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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のオリフィスと、
前記複数のオリフィスを通過してきた複数の原フィラメントにレーザービームを照射す
るレーザービーム照射装置と、
前記複数のそれぞれの原フィラメントに、前記レーザービームを前記複数の原フィラメ
ントに対して均一に照射する、ビームの中心部から周辺部にわたってほぼ同じ照射強度を
有するフラットトップビームとするビーム整形素子と、
を備えたことを特徴とする極細フィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項２】
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前記フラットトップビームは、前記原フィラメントの通過する方向の広がりが、それと
直角方向の広がりに比べて短いライン状のリニアフラットトップビームであることを特徴
とする、請求項１に記載の極細フィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項３】
前記均一に照射する手段が、前記複数の原フィラメントが、前記レーザービームの照射
方向に対して、
重ならずに配置されていることを特徴とする請求項１又は２のいずれかに記載の極細フ
ィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項４】
前記複数の原フィラメントが、ビーム幅の一端から他端まで、等間隔で配置されている
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ことを特徴とする請求項３に記載の極細フィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項５】
前記複数の原フィラメントに、前記フィラメントの流れる方向と直角方向に前記レーザ
ービームを逐次照射する回転ポリゴンミラーを備えたことを特徴とする請求項１から４の
いずれかに記載の極細フィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項６】
前記複数の原フィラメントに前記レーザービームを逐次照射する振動ガルバノミラーを
備えたことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の極細フィラメントのマルチ(
多錘)延伸装置。
【請求項７】
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前記レーザービームを複数回反射させる、前記複数の原フィラメントを挟んで設置され
ている複数のミラーを備えたことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の極細フ
ィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項８】
前記複数のミラーが平行に設置されている一対のミラーであることを特徴とする請求項
７に記載の極細フィラメントのマルチ(多錘)延伸装置。
【請求項９】
前記レーザービームを反射させるために、前記平行に設置されている一対のミラーに垂
直なミラーをさらに備えたことを特徴とする請求項８に記載の極細フィラメントのマルチ
(多錘)延伸装置。
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【請求項１０】
前記平行に設置されている一対のミラーにビームを照射する第２のレーザービーム照射
装置を備えたことを特徴とする請求項８又は９のいずれかに記載の極細フィラメントのマ
ルチ（多錘）延伸装置。。
【請求項１１】
前記レーザービームが照射され延伸されたフィラメントを巻き取る巻取機を備えたこと
を特徴とする請求項１から１０に記載の極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関し、特に炭酸ガスレーザー
ビームを照射して超高延伸倍率を行うことにより、ナノフィラメントに至るまでに極細化
を可能にした延伸装置において、簡便な手段で原フィラメントより多数の極細フィラメン
トの延伸を可能にした、マルチ（多錘）延伸装置に関し、さらにこれらの多錘延伸フィラ
メントから地合の均一な不織布を製造する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、繊維径が１μｍ未満、すなわちナノメータ（数ナノメータから数百ナノメータ）
範囲のファイバーが、ＩＴ、バイオ、環境分野などの幅広い分野で、将来の革新的素材に
なると注目されている。そして、そのナノファイバーの製造手段として、エレクトロスピ
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ニング法（以下ＥＳ法と略す場合がある。）が代表的である（米国特許第１，９７５，５
０４号、Journal of Applied Polymer Science、ｖｏｌ．９５、ｐ．１９３−２００、２
００５年）。しかしこのＥＳ法は、ポリマーを溶剤に溶解する必要があることや、出来た
製品も脱溶剤が必要であることから、製法において煩雑であり、また、フィラメントの分
子配向がないこと、出来たファイバー集積体にダマやショットと呼ばれる樹脂の小さい固
まりが混在するなど、品質的にも問題点が多かった。
【０００３】
本発明人は、赤外線法により、分子配向を伴って、１，０００倍以上という超高倍率の
延伸倍率で極細フィラメントおよび不織布を得る手段について発明を行った（特開２００
３−１６６１１５、特開２００４−１０７８５１、国際公開番号ＷＯ２００５／０８３１
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６５Ａ１など）。これらは、簡便な手段で、極細の分子配向したフィラメントおよびそれ
からなる不織布が得られた。また、これらを発展させ、さらにナノフィラメントの領域ま
でに極細化を可能にした、極細フィラメントの製造手段を発明した（国際公開公報ＷＯ２
００８／０８４７９７Ａ１）。本発明は、このナノフィラメントに至る極細フィラメント
のマルチ（多錘）延伸を連続して安定した製造を可能にする手段に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第１，９７５，５０４号明細書（第１−２頁、第１図、第４図）
【特許文献２】特開２００３−１６６１１５号公報（第１−２頁、図４、図５）。
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【特許文献３】特開２００４−１０７８５１号公報（第１−２頁、図１，図３）。
【特許文献４】国際公開番号ＷＯ２００５／０８３１６５Ａ１（第１−２頁、図１，図３
）
【特許文献５】国際公開公報ＷＯ２００８／０８４７９７Ａ１（第１−２頁、図１―３）
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】鈴木章泰、他１名

「Journal of Applied Polymer Science」、ｖｏｌ

．８８、ｐ．３２７９−３２８３、２００３年、（米国）。
【非特許文献２】鈴木章泰、他１名

「Journal of Applied Polymer Science」、ｖｏｌ

．９２、ｐ．１４４９−１４５３、２００４年、（米国）。
【非特許文献３】鈴木章泰、他１名
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「Journal of Applied Polymer Science」、ｖｏｌ

．９２、ｐ．１５３４−１５３９、２００４年、（米国）。
【非特許文献４】You Y., et, al

「Journal of Applied Polymer Science、ｖｏｌ．９

５、ｐ．１９３−２００、２００５年、（米国）。
【非特許文献５】鈴木章泰、他１名

「European Polymer Journal」、ｖｏｌ．４４、ｐ

．２４９９−２５０５、２００８年、（英国）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上記本発明人の従来技術をさらに発展させたものであって、その目的とする
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ところは、特殊で高精度・高レベルな装置を必要とせずに、簡便な手段で容易にナノフィ
ラメント領域に至る極細フィラメントからなるフィラメントのマルチ（多錘）延伸を可能
にした延伸装置に関する。また、本発明は、これらのマルチ延伸において延伸されたフィ
ラメントの集積体より地合の均一な不織布を得る装置に関する。さらに本発明は、これら
のマルチ（多錘）において延伸されたフィラメントの集積体より糸状物を得る装置に関す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は上記目的を達成するためになされたものであって、原フィラメントの送出手段
を有するＰ１気圧下の原フィラメント供給室と、この原フィラメント供給室に配設されて
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おり、原フィラメントがその中を通過するオリフィスと、オリフィスによって原フィラメ
ント供給室と接続されており、このオリフィスを通過してきた原フィラメントが炭酸ガス
レーザービームにより加熱されることによって延伸されるＰ２気圧下（Ｐ１＞Ｐ２）の延
伸室と、炭酸ガスレーザービームを放射する炭酸ガスレーザー発振装置とを具備している
、極細フィラメントの製造装置において、原フィラメントが供給される多錘の原フィラメ
ント供給手段と、炭酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービーム形状
を整形し、多錘の原フィラメントへ照射させるビーム整形素子と、延伸室において延伸さ
れたフィラメントが集積される集積装置と、を有することを特徴とする、極細フィラメン
トのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記オリフィスの出口における原
フィラメントの流れる方向をｚ軸とし、前記ビーム整形素子を通過した前記炭酸ガスレー
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ザービームの照射方向をｙ方向とした場合、ビーム整形素子によってもたらされるビーム
が、ｙ方向とは直角方向（ｘ方向）に少なくとも３倍に幅広いこと、即ち、ｚ方向のビー
ムの広がりをＢｚ、ｘ方向のビームの広がりをＢｘとすると、Ｂｚ＜３Ｂｘとするビーム
整形素子である、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明
は、原フィラメントの送出手段を有するＰ１気圧下の原フィラメント供給室と、この原フ
ィラメント供給室に配設されており、原フィラメントがその中を通過するオリフィスと、
このオリフィスによって原フィラメント供給室と接続されており、オリフィスを通過して
きた原フィラメントが炭酸ガスレーザービームにより加熱されることによって延伸される
Ｐ２気圧下（Ｐ１＞Ｐ２）の延伸室と、炭酸ガスレーザービームを放射する炭酸ガスレー
ザー発振装置とを具備している、極細フィラメントの製造装置において、原フィラメント
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が供給される多錘の原フィラメント供給手段と、炭酸ガスレーザー発振装置から照射され
る炭酸ガスレーザービームを、オリフィスの出口における原フィラメントの流れる方向と
直角方向に横切らせ、多錘の原フィラメントに照射させるポリゴンミラーと、延伸室にお
いて延伸されたフィラメントが集積される集積装置と、を有することを特徴とする、極細
フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、原フィラメントの送出
手段を有するＰ１気圧下の原フィラメント供給室と、原フィラメント供給室に配設されて
おり、原フィラメントがその中を通過するオリフィスと、オリフィスによって原フィラメ
ント供給室と接続されており、オリフィスを通過してきた原フィラメントが炭酸ガスレー
ザービームにより加熱されることによって延伸されるＰ２気圧下（Ｐ１＞Ｐ２）の延伸室
と、炭酸ガスレーザービームを放射する炭酸ガスレーザー発振装置とを具備している、極
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細フィラメントの製造装置において、原フィラメントが供給される多錘の原フィラメント
供給手段と、炭酸ガスレーザー発振装置から照射される該炭酸ガスレーザービームをオリ
フィスの出口における原フィラメントの流れる方向と直角方向に横切らせ、多錘の原フィ
ラメントに照射させるガルバノミラーと、延伸室において延伸されたフィラメントが集積
される集積装置と、を有することを特徴とする、極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸
装置に関する。また本発明は、原フィラメントの送出手段を有するＰ１気圧下の原フィラ
メント供給室と、原フィラメント供給室に配設されており、原フィラメントがその中を通
過するオリフィスと、オリフィスによって原フィラメント供給室と接続されており、オリ
フィスを通過してきた原フィラメントが炭酸ガスレーザービームにより加熱されることに
よって延伸されるＰ２気圧下（Ｐ１＞Ｐ２）の延伸室と、炭酸ガスレーザービームを放射
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する炭酸ガスレーザー発振装置とを具備している、極細フィラメントの製造装置において
、原フィラメントが供給される多錘の原フィラメント供給手段と、炭酸ガスレーザー発振
装置から照射される炭酸ガスレーザービームを複数回反射させ、多錘の原フィラメントに
照射させる、平行に設置されている一対のミラーと、延伸室において延伸されたフィラメ
ントが集積される集積装置と、を有することを特徴とする、極細フィラメントのマルチ（
多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記レーザービームが平行に設置されている前
記一対のミラーへ入射される側の反対側の端に直角ミラーを設け、反射されてくるレーザ
ービームをさらにこの平行ミラー側に戻し、入射してくるレーザービームと、直角ミラー
によって反射されてくるレーザービームとの交点に前記多錘の原フィラメントが配置され
ている、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記

