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【解決課題】

紡糸液の実用的な紡糸性評価方法および

該方法に使用する紡糸性評価システムを提供すること。
【解決手段】

電気伝導性紡糸液の一部を引き上げまた

は引き下げる手段と、電気伝導性紡糸液の温度を制御す
る手段と、引き上げ又は引き下げされている液状糸部分
の雰囲気温度を制御する手段と、所定の電気伝導性紡糸
液の温度および液状糸部分の雰囲気温度下で、引き上げ
又は引き下げられている液状糸部分の長さに関する電気
抵抗プロファイルを測定する手段とを具備し、測定され
た前記電気抵抗プロファイルと、設定された電気伝導性
紡糸液の温度および液状糸部分の雰囲気温度とから電気
伝導性紡糸液の紡糸性を評価することを特徴とする、電
気伝導性紡糸液の紡糸性評価システム。
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【特許請求の範囲】

化の容易性、最適な紡糸条件、繊維の生産性を評価する

【請求項１】

ための方法およびシステムに関するものである。

電気伝導性紡糸液の一部を引き上げ又は

引き下げる工程と、電気伝導性紡糸液の温度を制御する

【０００２】

工程と、引き上げ又は引き下げられている液状糸部分の

【従来の技術】従来、紡糸液の紡糸性は、主に紡糸液中

雰囲気温度を制御する工程と、所定の電気伝導性紡糸液

に挿入したガラス棒等を手動で引き上げ、生成した液状

の温度および液状糸部分の雰囲気温度下で、引き上げ又

糸の破断距離を目視によって測定することにより判断さ

は引き下げられている液状糸部分の長さに関する電気抵

れていた。この方法は基本的にＴａｍｍａｎとＴａｍｐ

抗プロファイルを測定する工程とを具備し、測定された

ｋｅによって１９２７年に発表された方法に沿ったもの

前記電気抵抗プロファイルと、設定された電気伝導性紡
糸液の温度および液状糸部分の雰囲気温度とから電気伝

であり、精度・再現性に乏しい上、測定環境も制約され
10

る。この欠点を解消するため、機械制御による引き上げ

導性紡糸液の紡糸性を評価することを特徴とする、電気

速度のコントロール（大島、前田、河合、工業化学雑

伝導性紡糸液の紡糸性評価方法。

誌、６０、３１１（１９５７））、高速度カメラによる

【請求項２】

細化挙動の観測、液状糸を伝導する電流による破断の判

前記方法が、引き上げ又は引き下げられ

ている液状糸部分の雰囲気組成もしくは雰囲気圧力を制

定（Ｐ．Ｃ．Ｓｈｅｒｒ、Ｒａｙｏｎ

Ｔｅｘｔｉｌｅ

御する工程をさらに具備し、測定された電気抵抗プロフ

Ｍｏｎｔｈｌｙ、６７（Ｆｅｂ．１９４５））が報告

ァイルと、設定された液状糸部分の雰囲気組成もしくは

されている。また、破断時における液状糸の長さのみで

雰囲気圧力とから電気伝導性紡糸液の紡糸性を評価する

はなく、凝集破断、キャピラリー破断、延性破断といっ

ことを特徴とする、請求項１に記載の電気伝導性紡糸液

た破断時点での破断形態を液状糸の紡糸性判断基準とし

の紡糸性評価方法。

て取り入れた報告も多い。しかし、いずれも破断時にお

【請求項３】

前記液状糸部分の長さに関する電気抵抗

20

ける液状糸の長さ以外は定性的な判断に留まり、実用性

プロファイルの測定が、定電圧を印加して液状糸に流れ

は不充分であった。

る電流値を連続的に検出することによる、請求項１又は

【０００３】

２に記載の電気伝導性紡糸液の紡糸性評価方法。

【発明が解決しようとする課題】上記判断手法は元々液

【請求項４】

電気伝導性紡糸液の一部を引き上げまた

体のレオロジー特性を調べることを目的としており、実

は引き下げる手段と、電気伝導性紡糸液の温度を制御す

際の繊維生産をシミュレートしたものではない。実際の

る手段と、引き上げ又は引き下げされている液状糸部分

紡糸プロセスにおいては、上記破断時における液状糸の

の雰囲気温度を制御する手段と、所定の電気伝導性紡糸

長さのような、物質の性質としての紡糸性（以下、該性

液の温度および液状糸部分の雰囲気温度下で、引き上げ

質を「繊維形成能」と言う。）を有することは紡糸液に

又は引き下げられている液状糸部分の長さに関する電気

