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(57)【特許請求の範囲】

融点ポリエチレン成分よりも融点の高い高融点ポリエチ

【請求項１】

レン成分を表面に有するポリエチレン系繊維を含んでい
ることを特徴とする、請求項１又は２に記載の分離機能

低融点ポリエチレン成分と、前記低融点ポリエチレン
成分よりも融点の高い高融点ポリエチレン成分とを含み

性繊維シート。

、前記低融点ポリエチレン成分が表面に露出しており、

【請求項４】
請求項１〜請求項３のいずれかに記載の分離機能性繊

かつ少なくとも前記低融点ポリエチレン成分が放射線グ
ラフト重合法により導入されたイオン交換基及び／又は

維シートからなることを特徴とするフィルタ。

キレート基を有する分離機能性繊維を含んでいることを

【発明の詳細な説明】

特徴とする分離機能性繊維シート。

【０００１】

【請求項２】
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【発明の属する技術分野】

前記分離機能性繊維の低融点ポリエチレン成分が直鎖

本発明は分離機能性繊維シート及びフィルタに関する。

状低密度ポリエチレンからなることを特徴とする、請求

特には、空気浄化用フィルタ又は水処理用フィルタとし

項１に記載の分離機能性繊維シート。

て好適に使用できる分離機能性繊維シートに関する。

【請求項３】

【０００２】

前記分離機能性繊維以外に、前記分離機能性繊維の低

【従来の技術】
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半導体産業、精密機械産業、写真産業、医薬品製造産業

レン成分が表面に露出しており、かつ少なくとも前記低

、食品産業、農業産業或いは病院などにおいては、微細

融点ポリエチレン成分がイオン交換基及び／又はキレー

な塵が存在するだけでも、製品や人体に与える影響は測

ト基を有する分離機能性繊維を含んだ繊維シートから構

り知れないため、空気中の微細な塵を除去したクリーン

成される。このように分離機能性繊維シートをポリエチ

ルームを設けている。従来、このようなクリーンルーム

レン成分のみから構成すると、イオン交換基及び／又は

に使用されているフィルタは、空気中の塵は除去できる

キレート基を導入する際に低融点ポリエチレン成分が肥

ものの、有害ガスやイオンなどに対する配慮がなされて

大化したとしても、同時に高融点ポリエチレン成分も肥

いなかつたため、製品や人体に与える影響が無視できな

大化して、低融点ポリエチレン成分と高融点ポリエチレ

い場合があった。例えば、ＬＳＩ製造工場において、ウ

ン成分との密着性が維持されやすいため、イオン交換基

エハ表面がイオンによって汚染されると、接触抵抗を増

10

及び／又はキレート基を導入する際に使用する反応液が

大させるなどウエハに大きな影響を与える場合があった

残留しにくい。したがって、本発明の分離機能性繊維シ

。また、このような産業においては、空気中の塵、有害

ートは生産性良く製造することができる。

ガス或いはイオンばかりではなく、高純度の水が洗浄用

【０００７】

水などとして使用されるため、この水中のイオンが高い

本発明の分離機能性繊維シートにおいては、イオン交換

と製品の品質に悪影響を与える場合があつた。また、フ

基及び／又はキレート基を放射線グラフト重合法により

ィルタ構成材料に使用されている接着剤等からの、空気

導入しても、分離機能性繊維シートを構成する繊維がポ

中へのＶＯＣ（volatile organic carbon：揮発性有機

リエチレン成分のみからなり、放射線照射による劣化が

炭素）の放出や、水中へのＴＯＣ（Total Organic Car

ほとんど起きないため、繊維を損傷したり強度を低下さ

bon：全有機炭素）の溶出を可能な限り抑える必要があ
った。

せることなく、グラフト重合することができる。
20

【０００８】

【０００３】

本発明の分離機能性繊維シートにおいて、好ましくは、

そのため、このような空気中や水中のイオンを除去でき

低融点ポリエチレン成分を直鎖状低密度ポリエチレンか

るフィルタとして、ポリプロピレンを芯成分としポリエ

ら構成すると、これを折り曲げても繊維が損傷して発塵

チレンを鞘成分とする芯鞘型複合繊維、又はポリエステ

することが起こりにくいため、発塵を生じにくい分離機

ルを芯成分としポリエチレンを鞘成分とする芯鞘型複合

能性繊維シートを提供することができる。したがって、

繊維を使用した不織布を、放射線グラフト重合してイオ

このような分離機能性繊維シートをプリーツ加工したも

ン交換基を導入したものが提案されている（例えば、特

のは、空気浄化用フィルタ又は水処理用フィルタとして

開平６−１４２４３９号公報、特開平８−１９９４８０

好適に使用することができる。

号公報など）。

【０００９】

【０００４】
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また、本発明の分離機能性繊維シートにおいて、好まし