40

レーザービームが平行に設置されている前記一対のミラーへ入射される側の反対側の端に
、新たな炭酸ガスレーザー発振装置を設け、この発振装置から照射される炭酸ガスレーザ
ービームがこの一対のミラーに斜めに入射されて該平行ミラーによって複数回反射され、
最初に入射してくるレーザービームと、新たな炭酸ガスレーザー発振装置から照射されて
くるレーザービームとの交点に前記多錘の原フィラメントが配置されている、前記極細フ
ィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、原フィラメントの送出手
段を有するＰ１気圧下の原フィラメント供給室と、この原フィラメント供給室に配設され
ており、原フィラメントがその中を通過するオリフィスと、オリフィスによって該原フィ
ラメント供給室と接続されており、オリフィスを通過してきた原フィラメントが炭酸ガス
レーザービームにより加熱されることによって延伸されるＰ２気圧下（Ｐ１＞Ｐ２）の延
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伸室と、炭酸ガスレーザービームを放射する炭酸ガスレーザー発振装置とを具備している
、極細フィラメントの製造装置において、原フィラメントが供給される多錘の原フィラメ
ント供給手段と、延伸室において延伸されたフィラメントが回転軸を中心に巻き取られる
巻取機と、この回転軸の外側に多錘の延伸されたフィラメント群が降下してくる巾に対応
した巾を有し、回転軸に沿って湾曲している捕集ガイドと、を有することを特徴とする、
極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記延伸されたフ
ィラメントの集積装置がウェブの巻取機である、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）
延伸装置に関する。また本発明は、前記延伸されたフィラメントの集積装置が延伸室で走
行しているコンベアである、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。
また本発明は、前記延伸室全体が、水平面のＸ−Ｙ軸、及び高さ方向のＺ軸方向の少なく
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とも一方向に移動可能、又は面Ｘ−Ｙ水平面で回転可能な微調整移動台座上にある、前記
極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記延伸されたフ
ィラメントの集積装置の前段階に、これらの延伸されたフィラメント群を集束する集束具
を有する、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、オ
リフィスの出口における原フィラメントの流れる方向をｚ軸とし、前記炭酸ガスレーザー
ビームの照射方向をｙ方向とし、ｚ方向とｙ方向とは直角方向をｘ方向とした場合、前記
延伸室がｘ方向に揺動されることにより、前記フィラメントの集積装置に前記延伸された
フィラメントが揺動されながら集積される、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸
装置に関する。また本発明は、オリフィスの出口における原フィラメントの流れる方向を
ｚ軸とし、前記炭酸ガスレーザービームの照射方向をｙ方向とし、ｚ方向とｙ方向とは直
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角方向をｘ方向とした場合、前記フィラメントの集積装置をｘ方向に揺動されることによ
り、前記フィラメントの集積装置に前記延伸されたフィラメントが揺動されながら集積さ
れる、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記延
伸されたフィラメントが、揺動する反射板に反射されつつ、前記フィラメントの集積装置
に集積される、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は
、前記レーザービームがビーム整形素子によって整形されている、前記極細フィラメント
のマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記コンベア上に集積された延伸さ
れた多錘の原フィラメント群が熱処理されてシートが形成される熱処理ロールと、この延
伸室内において熱処理された該シートを巻き取るシート巻取装置と、を有する、前記極細
フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記コンベア上に集積
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された延伸された多錘の原フィラメント群が熱処理されてシートが形成される熱処理ロー
ルと、前記延伸室内において熱処理された該シートを集束し繊維束とする集束具と、この
繊維束を巻き取る巻取装置と、を有する前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置
に関する。前記オリフィスの前後におけるＰ１とＰ２の気圧の差が、Ｐ１≧２Ｐ２である
、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記オリフ
ィス内の流速が１５０ｍ／ｓｅｃ以上であるように圧力差が設けられている、前記極細フ
ィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。また本発明は、前記原フィラメント供給
室が大気下にあり、前記延伸室が減圧下にある、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）
延伸装置に関する。また本発明は、前記炭酸ガスレーザービーム照射装置からのビームの
中心が、前記オリフィスの出口より３０ｍｍ以内で前記原フィラメントに照射されるよう

