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6 年度研究テ ー マ
15-5-6 :高度複合紡糸 とレーザー加熱延伸によるナノファイパーの創製
ABSTRACT

By combining multi-islands conjugα'te melt spinning and C02 1αser-heαtedjlow drαwing， u/似てfine
poly(ethy/ene terephthαiαte) fiber wαs obtained. Thejlow drαwing condition laid in the strα'ight line
expresses constαnt ratio of /，邸er power to fiber feed speed. Cross-section of jlow-drαwn fiber
expresses honeycomb shape with the 10-50 nm Ny/on boundαη1 1αyer. This fiber， having αYoungs
modulus of 2. J GPα， tensile strength of 0.25 GPα，αnd 170% elong，αtionα!t breaking point， could be
re-driαwn over 5 times.

研究目的
高度な海 島複合 紡糸技術と 炭 酸ガ スレーザー加熱延伸技術を組 み合 わせること により、 高速， 安価
にポリエステノレ ， ナイロ ン 等のナノフ ァイパー を創 製す る。

一年間の研究内容 と 成果
高度複合 紡糸技術によっ て作成 し た 多島海 島繊維 を炭 酸ガ スレーザー 加熱延伸す ること により、 連
続し た ポリエステノレ ナノフ ァイパー を創 製し た。 レーザー加熱延伸に用いた繊維 は帝人フ ァイパ一社
E
T/Ny l on 多島複合 溶融紡糸繊維 である。 この繊維 をレー ザー 加熱流 動延伸し た と ころ、 装置 の
製のP
巻取限界速度 (174 m min -1:延伸倍率は86倍) で安定し て巻き取れた。 流 動延伸状態 では外 力による
仕事や 結晶化に伴う発 熱は無視 できるほど小 さいた め、 繊維 の温度はほぼ レーザー光強度と 繊維 の走
行 速度のみによっ て決 まる。 繊維 が安定的に流 動延伸された 条件にでは、 繊維 はレーザー によっ てほ
ぼ 2000C まで、急速か っ均一 に加熱され、 冷却されつつ延伸されていると 推 定できる。 この温度はP
E
T
の融点以 下 であり、 比較的高粘度の状態 で流 動延伸し
た た めに島繊維 が相 互に融着 し にくか っ た 可能性 が
ある。
86倍延伸し た 複合繊維 の断面 T
E
M画像を図 lに示
す。 得られた 島繊維 に融着 し ている部分 は見られず、
数十nm厚のナイロ ン相 を挟んで、 それぞれが独立し て
いる。 少ゆ がんでいるが、 均的なサ イズは計 算 直径 ( 約
33 0 n )m 程 度になっ ている。 また この繊維 は 2. lGPa
のヤン グ 率と O. 25GPaの強度， 17 0 %の伸度を持ち 、
温水中でさらに5倍程 度まで延伸可能である。 さらに
紡糸・延伸条件を検討し た 結果、 直径 40n m程 度の、
均一 で連続し た ポリエステノレナノフ ァイパー を得る
こと ができた。

展望
得られた ポリエステノレ ナノフ ァイパー は、 直径 1 00
ナノメ ー トノレより遥か に小 さく、 し か も 汎用のポリエ
ステル繊維 並みの強度を併せ持っ ている。 連続繊維 束
量
状態 で得られるた め、 編織 等の2次加工性 に優れ、 製
品形態 の自 由 度が高い。 従 っ て高機 能フ ィル ター 素 材
等の応用はも ち ろん、 ほと んど不可視 な衣服素 材や着
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けていること がほと んど分か らない防菌・防ウ イノレ ス
Fig.l Cross'sectional TEM image of 86
マスク等と し て、 大 きな市場価値を持つ。
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