しかしながら、ポリプロピレン−ポリエチレン芯鞘型複

くは、前記分離機能性繊維以外に、前記分離機能性繊維

合繊維、又はポリエステル−ポリエチレン芯鞘型複合繊

の低融点ポリエチレン成分よりも融点の高い高融点ポリ

維を使用した不織布を放射線グラフト重合すると、鞘成

エチレン成分を表面に有する第２のポリエチレン系繊維

分であるポリエチレン成分が肥大化して、芯成分である

を含ませると、分離機能性繊維の低融点ポリエチレン成

ポリプロピレン成分又はポリエステル成分との間に空隙

分を融着させたとしても、前記第２のポリエチレン系繊

が発生する傾向があつた。このように芯成分と鞘成分と

維によつて空隙を維持することができるため、適度な通

の間に空隙が発生すると、グラフト重合の際に使用する

気度又は通水抵抗を確保することができる。

反応液がこの空隙に残留してしまうため、この反応液を

【００１０】

除去するために多大な手間と時間を要する、という問題
があつた。

本発明の分離機能性繊維シートによりフィルタを形成す
40

ると、放射線の影響をほとんど受けることなく放射線グ

【０００５】

ラフト重合によりイオン交換基及び／又はキレート基を

【発明が解決しようとする課題】

導入することができ、発塵を生じにくく、好ましくは適

本発明は上記の問題点を解決するためになされたもので

度な通気度又は通水抵抗を有するフィルタを、生産性よ

あり、生産性に優れる分離機能性繊維シート、及びフィ

く製造することができる。

ルタを提供することを目的とする。

【００１１】

【０００６】

【発明の実施の形態】

【課題を解決するための手段】

本発明の分離機能性繊維にイオン交換基及び／又はキレ

本発明の分離機能性繊維シートは、低融点ポリエテレン

ート基を導入する前の繊維、即ち、低融点ポリエチレン

成分と、前記低融点ポリエチレン成分よりも融点の高い

成分と、前記低融点ポリエチレン成分よりも融点の高い

高融点ポリエチレン成分とを含み、前記低融点ポリエチ
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レン成分が表面に露出している繊維（以下、「低融点表