40

に構成されている、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。さらに本
発明は、前記炭酸ガスレーザービーム照射装置からのビームが、前記原フィラメントの中
心でフィラメントの軸方向に沿って上下４ｍｍ以内の範囲に照射されるように構成されて
いる、前記極細フィラメントのマルチ（多錘）延伸装置に関する。
【０００８】
本発明は、原フィラメントが延伸されることによって、ナノフィラメントの領域までに
極細化される延伸装置を提供するものである。本発明における原フィラメントとは、既に
フィラメントとして製造されて、リール等に巻き取られたものである。また紡糸過程にお
いて、溶融または溶解フィラメントが冷却や凝固によりフィラメントとなったものを紡糸
過程に引き続き使用され、本発明の原フィラメントとなる。ここでフィラメントとは、実
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質的に連続した繊維であり、数ミリメータから数十ミリメータの長さである短繊維とは区
別される。原フィラメントは、単独で存在することが望ましいが、数本ないし数十本に集
合されていても使用することができる。
【０００９】
本発明において延伸されたフィラメントは、全てフィラメントと表現するが、延伸され
た結果、上記ファイバーの領域に属するものも含まれる。本発明における延伸されたフィ
ラメントは、殆どの場合、延伸切れすることなく数分以上延伸されるので、フィラメント
の長さも数ｍ以上であり、フィラメント径ｄが小さいことを考慮すると、実質的に連続フ
ィラメントと見なすことができる場合が殆どである。しかし、条件によっては、上記ファ
イバーの領域に属する短繊維も製造することができる。
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【００１０】
本発明におけるフィラメントは、一本のフィラメントからなるシングルフィラメントで
ある場合と、複数のフィラメントからなるマルチフィラメントである場合が含められる。
一本のフィラメントにかかる張力等では、「単糸あたり」と表現するが、一本のフィラメ
ントでは、「その一本のフィラメントあたり」を意味し、マルチフィラメントでは、それ
を構成する「個々のフィラメント一本あたり」を意味する。
【００１１】
本発明における原フィラメントは、複屈折で測定した配向度が３０％、あるいは５０％
以上といった、高度に分子配向したフィラメントでも使用できることに特徴があり、この
ような高度に配向した原フィラメントからでも、数百倍といった超高延伸倍率が実現でき
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る点においても、他の延伸法と際だって異なる点である。このように原フィラメントが高
配向している場合は、延伸開始点において、原フィラメント径以上の膨張部をもって延伸
されることが多い。
【００１２】
本発明の原フィラメントは、ポリエチレンテレフタレート、脂肪族ポリエステルおよび
ポリエチレンナフタレートを含むポリエステル、ナイロン（含むナイロン６、ナイロン６
６）を含むポリアミド、ポリプロピレンやポリエチレンを含むポリオレフィン、ポリビニ
ルアルコール系ポリマー、アクリロニトリル系ポリマー、テトラフルオロエチレン・パー
フルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）などを含むフッ素系ポリマー、塩化
ビニル系ポリマー、スチレン系ポリマー、ポリオキシメチレン、エーテルエステル系ポリ
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マーなどの熱可塑性ポリマーからなるフィラメントであれば使用することができる。特に
、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン（含むナイロン６、ナイロン６６）、ポリプロ
ピレンは、延伸性もよく、分子配向性もよく、本発明の極細フィラメントや極細フィラメ
ントからなる不織布の製造に特に適する。また、ポリ乳酸やポリグリコール酸等の生分解
性ポリマーや生体内分解吸収性ポリマー等、さらにポリアリレートやアラミド等の高強度
、高弾性ポリマーなども本発明の赤外線ビームによる延伸性もよく、本発明による極細フ
ィラメントや極細不織布の製造に特に適する。また原フィラメントには、これらのポリマ
ーからなる芯鞘型フィラメントなどの複合フィラメントも使用することができる。なお、
上記ポリマーを８５％（重量パーセント）以上含む場合は、ポリエステル「系」やポリエ
ステルを「主成分」とするなどと表現する場合がある。
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【００１３】
本発明においは、フィラメントの送出手段から送り出された原フィラメントについて延
伸が行われる。送出手段は、ニップローラや数段の駆動ローラの組み合わせなどの一定の
送出速度でフィラメントを送り出すことが出来るものであれば種々のタイプのものが使用
できる。
【００１４】
本発明において、送出手段から送り出されてくる原フィラメントは、マルチ（多錘）で
あることを特徴とする。マルチ（多錘）とは、独立して行動するフィラメント又はフィラ
メントの束が複数本存在することを意味する。複数本は、２本から数１００本を意味する
。
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【００１５】
フィラメントの送出手段より送り出された多錘の原フィラメントは、さらにオリフィス
を通して、オリフィス中を原フィラメントの走行方向に流れる気体によって送られる。原
フィラメントがこのフィラメント送出手段を経てオリフィスに送り込まれるまでは、Ｐ１
気圧の雰囲気下で行われ、Ｐ１気圧下の状態に保たれている場所を原フィラメント供給室
とする。Ｐ１が大気圧のときは、特に圧力を一定にする囲いは必要ない。Ｐ１が加圧下や
減圧下の場合は、その圧力を保つための囲い（部屋）が必要であり、加圧ポンプまたは減
圧ポンプも必要となる。なお本発明では、オリフィス入口部がＰ１であることが必要であ
るが、原フィラメントの貯蔵部、原フィラメントの送り出し部分は、必ずしもＰ１気圧で
ある必要はない。しかし、それらを別々の部屋を設けるのは煩雑であるので、それらの部
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分が同一気圧であることが好ましい。
【００１６】
オリフィスの出口以降は、Ｐ２気圧下に保たれ、オリフィスから出てきた原フィラメン
トを炭酸ガスレーザービームによって加熱することによって延伸される延伸室となる。原
フィラメントは、Ｐ１気圧の原フィラメント供給室とＰ２気圧下の延伸室との圧力差（Ｐ
１−Ｐ２）によって生じるオリフィス中を流れる空気の流れによってオリフィス中を送ら
れていく。Ｐ２が大気圧のときは、特に圧力を一定にする囲いは必要ないが、Ｐ２が加圧
下や減圧下の場合は、その圧力を保つための囲い（部屋）が必要であり、加圧ポンプまた
は減圧ポンプも必要となる。
【００１７】
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Ｐ１とＰ２の気圧の差は、Ｐ１＞Ｐ２である。そして、実験の結果、Ｐ１≧２Ｐ２であ
ることが好ましく、さらに好ましくはＰ１≧３Ｐ２、Ｐ１≧５Ｐ２であることが最も好ま
しいことがわかった。
【００１８】
本発明は、Ｐ２が減圧下（大気圧未満の圧力）で行われることが望ましい。そうするこ
とにより、Ｐ１を大気圧で実施でき、装置を著しく簡便に出来、また、減圧は比較的簡便
な手段であるからである。さらに、オリフィスからエアーが減圧下に噴出されることによ
り、通常存在する大気圧のエアーに邪魔されることないので、噴出されるエアーも、それ
に伴うフィラメントも非常に安定し、その結果、延伸性が安定し、ナノフィラメント領域
までの延伸が可能になるものと思われる。このような簡便な手段で、ナノミクロン領域の
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フィラメントが得られることに本発明の特徴がある。
【００１９】
なおＰ１またはＰ２は、通常室温の空気が使用される。しかし、原フィラメントを予熱
したい場合や、延伸したフィラメントを熱処理したい場合は、加熱エアーが使用される。
また、フィラメントが酸化されるのを防ぐ場合は、窒素ガス等の不活性ガスが使用され、
水分の飛散を防ぐ場合は、水蒸気や水分を含む気体も使用される。
【００２０】
本発明における原フィラメント供給室と延伸室は、オリフィスによってつながっている
。オリフィス中では、原フィラメントとオリフィス内径との間の狭い隙間に、Ｐ１＞Ｐ２
の圧力差で生じた高速気体の流れが生じる。この高速気体の流れを生じるために、オリフ
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ィスの内径Ｄと繊維の径ｄとは、あまり大きくかけはなれてはならない。実験結果、Ｄ＞
ｄであって、Ｄ＜３０ｄ、好ましくはＤ＜１０ｄ、さらに好ましくはＤ＜５ｄであってＤ
＜２ｄであることが最も好ましい。
【００２１】
上記におけるオリフィス内径Ｄは、オリフィスの出口部における径をいう。但し、オリ
フィス断面が円では無い場合、一番狭い部分の径をＤとする。同様に、フィラメントの径
も、断面が円ではない場合、一番小さい径の値をｄとし、断面の最も小さい箇所を基準に
１０カ所を測定して算術平均する。また、オリフィスの内径は、均一な径ではなく、テー
パ状で出口において狭くなる形状も好ましい。なお、オリフィスの出口は、通常、原フィ
ラメントが上から下へ通過するので、縦に配置されたオリフィスの下方が出口となるが、
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下から上へ原フィラメントが通過する場合は、オリフィスの上方に出口がある。同様に、
オリフスが横に配置されて、原フィラメントが横方向に通過する場合は、オリフィスの横
方向に出口がある。
【００２２】
上記のように、オリフィス内を高速の気体が流れるので、オリフィスの内部は抵抗の少
ない構造が望ましい。本発明のオリフィスの形状は、１本１本独立したものも使用される
が、板状物に多数の孔を開けて多錘のオリフィスとすることもできる。オリフィスの内部
の断面も円形のものが望ましいが、複数のフィラメントを通過させる場合や、フィラメン
トの形状が楕円やテープ状の場合には、断面が楕円や矩形のものも使用される。また、オ
リフィス入り口では、原フィラメントを導入しやすいように大きく、出口部分のみ狭い形
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状が、フィラメントの走行抵抗を小さくし、オリフィスの出口からの風速も大きくできる
ので好ましい。
【００２３】
本発明におけるオリフィスは、本発明人らによる従来の延伸前の送風管とは役割を異に
している。従来の送風管は、レーザーをフィラメントの定位置に当てる役目であり、でき
るだけ抵抗少なく、定位置に原フィラメントを搬送する役目であった。本発明はそれにプ
ラスすることの、高速の整流気体が原フィラメント供給室の気圧Ｐ１と延伸室の気圧Ｐ２
の気圧差で発生する点で異なる。なお、通常のスパンボンド不織布製造においては、エア
ーサッカー等によって溶融フィラメントに張力を与えられる。しかし、スパンボンド不織
布製造におけるエアーサッカーと本発明におけるオリフィスとは、その作用機構と効果が

20

全く異なる。スパンボンド法では、溶融フィラメントをエアーサッカー内の高速流体で送
られ、エアーサッカー内でそのフィラメント径の細化の殆どが完了する。それに対して、
本発明では固体の原フィラメントがオリフィスで送られ、オリフィス内ではフィラメント
の細化は始まらず、オリフィスを出た所でレーザービームが照射されることによって、始
めて延伸が開始される。またスパンボンド法では、エアーサッカー内に高圧エアーを送り
こむことにより高速流体を発生させるが、本発明では、オリフィス前後における部屋の気
圧差でオリフィス内の高速流体を発生させる点で異なる。またその効果も、スパンボンド
法では、せいぜい１０μｍ前後のフィラメント径しか得られないのに対して、本発明では
１μｍ未満のナノフィラメントが得られるという大きな効果が得られる点が異なる。
30

