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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】発色性、ソフト性、ふくらみ感に優れた布帛を
提供し得るポリエステル収縮差混繊糸を工程安定的かつ
低コストの製造方法を提供する。
【解決手段】伸度差を有する２種類以上の糸条を同一口
金１から吐出して巻き取る紡糸混繊糸の製造方法であっ
て、高伸度糸がポリエステルを鞘部に、ポリスチレンを
芯部に配した芯鞘構造を有し、低伸度糸がポリエステル
単独糸より成る下記１．及び２．の要件を具備するポリ
エステル収縮差混繊糸の製造方法。１．ポリスチレンの
メルトマスフローレイトＭＦＲが３．５～１０．０ｇ／
１０分２．高伸度糸中のポリスチレン複合量Ｃｐｓ[ｗ
ｔ％]とＭＦＲ[ｇ／１０分]の比、Ｃｐｓ／ＭＦＲが２
．０～３．５
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸度差を有する２種類以上の糸条を同一口金から吐出して巻き取る紡糸混繊糸の製造方
法であって、高伸度糸がポリエステルを鞘部に、ポリスチレンを芯部に配した芯鞘構造を
有し、かつ低伸度糸がポリエステル単独糸より成る（１）、（２）の要件を具備すること
を特徴とするポリエステル収縮差混繊糸の製造方法。
（１）ポリスチレンのメルトマスフローレイト（ＭＦＲ）が３．５～１０．０ｇ／１０分
（２）高伸度糸中のポリスチレン複合量Ｃｐｓ（ｗｔ％）とＭＦＲ（ｇ／１０分）の比、
Ｃｐｓ／ＭＦＲが２．０～３．５
【請求項２】
　高伸度糸の紡糸ドラフト率ＤＲ（Ｈ）と、低伸度糸の紡糸ドラフト率ＤＲ（Ｌ）の比、
ＤＲ（Ｈ）／ＤＲ（Ｌ）が０．８～２．０であることを特徴とする請求項１記載のポリエ
ステル収縮差混繊糸の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発色性、ソフト性、ふくらみ感に優れた布帛を提供し得るポリエステル収縮差
混繊糸を工程安定的かつ低コストで提供する製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエステルは機械的特性をはじめ種々の優れた特性を有しているため、衣料用途、産
業用資材用途など様々な分野で利用されている。とりわけ衣料用途では天然繊維をターゲ
ットとした品質の改良が行われてきており、特にふくらみ、ソフト感のある風合いの実現
のための手段として熱収縮特性の異なる繊維を混繊する、いわゆる収縮差混繊糸が広く用
いられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１や特許文献２では、自発伸長糸や低収縮糸を別々に製造した後、高
収縮糸と後混繊する方法が開示されており、風合いの良好な混繊糸が得られると記されて
いる。しかしながら、これらはいずれも弛緩熱処理や接触式の低張力熱処理により自発伸
長糸や低収縮糸を得るものであって、糸加工速度が遅く極低張力で糸が熱処理されるため
に、断糸や毛羽が多発し易く極めて生産効率の悪いものであった。加えて後混繊による工
程数の増加もあり、高コストとなることが避けられないものであった。
【０００４】
　一方、混繊糸の製造コストを抑制する方法としては、特許文献３に低収縮糸と高収縮糸
を紡糸段階で混繊する紡糸混繊方法が開示されている。該文献によると低収縮成分として
ホモポリエチレンテレフタレート、高収縮成分としてイソフタル酸（以下ＩＰＡと略す）
と２・２ビス｛４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル｝プロパン（以下ＢＨＰＰと略