本発明の低融点表面のポリエチレン系複合繊維は前述の

面のポリエチレン系複合繊維」という）は、実質的にポ

ような低融点ポリエチレン成分以外に、低融点ポリエチ

リエチレン系成分のみから構成されるので、イオン交換

レン成分よりも融点の高い高融点ポリエチレン成分を含

基及び／又はキレート基を導入するために放射線を照射

んでいる。この高融点ポリエチレン成分は低融点ポリエ

したとしても、繊維の強度劣化が少なく、また肥大化し

チレン成分よりも融点が高いため、低融点ポリエチレン

たとしても繊維全体が肥大化でき、また、グラフトの過

成分を融着させたとしても、低融点表面のポリエチレン

程で低融点ポリエチレン成分が肥大化したとしても高融

系複合繊維の繊維形状を維持することができ、フィルム

点ポリエチレン成分との剥離を抑えることができ、しか

化しないため、分離機能性繊維シートの適度な通気度や

も折り曲げた際の発塵などの問題が発生しない。

通水抵抗を確保することができる。また、この高融点ポ

【００１２】

10

リエチレン成分を含んでいることによつて、低融点ポリ

上述したように、本発明において、低融点表面のポリエ

エチレン成分を表面に有する低融点表面のポリエチレン

チレン系複合繊維は、低融点ポリエチレン成分と、この

系複合繊維を紡糸可能となる。

低融点ポリエチレン成分よりも融点の高い高融点ポリエ

【００１７】

チレン成分とを含み、前記低融点ポリエチレン成分が表

この高融点ポリエチレン成分としては、低融点ポリエチ

面に露出したものである。ここで、低融点ポリエチレン

レン成分よりも融点が高いポリエチレンであれば使用で

成分とは、後述の高融点ポリエチレン成分との比較にお

きるが、上述のような効果を得るためには融点差が５℃

いて融点のより低いポリエチレンをいう。この低融点ポ

以上あるのが好ましいため、高密度ポリエチレン（密度

リエチレン成分は低温で融着できるため、低融点ポリエ

が０．９４以上のポリエチレン）からなるのが好ましい

チレン成分の融着により繊維シート形状を維持でき、分
離機能性繊維シート中にポリエチレン系成分以外の成分

。特に、低融点ポリエチレン成分が直鎖状低密度ポリエ
20

チレンからなる場合には、直鎖状低密度ポリエチレンの

からなる接着剤等を特に必要としない。なお、本発明に

融点が１２３〜１２６℃程度と高いため、高融点ポリエ

おいて用いることのできる低融点ポリエチレン成分とし

チレン成分は高密度ポリエチレンからなるのが好ましい

ては、例えば、低密度ポリエチレン（密度が０．９１〜

。なお、高融点ポリエチレンとして、高密度ポリエチレ

０．９４程度のポリエチレン）、低密度ポリエチレンに

ン以外に、例えば、高密度ポリエチレンに１−ブテン、

１−ブテン、４−メチル−１−ペンテン、１−オクテン

４−メチル−１−ペンテン、１−オクテン、高級アルケ

、高級アルケン、或いはその誘導体を挙げることができ

ン、或いはその誘導体を含むものを使用することができ

る。

る。このような高融点ポリエチレンは市販されているた

【００１３】

め、容易に入手できる。

本発明において「融点」とは、示差熱量計を用い、昇温

【００１８】

温度２０℃／分で、室温から昇温して得られる融解吸収

30

本発明の低融点表面のポリエチレン系複合繊維は上述の

曲線の極値を与える温度をいう。また、ポリエチレンの

ような低融点ポリエチレン成分と高融点ポリエチレン成

密度はＪＩＳ Ｋ

分とを含んでおり、低融点ポリエチレン成分が繊維表面

６７６０によつて測定することがで

きる。

に露出した繊維である。そのため、この低融点ポリエチ

【００１４】

レン成分を融着させることにより、繊維シートの形状を

なお、低融点ポリエチレン成分を直鎖状低密度ポリエチ

維持することができる。したがつて、ポリエチレン以外

レン成分から構成すると、繊維シートを曲げても分離機

の成分からなる接着剤等を必要としないため、イオン交

能性繊維が破壊されにくく、発塵しにくいため好適であ

換基及び／又はキレート基を導入する際に空隙の発生を

る。例えば、分離機能性繊維シートを空気浄化用フィル

少なくすることができる。

タとして使用した場合、圧力損失を下げると同時に吸塵
量を多くするためにシートにプリーツ加工を施すのが好

【００１９】
40

なお、低融点ポリエテレン成分が繊維表面に露出してい

ましいが、低融点ポリエチレン成分を直鎖状低密度ポリ

る理由の１つとして、この低融点ポリエチレン成分によ

エチレン成分から構成すると、このようなプリーツ加工

つて繊維同士を融着させるということがあるため、低融

を施したとしても発塵しにくい。また、分離機能性繊維

点ポリエチレン成分は繊維表面積の４０％以上を占めて

シートを水処理用フィルタとして使用した場合、微粒子

いるのが好ましく、７０％以上を占めているのがより好

の発生、或いはＴＯＣやイオンの発生が少ない。

ましく、 １００％を占めているのが最も好ましい。こ

【００１５】

のような低融点表面のポリエチレン系複合繊維の断面形

このような低融点ポリエチレン成分（直鎖状低密度ポリ

状としては、例えば、芯鞘型、偏芯型、サイドバイサイ

エチレンを含む）は市販されているため、容易に入手す

ド型、海島型、オレンジ型、多重バイメタル型などがあ

ることができる。

り、上述のように低融点ポリエチレン成分の繊維表面を

【００１６】
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、芯鞘型、偏芯型、或いは海島型であるのが好ましい。