【００２４】
本発明は、延伸が音速域で行われることが好ましい。オリフィス中の流速ｖは、下記の
式で表される（Ｇｒａｈａｍ'

ｔｈｅｏｒｅｍ）。ここで、ρはエアー密度を表す。

ｖ＝｛２（Ｐ１−Ｐ２）／ρ｝１／２
ここで、Ｐ１を大気圧とし、Ｐ２を変化させて計算させると、表１となる。このことよ
り、本発明の減圧域Ｐ２が３０ｋＰａ、２０ｋＰａ、６ｋＰａでは、流速ｖは音速域（３
４０−４００ｍ／ｓｅｃ）にあることがわかる。音速との比（マッハＭ）を計算した結果
も表に示した。Ｍが０．９８以上を音速域とすると、オリフィス内での流速ｖを、これら
の音速域にすることにより、本発明では延伸して得られたフィラメント径をナノメータ域
までの極細フィラメントを得ることができた。また、フッ素系樹脂やポリオレフィン樹脂
等など、樹脂の種類によっては、１５０ｍ／ｓｅｃ以上の亜音速域でも、充分に高倍率に
延伸できることがわかった。
【００２５】
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【表１】

10
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【００２６】
本発明においては、オリフィス内での流速は、１５０ｍ／ｓｅｃ以上であることが好ま
しく、２００ｍ／ｓｅｃ以上であることがさらに好ましく、最も好ましくは、３４２ｍ／
ｓｅｃ以上である。これらの流速は、原料フィラメントの素材、目的とするフィラメント
径等によって決められる。
【００２７】
オリフィスから送り出されてきた原フィラメントは、オリフィスの出口で、炭酸ガスレ
ーザービームによって加熱され、オリフィスからの高速流体によってフィラメントに与え
られる張力によって、原フィラメントは延伸される。オリフィスの直下とは、実験結果、
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炭酸ガスレーザービームの中心がオリフィス先端より３０ｍｍ以下、好ましくは１０ｍｍ
以下、５ｍｍ以下であることが最も好ましい。オリフィスから離れると、原フィラメント
が振れ、定位置に収まらず、炭酸ガスレーザービームに安定して捉えられないからである
。またオリフィスからの高速気体によってフィラメントに与えられる張力が、オリフィス
から離れることによって弱くなり、また安定性も小さくなるからと思われる。
【００２８】
本発明は、原フィラメントが炭酸ガスレーザービームによって加熱されて延伸されるこ
とを特徴とする。本発明の炭酸ガスレーザービームは、１０．６μｍの波長を有している
。レーザーは、照射範囲（ビーム）を小さく絞り込むことが可能であり、また、特定の波
長に集中しているので、無駄なエネルギーも少ない。本発明の炭酸ガスレーザーは、パワ
2
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2

ー密度が５０Ｗ／ｃｍ 以上、好ましくは１００Ｗ／ｃｍ 以上、最も好ましくは、１８０
Ｗ／ｃｍ2以上である。狭い延伸領域に高パワー密度のエネルギーを集中することによっ
て、本発明の超高倍率延伸が可能となるからである。
【００２９】
炭酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービームは、通常、ビームの
中心部で一番照射強度が高く、周辺部に行くにしたがい段々と減衰していき、その強度分
布は、ガウス分布しているガウスビーム(Gaussian beam)である。本発明においては、炭
酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービームを、光学部品であるビー
ム整形素子を通過させることによって、ビーム強度分布を二つの点で改善して用いること
ができる。その一つは、ビームの中心部から周辺部にわたって、ほぼ同じ照射強度を有す
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るフラットトップビーム(Flat‑top beam)とすることができる。他の一つは、必ずしもフ
ラットトップビームでなくともよいが、原フィラメントの流れる方向に対して、直角方向
にライン状のビームにすることができる。
【００３０】
ビーム整形素子とは、ビームシェイパー、またはビームホモジナイザーとも呼ばれる光
学素子で、レーザー発振装置から発信してくるレーザービームの強度分布を変化させて、
目的とする強度分布のビームに変える素子である。ビーム整形素子は、回折格子、集光レ
ンズ、拡散レンズ、プリズム、ミラー等、またはそれらを組み合わせて使用される。
【００３１】
このビーム整形素子によってつくり出されるビーム形状は、さらに、原フィラメントの
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通過する方向に短く、それと直角方向に長いライン状(Line beam)（又はリニアビーム）
であることが望ましい。すなわち、ビームはオリフィスの出口における原フィラメントの
流れる方向をｚ軸とし、ビーム整形素子を通過した炭酸ガスレーザービームの照射方向を
ｙ方向とした場合、ビーム整形素子によってもたらされるビームが、ｙ方向とは直角方向
（ｘ方向）に幅広いことが望ましく、この横長のビームに多錘の原フィラメントが通過し
、多錘の原フィラメントの延伸を可能にする。また、ｚ方向のビームの広がりをＢｚ、ｘ
方向のビームの広がりをＢｘとすると、Ｂｚ＜３Ｂｘとするビーム整形素子であることが
さらに好ましく、さらに好ましくは、Ｂｚ＜５Ｂｘであり、もっとも好ましくは、Ｂｚ＜
１０Ｂｘである。このように極端に横長のビームとすることで、さらに多錘の原フィラメ
ントの延伸が可能になる。
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【００３２】
炭酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービームが、ポリゴンミラー
によって、オリフィスの出口における原フィラメントの流れる方向と直角方向に横切るよ
うに走行することによって、多錘の原フィラメントに照射せることができる。ポリゴンミ
ラーとは、回転多面鏡ともいい、回転軸に平行または傾いて設けられた多数のミラー面を
持っており、それが回転軸を中心に高速で回転することにより、鏡面に入射してきたビー
ムを反射して、横方向に走査させる鏡である。本発明においては、この横方向に走査され
る領域に、多錘の原フィラメントを走行させ、当たったレーザービームで多錘の原フィラ
メントを延伸させる。原フィラメントの走行速度に対して、レーザーの走査速度が桁違い
に速い必要がある。
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【００３３】
炭酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービームが、ガルバノミラー
によって、オリフィスの出口における原フィラメントの流れる方向と直角方向に横切るよ
うに走行することによって、多錘の原フィラメントに照射せることができる。ガルバノミ
ラーとは、ミラーに軸を取り付け、ガルバノメータのようにミラーを振動させて、入射し
てくるビームを、そのミラーで反射させて、横方向に走査させる。本発明においては、こ
の横方向に走査される領域に、多錘の原フィラメントを走行させ、当たったレーザービー
ムで多錘の原フィラメントを延伸させる。原フィラメントの走行速度に対して、レーザー
の走査速度が桁違いに速い必要がある。
【００３４】
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本発明においては、炭酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービーム
を、平行に設置された一対のミラーに複数回反射させ、多錘のフィラメントに照射させる
手段をとることもできる。平行に設置された二つのミラーに斜め方向からビームを照射さ
せることによって、二つのミラー間で複数回反射し、そのビームの通過過程に多錘の原フ
ィラメントが通過することで、多錘延伸が可能となる。この場合、二つの平行に設置され
たミラーのビームが入射してくる側とは反対側に、二つの平行なミラーの平行軸に対して
直角軸に直角ミラーを置くことにより、平行ミラー間を複数回反射してきたビームは、こ
の直角ミラーで反射されて、再び平行ミラー間で反射されていく。このように反射されて
いく往路と復路のビームの多数の交点に、それぞれ原フィラメントの流れを置くことで、
多錘の延伸を可能にすることができる。また、二つの平行に設置されたミラーのビームが
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入射してくる側とは反対側に、別のビームを斜めに入射させ、復路のビームとすることも
できる。
【００３５】
なお、この平行ミラー方式における炭酸ガスレーザービームの照射は、原フィラメント
に対して複数箇所から照射されるので、原フィラメントに対して均一に加熱される。フィ
ラメントの片側のみからの加熱は、そのポリマーの融解温度が高い場合や、溶融が困難な
場合、また、もともと延伸が困難なフィラメントの場合は、非対称加熱になり、延伸が困
難になるからである。
【００３６】
前記ポリゴンミラー、ガルバノミラー方式又は平行ミラー方式等におけるレーザービー