す）を共重合したポリエステルを同一口金から吐出する混繊紡糸を行い、未延伸糸を一旦
巻き取った後に延伸し、収縮差混繊糸とする方法が示されている。この方法では紡糸一発
で混繊できるため、低収縮糸と高収縮糸を別々に製造した後に混繊する後混繊法に比べて
大幅なコストダウンが可能となった。しかし低収縮糸側も高収縮糸側と同じ延伸倍率、す
なわち糸の伸度がいずれも３０～４５％程度まで高倍率延伸されるため、布帛とした際、
ふくらみ感、ソフト感が不充分なものしか得られなかった。こうした課題を改善するには
、ＩＰＡ、ＢＨＰＰの共重合量を増加させることによって、高収縮糸側の収縮率を向上さ
せ、低収縮糸側との糸長差を強制的に発現させ、ふくらみ感を得ることもできる。しかし
、この方法では布帛中で高収縮糸が過度に収縮するために、得られる布帛は目の詰まった
粗硬感が強いものとなるのが常であった。
【０００５】
　また、特許文献４では配向度差を有する２種類以上の糸条を同時に紡糸した未延伸配向
度差紡糸混繊糸を特定の低倍率で延伸する方法が提案されている。この方法を採用すれば
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、低収縮糸側が乾熱収縮率０％以下である自発伸長糸を含む収縮差混繊糸が得られ、収縮
差の拡大によって優れたふくらみ感、ソフト感を有する布帛が得られる。しかしながら、
延伸工程の熱セットホットローラー上で自発伸長糸が伸びることによって糸条走行状態が
不安定となるため、毛羽やタルミ、断糸が増加し収率低下を誘発する。更には、巻き取っ
たパッケージ上に自発伸長糸によるループが多数発生するため、パッケージからの糸解舒
性が著しく低下する等の問題があった。これは、配向度差のある未延伸糸を同時延伸する
ことにより自発伸長糸を含む収縮差混繊糸を得る方法では避けられない問題であった。
【０００６】
　より簡略な工程でふくらみ、ソフト感を提供し得る原糸を製造する方法としては、特許
文献５に自発伸長糸を利用して紡糸混繊糸を製造する方法が開示されている。これによる
と、高伸度糸側のフィラメントを芯鞘構造とし、芯部にポリエステルよりも伸長粘度の温
度依存性が高いポリマーを配することで自発伸長糸を成し、低伸度糸と口金混繊すること
により収縮差混繊糸としている。しかるにこの方法では、芯部に用いるポリマーの溶融粘
度と流量のバランスが悪く、紡糸に際して口金孔詰まりや紡糸パック内の泡抜け性が不良
となり細糸が発生し易いほか、芯鞘複合異常や吐出斑によって毛羽や断糸が頻発するため
、工程安定性に欠け、工業的に収率の満足するものではなかった。更に高次加工において
は、製糸段階にて発生した毛羽やループに起因して、解舒不良や加工糸切れが誘発され、
高次通過性にも劣るものであった。
【特許文献１】特開平４－３５２８３６号公報（特許請求の範囲）
【特許文献２】特開平２－２９３４１０号公報（特許請求の範囲）
【特許文献３】特開平２－１９５２８号公報（特許請求の範囲）
【特許文献４】特開平１１－２２２７４５号公報（特許請求の範囲）
【特許文献５】特開２００１－３２３４号公報（特許請求の範囲）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記の課題が解決され、発色性、ソフト性、ふくらみ感に優れた布帛を提供し
得るポリエステル収縮差混繊糸を工程安定的かつ低コストで提供する製造方法に関するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の課題は、伸度差を有する２種類以上の糸条を同一口金から吐出して巻き取る紡
糸混繊糸の製造方法であって、高伸度糸がポリエステルを鞘部に、ポリスチレンを芯部に
