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(57)【要約】
【課題】天然ゴムからなる微細な繊維、その繊維を含む
不織布および繊維の製造方法を提供することである。
【解決手段】本発明の繊維は、ナノオーダーまたはマイ
クロオーダーの平均繊維径を有し、且つ、天然ゴムから
なる。本発明の不織布は、前記繊維を含む。本発明の繊
維の製造方法は、天然ゴムラテックスに水溶性ポリマー
を添加して紡糸用ラテックスを得る工程と、前記紡糸用
ラテックスを紡糸して繊維を得る工程と、前記繊維を洗
浄して前記水溶性ポリマーを除去する工程とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ナノオーダーまたはマイクロオーダーの平均繊維径を有し、且つ、天然ゴムからなる、
繊維。
【請求項２】
有機溶剤を含有していない、請求項１に記載の繊維。
【請求項３】
前記天然ゴムを架橋していない状態で、且つ、繊維軸が一方向に配向した不織布状の加
工形態にしたとき、比（繊維軸方向の弾性率／繊維軸に垂直な方向の弾性率）が、１．５
以上である、請求項１または２に記載の繊維。
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【請求項４】
請求項１〜３のいずれかに記載の繊維を含む、不織布。
【請求項５】
繊維軸が一方向に配向している、請求項４に記載の不織布。
【請求項６】
天然ゴムラテックスに水溶性ポリマーを添加して紡糸用ラテックスを得る工程と、
前記紡糸用ラテックスを紡糸して繊維を得る工程と、
前記繊維を洗浄して前記水溶性ポリマーを除去する工程とを備える、繊維の製造方法。
【請求項７】
前記天然ゴムラテックスまたは前記繊維における天然ゴムを架橋する、請求項６に記載
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の繊維の製造方法。
【請求項８】
前記水溶性ポリマーが、ポリエチレンオキシドである、請求項６または７に記載の繊維
の製造方法。
【請求項９】
前記紡糸をエレクトロスピニング法で行う、請求項６〜８のいずれかに記載の繊維の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、繊維、不織布および繊維の製造方法に関する。具体的には、天然ゴムからな
る微細な繊維、その繊維を含む不織布および繊維の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般的な天然ゴムはラテックスに架橋処理を施した伸縮性のあるポリマーであるが、加
工形態はフィルムやバルクなどに限られており、不織布状の加工形態にはできなかった。
天然ゴムの繊維化では、ポリカプロラクトンなどの他のポリマーや、炭素繊維を含有させ
ることで繊維化を行った事例はあるが、純粋な天然ゴムからなる微細な繊維およびその不
織布はこれまでのところ得られていない（例えば、非特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】L.M.M. Costa et al, 「Electrospinning of PCL/natural rubber blen
ds」, Journal of Materials Science, 2013, 48, p. 8501‑8508
【非特許文献２】I. Cacciotti et al, 「Neat and GNPs loaded natural rubber fibers
by electrospinning: Manufacturing and characterization」, Mater. Des, 2015, 88,
p. 1109‑1118
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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本発明の課題は、天然ゴムからなる微細な繊維、その繊維を含む不織布および繊維の製
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】
【０００５】
本発明の繊維は、ナノオーダーまたはマイクロオーダーの平均繊維径を有し、且つ、天
然ゴムからなる。
【０００６】
本発明の不織布は、前記繊維を含む。
【０００７】
本発明の繊維の製造方法は、天然ゴムラテックスに水溶性ポリマーを添加して紡糸用ラ
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テックスを得る工程と、前記紡糸用ラテックスを紡糸して繊維を得る工程と、前記繊維を
洗浄して前記水溶性ポリマーを除去する工程とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、天然ゴムの微細繊維化および不織布化により、例えば、天然ゴムシー