ることができる。例えば、高融点ポリエチレン成分が高

【００２０】

密度ポリエチレンからなる場合、溶融紡糸温度を１６０

また、低融点表面のポリエチレン系複合繊維が物理的作

〜３３０℃とすることにより紡糸できる。なお、このよ

用（例えば、水流などの流体流、ニードル、フタットプ

うにして複合紡糸した未延伸糸は延伸し、必要であれば

レス機、カレンダーなど）や化学的作用（例えば、溶媒

裁断して、繊維シートの原料とすることができる。また

による除去、溶媒による膨潤など）によって、低融点ポ

、この低融点表面のポリエチレン系複合繊維を乾式不織

リエチレン成分からなる極細繊維と高融点ポリエチレン

布の原料として、又は紡績糸として使用する場合には、

成分からなる極細繊維とに分割可能であると、（１）低

機械的に又は熱的に巻縮を付与するのが好ましい。

融点ポリエチレン成分が繊維表面を１００％占める極細

【００２６】

繊維を発生することができるため、効率的に融着できる

10

本発明の分離機能性繊維シートは、前述のような低融点

；（２）極細繊維を含んでいるため、より微細な塵を補

表面のポリエチレン系複合繊維の少なくとも低融点ポリ

集できる；（３）繊維表面積が広くなるため、イオン交

エチレン成分にイオン交換基及び／又はキレート基を有

換基及び／又はキレート基の量が多くなり、イオン交換

する分離機能性繊維を含んでいるため、塵挨以外にイオ

速度及び／又はキレート反応速度が速くなる；などの効

ンを捕捉したり、キレート反応により金属イオンを捕捉

果を生じるため好適である。このような分割可能な低融

することができる。この分離機能性繊維は、例えば、前

点表面のポリエチレン系複合繊維の断面形状としては、

述のようにして製造した低融点表面のポリエチレン系複

例えば、海島型、オレンジ型、或いは多重バイメタル型

合繊維にイオン交換基及び／又はキレート基を導入する

などがある。

ことによって製造することができる。なお、このイオン

【００２１】
本発明の低融点表面のポリエチレン系複合繊維における

交換基及び／又はキレート基の導入は、低融点表面のポ
20

リエチレン系複合繊維に対して実施しても良いし、低融

低融点ポリエチレン成分と高融点ポリエチレン成分との

点表面のポリエチレン系複合繊維を使用して繊維シート

質量比率は、８０〜２０：２０〜８０程度が適当である

を形成した後にイオン交換基及び／又はキレート基を導

。低融点ポリエチレン成分の比率が２０質量％未満であ

入して、分離機能性繊維を形成しても良い。

ると、融着力が弱くなる傾向があり、高融点ポリエチレ

【００２７】

ン成分の比率が２０質量％未満であると、低融点表面の

また、分離機能性繊維シートの態様としては、例えば、

ポリエチレン系複合繊維の強度が低下する傾向があるた

織物、編物、不織布、或いはこれらの複合体であること

めである。

ができる。これらの中でも、不織布は繊維が三次元的に

【００２２】

配列することができ、塵埃の補集効率に優れ、イオン交

なお、低融点表面のポリエチレン系複合繊維の断面形状

換基及び／又はキレート基との接触機会が多いため、分

は円形であっても良いし、非円形であっても良い。この

30

離機能性繊維シートとして、不織布を含んでいるのが好

非円形の断面形状としては、例えば、楕円形状、長円形

ましい。この分離機能性繊維シートは常法により製造す

状、アルファベット形状（例えば、Ｔ形状、Ｙ形状など

ることができる。例えば、好適である不織布は、次のよ

）、プラス（＋）形状、中空形状、多角形状（例えば、

うにして製造することができる。

四角形、六角形など）などがある。

【００２８】

【００２３】

まず、低融点表面のポリエチレン系複合繊維又は分離機

また、低融点表面のポリエチレン系複合繊維の繊度は特

能性繊維を含む繊維ウエブを形成する。この繊維ウエブ

に限定するものではないが、微細な塵も補集できるよう

の形成方法としては、例えば、カード法、エアレイ法、

に、０．５〜１０デニール程度が適当である。また、低

スパンボンド法、メルトプロー法などの乾式法や、湿式

融点表面のポリエチレン系複合繊維はフィラメントであ
っても良いし、繊維長１〜１６０ｍｍ程度のステープル

法などがある。なお、繊維ウエブを形成した後、製法の
40

異なる繊維ウエブを積層したり、繊維配合の異なる繊維

であっても良い。

ウエブを積層するなど、種類の異なる繊維ウエブを積層

【００２４】

しても良い。

なお、低融点表面のポリエチレン系複合繊維の低融点ポ

【００２９】

リエチレン成分及び／又は高融点ポリエチレン成分中に

この繊維ウエブは低融点表面のポリエチレン系複合繊維

、吸湿剤、艶消し剤、顔料、難燃剤、安定剤、帯電防止

又は分離機能性繊維を２０質量％以上含んでいるのが好

剤、着色剤、染色剤、導電剤、親水化剤、脱臭剤、或い

ましく、４０質量％以上含んでいるのがより好ましい。

は抗菌剤などの機能性物質が含まれていても良い。

この低融点表面のポリエチレン系複合繊維又は分離機能

【００２５】

性繊維以外の繊維として、低融点表面のポリエチレン系

このような本発明の低融点表面のポリエチレン系複合繊

複合繊維又は分離機能性繊維の低融点ポリエチレン成分

維は、常法の複合紡糸装置を利用することにより紡糸す
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よりも融点の高い高融点ポリエチレン成分を表面に有す

(5)