配した芯鞘構造を有し、低伸度糸がポリエステル単独糸より成る（１）～（２）の要件を
具備することを特徴とするポリエステル収縮差混繊糸の製造方法。
（１）ポリスチレンのメルトマスフローレイト（ＭＦＲ）が３．５～１０．０ｇ／１０分
（２）高伸度糸中のポリスチレン複合量Ｃｐｓ（ｗｔ％）とＭＦＲ（ｇ／１０分）の比、
Ｃｐｓ／ＭＦＲが２．０～３．５
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、従来技術では成し得なかった優れた工程通過性と低コスト性を具備し
、発色性、ソフト性、ふくらみ感に優れた布帛を提供できるポリエステル収縮差混繊糸の
製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
　本発明でいう高伸度糸の鞘部および低伸度糸に用いるポリエステルとは、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリプロピレンテレフタレート（ＰＰＴ）、ポリブチレンテ
レフタレート（ＰＢＴ）等が挙げられるが、ＰＥＴが最も汎用的であり好ましい。また、
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ジオール成分および酸成分の一部が各々１５ｍｏｌ％以下の範囲で他の共重合可能な成分
で置換されたものであってもよい。共重合成分がポリエチレングリコール（ＰＥＧ）の場
合は、共重合比は１０ｗｔ％以下であることが好ましい。また、これらは他ポリマー、艶
消剤、難燃剤、帯電防止剤、顔料などの添加物を含有していても良い。例えば、カチオン
可染性や高発色性、鮮明性が求められる用途では、金属スルホネート基を有する構成単位
を共重合した改質ポリエステルを用いると有効であり、加えて易染性が求められる場合に
はＰＥＧを共重合すると好ましい染色特性が得られる。
【００１２】
　また、高伸度糸に用いるポリエステルが内部粒子形成剤を含んでいると、形成された内
部粒子が繊維内部で光を乱反射し、シルク様の美しい光沢が得られ好ましい。内部粒子形
成剤としては酢酸ナトリウム、酢酸カルシウム等のアルカリ金属あるいはアルカリ土類金
属の弱酸塩が挙げられるが、酢酸カルシウムが最も好ましく、内部粒子形成剤の含有量は
ポリエステルに対し０．０１～０．１０ｗｔ％であることが好ましい。なお、本発明で言
う内部粒子とは、添加された内部粒子形成剤とポリエステルまたはそれに含まれるオリゴ
マーや不純物が複合体を形成し、ポリエステル中に析出した微粒子のことを言うものであ
る。そして形成される内部粒子の大きさは、ポリエステルを溶融状態で顕微鏡観察した時
、平均径として０．０１～５μｍ程度であることが好ましい。
【００１３】
　本発明では、まず紡糸混繊法により伸度差混繊糸とすることが工程の簡略化、低コスト
化の点から最も重要であるが、本発明で伸度差混繊糸とは、繊維の伸度が異なる２種類以
上の糸条群からなる混繊糸のことを意味する。本発明では、伸度差混繊糸は２群あるいは
それ以上多数の糸条群からなる混繊糸であるが、２群でも充分な効果を奏するので２群で
以下説明する。３群以上の場合は、最も伸度の高い糸条と最も伸度の低い糸条で置き換え
て考えればよい。
【００１４】
　紡糸混繊法により伸度差混繊糸を得る方法としては、高伸度糸として芯部にポリスチレ
ン、鞘部にポリエステルを配した芯鞘複合糸とし、低伸度糸としてポリエステル単独糸を
用いることが重要である。ポリエステルにポリスチレンを複合することによって、ポリエ
ステルの伸度を飛躍的に増加させられるのである。また、芯ポリマーとして採用するポリ
スチレンは、ポリエステルに比べ耐熱性に劣るため、ポリスチレンが繊維表面に露出しな