トの多孔度をあげて通気性を向上させたり、伸縮性をより高めることができる。これによ
り従来の天然ゴムでは実現できなかった新しい材料として、例えば、フィルタ材料や医療
材料などの新規用途に天然ゴムを用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】実施例１の引張試験の結果を示す応力ひずみ曲線である。
【図２】実施例１の引張試験における繊維軸方向および繊維軸に垂直な方向を示す説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜繊維＞
以下、本発明の一実施形態に係る繊維について詳細に説明する。
本実施形態の繊維は、ナノオーダーまたはマイクロオーダーの平均繊維径を有し、且つ
、天然ゴムからなる。本実施形態の繊維は、実質的に天然ゴムのみからなる。
【００１１】
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天然ゴムは、シス１、４−ポリイソプレンの分子構造を有するバイオベースの天然ポリ
マーであり、伸縮性、強靭性などの高い機械的特性を有し、高電気抵抗、疎水性、撥水性
などの性能も有する。また、ナノオーダーまたはマイクロオーダーの平均繊維径を有する
微細繊維は、高表面積、多孔質（通気性）、配向（機械的異方性）などの性能を有する。
本実施形態の繊維は、上述した天然ゴムおよび微細繊維のそれぞれの性能を兼ね備えるこ
とから、従来の天然ゴムでは実現できなかった新しい材料として新規用途に用いることが
できる。用途としては、例えば、フィルタ材料、医療材料、培養用基材などが挙げられる
が、これらに限定されない。
【００１２】
医療材料としては、例えば、貼付剤の基布、医療用手袋、包帯、衛生用品などが挙げら
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れる。医療材料に本実施形態の繊維を用いれば、伸縮性、高通気性などの効果が得られる
。また、本実施形態の繊維を、繊維軸が一方向に配向した不織布状の加工形態にすれば、
繊維軸方向に伸びやすくて丈夫であり、且つ、繊維軸に垂直な方向には裂けるといった力
学的異方性が得られる。この点からも本実施形態の繊維を医療材料に用いることができる
。
【００１３】
培養用基材としては、例えば、筋肉細胞などの分化基材、細胞凍結用の基材などが挙げ
られる。すなわち、本実施形態の繊維は、上述のとおり、伸縮性を有することから、筋肉
細胞などの分化基材に用いることができる。また、本実施形態の繊維は、低Ｔｇ（低温下
での伸縮性）を有することから、細胞凍結用の基材に用いることができる。
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【００１４】
本実施形態の繊維は、天然ゴムというバイオマスからなるので、低環境負荷を発揮する
こともできる。
【００１５】
平均繊維径において、ナノオーダーとは、１ｎｍ以上１μｍ未満のことであり、マイク
ロオーダーとは、１μｍ以上１ｍｍ未満のことである。平均繊維径は、例えば、１００ｎ
ｍ〜５００μｍであってもよい。平均繊維径は、走査型電子顕微（ＳＥＭ）を使用して測
定される値である。
【００１６】
繊維は、有機溶剤を含有していなくてもよい。この場合には、天然ゴムというバイオマ
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スからなることと相まって、優れた低環境負荷を発揮することができる。繊維が有機溶剤
を含有していないことの確認は、例えば、ガスクロマトグラフィー法で行ってもよい。
【００１７】
繊維は、タンパク質を含有していなくてもよい。この場合には、低アレルギー性を発揮
することができる。繊維がタンパク質を含有していないことの確認は、例えば、エライザ
法で行ってもよい。
【００１８】
繊維における天然ゴムは、架橋していてもよいし、架橋していなくてもよい。本実施形
態の繊維は、天然ゴムを架橋していない状態でも高い機械的特性を発揮することができる
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。
【００１９】
繊維は、天然ゴムを架橋していない状態で、且つ、繊維軸が一方向に配向した不織布状
の加工形態にしてもよい。このとき、比（繊維軸方向の弾性率／繊維軸に垂直な方向の弾
性率）が、例えば、１．５以上、好ましくは３以上、さらに好ましくは１０以上であって
もよい。この場合には、高い機械的特性を発揮することができる。同様の理由から、比（
繊維軸方向の引張強度／繊維軸に垂直な方向の引張強度）が、例えば、１．５以上、好ま
しくは３以上であってもよい。また、比（繊維軸方向の破断強度／繊維軸に垂直な方向の
破断強度）が、例えば、１．５以上、好ましくは３以上であってもよい。
【００２０】
弾性率、引張強度および破断強度は、ＪＩＳ

