
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有撚の短繊維紡績糸をタテ糸（またはヨコ糸）に配し、 ポリトリメチレンテ
レフタレート

した ポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイ
ドバイサイド型に貼り合わせ 捲縮発現能を有する複合繊維
のマルチフィラメント糸をヨコ糸（またはタテ糸）に配し
タテ方向および／またはヨコ方向に１０％以上の を有することを特徴とする交織織
物
【請求項２】
前記サイドバイサイド型の複合繊維のマルチフィラメント糸が こ
とを特徴とする請求項１記載の交織織物
【請求項３】
前記短繊維紡績糸が収縮特性を異にする２種類以上のポリエステル繊維からなる混紡によ
るものであることを特徴とする請求項１～２のいずれかに記載の交織織物。
【請求項４】
前記短繊維紡績糸がカチオン可染型ポリエステルを含むことを特徴とする請求項１～３の
いずれかに記載の交織織物。
【請求項５】
前記短繊維紡績糸が０．２～６．５重量％のセラミックス添加ポリエステルを含むことを
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、かつ実質的に実撚を有しない

たシボ感のない織物であって、
伸長率

。

捲縮の位相がずれている
。



特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の交織織物。
【請求項６】
前記短繊維紡績糸が中空断面形状ポリエステルを含むことを特徴とする請求項１～５のい
ずれかに記載の交織織物。
【請求項７】
前記短繊維紡績糸がポリエステル短繊維と、綿、羊毛などの天然繊維、もしくはセルロー
ス系短繊維から構成されることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の交織織物。
【請求項８】
前記サイドバイサイド型マルチフィラメント糸が染色加工前に、その収縮応力の極大を示
す温度が１１０℃以上であり、かつその収縮応力の極大値が０．２５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上
であり、荷重下捲縮発現伸張率が１５％以上であることを特徴とする請求項１～７のいず
れかに記載の交織織物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は テ糸 に

サイドバイサイド型に貼り合わせた捲縮発現能を有
する複合繊維のマルチフィラメント糸、ヨコ糸 に 短繊 績糸

いた、ソフトなふくらみを有し、上品な表面感と高いストレッチを有する交織織物に関
する。さらに詳しくは、従来の短繊維紡績糸単独では得られなかったふくらみと感とスト
レッチ性を合わせ持ち、またポリエステルマルチフィラメント織物では得られなかった、
糸ムラ感のある自然な表情の表面感の優勢結合効果を有し、さらに着用時に快適な、また
縫製での仕立て映え性に優れるカジュアルシャツ・パンツのような一般的なアウター、ゴ
ルフやスキーなどのスポーツ用途、アンダーシャツのようなインナー用途に適する交織織
物に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
これまで交織織物として合成繊維と天然繊維、短繊維と長繊維など各種繊維の、それぞれ
の特性を優性結合して特徴のある商品を創出してきた。例えば、薄地織物分野のカジュア
ルシャツ、パンツ地として、タテ糸にポリエステル綿混紡の短繊維紡績糸、ヨコ糸に単糸
繊度が極細のポリエステルマルチフィラメント糸の有撚糸を配し、引裂強力面をアップし
、またコスト的に安価にできる高級綿の風合いを表現している。また、タテ糸に新合繊の
異収縮混繊糸、ヨコ糸にポリエステル綿混紡糸、麻混紡糸などを配して高い反発感とフク
ラミ感を持ち、短繊維の表面感（ムラ感など）や機能性（吸湿性など）を活かした交織織
物が数多く商品化されている。
【０００３】
しかしながら、近年、織物特性にストレッチ性を付与することが重要な要素になってきて
いる。織物にストレッチ性を付与する技術は、従来ポリウレタン系弾性繊維、すなわちス
パンデックスのカバーリング糸の使用によるものが主流であるが、当該織物は原糸・高次
加工費の面でコストに問題があり、またスパンデックスではストレッチ性のパワーが強く
、すべての用途に適用できるものではなく、また重いという欠点もあり、ソフトなストレ
ッチ、高い伸長回復性といった機能性が新たに求められている。さらに、最近原糸から捲
縮発現能を持つコンジュゲートフィラメント糸がストレッチ性素材として注目されいる。
例えば、特開平１１－０４３８３５号公報に見られる技術は、コンジュケートフィラメン
ト糸に適正な実撚を施し、より高いコイル状捲縮を作り、高いストレッチ性を得ようとす
るものであり、該技術を応用して特開２０００－２１２８５７号公報に交織織物素材とし
て提案されている。しかしながら、ポリウレタン系弾性繊維と比較するとパワーが弱く、
高い実撚を施す必要性からコストアップになり、また伸長回復性にも劣るという欠点が存
在する。時代の要求としてして高齢化社会における衣料品に対する品質において、介護さ
れる人に対して介護する側の衣料として従来のニットジャージと異なる外着としても普通
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、タ （またはヨコ糸） 高収縮成分をポリトリメチレンテレフタレートと
し、低収縮成分をポリエステルとした