10

ムにおいても、ビーム整形素子によって整形されているビームであることが好ましい。但
し、必ずしもリニアフラットトップビームである必要はなく、サーキュラーフラットトッ
プビームやスクエアーフラットトップビームであってもよく、また、必ずしも拡大された
ビームである必要はなく、むしろ縮小されたビーム径であってもよい。
【００３７】
本発明の原フィラメントは、炭酸ガスレーザービームにより延伸適温に加熱されるが、
延伸適温に加熱される範囲がフィラメントの中心でフィラメントの軸方向に沿って、上下
４ｍｍ（長さ８ｍｍ）以内であることが好ましく、さらに好ましくは上下３ｍｍ以下、最
も好ましくは上下２ｍｍ以下で加熱される。このビームの径は、走行するフィラメントの
軸方向に沿って測定する。本発明においては、原フィラメントが複数本であるので、原フ
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ィラメントの軸方向で測定される。本発明は、狭い領域で急激に延伸されることにより、
高度に極細化され、ナノ領域までに細くした延伸を可能にし、しかも超高倍率延伸であっ
ても、延伸切れを少なくすることができた。なお、この炭酸ガスレーザービームが照射さ
れるフィラメントがマルチフィラメントである場合は、上記のフィラメントの中心は、マ
ルチフィラメントのフィラメント束の中心を意味する。
【００３８】
本発明によって延伸された多錘の延伸されたフィラメントは、延伸室内で集積させて取
り出すこともできるが、通常、フィラメントの集積装置によって捕集され、集積される。
集積装置は、巻取機やコンベアが使用されるが、篭、缶、筒などに集積させてもよい。
【００３９】
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本発明の延伸されたフィラメントの集積装置の前段階に、これらの延伸されたフィラメ
ント群を集束する集束具を設け、延伸されたフィラメント群を束状にまとめて、集束装置
に送り込むことができる。そのように束ねられたフィラメント群は、紐やトウとして使用
することができる。集束具としては、コームや糸ガイド等が使用される。
【００４０】
本発明の延伸されたフィラメントの集積装置として、フィラメント群やシート等の巻取
装置が使用される。延伸されて下降してくるフィラメント群の巾に相当した紙管やアルミ
管の管状物が回転軸として取り付けられた巻取機で、これらの管状物の上に延伸されたフ
ィラメントは集積され、捕集されて巻き取られていく。
【００４１】
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本発明の集積装置として巻取機を用いた場合、巻取軸に沿って湾曲している壁からな
る捕集ガイドを設けることが望ましい。この捕集ガイドは、回転軸の外側に多錘の該延伸
されたフィラメント群が降下してくる巾に対応した巾を持つ。対応した巾とは、フィラメ
ント群が下降して巾より広く、好ましくは５０ｍｍ前後、さらに好ましくは１００ｍｍ前
後に両側に広いことが最も好ましい。オリフィスから高速エアーと共に走行してくる延伸
されたフィラメントが巻取軸に巻きつかれて行く場合、高速エアーが巻取軸で反射して周
囲へ飛散し、巻取軸上のフィラメントの集積状態が乱れる場合があるが、この捕集ガイド
の壁によって高速エアーが巻取機の回転軸方向に曲げられ、延伸されたフィラメントの飛
散を防ぐことができる。巻取軸から捕集ガイドの壁までの距離は、５００ｍｍ以下、好ま
しくは２００ｍｍ以下、１００ｍｍ以下であることが最も好ましい。
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【００４２】
本発明の延伸されたフィラメントの集積装置として、走行するコンベアが使用される。
コンベア上に集積され、積層されることによって、極細フィラメントの集積体または不織
布として巻き取ることもできる。このようにすることにより、ナノフィラメントからなる
不織布を製造することができる。本発明のコンベアとして、網状の移動体が通常使用され
るが、ベルトやシリンダ上に集積させてもよい。
【００４３】
また、本発明によって延伸された多錘の極細フィラメントは、走行している布状物上に
集積されることによって、この布状物と積層された積層体を製造することができる。特に
、ナノフィラメントからなる集積体または不織布は、構成するフィラメントが非常に細い
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ために取り扱いが困難であるが、このように布状物と積層されることにより取り扱いが安
定する。また用途においても、市販のスパンボンド不織布等と積層されることにより、フ
ィルター等の用途にそのまま使用することもできる。布状物として、織物、編物、不織布
、フェルト、紙などが使用される。また、フィルムを走行させてその上に集積させてもよ
い。
【００４４】
コンベア上に集積された延伸された多錘の原フィラメントは、熱処理ロールによって熱
処理されてシートを形成されることが望ましい。このように熱処理されることにより寸法
安定性と熱安定性を備えた不織布シートとすることができる。そして、この不織布シート
は、延伸室内に設けられているシート巻取装置に巻き取られることが望ましい。また、コ
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ンベア上で赤外線ヒータによる加熱や熱風吹きつけによる熱処理や、それらを熱処理に際
しての予熱として使用することができる。
【００４５】
本発明における熱処理ロール等の温度は、その樹脂の軟化点であり、樹脂の種類や製品
の用途によって最適値が定められる。通常、合成繊維の熱処理温度の範囲から選択される
。また、製造された極細フィラメントやナノファイバーを部分的に融着させたい場合もあ
り、その場合は融点近傍の温度も使用される。
【００４６】
コンベア上に集積され、熱処理されたシートが、コームやガイド等の集束具で集束され
、繊維束とされることで、糸状物を製造することも出来る。この糸状物は、延伸室内に設
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けられている糸状物巻取装置に巻き取られることが望ましい。
【００４７】
本発明の延伸室全体が、水平面のＸ−Ｙ軸、及び高さ方向のＺ軸方向の少なくとも一方
向に移動可能、又は水平面Ｘ−Ｙ上で回転可能な微調整移動台座上にあることが望ましい
。本発明における多錘延伸装置では、レーザーの照射位置と個々のノズル配置等に微妙な
位置調整が必要であるが、このような微調整移動台座を設けることにより、多錘延伸装置
としての運転が安定し、得られた製品の品質が高まった。回転は、ビーム軸がフィラメン
トの配列軸との誤差を調整することに用いられる。微調整範囲は、数ミクロンメータから
数ミリメータが用いられる。回転角度も１−２度以下の微調整である。
【００４８】
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オリフィスの出口における原フィラメントの流れる方向をｚ軸とし、前記炭酸ガスレー
ザービームの照射方向をｙ方向とし、ｚ方向とｙ方向とは直角方向をなす芳香をｘ方向と
した場合、本発明の延伸室がｘ方向に揺動されることにより、フィラメントの集積装置に
延伸されたフィラメントが揺動されながら集積されることが望ましい。揺動範囲は、数ミ
リメータから１０ミリメータ前後が用いられる。このように延伸されたフィラメント群が
揺動されながら集積装置に巻き取られることにより、得られた不織布の地合が良くなり、
品質が高まる。揺動は、延伸室を台座に乗せ、カムやクランク等で周期的に振動させる方
式をとることもできるが、揺動範囲が小さいので、バイブレータにより揺動させるのが簡
便である。
【００４９】
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延伸されたフィラメントが集積装置へ揺動されながら集積される他の手段として、集積
装置がｘ方向に揺動されることによっても目的を達成することができる。さらに他の手段
として、延伸されたフィラメントの走行範囲に揺動する反射板を設け、延伸されたフィラ
メントがこの反射板で反射されつつ集積装置に集積される方式をとることもできる。
【００５０】
本発明は炭酸ガスレーザービームによって、原フィラメントを超高倍率に延伸すること
によって、極細フィラメントを製造することを目的とする。本発明における極細フィラメ
ントは、原フィラメントが１００倍以上に延伸されて極細化されたフィラメントをいう。
その極細フィラメントのうち、フィラメント径が１μｍ以下のものを特にナノフィラメン
トという。本発明においては、原フィラメントを延伸倍率が１０，０００倍以上にするこ

10

とにより、１００μｍ以上の径の原フィラメントからでもナノフィラメントが得ることが
できる点に特徴がある。
【００５１】
本発明における延伸倍率λは、原フィラメントの径ｄｏと延伸後のフィラメントの径ｄ
より、下記の式で表される。この場合、フィラメントの密度は一定として計算する。繊維
径の測定は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で、原フィラメントは３５０倍、延伸されたフ
ィラメントは１０００倍またはそれ以上の倍率での撮影写真に基づき、１００点の平均値
で行う。
λ＝（ｄo／ｄ）2
20

【００５２】
本発明における延伸フィラメントは、フィラメント径が揃っていることを特徴とする。
フィラメント径分布は、上記ＳＥＭ写真から測長用ソフトでフィラメント径を１００箇測
定して求めた。またそれらの測定値より、標準偏差を求め、フィラメント径分布の尺度と
した。
【００５３】
本発明における延伸フィラメントは延伸されることにより分子配向し、熱的にも安定し
ている。本発明の延伸フィラメントはフィラメント径が非常に小さいので、フィラメント
の分子配向を測定することは困難である。本発明の延伸フィラメントは、単に細くなった
だけではなく、分子配向も生じていることが、熱分析の結果により示唆されている。原フ
ィラメントや延伸フィラメントの示差熱分析（ＤＳＣ）測定は、株式会社リガク製ＴＨＥ
Ｍ

ＰＬＵＳ２
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ＤＳＣ８２３０Ｃにより、昇温速度１０℃／ｍｉｎで測定した。

