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1. 宇部日東化成の親水化・撥

   水化技術

宇部日東化成㈱が不織布用熱接

着性複合繊維“UCファイバー”の生

産を開始してから18 年が経過した。

生産開始当時，オレフィン系不織布

の主用途は紙おむつ表面材であっ

た。

当時の紙おむつは，表面材不織布

と裏側のP E 微多孔フィルム（透湿

シート）との間に高分子吸収体＋パ

ルプをはさんだ構造であった。した

がって表面材不織布に求められる性

能としては，尿を素早く吸収体まで

導くこと（＝「親水性の高いこと」）で

あった。

その後，表面材不織布には皮膚が

かぶれにくくするために「滲まない

こと」や尿が漏れないようにするた

めに「繰り返し親水性のあること」が

求められるようになり，われわれは

これらの要求にあった原綿を開発，

上市してきた（表1）。

さらにサイドギャザーやバック

シート向けに不織布用途が広がる

と，尿が浸み出さないために撥水性

が求められるようになった。オレ

フィン繊維はもともと撥水性のた

め，何も表面処理していない状態で

あれば撥水性を保つことができる。

しかし，カード法による短繊維不

織布の場合，カード通過性を損なわ

ないために静電防止機能をもつ油剤

を繊維に付与する必要がある。当社

はカード性，撥水性の両方を満足す

る不織布用原綿としてPタイプ（例：

UCファイバー・HR-PFL）を製品と

してもっている。

われわれはこれまでに培った親

水化・撥水化技術を活かし，さらに高

レベルな性能の原綿を開発し，産業

資材，生活資材，医療材料などで新た

な商品展開ができないか検討を進め

ている。

そのなかの一つ，原綿は親水性で

あるが，不織布にすると油剤がなく

なるというユニークな特長の機能性

繊維（UCファイバー・HR-LE）はエ

レクトレット不織布用で評価を受け

フィルター用に採用された。

最近では超撥水性不織布を容易

につくることができる，超撥水繊維

を開発したので紹介する（写真1）。

2.超撥水不織布用原綿について

これまでに各メーカーより超撥

水化技術および応用繊維製品はいく

つか報告されているが，いずれも特

殊な後加工によるものであったり，

特殊構造によるものであり，不織布

を低コストで超撥水化する技術はこ

れまでなかったと思われる。

とくにカード法による短繊維不

織布の場合，カード通過性を損なわ

ないために付着させている「油剤」が

撥水性を低下させる原因となってい

る。

油剤は原綿に対し通常0.2～ 1.0%

程度付着しており，不織布の透水性

能を決定するだけでなく，静電気防
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表1　不織布用原綿性能の変遷

（　）は宇部日東化成の品種

写真1　超撥水不織布上の水滴
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止，繊維摩擦低下などの役割がある。