求められる必要条件の一つに過ぎず、該繊維形成能を判

抵抗プロファイルを測定する手段とを具備し、測定され

30

断するのみでは十分条件とは言えない。すなわち、引き

た前記電気抵抗プロファイルと、設定された電気伝導性

伸ばされた液状糸が冷却（溶融紡糸）、脱溶媒（湿式紡

紡糸液の温度および液状糸部分の雰囲気温度とから電気

糸）、乾燥（乾燥式紡糸）等の方法で固化することによ

伝導性紡糸液の紡糸性を評価することを特徴とする、電

って初めて連続的に繊維を生産できるのであり、繊維形

気伝導性紡糸液の紡糸性評価システム。

成能を判断するのみでは繊維化の容易性、最適な紡糸条

【請求項５】

前記システムが、引き上げ又は引き下げ

件、繊維の生産性といった実用的な紡糸性の評価には不

られている液状糸部分の雰囲気組成もしくは雰囲気圧力

充分である。例えば納豆のように、繊維形成能は充分な

を制御する手段をさらに具備し、測定された電気抵抗プ

物質でもそのままでは繊維にならず、一方ほとんど繊維

ロファイルと、設定された液状糸部分の雰囲気組成もし

形成能を持たない液体金属でも急速変形・急速冷却によ

くは雰囲気圧力とから電気伝導性紡糸液の紡糸性を評価
することを特徴とする、請求項４に記載の電気伝導性紡

って繊維化が可能である。このように、紡糸液の紡糸性
40

評価においては繊維形成能の評価に加え、固化されるこ

糸液の紡糸性評価システム。

とにより連続的に繊維を生産することが可能か否かの評

【請求項６】

価が不可欠であるところ、かかる実用的な紡糸性評価技

前記液状糸部分の長さに関する電気抵抗

プロファイルの測定手段として液状糸部分への定電圧印

術は未だ開発されていないのが実情である。

加電源および電流計を具備する、請求項４又は５に記載

【０００４】本発明の目的は、上記問題点を解決し、紡

の電気伝導性紡糸液の紡糸性評価システム。

糸液の実用的な紡糸性評価方法および該方法に使用する

【発明の詳細な説明】

紡糸性評価システムを提供することにある。本発明にお

【０００１】

いて「紡糸性」とは、繊維形成能を単に意味するもので

【発明の属する技術分野】本発明は、電気伝導性紡糸液

はなく、紡糸液に必要とされる繊維形成能を具備し、且

の紡糸性評価方法および該方法において用いる紡糸性評

つ固化されることにより連続的に繊維を生産することが

価システムに関わり、詳しくは電気伝導性紡糸液の繊維

50

可能な性質を言う。
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【０００５】

することが好ましい。

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を

【００１２】このように実際の繊維生産工程をシミュレ

解決するために鋭意検討した結果、実際の繊維生産工程

ートした本発明の紡糸性評価技術は、現実の紡糸性を簡

のシミュレーションの実現を可能とした紡糸性評価技術

便かつ高精度に、高い再現性のもとに得ることができる

を見出し、下記構成を具備する本発明を完成した。

ため、実用性に極めて優れる。

【０００６】すなわち、本発明により、電気伝導性紡糸

【００１３】

液の一部を引き上げ又は引き下げる工程と、電気伝導性

【発明の実施の形態】本発明の紡糸液の紡糸性評価技術

紡糸液の温度を制御する工程と、引き上げ又は引き下げ

は、まず、電気伝導性紡糸液の一部を引き上げ、または

られている液状糸部分の雰囲気温度を制御する工程と、
所定の電気伝導性紡糸液の温度および液状糸部分の雰囲

引き下げた際に生じる液状糸部分の長さに対する電気抵
10

抗プロファイルを測定することにより、その紡糸性を評

気温度下で、引き上げ又は引き下げられている液状糸部

価することを特徴とする。本発明において測定対象とな

分の長さに関する電気抵抗プロファイルを測定する工程

る紡糸液は適度の電気伝導性を有する液体状物質であれ

とを具備し、測定された前記電気抵抗プロファイルと、

ば特に制限はない。液体状物質には液体、溶液、懸濁

設定された電気伝導性紡糸液の温度および液状糸部分の

液、乳濁液、スラリーおよびこれらの混合物が含まれ、

雰囲気温度とから電気伝導性紡糸液の紡糸性を評価する