Ｋ６２５１に基づく引張試験により測定
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される値である。なお、弾性率、引張強度および破断強度の具体的な値は、製造条件など
で変わるため、特に限定されない。
【００２１】
＜不織布＞
次に、本発明の一実施形態に係る不織布について詳細に説明する。
本実施形態の不織布は、上述した実施形態の繊維を含む。すなわち、本実施形態の不織
布は、天然ゴムからなる微細な繊維を含むことから、天然ゴムシートの多孔度をあげて通
気性を向上させたり、伸縮性をより高めることができる。
【００２２】
不織布は、上述した実施形態の繊維のみで構成されていてもよいし、上述した実施形態
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の繊維に加えて、他の繊維をさらに含んでいてもよい。他の繊維としては、例えば、綿、
羊毛、麻、パルプ、絹、石綿などの天然繊維、ナイロン、レーヨン、ポリエステル、ポリ
プロピレン、アクリル繊維、ビニロン、アラミド繊維、ガラス繊維などの合成繊維などが
挙げられる。
【００２３】
不織布は、繊維軸が一方向に配向していてもよい。この場合には、繊維軸方向に伸びや
すくて丈夫であり、且つ、繊維軸に垂直な方向には裂けるといった力学的異方性が得られ
る。
【００２４】
不織布の厚さは、例えば、０．０１〜１ｍｍであってもよいが、これに限定されない。
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【００２５】
＜繊維の製造方法＞
次に、本発明の一実施形態に係る繊維の製造方法について詳細に説明する。
【００２６】
本実施形態の繊維の製造方法は、以下の（１）〜（３）の工程を備えている。
（１）天然ゴムラテックスに水溶性ポリマーを添加（混和）して紡糸用ラテックスを得
る工程。
（２）紡糸用ラテックスを紡糸して繊維を得る工程。
（３）繊維を洗浄して水溶性ポリマーを除去する工程。
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【００２７】
本実施形態によれば、水系ラテックスからの直接紡糸によって繊維を得ることができる
。それゆえ、溶媒の精製などが不要であり、有機溶媒（有機溶剤）を使用せずに水系での
製造が可能であることから、天然ゴムからなる微細な繊維を環境負荷の低い方法で効率よ
く低コストで製造することができる。
【００２８】
天然ゴムは、ゴムノキの樹液から天然ゴムラテックスとして採取される天然資源である
。天然ゴムラテックスは、タンパク質、糖、アルカロイドなどを含む水系のコロイド（水
系エマルション）である。
【００２９】
（１）の工程において、天然ゴムラテックスの濃度は、例えば、１０〜７０質量％であ
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ってもよい。また、天然ゴムラテックスは、市販品を用いてもよい。市販の天然ゴムラテ
ックスとしては、例えば、Ｇｅｔａｈｉｎｄｕｓ社製の「Ｇ−ＴＥＸ