いよう芯鞘複合糸とすることが重要である。形態としては同心円でも偏心でも良いが、同
心円の方が複合安定性の点から好ましい。なお、ポリスチレンを芯鞘複合糸でなくポリエ
ステルとのポリマーブレンド糸としても高伸度化効果は得られるが、ポリスチレンの低耐
熱性により、延伸や糸加工時に融着が発生したり、染色した際のくすみとして布帛欠点に
なる等の問題が発生してしまう他、ブレンド斑による物性斑を生じやすく好ましくない。
【００１５】
　ここで、本発明で使用するポリスチレンのメルトマスフローレート（ＭＦＲ）は３．５
～１０．０ｇ／１０分とすることが重要である。ＭＦＲが３．５ｇ／１０分以上の流動性
の高いポリスチレンを使用することで、紡糸時の口金孔詰まりや複合異常、吐出斑といっ
た問題を回避でき、毛羽や断糸の少ない異収縮混繊糸を工程安定的に製造することが可能
となる。また、ＭＦＲを１０．０ｇ／１０分以下とすることで、ポリエステルと複合した
際の伸度アップ効果を保ち、かつ良好な延伸性を得ることが可能となる。より好ましいＭ
ＦＲの範囲は４．０～９．０である。更に、ポリスチレンの複合量は、高伸度糸中のポリ
スチレン複合量Ｃｐｓ（ｗｔ％）をポリスチレンのＭＦＲ（ｇ／１０分）で割返した数値
にして、２．０～３．５であることが重要である。該数値を２．０以上とすることにより
、鞘成分であるポリエステルに対して十分な伸度アップ効果を与えることができ、布帛と
した際に優れたソフト感、ふくらみ感を発揮できる異収縮混繊糸と成すことが可能となる
。一方で上限は３．５以下とすることが重要である。これはポリエステルに比べてポリス
チレンの剛直性の高いこと、引張強度が低いことに由来する。ポリスチレンの複合量を過
度に増加させると高伸度糸の曲げ剛性が増加するため、粗剛感が増してソフト風合いが損
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なわれるのに加え、引張強度の低いポリスチレン成分が延伸時の張力に耐えきれず、高伸
度糸中で部分断裂するため、毛羽や断糸が著しく悪化する。よって、該数値は２．０～３
．５とすることが重要であり、より好ましくは２．３～３．０である。特に断面形状を三
葉型や星型などの異形とする場合は２．５～２．８とすると、アルカリ減量により鞘部ポ
リエステルが部分除去された後も、ポリスチレンが繊維表面に露出するのを抑制できるた
め、品質トラブルを回避することができ好ましい。
【００１６】
　一方、低伸度糸としては、ホモポリエステルを採用することも可能であるが、ＩＰＡや
ＢＨＰＰ、５－ナトリウムスルホイソフタル酸（ＳＳＩＡ）等を共重合した高収縮ポリエ
ステルとすると、延伸後の収縮率差が一層大きくなり布帛にした際、ふくらみ感、ソフト
感がさらに向上し好ましい。また、ＰＰＴやＰＢＴを用いるとさらにストレッチ性が加わ
るため好ましい。
【００１７】
　伸度度差混繊糸において、高伸度糸と低伸度糸の伸度差が大きい方が、延伸後に低収縮
糸と高収縮糸の収縮率差が大きくなり、布帛にした際ふくらみ感、ソフト感が増すため好
ましい。高伸度糸と低伸度糸の伸度差は延伸上がりにおいて１０％以上、好ましくは１５
％以上である。一方で高伸度糸と低伸度糸の伸度差が過度に大きいと、延伸後のリラック
ス巻き取りにおいて収縮率差に起因したタルミやループが発生し易くなるため、伸度差は
５０％以下、より好ましくは４０％以下であると極めて品質、品位の高い収縮差混繊糸を
得やすい。
【００１８】
　次に、本発明の収縮差混繊糸の好ましい製造方法について述べる。
【００１９】
　本発明の収縮差混繊糸は、公知のいずれの溶融紡糸方法においても製造可能であるが、
繊維長手方向での品質安定性、生産安定性を考慮すると、直接紡糸延伸法（以下、ＤＳＤ
