法とし、繊維間固定に熱融着性繊維と樹脂を用いたことで不織
布見掛け密度が低いにも関わらず比強度の高いものが得られ、ユニット性能も寿命特性の
高いものが得られた。
【０１２３】
　なお、条件および結果を表９、表１０に示す。
【０１２４】
　（実施例１４）
　エアレード法により、非捲縮のビニロン繊維（ヤング率２５０ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度１
７ｄｔｅｘ、繊維長１２ｍｍのものを４０質量％）、非捲縮の芯鞘型変成ＰＰ／ＰＰ繊維
（ヤング率４５ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度２．２ｄｔｅｘ、繊維長１０ｍｍ、鞘成分変成ポリ
プロピレン融点１２９℃、芯成分ポリプロピレン融点１６５℃のものを５０質量％）、非
捲縮のポリプロピレン繊維（ヤング率１３０ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度３．０ｄｔｅｘ、繊維
長１５ｍｍのものを１０質量％）から構成された繊維集積体を得た。これに１４５℃の加
熱空気を通過させて、芯鞘型変成ＰＰ／ＰＰ繊維の鞘側変成ＰＰ（ポリオレフィン、ポリ
エチレン共重合ポリマー、融点１２９℃）だけを溶解させて他の繊維との繊維間固定を行
ったあと、１２０℃以下で加圧して、厚み０．７ｍｍの不織布（目付８０ｇ／ｍ２、厚さ
０．７０ｍｍ、比強度１０５２Ｎ・ｃｍ／ｇ）を作製した。その後、不織布を水洗して繊
維に付着した油剤を除去した後、ハイドロチャージ法でエレクトレト加工を行い１層構造
の帯電濾材を得た。
【０１２５】
　この濾材を山高さ８ｍｍにプリーツ加工して、フィルターサイズが幅２４０ｍｍ長さ２
５５ｍｍ厚み１０ｍｍの枠体の中に濾材面積が０．２８ｍ２となるように入れ、フィルタ
ーユニットを作成した。
【０１２６】
　このフィルターユニットを風量５２５ｍ３／時でユニット圧損を測定した結果、７１．
０Ｐａと高めであったが、ＪＩＳ１５種ダストの透過率Ｔ２＝０．０７４、ＪＩＳ１５種
の付着量＝１６ｇ／ユニット、フィルターユニットＱＦ値＝０．０３７であり、０．３μ
ｍ粒子透過率が低くても寿命の長いフィルターユニットを得ることができた。
【０１２７】
　なお、条件および結果を表９、表１０に示す。
【０１２８】
　（実施例１５）
　エアレード法により、非捲縮の芳香族のポリアミド繊維（ヤング率４４００ｃＮ／ｄｔ
ｅｘ、繊度１７ｄｔｅｘ、繊維長１０ｍｍのものを４０質量％）、非捲縮のポリプロピレ
ン繊維（ヤング率１３０ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度３ｄｔｅｘ、繊維長１５ｍｍのものを１０
質量％）、非捲縮の芯鞘型変成ＰＰ／ＰＰ繊維（ヤング率４５ｃＮ／ｄｔｅｘ、繊度２．
２ｄｔｅｘ、繊維長１０ｍｍ、鞘成分変成ポリプロピレン融点１２９℃、芯成分ポリプロ
ピレン融点１６５℃）のもの５０質量％）から構成された繊維集積体を得た。これに１４
５℃の加熱空気を通過させて、芯鞘型変成ＰＰ／ＰＰ繊維の鞘側変成ＰＰ（ポリオレフィ
ン、ポリエチレン共重合ポリマー、融点１２９℃）だけを溶解させて他の繊維との繊維間
固定を行ったあと、１２０℃以下で加圧して厚み０．７ｍｍの不織布（目付８０ｇ／ｍ２

、厚さ０．７０ｍｍ、比強度５４３９Ｎ・ｃｍ／ｇ）を作製した。この繊維集積体を水洗
して繊維に付着した油剤を除去した後、ハイドロチャージ法でエレクトレト加工を行い１
層構造の帯電濾材を得た。