外力により引き伸ばすことによって変形して液状糸を生

ことを特徴とする電気伝導性紡糸液の紡糸性評価方法が

じるものであればよい。好適な具体例としては無機塩溶

提供される。

液のゾル、およびゾルとゲルの混合物を挙げることがで

【０００７】また、前記方法において、引き上げ又は引

きる。電気抵抗プロファイルの測定手段としては、液状

き下げられている液状糸部分の雰囲気組成もしくは雰囲

糸部分への定電圧印加電源および電流計を具備すること

気圧力を制御する工程をさらに具備し、測定された電気

20

が好ましく、定電圧を印加して液状糸に流れる電流値を

抵抗プロファイルと、設定された液状糸部分の雰囲気組

連続的に検出することによるのが好ましい。定電流電源

成もしくは雰囲気圧力とから電気伝導性紡糸液の紡糸性

を用い、発生する電圧を測定する手段を用いてもよい

を評価することを特徴とする電気伝導性紡糸液の紡糸性

が、該手段では液状糸が細くなった部分の温度上昇が大

評価方法が提供される。

きいことに起因する物性変化のため破断、固化、もしく

【０００８】前記紡糸性評価方法において、液状糸部分

は変形プロファイルの変化を生じやすく、該変化は液状

の長さに関する電気抵抗プロファイルの測定は、定電圧

糸の長さに関わる電気抵抗プロファイルに影響を及ぼし

を印加して液状糸に流れる電流値を連続的に検出するこ

得るため、定電圧印加電源を用いた前記手段が好まし

とによるのが好ましい。

い。

【０００９】さらに、本発明により、電気伝導性紡糸液

【００１４】本発明の紡糸性評価技術は、上記電気抵抗

の一部を引き上げまたは引き下げる手段と、電気伝導性

30

プロファイルを測定する際に固化条件を制御することに

紡糸液の温度を制御する手段と、引き上げ又は引き下げ

より、所定の固化条件における電気抵抗プロファイルを

されている液状糸部分の雰囲気温度を制御する手段と、

得ることを最大の特徴とするものである。ここで固化条

所定の電気伝導性紡糸液の温度および液状糸部分の雰囲

件の制御とは、液状糸の固化特性に影響を及ぼす各種要

気温度下で、引き上げ又は引き下げられている液状糸部

素の制御であり、具体的には紡糸液の温度、引き上げ

分の長さに関する電気抵抗プロファイルを測定する手段

（または引き下げ）雰囲気温度、組成および圧力等の制

とを具備し、測定された前記電気抵抗プロファイルと、

御である。「雰囲気」とは、引き上げまたは引き下げら

設定された電気伝導性紡糸液の温度および液状糸部分の

れている液状糸表面と接する気体もしくは液体であり、

雰囲気温度とから電気伝導性紡糸液の紡糸性を評価する

液状糸表面を介しての熱エネルギーもしくは物質の移動

ことを特徴とする電気伝導性紡糸液の紡糸性評価システ
ムが提供される。

によって液状糸の温度および組成を変化させ、繊維形成
40

能および固化特性を変化させることにより、紡糸液の紡

【００１０】また、前記システムにおいて、引き上げ又

糸性に影響を及ぼす。したがって、測定された電気抵抗

は引き下げられている液状糸部分の雰囲気組成もしくは

プロファイルと、設定された電気伝導性紡糸液の温度お

雰囲気圧力を制御する手段をさらに具備し、測定された

よび液状糸部分の雰囲気温度等から電気伝導性紡糸液の

電気抵抗プロファイルと、設定された液状糸部分の雰囲

紡糸性を評価することにより、単なる液体のレオロジー

気組成もしくは雰囲気圧力とから電気伝導性紡糸液の紡

特性の評価に留まらない、電気伝導性紡糸液の紡糸性

糸性を評価することを特徴とする電気伝導性紡糸液の紡

（すなわち繊維化の容易性、最適な紡糸条件、繊維の生

糸性評価システムが提供される。

産性）を評価し得る実用的な紡糸性の評価が得られる。

【００１１】前記紡糸性評価システムにおいて、液状糸

【００１５】以下、本発明を図面を参照しつつ説明す

部分の長さに関する電気抵抗プロファイルの測定手段と

る。図１は本発明の一実施態様を示す概略図である。図

して液状糸部分への定電圧印加電源および電流計を具備

50

１において、本発明の紡糸性評価システムは、電気伝導
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性紡糸液５の一部を引き上げる手段（液状糸引き上げ装