法と称する）による生産が最も優れている。なお、延伸は一段延伸でも、多段延伸でも良
く、紡糸と延伸を同時に行って巻き取るＤＳＤ法でも、未延伸糸とを一旦巻き取った後に
延伸する２工程法でも良い。
【００２０】
　本発明の収縮差混繊糸を製糸するにあたり、紡糸速度は２５００～４０００ｍ／分が好
ましい。紡糸速度が２５００ｍ／分以上であれば、糸の繊維構造を十分発達させられるた
めに延伸段階での断糸を低減できる。また、４０００ｍ／分以下であれば、紡糸過張力に
よる糸道ガイド等との擦過、糸摩耗を抑制できるため、毛羽の少ない高品位の製品が得ら
れるほか、糸摩耗起因の断糸を抑制でき生産収率を高めることができる。ここで言う紡糸
速度とは、口金より紡出された糸条が初めてタッチするロールの周速度のことを指し、つ
まりは第１引き取りロールの周速度を指す（ワインダーでの巻き取り速度ではない）。
【００２１】
　また、高伸度糸と低伸度糸の紡糸ドラフト率の比、つまり［高伸度糸の紡糸ドラフト率
ＤＲ（Ｈ）］／［低伸度糸の紡糸ドラフト率：ＤＲ（Ｌ）］の値が０．８～２．０とする
と優れた製糸安定性を得やすく好ましい。より好ましい範囲は０．９～１．５である。こ
こで言う紡糸ドラフト率とは、第１ロールの周速度（ｍ／分）を各糸条成分の口金吐出線
速度（ｍ／分）で割り返した値であり、例えば吐出線速度が１０ｍ／分の高伸度糸と、１
５ｍ／分の低伸度糸を周速度３０００ｍ／分の第１ロールで引き取ったとすると、ＤＲ（
Ｈ）＝３００、ＤＲ（Ｌ）＝２００となり、高伸度糸と低伸度糸の紡糸ドラフト比ＤＲ（
Ｈ）／ＤＲ（Ｌ）＝１．５となる。
【００２２】
　このようにして紡出された未延伸伸度差混繊糸を低収縮糸と高収縮糸の収縮率差が大き
い、布帛のふくらみ感、ソフト感を向上させた収縮差混繊糸（延伸糸）とするためには、
以下の方法にて延伸すると優れた風合いと工程安定性を両立でき好ましい。すなわち、低
収縮糸（高伸度糸）の収縮率を充分に低下させ、低伸度糸（高収縮糸）の収縮応力、強伸
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度特性を高いレベルで調和させるにためは、延伸倍率は低伸度糸の残留伸度が３０～４０
％となる倍率に設定すると好ましい。延伸温度、熱セット温度は、高伸度糸、低伸度糸の
鞘成分に用いるポリエステル種や、延伸機の種類に応じて適宜設定可能であるが、とりわ
け延伸温度を８５～１１０℃、より好ましくは９０～１０５℃とすると糸斑の少ない製品
を得やすく、熱セット温度は１１０～１４０℃、より好ましくは１１５～１３５℃とする
と、配向非晶分子鎖の固定が十分にでき低収縮化を図ることができるうえ、糸条走行状態
が安定して断糸の少ない高品質の製品を高収率で得やすい。ここで言う延伸温度とは延伸
前の予熱ロールの温度を意味し、熱セット温度とは延伸完了後に繊維構造を熱固定させる
ための熱ロール、熱板などの加熱付与体の温度を意味する。
【００２３】
　さらに、低収縮糸が沸騰水収縮率＞乾熱収縮率であると、精練から次工程である中間セ
ット（乾熱緊張処理）で低収縮糸が伸びることを意味し、布帛拘束中でも高収縮糸との糸
長差を発現しやすく好ましい。低収縮糸がこの特性を有することにより、乾熱収縮率≦０
％の自発伸長糸でなくとも自発伸長糸同等の効果を得ることができるのである。
【００２４】
　本発明では糸断面形状は、収縮差混繊糸の鞘糸となる低収縮糸、すなわち高伸度側の糸
を三葉断面とするとシルク様の優雅な光沢が得られ好ましい。また六葉断面などの多葉形
とするとドライタッチが得られるほか、扁平断面とするとソフト感や深色性効果、遮像性
効果が向上する。
【００２５】
　本発明により得られる収縮差混繊糸の低収縮糸と高収縮糸の混繊割合は、布帛中での収