【００５４】
本発明で得られる不織布は、延伸されたフィラメントを揺動するなどの手段を用いるこ
とができるので、地合が均一であることを特徴とする。地合とは、不織布の各場所におけ
る坪量（単位面積当たりの重さ）の均一性をいう。本発明における地合とは、得られた不
織布の巾方向に５箇所で縦方向に１００ｍｍ間隔に３箇所で、巾方向に５箇所で、縦横３
０ｍｍ角の大きさで試料片採取し、その重量の標準偏差で測定する。
【発明の効果】
【００５５】
従来のナノファイバーの生産方式であるＥＳ法は、ポリマーを溶剤に溶かす作業や出来
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た製品から脱溶剤をする必要があり、製造法において煩雑であり、コストアップである。
また出来た製品も、ダマやショットと呼ばれる樹脂の固まりが生じること、フィラメント
径の分布が広いなど、フィラメントの品質的にも問題であった。また出来たファイバーも
、ショートファイバー（短繊維）で、長さ数ミリメータからせいぜい数１０ミリメータと
云われているが、本発明では、多錘の原フィラメントから高度に分子配向した極細で、数
メータ以上の長さの実質的に連続フィラメントが得られる。
【００５６】
本発明は、特殊で高精度・高レベルな装置を必要とせずに、簡便な手段で容易に分子配
向が向上した極細フィラメントが得られる。本発明では、延伸されたフィラメントを直接
巻取機に巻き取って不織布とすることができることも特徴とする。さらに、１本のレーザ
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ービームの視野中に多数本の原フィラメントが走行するため、レーザービームの入射位置
を微調整する必要があるが、本発明では、それらの微調整が容易であるという特徴も有す
る。されらに、本発明で得られた不織布の地合が非常に均一であることを特徴とし、この
ことは本発明のナノフィラメントからなる不織布は、精密機器のフィルターや電池のセパ
レータとして用いられることにおいて、特に有用な因子である。また本発明においては、
ほとんど全ての熱可塑性ポリマーより、１０，０００倍以上の延伸倍率を可能にし、１μ
ｍ未満のナノフィラメントの領域に至る超極細のフィラメントを製造できた。また、出来
たフィラメント径の分布も、ナノフィラメント域の平均フィラメント径であるにもかかわ
らず、標準偏差が０．１以下と非常に狭い極細フィラメントを得ることができた。
【００５７】

10

本発明における炭酸ガスレーザービームによる超延伸法では、延伸張力が与えられる高
速気体流の発生手段として、オリフィス前後における圧力差を利用する。そのために高速
気体流の流れが非常に安定し、それによって、単にナノフィラメントが得られるばかりで
なく、生産性においても安定した連続運転を可能にした。本発明では、多錘の原フィラメ
ントを、簡便な手段で安定して延伸できる手段を提供することができた。レーザービーム
は、高価であるので、多数のビームを用意することはコストアップであるばかりでなく、
レーザービームは、安全性の面でも、また、振動等の外的刺激に非常に敏感な超精密機器
を用いることより、多数セットの装置を用いることは得策ではない。本発明においては、
一つの炭酸ガスレーザービームより、多錘の原フィラメントの延伸を可能にしたことに特
徴がある。さらに本発明は、閉鎖系の密閉室で行うことができるので、開放系で行うメル

20

トブロー法やＥＳ法に比べ、得られたナノファイバーの大気中への飛散を防ぐことができ
、作業環境の安全性が高い。
【００５８】
さらに本発明は、通常の延伸では延伸性が悪いポリ乳酸やポリグリコール酸などの再生
医療用材料として使用される生分解性ポリマーからなるフィラメントからナノフィラメン
ト領域までの極細フィラメントが得られる。従来のナノファイバーの製法であるＥＳ法で
は、クロロホルムなどの溶剤を使用しているので、溶解や脱溶剤が必要なばかりでなく、
このような有害溶剤を使用していることで、再生医療分野での使用を困難にしている。
【００５９】
本発明におけるナノフィラメントは、従来のエアーフィルター分野におけるフィルター
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効率を画期的に向上させるばかりでなく、ＩＴ、バイオ、環境分野における幅広い用途に
適応できる革新的素材として適応される。また本発明は、紡糸や延伸の条件範囲が狭いた
めに、従来極細化が困難とされている、ポリアリレート系ポリマー、ポリエチレンナフタ
レート、フッ素系ポリマーなどの高機能フィラメントからも、簡便に極細フィラメントや
ナノフィラメントが得られることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明のマルチ（多錘）延伸によって極細フィラメントを製造する原理を示す概
念図。
【図２】本発明における原フィラメント供給室が気圧Ｐ１の部屋で、延伸室がＰ２気圧で
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ある部屋である場合の例を示す装置の断面図。
【図３】本発明の延伸されたウェブが集束されて繊維束として巻き取られている例を示す
装置の平面図。
【図４】本発明におけるビームの強度分布の例を示す概念図。
【図５】本発明のビーム整形素子によって整形されたビームと多錘の原フィラメントとの
相対的関係を示す概念図。
【図６】本発明のビーム整形素子によって整形されたビームと多錘の原フィラメントとの
相対的関係の他の例を示す概念図。
【図７】本発明のビーム整形素子によって整形されたビームと多錘の原フィラメントとの
相対的関係のさらに他の例を示す概念図。
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【図８】本発明において、レーザービームがポリゴンミラーによって多錘の原フィラメン
トが加熱される例を示す装置の平面図。
【図９】本発明において、レーザービームがガルバノミラーによって多錘の原フィラメン
トが加熱される例を示す装置の平面図。
【図１０】本発明において、平行ミラーを設けた延伸室の平面図。
【図１１】本発明において、平行ミラーを設けた延伸室の他の例を示す平面図。
【図１２】本発明のマルチ（多錘）延伸によって得られた極細フィラメントを巻取装置に
直接集積する例を示す概念図。
【図１３】本発明の延伸されたフィラメントが反射板に反射されつつ、フィラメントの集
積装置に送られる状態を示す斜視図。
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【図１４】本発明のフィラメント集積装置に捕集ガイドを設けた場合の例を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
以下、本発明の実施の形態の例を、図面に基づいて説明する。 図１は、本発明の多錘
延伸によって極細フィラメントを製造する原理を示す概念図で、装置の斜視図で示す。原
フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・は、リール（図では省略）に巻かれた状態から繰
り出され、コーム等を経て、繰出ニップローラ（図では省略）等により一定速度で送り出
され、オリフィス２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・へと導かれる。この図におけるここまでの工
程は、原フィラメント供給室の気圧Ｐ１が大気圧に保たれて、特別の部屋を必要としない
場合について図示してある。
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【００６２】
オリフィス２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・の出口以降は、Ｐ２気圧下（この図では負圧状態
）にある延伸室１１となる。オリフィス２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・を出た原フィラメント
１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・は、原フィラメント供給室と延伸室との気圧差Ｐ１−Ｐ２によ
ってもたらされる高速エアーと共に延伸室１１に導かれる。炭酸ガスレーザー発振装置３
より出たレーザービーム４は、ビーム整形素子５によってビーム形状が整形され、オリフ
ィス２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・直下において、多錘（マルチ）の原フィラメント１ａ、１
ｂ、１ｃ、・・・に対して、整形されたレーザービーム６として照射される。なお、レー
ザービームを延伸室内へ導くには、Ｚｎ−Ｓｅからなる窓を通過するが、その窓は図では
省略してある。整形されたレーザービーム６により加熱され、Ｐ１−Ｐ２の気圧差によっ
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てもたらされる高速エアーが下方のフィラメントに与える張力により、原フィラメント１
ａ、１ｂ、１ｃ、・・・は延伸されて、延伸されたフィラメント１２ａ、１２ｂ、１２ｃ
、・・・となって下降し、下方のコンベア１３上に集積される。気圧Ｐ２は、バルブ１４
を通じて真空ポンプ（図示されていない）へ導かれている。真空度は、調整するバルブ１
４、および真空ポンプの回転数、バイパスバルブ等で調整される。延伸室１１には、気圧
計１５が設けられている。
【００６３】
図１において、コンベア１３上に集積されたウェブは、熱処理ロール１６ａ、１６ｂに
よってニップされ熱処理されて、熱安定性と寸法安定性を備えた熱処理ウェブ１７となる
。熱処理ウェブ１７は、巻取られてロール状の不織布製品１８となる。
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【００６４】
図２は、原フィラメント供給室２１が気圧Ｐ１の部屋で、延伸室２２がＰ２気圧である
部屋である場合の例を示す装置の断面図である。原フィラメント供給室２１のＰ１気圧は
、バルブ２３と配管２４を経てコンプレッサー（又は真空ポンプ）へ通じている。Ｐ１気
圧は、気圧計２５により管理されている。延伸室２２のＰ２気圧は、バルブ２６と配管２
７を経て真空ポンプ（又はコンプレッサー）へ通じている。Ｐ２気圧は、気圧計２８によ
り管理されている。原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃは、リール２９ａ、２９ｂ、２９ｃ
に巻かれた状態から繰り出され、コーム３０ａ、３０ｂ、３０ｃを経て、繰出ニップロー
ラ３１ａ、３２ａ、３１ｂ、３２ｂ、３１ｃ、３２ｃより一定速度で送り出され、オリフ
ィス２ａ、２ｂ、２ｃへと導かれる。
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【００６５】
図２のオリフィス２ａ、２ｂ、２ｃの出口以降は、Ｐ２気圧下にある延伸室２２となる
。オリフィス２ａ，２ｂ，２ｃを出た原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃは、原フィラメン
ト供給室２１と延伸室２２との気圧差Ｐ１−Ｐ２によってもたらされる高速エアーと共に
延伸室２２に導かれる。送り出された原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃは、オリフィス直
下において、炭酸ガスレーザー発振装置３より照射されたレーザービーム４は、ビーム整
形素子５により整形されたレーザービーム６となり、走行する原フィラメント１ａ、１ｂ
、１ｃに対して照射される。整形されたレーザービーム６の届く先には、レーザービーム
のパワーメータ３３が設けれ、レーザーパワーを一定に調節されていることが好ましい。
整形されたレーザービーム６により加熱され、Ｐ１−Ｐ２の気圧差によってもたらされる
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高速エアーが下方のフィラメントに与える張力により、原フィラメントは延伸されて、延
伸されたフィラメント３４ａ、３４ｂ、３４ｃとなって下降し、コンベア１３上に集積さ
れる。
【００６６】
図２において、コンベア１３上に集積されたウェブ３５は、コンベア１３の裏から負圧
吸引室３６によって吸引されて、コンベア１３上のウェブ３５を安定化させることが好ま
しい。ウェブ３５は、下記の熱処理手段の少なくとも一つにより熱処理されることが好ま
しい。熱処理手段の１は、赤外線ランプ３７による輻射熱で、ウェブ３５が加熱され、熱
処理される。熱処理手段の２は、熱風ノズル３８より噴出する熱風によりウェブ３５が加
熱され、熱処理される。コンベア１３を出るウェブ３５は、コンベア１３上でゴムロール
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３９により圧縮され、シート化されることが好ましい。熱処理手段の３は、コンベア１３
を出たウェブ３５は加熱ロール４０により熱処理され、ゴムロール４１により圧縮され、
シート化される。熱処理されたウェブ４２は巻取ロール４３に巻き取られる。
【００６７】
図３は、延伸されたウェブが集束されて繊維束として巻き取られている例を示す装置の
平面図である。延伸され熱処理されたウェブ４６が、ニップロール４７を通じた後、左右
にトラバースされている集束具としてのスネイルワイヤー４８等のコームで繊維束にまと
められ、巻取機４９に巻き取られる。このようにして、ナノフィラメントからなるマルチ
（多錘）の延伸されたウェブは、繊維集合体の繊維束としても実用に供することができる
30