ＨＡ」などが挙げ

られる。
【００３０】
水溶性ポリマーは、天然ゴムラテックスの粘度を高めて直接紡糸を可能にする役割を有
する。水溶性ポリマーとして、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）を用いてもよい。ポリエ
チレンオキシドは、それ自体が紡糸しやすい水溶性ポリマーである。なお、ポリエチレン
オキシドに代えて、他の水溶性ポリマーを用いてもよい。
【００３１】
水溶性ポリマーは、単独で添加してもよいし、予め水性媒体などで溶解して溶液の状態
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としてから添加してもよい。水性媒体としては、例えば、水などが挙げられる。水溶性ポ
リマーを溶液の状態で使用する場合、溶液の濃度は、例えば、１〜１０質量％であっても
よい。
【００３２】
水溶性ポリマーは、天然ゴムラテックスの粘度を高めて直接紡糸が可能となるような割
合で添加すればよい。それゆえ、水溶性ポリマーの添加量は、特定の値に限定されない。
【００３３】
水溶性ポリマーは、固形分換算による質量比で、水溶性ポリマーが天然ゴムラテックス
よりも少ない比率となるように添加してもよい。この場合には、天然ゴムラテックスの比
率が相対的に多くなることから、生産性が高い。天然ゴムラテックスと水溶性ポリマーと
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の比率は、例えば、固形分換算による質量比で、天然ゴムラテックス：水溶性ポリマー＝
１：０．０１〜０．５であってもよい。
【００３４】
（１）の工程で得られる紡糸用ラテックスは、水系ラテックスである。紡糸用ラテック
スの粘度は、天然ゴムラテックスの粘度よりも高い。紡糸用ラテックスの粘度は、例えば
、１，０００ｍＰａ・ｓ以上であってもよい。この場合には、直接紡糸しやすい。紡糸用
ラテックスの粘度の上限値は、５００，０００ｍＰａ・ｓ以下であってもよい。なお、一
般的な天然ゴムラテックスの粘度は、１０ｍＰａ・ｓ以上１，０００ｍＰａ・ｓ未満であ
る。粘度は、回転型レオメーターで測定される値である。
【００３５】
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（２）の工程における紡糸は、エレクトロスピニング法で行ってもよい。エレクトロス
ピニング法の条件としては、例えば、以下の条件が挙げられる。
印加電界：１．０〜４．０ｋＶ／ｃｍ
コレクタ線速度：１〜４０ｍ／ｓ
流量：０．１〜３．０ｍＬ／ｈ
なお、エレクトロスピニング装置は、特に限定されない。
【００３６】
（２）の工程で得られる繊維（以下、「第１繊維」ということがある。）は、天然ゴム
および水溶性ポリマーで構成されている。第１繊維は、ナノオーダーまたはマイクロオー
ダーの平均繊維径を有していてもよい。
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【００３７】
（３）の工程における第１繊維を洗浄した後の繊維（以下、「第２繊維」ということが
ある。）は、天然ゴムからなる。なお、洗浄によってタンパク質も除去できることから、
第２繊維のタンパク質の含有量は、第１繊維のタンパク質の含有量よりも少ない。
【００３８】
第２繊維は、ナノオーダーまたはマイクロオーダーの平均繊維径を有していてもよい。
なお、第２繊維の径は減少する傾向にあるが、洗浄プロセスで膨潤する場合があり実質的
には変化しない場合がある。すなわち、第２繊維の平均繊維径は、第１繊維の平均繊維径
から減少するか、または第１繊維の平均繊維径と実質的に同じになる傾向がある。
【００３９】
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洗浄に用いる洗浄液としては、例えば、水などが挙げられる。なお、水溶性ポリマーを
第１繊維から除去可能な限り、洗浄液は水に限定されない。洗浄温度は、例えば、１０〜
４０℃であってもよい。洗浄方法としては、例えば、浸漬などが挙げられる。洗浄時間は
、例えば、３０分以上であってもよい。洗浄時間の上限値は、特に限定されないが、３０
時間以下であってもよい。水溶性ポリマーが第１繊維から除去されたことの確認は、例え
ば、ＡＴＲ−ＦＴＩＲ測定で行ってもよい。
【００４０】
天然ゴムラテックスまたは繊維における天然ゴムを架橋してもよい。架橋は、例えば、
加硫などで行ってもよいが、これに限定されない。
【００４１】
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加硫の際に用いる加硫剤としては、例えば、硫黄などが挙げられる。加硫剤の添加量は
、例えば、天然ゴム１００質量部に対して０．１〜５．０質量部であってもよい。
【００４２】
加硫の際には、加硫促進剤などを用いてもよい。加硫促進剤としては、例えば、ジエチ
ルジチオカルバミン酸亜鉛（ＺｎＤＥＣ）などが挙げられるが、これに限定されない。加
硫促進剤の添加量は、例えば、天然ゴム１００質量部に対して０．１〜５．０質量部であ
ってもよい。
【００４３】
加硫後に熱処理を行ってもよい。熱処理温度は、例えば、１２０〜１８０℃であっても
よい。熱処理時間は、例えば、５分〜４時間であってもよい。