特許第３６７７１９７号

9

10

る第２のポリエチレン系繊維（これを、以下、高融点表

チレン系繊維は常法の溶融紡糸法、複合紡糸法、混合紡

面のポリエチレン系繊維という）を含んでいるのが好ま

糸法、或いはこれらを適宜組み合わせることにより紡糸

しい。このような高融点表面のポリエチレン系繊維を繊

することができる。

維ウエブ中に含ませることによって、低融点表面のポリ

【００３２】

エチレン系複合繊維又は分離機能性繊維の低融点ポリエ

また、この高融点表面のポリエチレン系繊維が低融点表

チレン成分を融着させた場合であっても、適度な通気度

面のポリエチレン系複合繊維又は分離機能性繊維よりも

又は通水抵抗を確保することができる。

太いと、仮に高融点表面のポリエチレン系繊維が多少溶

【００３０】

融したとしても、適度な空隙を確保でき、適度な通気度

この高融点表面のポリエチレン系繊維における高融点ポ

又は通水抵抗を確保することができるため好適である。

リエチレン成分は、低融点表面のポリエチレン系複合繊

10

このことは低融点表面のポリエチレン系複合繊維又は分

維又は分離機能性繊維を構成する低融点ポリエチレン成

離機能性繊維の低融点ポリエチレン成分が直鎖状低密度

分よりも融点が高いポリエチレンであれば良いが、適度

ポリエチレンからなる場合に特に有効である。

な通気度又は通水抵抗を確保するために、融点差が５℃

【００３３】

以上あるのが好ましいため、高融点表面のポリエチレン

この高融点表面のポリエチレン系繊維の量は、低融点表

系繊維の高融点ポリエチレン成分は高密度ポリエチレン

面のポリエチレン系複合繊維又は分離機能性繊維との関

からなるのが好ましい。なお、低融点表面のポリエチレ

係から、８０質量％以下であるのが好ましく、６０質量

ン系複合繊維又は分離機能性繊維を構成する低融点ポリ

％以下であるのがより好ましい。

エチレン成分が直鎖状低密度ポリエテレンからなる場合

【００３４】

には、直鎖状低密度ポリエチレンの融点が１２３〜１２
６℃程度と高いため、高融点表面のポリエチレン系繊維

次いで、この繊維ウエブを結合して不織布を製造するこ
20

とができる。この結合方法としては、例えば、水流など

の高融点ポリエチレン成分は高密度ポリエチレン（密度

の流体流やニードルによる絡合、繊維ウエブを構成する

が０．９４以上のポリエチレン）からなるのが好ましい

低融点表面のポリエチレン系複合繊維又は分離機能性繊

。また、高融点表面のポリエチレン系繊維の高融点ポリ

維の低融点ポリエチレン成分による部分的又は全面的な

エチレン成分は、高密度ポリエチレン以外に、例えば、

融着、バインダーによる部分的又は全面的な接着、或い

高密度ポリエチレンに１−ブテン、４−メチル−１−ペ

はこれらを併用する方法などがある。これらの中でも、

ンテン、１−オクテン、高級アルケン、或いはその誘導

ポリエチレン系樹脂成分以外の樹脂成分からなる接着剤

体に由来する単位を含むものであつても使用することが

等を必要としない、水流などの流体流やニードルによる

できる。更に、この高融点表面のポリエチレン系繊維を

絡合や、繊維ウエブを構成する低融点表面のポリエチレ

構成する高融点ポリエチレン成分と、低融点表面のポリ

ン系複合繊維又は分離機能性繊維の低融点ポリエチレン

エチレン系複合繊維又は分離機能性繊維を構成する高融

30

成分による部分的又は全面的な融着が好ましく、より強

点ポリエチレン成分とは同じであっても、異なっていて

度的に優れる、繊維ウエブを構成する低融点表面のポリ

も良い。

エチレン系複合繊維又は分離機能性繊維の低融点ポリエ

【００３１】

チレン成分による全面的な融着がより好ましい。

なお、高融点表面のポリエチレン系繊維の高融点ポリエ

【００３５】

チレン成分は繊維の表面を占めていれば良く（好適には

この好適である融着処理は、低融点表面のポリエチレン

１００％を占める）、単一成分から構成されていても、

系複合繊維又は分離機能性繊維の低融点ポリエチレン成

複数成分から構成されていても良い。なお、繊維シート

分の融点以上、かつ低融点表面のポリエチレン系複合繊

を形成した後にイオン交換基及び／又はキレート基を導

維又は分離機能性繊維の高融点成分の融点未満（ウエブ

入する場合、高融点表面のポリエチレン系繊維がポリエ
チレン系樹脂成分以外の樹脂成分を含んでいると、イオ

が高融点表面のポリエチレン系繊維を含んでいる場合に
40

は、高融点表面のポリエチレン系繊維の高融点ポリエチ

ン交換基及び／又はキレートを導入する際に繊維強度が

レン成分の融点未満であることも必要である）の温度で

低下したり、ポリエチレン系樹脂成分とポリエチレン系

実施するのが好ましい。このような熱処理は、例えば、

樹脂成分以外の樹脂成分との間に空隙ができる場合があ

ドライヤー、熱風ドライヤー、吸引付きドライヤーなど

るため、このような場合には、高融点表面のポリエチレ

によって実施することができる。また、熱処理と同時又

ン系繊維はポリエチレン系樹脂成分のみ、つまり、２種

は加熱後に加圧して、融着を確実にしたり、空隙を調整

類以上の高密度ポリエチレンからなるのが好ましい。こ

したり、或いは厚さを調整するのが好ましい。この線圧

の高融点表面のポリエチレン系繊維が複数成分から構成

力としては、例えば、５〜３０Ｎ／ｃｍが適当である。

される場合の断面形状としては、例えば、芯鞘型、偏芯

このような加圧処理は、例えば、カレンダーロール、平

型、サイドバイサイド型、海島型、オレンジ型、多重バ

板プレス機などによって実施することができる。

イメタル型などがある。このような高融点表面のポリエ

50
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【００３６】

(6)