（またはタテ糸） 有撚の 維紡 を
用



のシルエットであり、高いストレッチ性と回復性のある織物機能素材の要求が強く、また
健常高齢者のスポーツ着兼外出着としても使用できる仕立て映えが良く、運動機能性スト
レッチ特性を有する布帛に対する要求が極めて高くなってきている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、有撚の短繊維紡績糸をタテ糸（またはヨコ糸）に配し、ヨコ糸（またはタテ
糸）に ポリトリメチレンテレフタレート

とした のポリエステ
ル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせ

捲縮発現能を有する複合繊維のマルチフィラメント糸を使用して、ソフトなふ
くらみを有し上品な表面感とタテまたはヨコ方向に高いストレッチ性と回復性を有する交
織織物を提供することを目的とするものである。さらに詳しくは、従来の短繊維紡績糸単
独では得られなかったふくらみと反発性、およびストレッチ性と回復性を合わせ持ち、ま
たポリエステルマルチフィラメント織物では得られなかった、糸ムラ感のある自然な表情
の表面感の優勢結合効果を有し、さらに着用時に快適なソフトストレッチ性と回復性があ
り、また縫製での仕立て映え性に優れる交織織物を提供すること目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するため次の構成を有する。すなわち、有撚の短繊維紡績糸
をタテ糸（またはヨコ糸）に配し、 ポリトリメチレンテレフタレート

とした のポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼
り合わせ 捲縮発現能を有する複合繊維のマルチフィラメン
ト糸をヨコ糸（またはタテ糸）に配し タテ方向および／ま
たはヨコ方向に１０％以上のの を有することを特徴とする交織織物である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　本発明に用いられる織物のタテ糸およびヨコ糸を構成する原糸について説明する。タテ
糸あるいはヨコ糸のいずれかに ポリトリメチレンテレフタレート

と
した のポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合
わせ 捲縮発現能を有する複合繊維のマルチフィラメント