。
【００６８】
図４は、本発明のビーム整形素子によって整形されるビームの強度分布の例を示す概念
図である。中央下のガウス状ビームは、整形される前の炭酸ガスレーザーは発振器によっ
てもたらされたビームの強度分布で、ビームの中心部が高く、周辺にしたがい徐々に弱く
なっていくガウス分布をしている。上部のリニアフラットトップビームは、細長い範囲で
、高いビーム強度を保つ形状で、本発明における多錘延伸における一つの理想型である。
原フィラメントの通過する方向（Ｂｚ）に短く、それと直角方向（Ｂｘ）に長い（Ｂｚ＜
Ｂｘ）であるライン状である。左はサーキュラーフラットトップビームで、右側はスクエ
アーフラットトップビームであり、これらも多錘延伸に利用され、特に、後述の鏡を利用
するタイプに有効である。これらの形状は、理想化されたもので、厳密にこれらの強度分
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布になることを意味するものではないが、ビーム整形素子によりこれらに近づけることが
できる。
【００６９】
図５、図６、図７は、本発明において、多錘の原フィラメントが走行する場合において
、レーザービームと多錘の原フィラメントとの相対的関係を示す概念図である。図５は、
Ａ図はノズル５１と、レーザービーム５２の相対的位置関係を示す横から見た断面図であ
る。この図では、ノズル５１の内部は、幅広い直線状の筒状部５３と、そこからテーパ部
を形成し、最後に狭い筒状のオリフィス部５４からなる。オリフィス５４の直下で整形さ
れたレーザービーム５２が照射される。ノズル５１の先端から、成形されたレーザービー
ム５２の中心までの距離Ｌは短く、原フィラメント１は、短い距離で急激に加熱されるこ
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とが好ましい。Ｂ図は、レーザービーム５２中の多錘のノズル５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、
・・・・の配置の例を平面図で、順序よく斜めに配置されている例を示す。レーザービー
ム５２は、ビーム整形素子によって整形されたものであることが好ましい。
【００７０】
図６のＡ図は、整形されたレーザービームが、若干末広がりに照射されている例を示す
平面図である。炭酸ガスレーザービーム６１がビーム整形素子６２により整形されたレー
ザービーム６３となる。整形されたレーザービーム６３中に、原フィラメント１ａ、１ｂ
、１ｃ、・・・が重ならないよう、ランダムに配置されている。このように配置すること
で、原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・の間隔が開き、オリフィスから噴出される
エアーの流れが相互に邪魔しないようにすることができる。Ｂ図は、整形されたレーザー
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ビーム６３の断面図である。図７は、レーザー発振装置６６から出たビーム６７がビーム
整形素子６８によって整形されたレーザービーム６９となって、若干末広がりに照射され
ている例を示す斜視図である。整形されたレーザービーム６９中に、原フィラメント１ａ
、１ｂ、１ｃ、・・・が、横方向に一列に配置されている例を示す。
【００７１】
図８は、炭酸ガスレーザー発振装置から照射される炭酸ガスレーザービーム７１が、ポ
リゴンミラー７２によって、多錘の原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・が加熱され
る例を示す平面図である。ポリゴンミラーは中心を軸に高速で回転しており、表面の多面
のミラー７３ａ、７３ｂ、７３ｃ、・・・によって入射してくるレーザービーム７１が反
射し、反射されたビーム７４となって、オリフィスの出口における原フィラメント１ａ、
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１ｂ、１ｃ、・・・の流れる方向と直角方向に横切るように走行することによって、多錘
の原フィラメントに照射せることができる。原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・の
走行速度に対して、ポリゴンミラー７２の回転速度が大きく、反射されたレーザービーム
７４の横方向への走査速度が桁違いに速い必要がある。
【００７２】
図９は、炭酸ガスレーザー発振装置８１から照射される炭酸ガスレーザービーム８２が
、ガルバノミラー８３の振動によって反射され、反射ビーム８４によって、原フィラメン
ト１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・に照射される例を示す平面図である。反射ビーム８４は、オ
リフィスの出口における原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・の流れる方向と直角方
向に横切るように走行することによって、多錘の原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・
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・に照射せることができる。原フィラメント１の走行速度に対して、反射ビーム８４の横
方向への走査速度が桁違いに速い必要がある。なお、図８や図９におけるポリゴンミラー
やガルバノミラーは、延伸室の外にあり、それらによって反射されてきたレーザービーム
は、延伸室のＺｎ−Ｓｅ窓を通じて延伸室内へ導かれることが望ましい。
【００７３】
図１０は、平行ミラーを設けた延伸室の平面図である。炭酸ガスレーザー発振装置９１
から斜め方向から照射される炭酸ガスレーザービーム９２が、Ｚｎ−Ｓｅ窓９３通過して
、延伸室９４に導かれる。延伸室９４中には、平行に設置されている一対のミラー９５ａ
、９５ｂが設けられている。延伸室９４へ導かれたレーザービーム９３は、平行ミラー９
５ａ、９５ｂに複数回反射させられる。二つの平行に設置されたミラー９５ａ、９５ｂに
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ビームが入射してくる側とは反対側に、二つの平行なミラー９５ａ、９５ｂの平行軸に対
して直角軸に直角ミラー９６を置くことにより、平行ミラー９５ａ、９５ｂ間を複数回反
射してきたビーム９２は、この直角ミラー９６で反射されて、再び平行ミラー９５ａ、９
５ｂ間で反射されていく。このように反射されていく往路と復路のビームの多数の交点に
、それぞれ原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・を置くことで、多錘の延伸を可能に
することができる。なお、系から出ていくビームには、パワーメータ９７を設け、レーザ
ーの有効利用率等の管理を行う。
【００７４】
図１１は、図１０における二つの平行に設置されたミラー９５ａ、９５ｂにビームが入
射してくる側とは反対側に、さらに他の新たな炭酸ガスレーザー発振装置１０１から斜め
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方向からレーザービーム１０２を照射させる例を示す平面図である。このようにすること
で、多錘の原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・に照射されるレーザービームの強度
が増す。なお、この場合も、系から出ていくビームには、パワーメータ１０３を設ける。
【００７５】
図１２は、本発明のマルチ（多錘）延伸によって得られた極細フィラメントを巻取装置
に直接集積させる例を示す概念図である。図１と同様な装置で、多数の原フィラメント１
がオリフィス２を通じてＰ２気圧下（この図では負圧状態）にある延伸室１１へと導かれ
ている。炭酸ガスレーザー発振装置３より出たレーザービーム４は、ビーム整形素子５に
よってビーム形状が整形され、オリフィス２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・直下において、多錘
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（マルチ）の原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・に対して、整形されたレーザービ
ーム６として照射される。整形されたレーザービーム６により加熱され、Ｐ１−Ｐ２の気
圧差によってもたらされる高速エアーが下方のフィラメントに与える張力により、原フィ
ラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・は延伸されて、延伸されたフィラメント１２ａ、１２
ｂ、１２ｃ、・・・となって下降し、下方の巻取装置１１１へ直接巻き取られる。巻取機
１１１は、巻取架台１１２に設置された巻取管１１３からなり、この巻取管１１３が
延伸されたフィラメント群を巻取る回転軸となる。巻取管１１３はモータにより駆動（図
示されていない）されて回転し、この巻取管１１３上に延伸されたフィラメントは巻き付
けられ、集積されて、延伸されたフィラメント集積体１１４となる。気圧Ｐ２は、バルブ
１４を通じて真空ポンプ（図示されていない）へ導かれている。真空度は、調整するバル
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ブ１４、および真空ポンプの回転数、バイパスバルブ等で調整される。延伸室１１には、
気圧計１５が設けられている。なお、多数の延伸されたフィラメント１２ａ、１２ｂ、１
２ｃは、図３で示した集束具によって集束した状態で、巻取機へ導くこともできる。
【００７６】
また図１２において、巻取機１１１はバイブレータ１１５上に載せられ、巻取機１１１
の巻取管の軸方向（ｘ方向）に振動され、延伸されたフィラメント群１２ａ、１２ｂ、１
２ｃ、・・・は揺動されつつ、巻取管１１３上に巻かれていくことが好ましい。このよう
にすることで、地合の優れた極細フィラメントからなる不織布が得られる。
【００７７】
さらに図１２において、延伸室１１全体が、微調整移動台座１１６に載せられており、
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ボルト１１７ａ、１１７ｂ、１１７ｃ、・・・とそれらに対応するネジ穴１１８ａ、１１
８ｂ、１１８ｃ、・・・によって、上下、左右、前後に微調整できるようになっている。
微調整移動台座１１６は、図では示していないが、回転できるターンテーブルとすること
もできる。図では、ボルト１１７とネジ穴１１８は、台座１１６の左サイドと手前サイド
のみ図示してあるが、同様に、右サイド、奥サイドにも設けてある。図では簡便なネジ方
式を示したが、油圧ジャッキや電動モータ等を使用して微調整移動を行うこともできる。
この延伸室１１の下、又は台座１１６の下にバイブレータを設置して、延伸されたフィラ
メントをｘ方向に揺動することも出来る。
【００７８】
図１３は、本発明の延伸されたフィラメント１２が反射板１２１に反射されつつ、フィ
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ラメントの集積装置に送られる状態を示す斜視図である。反射板１２１は、下方で扇状に
広がっており、ｘ方向に振動している。延伸されたフィラメント１２は、Ｐ１−Ｐ２下の
圧力差によるエアーの流れに送られて、反射板１２１に衝突し、反射板１２１の振動に伴
って反射方向を変化させ、図の点線のように広がって、集積装置に送られていく。このよ
うに延伸されたフィラメント１２が広がって集積されることにより、集積装置に集積され
た多数の延伸フィラメントからなる不織布は、地合の良いものとなる。
【００７９】
図１４は、本発明の集積装置として巻取機を用いた場合において、延伸室内に捕集ガ
イドを設けた場合の例を示す。図１２と同様な装置で、板状物１３１に多数の孔が開けら
れ、それらの孔をそれぞれオリフィス１３２ａ、１３２ｂ、１３２ｃ、・・・とし、多数
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の原フィラメント１がこれらのオリフィス１３２を通じてＰ２気圧下（この図では負圧状
態）にある延伸室１１へと導かれている。炭酸ガスレーザー発振装置３より出たレーザー
ビーム１３３は、オリフィス１３２直下において、多錘（マルチ）の原フィラメント１ａ
、１ｂ、１ｃ、・・・に対して照射される。なお、レーザービーム１３３を延伸室内へ導
くには、Ｚｎ−Ｓｅからなる窓を通過するが、その窓は図では省略してある。レーザービ
ーム１３３により加熱され、Ｐ１−Ｐ２の気圧差によってもたらされる高速エアーが下方
のフィラメントに与える張力により、原フィラメント１ａ、１ｂ、１ｃ、・・・は延伸さ
れて、延伸されたフィラメント１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃ、・・・となって下降し、
下方の巻取装置１１１へ直接巻き取られる。巻取機１１１は、巻取架台１１２に設置され
た巻取管１１３からなり、巻取管がモータにより駆動（図示されていない）されて回転し
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、この巻取管１１３上に延伸されたフィラメントは巻き付けられ、集積されて、延伸され
たフィラメント集積体１３５となる。この延伸室１１には、巻取管１１３に沿って湾曲し
ている捕集ガイド１３６が設けられていることを特徴とする。この捕集ガイド１３６によ
り、延伸されたフィラメント１３４は、安定して巻取管１１３に巻かれ、地合の良い不織
布シートからなる延伸されたフィラメント集積体１３５となる。
【００８０】
なお、これらの図３―図１４における原フィラメントの延伸は、Ｐ２圧力下の延伸室で
行われる。また、図５、図６、図７におけるこれらのフィラメントの配置は、図８、図９
におけるミラーを使用した場合においても使用することができる。
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【産業上の利用可能性】
【００８１】
本発明による極細フィラメントは、エアーフィルター等の従来極細フィラメントが使用
されてきた分野ばかりでなく、メディカル用フィルター、ＩＴ用機能材料などの革新素材
として広い分野にも使用することができる。
【符号の説明】
【００８２】
１：原フィラメント、