分圧）は紡糸液からの溶媒の脱離速度に影響し、紡糸時

置１）と、電気伝導性紡糸液５の温度を制御する手段

の固化速度にも影響を及ぼすことから紡糸性を変化させ

（紡糸液温度制御装置２）と、引き上げられている液状

得るからである。

糸部分４の雰囲気温度を制御する手段（引き上げ雰囲気

【００２０】

温度制御装置３）と、所定の電気伝導性紡糸液の温度お

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに具体的に

よび液状糸部分の雰囲気温度下で、引き上げ又は引き下

説明する。なお、本実施例で用いた紡糸液はいずれも無

げられている液状糸部分の長さに関する電気抵抗プロフ

機塩法アルミナ繊維紡糸用のものであるが、試料はこれ

ァイルを測定する手段（電圧印加電源１０、電流計１１

に限定されない。

および電圧計１２とから構成される）とを具備し、上述
のように、液状糸部分の長さに関して測定された電気抵

【００２１】試料は（ａ）クラレ株式会社製ポリビニル
10

アルコールPVA117（ケン化度99.85％、重合度1700）と

抗プロファイルと、設定された電気伝導性紡糸液の温度

和光純薬株式会社製ポリエチレングリコール（平均分子

および液状糸部分の雰囲気温度等から電気伝導性紡糸液

量3000）を質量比８：２で混合したもの、（ｂ）多木化

の紡糸性が評価される。

学株式会社製ハイドロオキシ塩化アルミニウム水溶液と

【００１６】本発明の電気抵抗プロファイルを測定する

日産化学株式会社製シリカゾルを無機成分の質量比９

手段においては、既述の理由から電圧印加電源１０とし

５：５で混合したもの、及び（ｃ）水を、耐圧ガラス工

て直流定電圧印加電源を用い、一定電圧下で液状糸に流

業株式会社製オートクレーブに投入し、昇温速度分間１

れる電流値を電流計１１により連続的に検出することが

℃で１２０℃まで加熱、加圧し、この温度で１０分間保

好ましく、電流計１１として高精度（好ましくは最小測

持後、分間１℃で所定温度まで冷却し、試験に用いた。

定可能電流１μＡ以下）で測定レンジの自動切り換え機

この際、（ａ）と（ｂ）の分率は前者の質量と後者の無

能を持った電流計を用いることがさらに好ましい。

20

機成分質量の比が３：７になるように固定し、（ｃ）の

【００１７】液状糸引き上げ装置１は、引き上げ速度調

量により水分率（もともと（ｂ）に含まれていたものも

節機能を有することが好ましく、引き上げ速度は一定で

含む）を調整した。

あることが好適であるが、実際の紡糸工程における速度

【００２２】実験は液状糸の長さが９００ｍｍになるま

プロファイルにあわせてプログラミング可能であればよ

で行い、紡糸液の組成（水分率）、引き上げ速度、紡糸

り好ましい。本発明の別の実施態様において、本発明の

液温度、及び雰囲気を変えて各１０回行った。得られた

紡糸性評価システムは電気伝導性紡糸液の一部を引き下

液状糸の電気抵抗を液状糸の長さに対してプロットした

げる手段（液状糸引き下げ装置）を有し得る。また、引

電気抵抗プロファイルを図２〜４に示す。図２は典型的

き上げ雰囲気の媒体は気体もしくは液体であり、媒体が

な水分率依存性、図３は典型的な紡糸液温度依存性、図

液体の場合は液状糸引き下げ装置を、気体の場合は液状

４は典型的な雰囲気温度依存性を示したものである。ま

糸引き上げ装置を具備することが好ましい。

30

たこれらのプロファイルで電気抵抗が１ＧΩを初めて超

【００１８】図１において、電気伝導性紡糸液５は測定

えた点として求めた、液状糸の破断距離の平均値を表１

容器内で紡糸液温度制御装置２により温度制御される。

に示した。

温度を均一化するためには容器内で試料を撹拌すること

【００２３】表１でＣは液状糸が長さ９００ｍｍまで１

が好ましいが、試料中に泡を生じると測定結果に悪影響

０回全てで切断しなかったもの、ＰＣは５回以上が切断

を及ぼす。したがって、本発明の別の実施態様におい

しなかったもの、またアンダーラインを引いたデータは

て、本発明の紡糸性評価システムは別の温度制御容器内

１〜４回が破断しなかったものを意味している。破断し