特許第３６７７１９７号

11

12

上述のようにして製造した繊維シートが分離機能性繊維

また、モノマー及び／又はポリマーの繊維シートとの接

を含んでいない場合、即ちイオン交換基又はキレート基

触方法は、例えば、モノマー及び／又はポリマーを含む

の導入処理を行っていない低融点表面のポリエチレン系

溶液を繊維シートにスプレー又は塗布する方法、モノマ

複合繊維から繊維シートを製造した場合、次いで繊維シ

ー及び／又はポリマーを含む溶液中に繊維シートを浸漬

ートを構成する低融点表面のポリエチレン系複合繊維の

する方法、モノマー及び／又はポリマー蒸気で満たされ

低融点ポリエチレン成分に、イオン交換基及び／又はキ

た空間に繊維シートを供給する方法、などがある。

レート基を導入する。なお、繊維シート中に高融点表面

【００４１】

のポリエチレン系繊維が含まれている場合には、この高

このグラフト重合させるモノマーとしては、例えば、ア

融点表面のポリエチレン系繊維にもイオン交換基及び／

クリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタク

又はキレート基が導入される。

10

リル酸エステル、スチレンスルホン酸ナトリウム、メタ

【００３７】

クリルスルホン酸ナトリウム、アリルスルホン酸ナトリ

このイオン交換基及び／又はキレート基の導入方法とし

ウムなどのイオン交換基を有するモノマーや、アクリロ

ては、例えば、（１）イオン交換基及び／又はキレート

ニトリル、アクロレイン、ピニルピリジン、スチレン、

基を有するモノマー及び／又はポリマーをグラフト重合

クロロメチルスチレン、メタクリル酸グリシジルなどの

させる方法、（２）モノマー及び／又はポリマーをグラ

イオン交換基及びキレート基をもたないモノマーがある

フト重合させた後にイオン交換基及び／又はキレート基

。前者のイオン交換基を有するモノマーを使用した場合

を導入する方法、などがある。

には、グラフト重合によって繊維シート中に直接イオン

【００３８】

交換基を導入することができる。また、後者のイオン交

このモノマー及び／又はポリマー（モノマー及び／又は
ポリマーがイオン交換基及び／又はキレート基を有する

換基及びキレート基をもたないモノマーを使用した場合
20

には、グラフト重合の後、例えば、硫酸、発煙硫酸、三

に関係ない）をグラフト重合させる方法としては、例え

酸化硫黄、クロロ硫酸、塩化スルフリルなどのスルホン

ば、（１）モノマー及び／又はポリマーと重合開始剤と

化剤によってスルホン酸基を導入したり、イミノジ酢酸

を含む溶液中に繊維シートを浸漬して加熱する方法、（

などのキレート化剤によりイミノジ酢酸基などのキレー

２）繊維シートにモノマー及び／又はポリマーを含む溶

ト基を導入することによって、繊維シート中にイオン交

液を付与した後に放射線を照射する方法、（３）繊維シ

換基又はキレート基を導入することができる。また、グ

ートに放射線を照射した後にモノマー及び／又はポリマ

ラフト重合させるポリマーとしては、上述のモノマーを

ーと接触させる方法、（４）増感剤を含むモノマー及び

構成単位とするポリマーを使用することができる。

／又はポリマー溶液を繊維シートに付与した後に紫外線

【００４２】

を照射する方法、などがある。これらの中でも（２）又

なお、上記のイオン交換基及び／又はキレート基の導入

は（３）のような放射線グラフト重合法によれば、グラ

30

に関する説明は、繊維シートを形成した後にイオン交換

フト率が高く、よりイオン交換性及び／又はキレート反

基及び／又はキレート基を導入する場合に関して行った

応性に優れる分離機能性繊維シートとすることができる

が、繊維シート形成前の低融点表面のポリエチレン系複

ため好適である。また、低融点表面のポリエチレン系複

合繊維に対して上記と同様の処理を行なって、繊維に対

合繊維は実質的にポリエチレン系樹脂のみから構成され

してイオン交換基及び／又はキレート基を導入し、この

ているため、放射線を照射したとしても繊維が劣化して

繊維から繊維シートを形成することによっても、本発明

発塵したり、グラフト重合に使用する反応液が残留しや

に係る分離機能性繊維シートを形成することができる。

すい空隙を生じることもない。なお、モノマー及び／又

【００４３】

はポリマーと繊維シートとを接触させる前に、紫外線照

以上のような方法で形成される本発明に係る分離機能性

射、コロナ放電、プラズマ放電などにより、繊維シート
表面を改質処理すると、モノマー及び／又はポリマーと

繊維シートは、イオン交換基及び／又はキレート基が導
40

入された分離機能性繊維を含んでいるため、イオン交換

の親和性が高くなり、効率的にグラフト重合することが

性やキレート反応性を必要とする用途に好適に使用する

できる。

ことができる。例えば、半導体産業、精密機械産業、写

【００３９】

真産業、医薬品製造産業、食品産業、農業産業、或いは

この好適である放射線を照射する場合、その線源として

病院などにおけるフィルタ（特に、空気浄化用フィルタ

は、例えば、α線、β線、γ線、電子線、Ｘ線などを使

或いは水処理用フィルタ）として好適に使用することが

用できる。また、照射線量はラジカルが発生しやすく、