使用して製織し、８０℃以上の湿熱処理により捲縮発現されて高いストレッチ性と回復
性が得られる。タテ糸に上記サイドバイサイド型の複合繊維を使用した場合には、ヨコ糸
には、短繊維から構成される紡績糸を配し、タテ糸に上記短繊維から構成される紡績糸を
配した場合には、ヨコ糸には、上記サイドバイサイド型の複合繊維を配するものである。
【０００９】
以下に本発明をさらに詳細に説明する。
【００１０】
サイドバイサイド型の複合繊維は、固有粘度や共重合成分、共重合率等が異なる重合体を
貼り合わせ、それらの弾性回復特性や収縮特性の差によって、捲縮を発現するものである
。固有粘度差を有するサイドバイサイド型複合の場合、紡糸、延伸時に高固有粘度側に応
力が集中するため、２成分間で内部歪みが異なる。そのため、延伸後の弾性回復率差およ
び織物の熱処理工程での熱収縮率差により高粘度側が大きく収縮し、単繊維内で歪みが生
じて３次元コイル捲縮の形態をとる。この３次元コイルの径および単位繊維長当たりのコ
イル数は、高収縮成分と低収縮成分との収縮差（弾性回復率差を含む）によって決まると
いってもよく、収縮差が大きいほどコイル径が小さく、単位繊維長当たりのコイル数が多
くなる。
【００１１】
ストレッチ素材として要求されるコイル捲縮は、コイル径が小さく、単位繊維長当たりの
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コイル数が多い（伸長特性に優れ、見映えが良い）、コイルの耐へたり性が良い（伸縮回
数に応じたコイルのへたり量が小さく、ストレッチ保持性に優れる）、さらにはコイルの
伸長回復時におけるヒステリシスロスが小さい（弾発性に優れ、フィット感がよい）等で
ある。これらの要求を満足しつつ、ポリエステルとしての特性、例えば適度な張り腰、ド
レープ性、高染色堅牢性を有することで、トータルバランスに優れたストレッチ素材とす
ることができる。
【００１２】
ここで、前記のコイル特性を満足するためには高収縮成分（高粘度成分）の特性が重要と
なる。コイルの伸縮特性は、低収縮成分を支点とした高収縮成分の伸縮特性が支配的とな
るため、高収縮成分に用いる重合体には高い伸長性および回復性が要求される。
【００１３】
そこで、本発明者らはポリエステルの特性を損なうことなく前記特性を満足させるために
鋭意検討した結果、高収縮成分にポリトリメチレンテレフタレート（以下ＰＴＴと略記す
る）を主体としたポリエステルを用いることを見出した。ＰＴＴ繊維は、代表的なポリエ
ステル繊維であるポリエチレンテレフタレート（以下ＰＥＴと略記する）やポリブチレン
テレフタレート（以下ＰＢＴと略記する）繊維と同等の力学的特性や化学的特性を有しつ
つ、伸長回復性が極めて優れている。これは、ＰＴＴの結晶構造においてアルキレングリ
コール部のメチレン鎖がゴーシュ－ゴーシュの構造（分子鎖が９０度に屈曲）であること
、さらにはベンゼン環同士の相互作用（スタッキング、並列）による拘束点密度が低く、
フレキシビリティーが高いことから、メチレン基の回転により分子鎖が容易に伸長・回復
するためと考えている。
【００１４】
ここで、本発明におけるＰＴＴとは、テレフタル酸を主たる酸成分とし、１，３－プロパ
ンジオールを主たるグリコール成分として得られるポリエステルである。ただし、２０モ
ル％、より好ましくは１０モル％以下の割合で他のエステル結合の形成が可能な共重合成
分を含むものであってもよい。共重合可能な化合物として、例えばイソフタル酸、コハク
酸、シクロヘキサンジカルボン酸、アジピン酸、ダイマ酸、セバシン酸、５－ナトリウム
スルホイソフタル酸などのジカルボン酸類、エチレングリコール、ジエチレングリコール
、ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコールなどのジオール類を挙げることができるが、こ
れらに限定されるものではない。また、必要に応じて、艶消し剤となる二酸化チタン、滑
剤としてのシリカやアルミナの微粒子、抗酸化剤としてヒンダードフェノール誘導体、着
色顔料などを添加してもよい。
【００１５】
また、低収縮成分（低粘度成分）には高収縮成分であるＰＴＴとの界面接着性が良好で、
製糸性が安定している繊維形成性ポリエステルであれば特に限定されるものではないが、
力学的特性、化学的特性および原料価格を考慮すると、繊維形成能のあるＰＥＴが好まし
い。
【００１６】
　また、両成分の複合比率は製糸性および繊維長さ方向のコイルの寸法均質性の点で、高
収縮成分：低収縮成分＝７５：２５～３５：６５（重量％）の範囲 、６
５：３５～４５：５５の範囲がより好ましい。
【００１７】
本発明に用いるサイドバイサイド型複合繊維の断面形状は、丸断面、三角断面、マルチロ
ーバル断面、偏平断面、ダルマ型断面、Ｘ型断面などの異形断面であってもよいが、捲縮
発現性と風合いのバランスから、丸断面の半円状サイドバイサイドや軽量、保温を狙った
中空サイドバイサイド、ドライ風合いを狙った三角断面サイドバイサイドなどが好ましく
用いられる。
【００１８】
また、単糸繊度は、１．１～１０ｄｔｅｘが好ましく、より好ましくは１．１～６ｄｔｅ
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とするものであり