(21) JP 5434076 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

【０１２９】
　この濾材を山高さ８ｍｍにプリーツ加工したところ、プリーツ部の山部分で剛性の高い
芳香族ポリアミド繊維が繊維固定部分で部分的に外れ、ささくれ立つ問題が有った。
【０１３０】
　そして、プリーツ加工をした濾材をフィルターサイズが幅２４０ｍｍ長さ２５５ｍｍ厚
み１０ｍｍの枠体の中に濾材面積が０．２８ｍ２となるように入れ、フィルターユニット
を作成した。
【０１３１】
　このフィルターユニットを風量５２５ｍ３／時でユニット圧損を測定した結果、４９．
２Ｐａと低く、高い比強度の効果が得られた。またＪＩＳ１５種ダストの透過率Ｔ２＝０
．０７２、ＪＩＳ１５種の付着量＝２０ｇ／ユニット、フィルターユニットＱＦ値＝０．
０５３であり、実施例１４より高い性能を得る事ができた。ただし、上述のとおり、使用
した芳香族ポリアミド単繊維の繊度が大きく、ヤング率も高いため、プリーツ加工した濾
材の山部分がささくれ立つ問題があった。
【０１３２】
　なお、条件および結果を表９、表１０に示す。
【０１３３】
　（比較例１）
　単繊維ヤング率の比強度への影響を試験するため、不織布の構成繊維を変更し、表１１
、表１２のようにした以外は実施例１と同様にした。
【０１３４】
　その結果、得られたフィルターユニットは、実施例１よりユニット圧損、構造圧損とも
に高く、また、捕集性も悪く、寿命も短いものであった。
【０１３５】
　（比較例２）
　スチレンアクリル重合体の固形分３０％液を、ガラス転移点温度Ｔｇ２５℃、造膜温度
３２℃のものに変更し、表１１、表１２に示すようにした以外は比較例１と同様にした。
【０１３６】
　得られた不織布は濾材変形度の大きい不織布であり、その結果、フィルターユニットは
、ユニット圧損、構造圧損ともに実施例１より高く、自動車エアコン用フィルターに求め
られる初期圧損を越えていた。また、捕集性も悪く、寿命も短いものであった。
【０１３７】
　（比較例３）
　傾斜ワイヤー方式の湿式抄紙方法ではなく乾式ケミカルボンド製法により、不織布の構
成繊維を変更し、表１１、表１２のようにした以外は実施例１と同様にした。
【０１３８】
　得られた不織布は濾材変形度の大きい不織布であり、その結果、フィルターユニットは
、ユニット圧損、構造圧損ともに実施例１より更に高く、自動車エアコン用フィルターに
求められる初期圧損を越えていた。また、捕集性も更に悪く、寿命も短いものであった。
【０１３９】
　（比較例４）
　不織布の構成繊維を変更し、表１３、表１４のようにした以外は実施例１と同様にした
。
【０１４０】
　得られた不織布は濾材変形度の大きい不織布であり、その結果、フィルターユニットは
、ユニット圧損、構造圧損ともに実施例１より高く、自動車エアコン用フィルターに求め
られる初期圧損を越えていた。また、捕集性も悪く、寿命も短いものであった。
【０１４１】
　（比較例５）
　不織布の構成繊維を変更し、表１３、表１４のようにした以外は実施例１と同様にした
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【０１４２】
　得られた不織布は濾材変形度の大きい不織布であり、その結果、フィルターユニットは
、ユニット圧損、構造圧損ともに実施例１より高く、自動車エアコン用フィルターに求め
られる初期圧損を越えていた。また繊維全質量に占める６ｄｔｅｘ以下の繊維割合も３０
％を越えていたため、目詰まりし易いため寿命が短く、最終圧損までに十分捕集効率が上
がらないため捕集性も悪いものであった。
【０１４３】
　（比較例６）
　スチレンアクリル重合体の固形分３０％液を、ガラス転移点温度Ｔｇ２５℃、造膜温度
３２℃のものに変更し、表１３、表１４に示すようにした以外は実施例１と同様にした。
【０１４４】
　　スチレンアクリル樹脂が柔らかいため得られた不織布の表面には粘着性が認められた
。また、濾材変形度の大きい不織布であり、その結果、フィルターユニットは、ユニット
圧損、構造圧損ともに実施例１より高く、自動車エアコン用フィルターに求められる初期
圧損を越えていた。また、捕集性も悪く、寿命も短いものであった。
【０１４５】
　（比較例７）
　不織布の構成繊維を変更し、表１５、表１６のようにした以外は実施例１と同様にした
。
【０１４６】
　繊維全質量に占めるヤング率１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上で繊度７ｄｔｅｘ以上の非捲縮
繊維の配合率が１５％であったため、得られた不織布は濾材変形度の大きい不織布であり
、その結果、フィルターユニットは、ユニット圧損、構造圧損ともに実施例１より高く、
自動車エアコン用フィルターに求められる初期圧損を越えていた。また、捕集性も悪く、
寿命も短いものであった。
【０１４７】
　（比較例８）
　不織布の構成繊維を変更し、表１５、表１６のようにした以外は実施例１と同様にした
。
【０１４８】
　繊維全質量に占めるヤング率１５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上の繊維配合率が２５％であった
が、該繊維は繊度が３ｄｔｅｘのものであったため、得られた不織布は通気度が低く濾材
変形度の大きい不織布であり、その結果、フィルターユニットは、ユニット圧損、構造圧
損ともに実施例１より高く、自動車エアコン用フィルターに求められる初期圧損を越えて
いた。また、捕集性も悪く、寿命も短いものであった。
【０１４９】
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【表１】

【０１５０】
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【表２】

【０１５１】
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【表３】

【０１５２】
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【表４】

【０１５３】



(27) JP 5434076 B2 2014.3.5

10

20

30

40

【表５】

【０１５４】
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【表６】

【０１５５】
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【表７】

【０１５６】
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【表８】

【０１５７】



(31) JP 5434076 B2 2014.3.5

10

20

30

40

【表９】

【０１５８】
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【表１０】

【０１５９】
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【表１１】

【０１６０】
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【表１２】

【０１６１】
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【表１３】

【０１６２】
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【表１４】

【０１６３】
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【表１５】

【０１６４】
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【表１６】

【産業上の利用可能性】
【０１６５】
　本発明の濾材およびフィルターユニットは、例えば家庭用空気清浄機フィルター、ビル
・工場向け空調用フィルター、車載用フィルター等の機械や機器類に好適に使用できる。
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