縮挙動のバランスを考慮すると繊度比率で１０／９０～９０／１０とすることが好ましい
。より好ましくは３０／７０～７０／３０である。
【００２６】
　単糸繊度範囲については、延伸後の高伸度糸（低収縮糸）は０．５～３．０ｄｔｅｘ、
低伸度糸（高収縮糸）は２．０～６．０ｄｔｅｘとすればパウダータッチでしかも張り腰
のある布帛が得られる。
【００２７】
　また、本発明による得られる収縮差混繊糸は集束性の点からエア交絡や撚糸が施されて
いることが好ましい。収縮差混繊糸の交絡度は３～１５とすると、糸に自由度があるため
布帛の加工工程でふくらみ感が発現しやすい。通常、後混繊では糸の集束性を得るために
は交絡度は５０程度の高度の交絡が必要であるが、本発明では紡糸混繊であるため集束性
が良好であり、低交絡度でも十分な集束性が得られるのである。エア交絡は紡糸過程で巻
き取りまでの間で施すと工程省略となり好ましい。ただし、高度の交絡を施す場合は延伸
後行うことも可能である。
【００２８】
　延伸装置としては公知のものが使用できる。少なくとも１対のホットローラーを有する
延伸機を使用すれば、さらに工程が安定化する。ここでいう１対のホットローラーとは、
延伸前の予熱のための第１ホットローラー（１ＨＲ）と延伸後の熱セットのための第２ホ
ットローラー（２ＨＲ）のことをいうものとする。これに、コールドドローローラー（Ｄ
Ｒ）、多段延伸のためのホットローラーが付属していても差し支えない。なお、予熱およ
び／または熱セットに熱板を使用することも可能であるが、熱板／糸条の擦過により糸切
れが発生したり、熱板と糸条のスティックスリップにより糸斑が発生しやすくなるのであ
るため、ホットローラーを使用することが好ましい。
【００２９】
　なお、熱セットのためのホットローラーは梨地表面、鏡面の双方が採用可能であるが、
梨地表面であると、延伸時の糸揺れが小さくなり、糸斑がさらに抑制され、また延伸時の
糸切れも減少し、鏡面表面であると高収縮糸の収縮応力が向上し、好ましい。
【００３０】
　本発明の繊維はブラウス等の薄地用途、スーツ、ジャケット、パンツ、コート等の中厚
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地用途に好適に用いることができる。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。なお、実施例中の測定方法は以下の方
法を用いた。
（１）極限粘度［η］
　極限粘度［η］は、次の定義式に基づいて求められる値である。
【００３２】
【数１】

【００３３】
定義式のηｒは、純度９８％以上のＯ－クロロフェノールで溶解したポリエステルの希釈
溶液の２５℃での粘度を、同一温度で測定した上記溶剤自体の粘度で割った値であり、相
対粘度と定義されているものである。また、ｃは上記溶液１００ｍｌ中のグラム単位によ
る溶質重量値である。
（２）強度、伸度
　ＪＩＳ　Ｌ１０１３（１９９９）に従い、オリエンテック製テンシロンＵＣＴ－１００
にて測定した。
（３）沸騰水収縮率（ＢＷＳ）
ＢＷＳ（％）＝［（Ｌ０－Ｌ１）／Ｌ０）］×１００
Ｌ０：延伸糸をかせ取りし初荷重０．０９ｃＮ／ｄｔｅｘ（０．１０ｇｆ／ｄ）下で測定
したかせの原長
Ｌ１：Ｌ０を測定したかせを実質的に荷重フリーの状態で沸騰水中で１５分間処理し、風
乾後初荷重０．０９ｃＮ／ｄｔｅｘ（０．１０ｇｆ／ｄ）下でのかせ長
（４）製品収率
　３ｋｇ巻の異収縮混繊糸の延伸糸製品を製造するに際し、次式により与えられる収率を
３段階にて評価した。合格レベルは○以上である。
（製品収率）＝（３ｋｇ異収縮混繊延伸糸の製品収量）／（原料ポリマー使用量）
○○：９８％以上
○　：９５％以上９８％未満