40

【００４４】
以上、本発明に係る実施形態について例示したが、本発明は上述した実施形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない限り任意のものとすることができることは
いうまでもない。
【００４５】
以下、合成例および実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の合成例
および実施例のみに限定されるものではない。
【００４６】
（合成例１）
まず、天然ゴムラテックスおよび水溶性ポリマーとして、以下のものを準備した。
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天然ゴムラテックス：濃度が６０質量％であるＧｅｔａｈｉｎｄｕｓ社製の「Ｇ−ＴＥ
Ｘ

ＨＡ」
水溶性ポリマー：濃度が６質量％であるポリエチレンオキシドの水溶液

【００４７】
次に、天然ゴムラテックスに水溶性ポリマーを添加して紡糸用ラテックスを得た。具体
的には、質量比で、天然ゴムラテックス：水溶性ポリマー＝１：１の割合で、天然ゴムラ
テックスに水溶性ポリマーを添加した。すなわち、天然ゴムラテックスと水溶性ポリマー
との比率を、固形分換算による質量比で、天然ゴムラテックス：水溶性ポリマー＝１：０
．１にした。
10

【００４８】
得られた紡糸用ラテックスの粘度を測定した。また、比較として天然ゴムラテックスの
粘度も測定した。測定結果は、以下のとおりである。
紡糸用ラテックスの粘度：１５，４００ｍＰａ・ｓ
天然ゴムラテックスの粘度：２９０ｍＰａ・ｓ
【００４９】
粘度の測定条件は、以下のとおりである。
測定装置：回転型レオメーターＭＣＲ３０２
プレート：コーンプレート（直径２５ｍｍ）
せん断速度：１０

１／ｓ

測定温度：２０℃

20

【００５０】
次に、紡糸用ラテックスを紡糸した。紡糸は、エレクトロスピニング法で行った。エレ
クトロスピニング法の条件は、以下のとおりである。
印加電界：２．０ｋＶ／ｃｍ
コレクタ線速度：５ｍ／ｓ
流量：３．０ｍＬ／ｈ
【００５１】
上述のように紡糸することによって繊維を得た。繊維は、繊維軸が一方向に配向してお
り、且つ、厚さが７０〜１７０μｍである不織布の状態で得た。
【００５２】

30

最後に、得られた繊維を洗浄して水溶性ポリマーを除去した。洗浄条件は、以下のとお
りである。
洗浄液：水
洗浄温度：２５℃
洗浄方法：浸漬
洗浄時間：２４時間
【００５３】
洗浄後の繊維について、ＡＴＲ−ＦＴＩＲ測定を行った。その結果、洗浄後の繊維には
、水溶性ポリマー（ポリエチレンオキシド）に由来するピークは検出されなかった。
【００５４】

40

洗浄前および洗浄後における繊維の表面をＳＥＭで観察した。その結果、洗浄前および
洗浄後において、繊維軸が一方向に配向した異方性構造が観察された。また、繊維材料の
特徴である高い空隙も観察された。
【００５５】
洗浄前および洗浄後における繊維の平均繊維径をＳＥＭを使用して測定した。測定結果
は、以下のとおりである。
洗浄前の繊維の平均繊維径：３３μｍ
洗浄後の繊維の平均繊維径：３３μｍ
【００５６】
平均繊維径を測定する際のＳＥＭの測定条件は、次のとおりである。まず、観察試料を
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イオンコータによりＰｔ／Ｐｄでコーティング（コーティング時間１２０ｓ、印加電流１
５ｍＡ、チャンバー圧力６Ｐａ）した。その後ＳＥＭを用いて観察（印加電圧１２ｋＶ）
した。観察したＳＥＭ画像より繊維径を計測した。
【００５７】
（合成例２）
まず、天然ゴムラテックスおよび水溶性ポリマーとして、合成例１と同じものを準備し
た。次に、天然ゴムラテックスに水溶性ポリマーを合成例１と同じ割合で添加して紡糸用
ラテックスを得た。そして、天然ゴムラテックスにおける天然ゴムを加硫するため、得ら
れた紡糸用ラテックスに加硫剤および加硫促進剤をさらに添加した。加硫剤としては、硫
黄を用いた。加硫剤の添加量は、天然ゴム１００質量部に対して０．５質量部にした。ま