静電気防止では繊維を帯電させ

ず，また発生静電気を導電によりす

みやかに緩和するために親水性成分

が使用されている。

この親水性成分があるために撥

水性のレベルには限界があった。先

述の宇部日東化成・撥水原綿P タイ

プにおいても，油剤付着していない

オレフィン不織布に比べると高い撥

水性を示す原綿ではあるが，これ以

上撥水性を上げると，カードで静電

気が発生し不織布生産が困難にな

る。

今回紹介する超撥水不織布用原

綿は，従来通りのカード性でウェブ

作成ができ，熱風融着法で不織布に

加工すると超撥水性が発現するとい

う，独自技術により生み出された

P E / P P 系熱接着性複合繊維である

（図2）。

その特長は次の通り。

①従来の熱風融着法により不織

布加工ができるため撥水性を保ちな

がら通気性が良好な不織布が得られ

る。また，カード通過性も従来原綿の

生産性と変わらない

②繊維段階で撥水成分を付与し

ているため，含浸などの後加工の必

要がない

③撥水成分が繊維一本一本に均

一にコートされているので，耐久性

のある撥水性が得られる

このような特長を実現させた発

想の原点は，「カード通過後の熱接着

工程で親水性成分を取り除くことが

できないか？」というところであっ

た。

われわれは油剤の種類，配合，付着

方法，繊維製造方法などを最適化す

ることにより課題を克服した。すな

わち，油剤には親水成分（カード通過

性）と撥水成分（超撥水性）という相

反する性質の成分を配合している。

カードでは親水成分がカード性

を維持する。カード後の熱風融着工

程で親水成分をなくすことで，撥水

成分のみが繊維表面に残るようにし

た。同時に撥水成分は被膜を形成す

るため超撥水性不織布ができ上が

る。

この作用は繊維に工夫されてい

るため発現するものであり，特殊な

加工は必要としない。超撥水繊維は

従来の短繊維不織布加工設備（熱風

融着法）で加工でき，従来の不織布と

同程度の触感，嵩，強度が得られる。

従来の撥水繊維との相違点を表2

に示す。

3. 撥水性能について

撥水性を調べるために水滴転が

り試験，接触角測定を行った。

(1) 水滴転がり試験

水滴転がり試験は不織布上にス

ポイトで水滴を一滴滴下し，不織布

をゆっくり傾け，水滴が転がりはじ

める時の角度（滑水開始角α）を測定

する。

この角度が小さいほど撥水性が

高い。超撥水繊維不織布と従来撥水

繊維不織布（宇部日東化成HR-PFLを

使用）の比較を行った（図3）。

各原綿をローラーカード機により

開繊してウェブにしたのち，140℃の

熱風融着機を通過させて目付25ｇ/㎡

の不織布を作成し，これを用いて比

較試験を行った。

その結果，超撥水繊維不織布は水

滴が不織布上をコロコロ転がる様子

図2　超撥水繊維不織布の製法と特長

超撥水繊維
従来撥水繊維

撥水剤含浸法（当社HR-PFL）

カード性 ◎ ◎ ◎

不織布の撥水性 ◎ ○ ◎

×

加工コスト ◎ ◎ （不織布加工後に，

（加工工程） （不織布加工のみ） （不織布加工のみ） 撥水剤付与工程と

乾燥工程が必要）

不織布の柔軟性 ◎ ◎ ×（硬い）

表2　従来の撥水繊維との比較
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が見られ，不織布を少し傾けただけ

で水滴が転がり落ちた。例えると蓮

の葉の水玉の動きに似ている。逆に

従来の撥水繊維不織布は相当傾けな

いと水滴が転がらなかった（表3）。

(2) 接触角測定

接触角測定は不織布上に水滴を

置き，水滴の端角度を角度計を用い

て測定する（図4）。この角度が大き

いほど撥水性が高い。

表4に示すように超撥水繊維不織

布は従来品に比べて約10度接触角が

大きい。10度というのは数字上では

わずかな印象ではあるが，接触角が

100 度を超えるか超えないかで非常

に大きな差があると考えている。接

触角105 度近辺の商品例を挙げると

図3　滑水開始角

滑水開始角α（度） 角度のイメージ

超撥水繊維不織布 8

従来撥水繊維不織布 40

表3　水滴転がり試験

シリコーンコート紙がある。

4.今後の展開

超撥水繊維の商品展開はまだ始

まったばかりであり，現在も物性評

価を進めている。超撥水性だけでな

く「水洗いしても性能低下しない」

「撥油性がある」などの特長も確認さ

れており，これらの特長をつかんだ

上で新たな分野，用途への商品展開

を検討していきたい。

同繊維の構成は鞘にポリエチレ

ン，芯にポリプロピレンの鞘芯型

複合繊維であり，現在のところ

2.2dtex × 51mm ステープルファイ

バーを定番品として商品展開を進

めている。

図4　接触角　

（θ：接触角）

表4　接触角測定

接触角θ（度）

超撥水繊維不織布 105

従来撥水繊維不織布 95

脱油剤不織布 94

将来的には繊度，繊維長について

バリエーションを広げていくことも

考えている。

また，これまではカード＆熱風融

着法での検討を進めてきたが，加熱

工程があれば超撥水性の発現が可能

なため，エアレイド法，ニードルパン

チ法，ポイントシール法への応用展

開も進めていく予定である。

問合せ先

宇部日東化成㈱

機能繊維事業部機能繊維営業部

大阪機能繊維販売課

TEL06-6202-6358 FAX06-6222-1018

　東京機能繊維販売課

TEL03-3863-5236  FAX03-3863-5540

α

（α：滑水開始角）

θ

触媒木炭

触媒木炭添加PP繊維

宇部日東化成が開発した“触媒木

炭添加PP繊維”は，高性能触媒木炭

を繊維内部に均一に添加すること

により，優れた消臭性，吸放湿効果，

遠赤外線効果などの性能を発揮する

ことができる機能性繊維である。

触媒木炭とは材料と炭化方法を

アンモニアに対する消臭性

工夫することで，従来の備長炭な

どに比べ多孔質，高表面積になっ

ており，そのため優れた性能が発

揮できる。消臭性を下図に示す。

ホルムアルデヒドに対する消臭性

◆：触媒木炭添加PP　■：無添加PP
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