ｘである。１．１ｄｔｅｘ以上とすることで、捲縮によるストレッチ性の実効を得ること
ができ、また１０ｄｔｅｘ以下とすることによりシボ感を抑えることができる。
【００１９】
また、前述のように布帛拘束力に打ち勝ってコイル捲縮を発現させるためには、サイドバ
イサイド型複合繊維の収縮応力が高いことが好ましい。布帛の熱処理工程で捲縮発現性を
高めるには、収縮応力の極大を示す温度は１１０℃以上、応力の極大値は０．２５ｃＮ／
ｄｔｅｘ以上であることが好ましく、より好ましくは応力の極大値は０．２８ｃＮ／ｄｔ
ｅｘ以上、さらに好ましくは０．３０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である。また、シボの抑制とい
う点では、０．５０ｃＮ／ｄｔｅｘ以下とすることが好ましい。
【００２０】
また、本発明のサイドバイサイド型複合繊維は、荷重下捲縮発現伸長率が１５％以上であ
ることが好ましい。従来は、特開平６－３２２６６１号公報等に記載されているように、
潜在捲縮発現性ポリエステル繊維を荷重フリーに近い状態で熱処理し、そこでの捲縮特性
を規定していたが、これでは布帛拘束下での捲縮特性を必ずしも反映しているとはいえな
い。そこで本発明者らは、布帛拘束下での捲縮発現能力が重要であることに着目し、実施
例中の「測定方法」に示すような方法で熱処理を行う、荷重下捲縮発現伸長率を定義した
。
【００２１】
すなわち、布帛内での拘束力に相当すると見立てた０．９×１０ - 3ｃＮ／ｄｔｅｘの荷重
を繊維カセに吊して熱処理することで、布帛拘束下での捲縮発現能力を繊維カセの捲縮伸
長率で表すものである。この荷重下捲縮発現伸長率が高いほど捲縮発現能力が高いことを
示しており、１５％以上であれば本発明の目的とする適度なストレッチ特性を織物に与え
ることができる。捲縮伸長率は織物に求められるストレッチ性能と同様、より好ましくは
２０％以上、さらに好ましくは２５％以上である。
【００２２】
なお、特公昭４４－２５０４号公報に記載のような固有粘度差のあるＰＥＴ系複合糸、あ
るいは特開平５－２９５６３４号公報、特開２０００－２１２８５７号公報に記載のよう
な非共重合ＰＥＴと高収縮性共重合ＰＥＴとの組み合わせでの複合糸では荷重下捲縮発現
伸長率は高々１０％程度である。
【００２３】
　本発明においては、このサイドバイサイド型複合繊維のマルチフィラメント糸 質的
に無 もの 。
【００２５】
また本発明のサイドバイサイド型複合繊維は、捲縮の位相がマルチフィラメントを構成す
る単糸間で揃っていないことが好ましい。
【００２６】
従来、サイドバイサイド型複合繊維を用いて織物とした場合、シボの発生が問題となった
が、その要因としては、次のようなことが考えられる。つまり、サイドバイサイド型複合
繊維において、マルチフィラメントの位相が揃い集合した形でＳとＺ方向のトルクを有す
るクリンプが交互に発現しやすく、するとＳとＺのトルクの変わり目においてマルチフィ
ラメント全体が捩れ、これが織物においてはシボとなって品位の低下をもたらすのである
。
【００２７】
そこで本発明者らは、シボの発生を抑える手段として、単糸間の捲縮の位相をずらすこと
を見出した。ここで捲縮の位相とは、単糸においてＳ方向のトルクの捲縮とＺ方向のトル
クの捲縮とが交互に発現しているパターンをいう。通常、無撚の状態で捲縮を発現させる
と、織物構造における拘束や単糸同士の影響により捲縮の位相が揃いやすいのだが、例え
ばある単糸がＳトルクの捲縮を呈している箇所に、別の単糸のＺトルクの捲縮を配するこ
とにより、ストレッチ性は損なうことなく互いのトルクを消し合い、シボの発生を抑える
ことができる。
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【００２８】
高捲縮性ポリエステル系複合繊維の捲縮の位相をマルチフィラメントを構成する各単糸間
でずらす方法としては、単糸間で低収縮成分と高収縮成分の複合比率を変更する方法、単
糸間で単糸繊度を変更する方法などが考えられる。
【００２９】
また、サイドバイサイド型複合繊維の未延伸糸を延伸し、次いで一旦巻き取ることなく弛
緩させた後に巻き取る方法も考えられる。この方法は、複合比率や単糸繊度を制約するこ
となく単糸間の捲縮の位相をずらすことができる。そのメカニズムとしては、次のような
ことが考えられる。
【００３０】
まず、ＰＴＴを用いたサイドバイサイド型複合繊維の場合は、前述のように弾性回復性に
極めて優れているため、延伸時の張力からの弾性回復によっても捲縮を発現する。したが
って、このサイドバイサイド型複合繊維の未延伸糸を延伸して巻き取り、解舒すると捲縮
が発現するが、この場合は単糸同士が集束した状態であるため、互いに干渉し、単糸間の
捲縮の位相が揃いやすくなってしまう。
【００３１】
一方、延伸に次いで一旦巻き取ることなく弛緩させた後に巻き取る場合には、弛緩を行う
ローラー上およびローラー間においてはマルチフィラメントが扁平状に配列され、単糸同
士が集束していないため、単糸同士が干渉せずに独立して捲縮を発現することができるた
め、捲縮の位相をずらすことができる。
【００３２】
弛緩における好ましいリラックス率は０．９５～０．８０倍、より好ましくは０．９２～
０．８５倍である。
【００３３】
次に、交織の相手原糸として、短繊維紡績糸はポリエステル１００％だけでなく天然繊維
の綿、羊毛の混紡糸、またレーヨンなど再生繊維の混紡糸が包含される。この紡績糸は当
該交織織物において、相手原糸との間で織物の毛羽によるソフトなタッチ、表面の自然な
糸ムラによる表情に寄与する効果を担うものであり、使用される短繊維の間に染色性の異
なるものであれば、さらに効果的である。
【００３４】
この点からポリエステル１００％においては染色性を異にできるカチオン可染のポリエス
テルが好んで使用される。また天然繊維では得られないソフトなタッチを得るため１～０
．４デニールの極細繊維が使用できる。極細繊維は直紡型、分割、海島型であっても良い
が、海島型は、アルカリ減量処理により糸間の空隙ができ染色前のリラックス熱処理で捲
縮発現後さらに染色でのサイドバイサイド型の複合繊維の捲縮が発現しやすくなり好まし
い。
【００３５】
また、サイドバイサイド型の短繊維を使用した紡績糸の場合、タテおよびヨコの両方向に
伸縮性を有するいわゆる２ウエイストレッチ性を得る上で効果的である。また、羊毛、あ
るいはレーヨンを使用するとストレッチ性によい効果を現す。これは羊毛の場合も染色工
程での織物が収縮するメカニズムは、羊毛繊維が乾・湿で螺旋状に収縮するいわゆる体積
の増加を伴ったものであり、タテ糸およびヨコ糸間の空隙が大きくなるためと推定できる
。レーヨンの場合は繊維の湿潤膨潤効果により、サイドバイサイド型の複合繊維の収縮を
補助する効果があるためと推定する。
【００３６】
本発明の交織織物は、タテ方向またはヨコ方向の一方、もしくは両方について、織物伸長
率が１０％以上であることが重要である。織物伸長率とは、実施例中の「測定方法」にて
定義されるストレッチ性のパラメータである。例えば、シャツ地において織物伸長率が１
０％未満である場合には、着用時に伸縮性の快適感を得るのは難しい。より好ましくは１
５％以上である。
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【００３７】
　次に製織について説明する。まず、織物にするに当たり、サイドバイサイド型複合繊維