できる。なお、本発明の分離機能性繊維シートをフィル

放射線による低融点表面のポリエチレン系繊維などの劣

タとして使用する場合には、平板状のまま使用すること

化が生じないように、２０〜３００ｋＧｙが適当である

もできるし、より圧力損失を低くし、給塵量を多くする

。

ことができるように、プリーツ加工して使用することも

【００４０】
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できる。

(7)
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14

【００４４】

＊有するものであった。

以下に、本発明の実施例を記載するが、本発明は以下の

【００４７】

実施例に限定されるものではない。なお、通気度はＪＩ

他方、高融点表面のポリエチレン系繊維として、断面円

Ｓ

１０９６（６．２７．１ Ａ法（フラジール法

形の高密度ポリエチレン繊維（密度０．９６、融点１３

））に規定される方法により測定した値である。また、

４℃、繊度６デニール、繊維長５１ｍｍ）を用意した。

ポリエチレン及びポリプロピレンのＭＦＲは、それぞれ

【００４８】

ＪＩＳ Ｋ６７６０及びＪＩＳ Ｋ７２１０に従って測

次いで、上記低融点表面のポリエチレン系複合繊維５０

定した（単位はｇ／１０分）。また、ポリエステルの固

質量％と高密度ポリエチレン繊維５０質量％とを混綿し

有粘度（η）はｏ−クロロフェノール溶液中で定法にし

、カード機により開繊して、一方向性繊維ウエブを形成

Ｌ

たがって測定した。

10

した。次いで、この一方向性繊維ウエブをクロスレイヤ

【００４５】

ーにより、繊維ウエブの長さ方向に対して交差させて、

【実施例】

クロスレイウエブを形成した。

（実施例１）

【００４９】

常法の芯鞘型の複合紡糸装置を使用し、鞘成分を構成す

そして、このクロスレイウエブを温度１２５℃で加熱し

る直鎖状低密度ポリエチレン（密度０．９３、融点１２

た後、面圧力９．８Ｎ／ｃｍ2 のロール間を通し、低融

４℃、ＭＦＲ５０）と、芯成分を構成する高密度ポリエ

点表面のポリエチレン系複合繊維の直鎖状低密度ポリエ

チレン（密度０．９６、融点１３４℃、ＭＦＲ２０）と

チレン成分を全面的に融着させて、面密度８０ｇ／ｍ2

を、それぞれ２４０℃で溶融させた後、直鎖状低密度ポ

、厚さ０．３ｍｍの不織布を製造した。
【００５０】

リエチレンと高密度ポリエチレンとの複合質量比５０：
５０でノズルから押し出し、繊度２２デニールの巻き取

20

次いで、この不織布にγ線を窒素雰囲気下で２００ｋＧ

り糸を得た。

ｙ照射し、温度４０℃のアクリル酸水溶液（濃度５０質

【００４６】

量％）に６時間浸漬した後、水洗して、分離機能性繊維

次いで、この巻き取り糸を９０℃で７倍延伸し、次いで

シートを製造した。グラフト率を算出したところ、７４

スチームを吹き当てながら１倍延伸して巻縮を付与し、

％であった。なお、グラフト率は、重量増加率に基づき

繊度３．５デニール、繊維長５１ｍｍの低融点表面のポ

下式により求められる。

リエチレン系複合繊維を製造した。この低融点表面のポ

【００５１】

リエチレン系複合繊維は直鎖状低密度ポリエチレンが繊

【式１】

維表面全体（１００％）を占める、芯鞘型の円形断面を ＊

【００５２】

【００５４】

この分離機能性繊維シートはプリーツ加工しても全く発

次いで、この不織布に対して、実施例１と全く同様にし

塵せず、またアクリル酸水溶液の残留がなく、容易に水

てアクリル酸をグラフト重合させて、分離機能性繊維シ

洗することのできるものであった。また、その通気度は

ートを製造した。グラフト率は６８％であった。この分

１１０ｃｍ3 ／ｃｍ2 ・ｓｅｃであり、通気性にも優れて
いた。そのため、この分離機能性繊維シートは空気浄化

離機能性繊維シートはプリーツ加工しても全く発塵せず
40

、またアクリル酸水溶液の残留がなく、容易に水洗する

用フィルタとして好適に使用できるものであった。

ことのできるものであった。また、その通気度は８０ｃ

【００５３】

ｍ3 ／ｃｍ2 ・ｓｅｃであり、通気性にも優れるものであ

（実施例２）

った。そのため、この分離機能性繊維シートは空気浄化

実施例１と同じ低融点表面のポリエチレン系複合繊維７

用フィルタとして好適に使用できるものであった。

０質量％と高密度ポリエチレン繊維３０質量％とを混綿

【００５５】

したこと以外は、実施例１と全く同様にして、繊維ウエ

（実施例３）

ブを形成し、低融点表面のポリエチレン系複合繊維の直

実施例１と同じ低融点表面のポリエチレン系複合繊維１

鎖状低密度ポリエチレン成分を全面的に融着させること

００質量％を使用したこと以外は、実施例１と全く同様

により、面密度８０ｇ／ｍ2 、厚さ０．２５ｍｍの不織

にして、繊維ウエブを形成し、低融点表面のポリエチレ

布を製造した。
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ン系複合繊維の直鎖状低密度ポリエチレン成分を全面的

(8)
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に融着させることにより、面密度８０ｇ／ｍ2 、厚さ０