×　：９５％未満
（５）高次通過性
　上記（４）項にて得られた収縮差混繊糸に撚り係数２６００のＳ撚りを施し、１ｋｇ巻
の撚糸とした際の満管率を、以下の３段階にて評価した。
○○：９５％以上
○　：９０％以上９５％未満
×　：９０％未満
（６）布帛評価
　上記（５）項にて得られた撚糸を経糸および緯糸に用い平織りを製織し、９８℃で精練
を施した。その後１８０℃で中間セットを行い、常法により１０％のアルカリ減量を施し
た後染色、最終セットを行った。得られた布帛について、ふくらみ感、ソフト感、染色均
一性の各々に関し１～４点の各４段階（点数の高い方が高品質）で官能評価し、総合得点
（最高点は１２点）を下記の３段階で格付けした。
○○：１１点以上
○　：８点以上１０点以下
×　：７点以下
（７）メルトマスフローレイト（ＭＦＲ）
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　ポリスチレンのＭＦＲ（ｇ／１０分）は、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０（１９９９）に従い測
定した。
【００３４】
　実施例１
　低伸度糸としてＩＰＡ７．０ｍｏｌ％およびＢＨＰＰ４．０ｍｏｌ％を共重合させた極
限粘度０．６６の酸化チタンを含有しない共重合ＰＥＴ（高収縮ＰＥＴ）を用い、高伸度
糸として酢酸カルシウム０．０５ｗｔ％を内部粒子形成剤として含み、酸化チタンを含ま
ない極限粘度０．６３のホモＰＥＴ（ブライトＰＥＴ）とＭＦＲが５．５ｇ／１０分のポ
リスチレン（東洋スチレン社製“トーヨースチロール”Ｈ－４５）を用いた。高収縮ＰＥ
Ｔ、ブライトＰＥＴ、ポリスチレンを、それぞれエクストルーダーを用いて２８５℃、２
９０℃、２５０℃にて溶融後、ポンプによる計量を行い、各々、絶対濾過径１５μｍのス
テンレス製不織布フィルターを用いて濾過を行った後、紡糸温度２９０℃にていずれも丸
孔の同一口金から吐出させた。この時、共重合ＰＥＴは単独糸として、ポリスチレンとブ
ライトＰＥＴは芯鞘糸として高配向側、低配向側とも同一繊度、同一フィラメント数（５
０ｄｔｅｘ－１８フィラメントずつ）の紡糸混繊糸とし、紡糸ドラフト比は１．０とした
。また、高伸度側は芯／鞘＝ポリスチレン（１３ｗｔ％）／ブライトＰＥＴ（８７ｗｔ％
）の芯鞘複合糸と、つまりはＣｐｓ＝１３とした。口金から吐出された糸条は図１に示す
直接紡糸延伸装置を用い、風温２５℃の風を吹き付けて冷却、油剤を付与後、周速度３０
００ｍ／分、温度９５℃の第１ホットネルソンローラー（１ＨＮＲ）を介し、周速度５４
００ｍ／分、温度１１８℃の第２ホットネルソンローラー（２ＨＮＲ）との間で１．８倍
に延伸、熱セット後、インターレース交絡を付与してから５３７３ｍ／分で巻き取った。
得られた収縮差混繊糸は安定的に製糸でき、表１に示す通り優れた製品収率を示した。ま
た、この混繊糸は高次通過性が極めて良く、得られた布帛はふくらみ感、ソフト感、反発
感に優れ、さらに染色斑も発生しなせず、更にはシルク様の優雅な光沢を示すものであっ
た。
【００３５】
　実施例２、３
　ＭＦＲが４．０ｇ／１０分のポリスチレン（“トーヨースチロール”Ｇ３２０Ｃ）を用
い、Ｃｐｓを各々１０、１３とした以外は実施例１と同様にて収縮差混繊糸を得た。この
混繊糸は表１に示す通り製品収率、工程通過性、布帛風合い共に実施例１と同等のものが
得られた。
【００３６】
　実施例４、５
　ＭＦＲが９．０ｇ／１０分のポリスチレン（“トーヨースチロール”Ｇ２１０Ｃ）を用
い、Ｃｐｓを各々２０、３０とした以外は実施例１と同様に製糸して収縮差混繊糸を得た
。この混繊糸は布帛風合いのソフト性において実施例１に一歩譲るものであったが、製品