10

た、加硫促進剤としては、ＺｎＤＥＣを用いた。加硫促進剤の添加量は、天然ゴム１００
質量部に対して０．５質量部にした。
【００５８】
次に、紡糸用ラテックスを紡糸した。紡糸は、エレクトロスピニング法で行った。エレ
クトロスピニング法の条件は、以下のとおりである。
印加電界：２．０ｋＶ／ｃｍ
コレクタ線速度：３ｍ／ｓ
流量：２．５ｍＬ／ｈ
【００５９】
上述のように紡糸することによって繊維を得た。繊維は、繊維軸が一方向に配向してい

20

る不織布の状態で得た。
【００６０】
次に、得られた繊維に熱処理を施した。すなわち、加硫後に熱処理を行った。熱処理の
条件は、以下のとおりである。
熱処理温度：１５０℃
熱処理時間：２時間
【００６１】
最後に、熱処理後の繊維を合成例１と同様にして洗浄し、水溶性ポリマーを除去した。
そして、洗浄後の繊維について、ＡＴＲ−ＦＴＩＲ測定を行った。その結果、洗浄後の繊
維には、水溶性ポリマー（ポリエチレンオキシド）に由来するピークは検出されなかった

30

。
【００６２】
洗浄前（熱処理後）および洗浄後における繊維の表面をＳＥＭで観察した。その結果、
洗浄前および洗浄後において、繊維軸が一方向に配向した異方性構造が観察された。また
、繊維材料の特徴である高い空隙も観察された。
【実施例１】
【００６３】
合成例１で得た繊維（不織布）について、機械的特性を評価した。具体的には、ＪＩＳ
Ｋ６２５１に基づく引張試験を行い、弾性率、引張強度および破断強度を測定した。応
力ひずみ曲線を図１に、弾性率、引張強度および破断強度の測定結果を表１に示す。
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【００６４】
なお、測定は、繊維軸方向および繊維軸に垂直な方向について行った。各方向について
具体的に説明すると、図２に示すように、合成例１で得た繊維１（不織布１０）は、複数
の繊維１におけるそれぞれの繊維軸が一方向に配向している。そして、図２に示す矢印Ａ
方向が、繊維軸方向であり、矢印Ｂ方向が、繊維軸に垂直な方向である。
【００６５】
［比較例１］
架橋していない天然ゴムからなる厚さ４８７μｍのキャストフィルムを使用した以外は
、実施例１と同様にして引張試験を行い、弾性率、引張強度および破断強度を測定した。
測定は、一方向について行った。応力ひずみ曲線を図１に、弾性率、引張強度および破断
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強度の測定結果を表１に示す。
【００６６】
【表１】

10

【００６７】
図１および表１から明らかなように、実施例１は、繊維軸方向に伸びやすくて丈夫であ
り、且つ、繊維軸に垂直な方向には裂けるといった力学的異方性が得られていることがわ
かる。また、繊維軸方向において、実施例１は比較例１よりも高い機械的特性を発揮して
いることがわかる。
【符号の説明】
【００６８】
１・・・繊維
１０・・・不織布
Ａ・・・繊維軸方向
Ｂ・・・繊維軸に垂直な方向
【図１】

【図２】
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