ブの長さ方向に対して交差させて、クロスレイウエブを

．２ｍｍの不織布を製造した。

形成した。

【００５６】

【００６３】

次いで、この不織布に対して、実施例１と全く同様にし

そして、このクロスレイウエブを温度１４０℃で加熱し

てアクリル酸をグラフト重合させて、分離機能性繊維シ

た後、面圧力９．８Ｎ／ｃｍ2 のロール間を通し、芯鞘

ートを製造した。この分離機能性繊維シートはプリーツ

型複合繊維の高密度ポリエチレン成分を全面的に融着さ

加工しても全く発塵せず、またアクリル酸水溶液の残留

せて、面密度８０ｇ／ｍ2 、厚さ０．２ｍｍの不織布を

がなく、容易に水洗することのできるものであった。た

製造した。

だし、通気度は３０ｃｍ3 ／ｃｍ2 ・ｓｅｃであり、実施

【００６４】

例１及び実施例２と比較すると、やや通気性の劣るもの

10

次いで、この不織布に対して、実施例１と全く同様にし

であった。

てアクリル酸をグラフト重合させて、分離機能性繊維シ

【００５７】

ートを製造した。グラフト率は７８％であった。この分

（比較例１）

離機能性繊維シートは、芯鞘型複合繊維を構成するポリ

芯成分がポリプロピレン（融点１６０℃、ＭＦＲ３０）

エステル成分（芯）と高密度ポリエチレン成分（鞘）と

からなり、鞘成分が高密度ポリエチレン（密度０．９６

の間に空隙が発生しており、この空隙にアクリル酸水溶

、融点１３４℃、ＭＦＲ２０）からなる、芯鞘型複合繊

液の残留していたため、このアクリル酸水溶液を除去す

維（繊度３．５デニール、繊維長５１ｍｍ）を用意した

るのに多大な手間と時間を要した。

。

【００６５】

【００５８】
次いで、この芯鞘型複合繊維１００％をカード機により

（実施例４）
20

実施例１と全く同様にして製造した不織布（面密度８０

開繊して、一方向性繊維ウエブを形成した。次いで、こ

ｇ／ｍ2 、厚さ０．３ｍｍ）に、γ線を窒素雰囲気下で

の一方向性繊維ウエブをクロスレイヤーにより繊維ウエ

２００ｋＧｙ照射し、次いで温度４５℃のメタクリル酸

ブの長さ方向に対して交差させて、クロスレイウエブを

グリシジル溶液に１０時間浸漬した後、水洗して、グラ

形成した。

フト率１４３％のメタクリル酸グリシジルグラフト不織

【００５９】

布を製造した。次いで、このグラフト不織布を温度８０

そして、このクロスレイウエブを温度１４０℃で加熱し

℃の亜硫酸ナトリウム１０％水溶液に１０時間浸漬して

た後、面圧力９．８Ｎ／ｃｍ2 のロール間を通し、芯鞘

反応させ、スルホン化を実施した。このスルホン化した

型複合繊維の高密度ポリエチレン成分を全面的に融着さ

不織布を純水で洗浄した後、塩酸再生し、更に純水で洗

せて、面密度８０ｇ／ｍ2 、厚さ０．２ｍｍの不織布を

浄した。

製造した。

30

【００６６】

【００６０】

（比較例３）

次いで、この不織布に対して、実施例１と全く同様にし

比較例１と全く同様にして製造した不織布（面密度８０

てアクリル酸をグラフト重合させて、分離機能性繊維シ

ｇ／ｍ2 ，厚さ０．２ｍｍ）を、実施例４と全く同様に

ートを製造した。グラフト率は６９％であった。この分

して、γ線の照射、メタクリル酸グリシジル溶液への浸

離機能性繊維シートは、芯鞘型複合繊維を構成するポリ

漬、水洗及び亜硫酸ナトリウム１０％水溶液への浸漬を

プロピレン成分（芯）と高密度ポリエチレン成分（鞘）

実施して、スルホン化を実施した。グラフト率は１５１

との間に空隙が発生しており、この空隙にアクリル酸水

％であった。このスルホン化した不織布の洗浄及びそれ

溶液の残留していたため、このアクリル酸水溶液を除去

に続く塩酸再生後の洗浄を純水で実施したところ、実施
例４に要した純水の２．１倍量の純水が必要であった。

するのに多大な手間と時間を要した。
【００６１】
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【００６７】

（比較例２）

（実施例５）

芯成分がポリエステル（融点２５７℃、固有粘度η＝０

実施例４と全く同様にして製造したメタクリル酸グリシ

．６４）からなり、鞘成分が高密度ポリエチレン（密度

ジルグラフト不織布を、７０℃のイミノジ酢酸１０％水

０．９６、融点１３４℃、ＭＦＲ２０）からなる、芯鞘

溶液に５時間浸漬して、イミノジ酢酸基を導入し、純水

型複合繊維（繊度３．５デニール、繊維長５１ｍｍ）を

で洗浄した。このイミノジ酢酸基を導入したグラフト不

用意した。

織布（分離機能性繊維シート）を１０ｃｍ角の大きさ裁

【００６２】

断し、温度２５℃の超純水５００ｍｌ中に１０日間浸漬

次いで、この芯鞘型複合繊維１００％をカード機により

した後、ＴＯＣを測定したところ、１．２ｍｇ／ｌであ

開繊して、一方向性繊維ウエブを形成した。次いで、こ

った。

の一方向性繊維ウエブをクロスレイヤーにより繊維ウエ

50
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【００６８】
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（比較例４）

め、分離機能性繊維を損傷したり強度を低下させること

比較例３と全く同様にして製造したメタクリル酸グリシ

なく、グラフト重合することができる。

ジルグラフト不織布を、７０℃のイミノジ酢酸１０％水

【００７１】

溶液に５時間浸漬して、イミノジ酢酸基を導入した。こ

本発明の好ましい態様にかかる分離機能性繊維シートに

の不織布の洗浄を純水で実施したところ、実施例５に要

おいては、前記分離機能性繊維の低融点ポリエチレン成

した純水の１．５倍量の純水が必要であった。また、こ

分が直鎖状低密度ポリエチレンからなるので、繊維シー

のイミノジ酢酸基を導入したグラフト不織布（分離機能

トを折り曲げたとしても分離機能性繊維は損傷して発塵

性繊維シート）を１０ｃｍ角の大きさ裁断し、温度２５

しにくいため、発塵を生じにくい。そのため、この分離

℃の超純水５００ｍｌ中に１０日間浸漬した後、ＴＯＣ

機能性繊維シートをプリーツ加工したものは、空気浄化

を測定したところ、３．４ｍｇ／ｌであり、実施例５の

10

用フィルタ又は水処理用フィルタとして好適に使用する

ものよりも３倍近く濃度が高かった。

ことができる。

【００６９】

【００７２】

【発明の効果】

また、本発明の好ましい態様にかかる分離機能性繊維シ

本発明の分離機能性繊維シートは、シートを構成する繊

ートは、前記分離機能性繊維以外に、前記分離機能性繊

維がポリエチレン成分のみからなるため、イオン交換基

維の低融点ポリエチレン成分よりも融点の高い高融点ポ

及び／又はキレート基を導入する際に低融点ポリエチレ

リエチレン成分を表面に有するポリエチレン系繊維を含

ン成分が肥大化したとしても、高融点ポリエチレン成分

んでいるので、分離機能性繊維の低融点ポリエチレン成

も同様に肥大化して、低融点ポリエチレン成分と高融点

分を融着させたとしても、前記ポリエチレン系繊維によ

ポリエチレン成分との密着性が維持されやすいため、イ

って空隙を維持することができるため、適度な通気度又

オン交換基及び／又はキレート基を導入する際に使用す

20

は通水抵抗を確保することができる。

る反応液が残留しにくい。したがって、本発明の分離機

【００７３】

能性繊維シートは生産性良く製造することができる。

本発明のフィルタが、前述のような分離機能性繊維シー

【００７０】

トからなると、生産性良く製造でき、放射線の影響をほ

また、分離機能性繊維のイオン交換基及び／又はキレー

とんど受けることなくグラフト重合することができ、発

ト基を放射線グラフト重合法により導入しても、分離機

塵を生じにくいものであり、或いは適度な通気度又は通

能性繊維シートを構成する繊維がポリエチレン成分のみ

水抵抗を有するものである。

からなり、放射線の影響をほとんど受けることがないた
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