収率、工程通過性に優れるものが得られた。
【００３７】
　実施例６
　低伸度糸として酸化チタンを０．５ｗｔ％含有し極限粘度０．６５のホモＰＥＴ（セミ
ダルＰＥＴ）を用いた以外は、実施例１と同様に製糸して異収縮混繊糸を得た。製品収率
、高次通過性は極めて良好であり、得られた布帛は、ふくらみ感で実施例１に一歩譲るも
のの、曇りガラス様の落ち着いた光沢を有し染色均一性に優れるものが得られた。
【００３８】
　実施例７
　低伸度糸のポリマーとしてＳＳＩＡを２ｍｏｌ％、ポリエチレングリコールを１ｗｔ％
を共重合し酸化チタンを０．１ｗｔ％含む共重合ＰＥＴを用い、高伸度糸の鞘部ポリマー
としてＳＳＩＡを５ｍｏｌ％共重合し、酸化チタンを０．３ｗｔ％含む改質ＰＥＴを用い
た以外は、実施例１と同様に製糸して異収縮差混繊糸を得た。この混繊糸は収率、高次通
過性で実施例１に一歩譲るものの、得られた布帛は優れた発色性、鮮明性を示し、風合い
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【００３９】
　実施例８、９
　口金を変更し高伸度糸と低伸度糸の紡糸ドラフト倍率を変更した以外は、実施例１と同
様にして製糸して異収縮差混繊糸を得た。これらには、微少なループ見られ製品収率面、
高次通過性において実施例１に一歩譲るものであったが、得られた布帛はソフト性、ふく
らみ感に優れていた。
【００４０】
　比較例１
　ポリスチレンのＭＦＲを３．１ｇ／１０分（“トーヨースチロール”Ｈ８４０）、Ｃｐ
ｓを１０とした以外は実施例１と同様にして製糸した。ポリスチレンの低流動性に起因し
た芯鞘複合斑が多発し紡糸段階での断糸が多発したほか、毛羽に起因した解舒不良が発生
し高次通過性が低い結果となった。
【００４１】
　比較例２
　ポリスチレンのＭＦＲが１１．０ｇ／１０分（“トーヨースチロール”Ｈ７００）、Ｃ
ｐｓを４０とした以外は実施例１と同様にして製糸した。紡糸段階で芯鞘糸の毛羽（単糸
切れ）が頻発して製品収率が低下した上、毛羽による解舒性不良が発生し高次通過性が劣
り、得られた布帛は粗剛感が強く、ソフト感に劣るものであった。
【００４２】
　比較例３、４
　ポリスチレンのＣｐｓを各々１０、２０とした以外は実施例１と同様にして製糸し、い
ずれも製品収率、高次通過性ともに良好な異収縮混繊糸が得られた。しかしながら、布帛
風合い評価においては、比較例３は収縮差が小さく、ふくらみ感、ソフト感に乏しいもの
であり、比較例４は粗剛感が強く、ソフト性が著しく劣るものとなった。
【００４３】
　比較例５
　口金およびパック構造を変え、高伸度糸を芯鞘複合ではなくポリマーブレンドタイプと
した以外は実施例１と同様にして製糸した。このブレンド糸は実施例１に比べ毛羽が増え
、高次加工での解舒性不良が発生したほか、得られた布帛にはソフト感に欠け、染色斑が
見られる品質の劣るものであった。
【００４４】
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【表１】

【図面の簡単な説明】
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【００４５】
【図１】製糸工程（直接紡糸延伸法）の一例を示す。
【符号の説明】
【００４６】
　１　口金
　２　糸条冷却送風装置
　３　油剤付与装置
　４　インターレース交絡装置
　５　第１ホットロール
　６　第２ホットロール
　７　コンタクトロール
　８　パッケージ
　９　低伸度糸（高収縮糸）の糸条
１０　高伸度糸（低収縮糸）の糸条
１１　高伸度糸と低伸度糸の混繊糸条

【図１】
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