で試料の温度制御および撹拌を行い、脱泡後、温度制御

なかったものについては破断距離を９００ｍｍとして平

装置により温度制御された測定容器内に移送する手段を

均値を求めた。

さらに有することが好ましい。移送手段としては直接流
し込む方式の他、輸液ポンプ・シリンジを用いてもよ

【００２４】図２より、水分率７６．８％の紡糸液が最
40

も良く延びることが分かった。この分率では、液状糸の

い。あるいは、測定容器内に撹拌装置と脱泡装置を備え

長さ５００ｍｍ付近以上で傾きが減少し、固化する傾向

ていてもよい。

が見て取れる。水分率が小さい７５．８％や７６．３％

【００１９】さらに、本発明の評価システムは、引き上

では、同じ長さに対する電気抵抗が小さくなることから

げ又は引き下げられている液状糸部分の雰囲気組成もし

液状糸が太くなっており、また破断直前でステップ的に

くは雰囲気圧力を制御する手段をさらに具備することも

電気抵抗が増加することから、いわゆる凝集破断、すな

好ましく、この場合には測定された電気抵抗プロファイ

わち液状糸に加わる引張応力によって固体的に破断して

ルと、設定された液状糸部分の雰囲気組成もしくは雰囲

いると推定できる。一方水分率が７７．３％、７７．７

気圧力とからも電気伝導性紡糸液の紡糸性が評価され

％と増加していくと、同じ長さに対する電気抵抗値が大

る。雰囲気温度に限らず、雰囲気の全圧力や雰囲気の組

きくなる（液状糸が細くなる）のみならず、増加率も顕

成（雰囲気の媒体が気体の場合には雰囲気中の各成分の

50

著に大きくなる。特に７７．７％では電気抵抗値が液状

( 5 )

特開２００３−２７３２６
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8

糸の長さの定数乗に比例して増加する部分（図の直線部

【００２７】表１より、紡糸に適した条件が見て取れ

分）が見られなくなり、プロファイルそのものが下に凸

る。一般にこの条件から離れるほど紡糸性は劣る。上記

の曲線状になる。このことから、液状糸が引き上げ中に

のような電気抵抗プロファイルの解析より、水分率が小

流れ落ちると共に、次第に直径の不均一性が増して液滴

さくなる表の上側、雰囲気温度が低くなる表の上側（各

状に破断する、いわゆるキャピラリー破断になっている

水分率における）、紡糸液温度が低くなる表の左側（各

と推定できる。以上の破断形態に関する推定は、目視お

引き上げ速度における）は凝集破断的に、水分率が高く

よび高速度カメラ観測によって確かめられた。

なる表の下側、雰囲気温度が高くなる表の上側（各水分

【００２５】図３より、紡糸液温度が上がると、液状糸

率における）、紡糸液温度が高くなる表の右側（各引き

の電気抵抗値とその増加率が大きくなり、固化しはじめ
る長さも短くなる傾向が示された。

上げ速度における）はキャピラリー破断的に破断する傾
10

向の強いことが示された。

【００２６】図４より、雰囲気温度の電気抵抗プロファ

【００２８】

イルヘの影響は小さいが、破断距離には影響しているこ

【表１】

とが示された。

【００２９】

を示すグラフ。

【発明の効果】本発明の評価技術によれば、電気伝導性

【図３】

紡糸液の紡糸性を簡便かつ高精度に、高い再現性のもと
に得ることができるため、繊維化の容易性、最適な紡糸

電気抵抗プロファイルにおける紡糸液温度依

存性を示すグラフ。
40

【図４】

電気抵抗プロファイルにおける雰囲気温度依

条件、繊維の生産性の実用的な評価技術として利用する

存性を示すグラフ。

ことができる。

【符号の説明】

【図面の簡単な説明】

１・・・液状糸引き上げ装置、２・・・紡糸液温度制御装置、

【図１】

３・・・引き上げ雰囲気温度制御装置、４・・・液状糸、５・・

本発明に係る紡糸性評価システムの一実施態

様を示す概略図。

・電気伝導性紡糸液、１０・・・電圧印加電源、１１・・・電

【図２】

流計、１２・・・電圧計

電気抵抗プロファイルにおける水分率依存性

( 6 )

【図１】

特開２００３−２７３２６

【図２】

【図４】

【図３】