２：オリフィス、

４：レーザービーム、

５：ビーム整形素子、

３：炭酸ガスレーザー発振装置、
６：整形されたレーザービーム、

１１：延伸室、

１２：延伸されたフィラメント、

１４：バルブ、

１５：気圧計、

１７：熱処理されたウェブ、

１３：コンベア、
30

１６：熱処理ロール、

１８：巻取ロール。

２１：原フィラメント供給室、

２２：延伸室、

２３バルブ、

２４：配管、

２５：気圧計、

２６：バルブ、

２７：配管、

２９：リール、

３０：コーム、

３１、３２：繰出ニップロール、

３３：パワーメータ、

３４：延伸されたフィラメント、

３６：負圧吸引室、

３７：赤外線ランプ、

３９：ゴムロール、

４０：加熱ロール、

４２：熱処理されたウェブ、
４６：ウェブ、

２８：気圧計、
３５：ウェブ、

３８：熱風ノズル、
４１：ゴムロール、

４３：巻取ロール。

４７：ニップロール、

４８：スネイルワイヤー、
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４９：巻取機。
５１：ノズル、

５２：レーザービーム、

６１：レーザービーム、

５３：筒状部、

６２：ビーム整形素子、

６６：炭酸ガスレーザー発振装置、

５４：オリフィス。

６３：整形されたレーザービーム。

６７：レーザービーム、

６８：ビーム整形素子、

６９：整形されたレーザービーム。
７１：レーザービーム、

７２：ポリゴンミラー、

７３：ミラー、

７４：反射されたレーザービーム。
８１：炭酸ガスレーザー発振装置、

８２：レーザービーム、

８３：ガルバノミラー、

８４：反射されたレーザービーム。
９１：炭酸ガスレーザー発振装置、
９３：Ｚｎ−Ｓｅ窓、

９２：レーザービーム、

９４：延伸室、

９５：平行ミラー、
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９６：直角ミラー、
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９７：パワーメータ。

１０１：炭酸ガスレーザー発振装置、

１０２：レーザービーム、

１０３：パワーメータ。
１１１：巻取機、

１１２：巻取架台、

１１３：巻取管、

１１４：延伸されたフィラメントの集積体。
１１５：バイブレータ、
１１７：ボルト、

１１６：微調整移動台座、

１１８：ボルト穴。

１２１：反射板。
１３１：板状物、

１３２：オリフィス、

１３４：延伸さらてフィラメント、

１３３：レーザービーム、

１３５：フィラメント集積体、

１３６：捕集ガイド。

【図１】

【図２】
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