質的に無撚で使用される。実質的に無撚とは、撚糸機など物理的に実撚を施さないこ
とを意味する。無撚のまま、タテ糸に使用する際は、通常のポリエステル加工糸や生糸と
同様に工程通過性を良くするために糊付される た、短繊維紡績糸をタテ糸に使用する
場合は糊付けが重要となる。一方、サイドバイサイド型の複合繊維をヨコ糸に無撚で使用
する場合はパーン、ボビン、ドラムなどの形状 機に供給される。
【００３８】
織機はサイドバイサイド型の複合繊維をタテ糸の場合ウオータジェット、エアージェット
、レピアなど制約はないが、タテ糸が紡績糸の場合、ウオータジェットは適さない。織物
の組織は特に制約を受けるものでないが、タテ・ヨコ密度のバランスが重要であり、サイ
ドバイサイド型の複合繊維の捲縮構造を発現させるため、求めるストレッチ性にあわせ設
定する。密度の適正範囲は、
ＣＦ＝Ｋ W  ・Ｄ W  

1 / 2  ＋Ｋ F  ・Ｄ F  
1 / 2

ただし、ＣＦ：タテヨコ合計のカバーファクター
Ｋ W  ：タテ糸密度（本／２．５４ｃｍ）
Ｋ F  ：ヨコ糸密度（本／２．５４ｃｍ）
Ｄ W  ：タテ糸繊度（ｄｔｅｘ換算）
Ｄ F  ：ヨコ糸繊度（ｄｔｅｘ換算）
において、ＣＦが１，８００～３，０００が推奨される。１，８００より小さいと品質問
題があり、３，０００より大きいと、ストレッチ性、ソフトなふくらみが達成できない。
【００３９】
次に、加工工程は一般的なリラックス、中間セット、アルカリ減量、染色、仕上げセット
による通常条件で実施可能である。特に注意を必要とするのはリラックス処理である。サ
イドバイサイド型の複合繊維の捲縮発現力が非常に高いため、過度なリラックス処理を施
すと表面にシボが発生し品位を損ねる。したがって、リラックス方法は、通常のオープン
ソーパなど拡布連続リラックス機が好ましい。液流リラックスはシワやシボ発生が懸念さ
れる。リラックス工程後、通常染色前にアルカリ減量処理をするが、該発明の交織織物に
おいては余り必要としない。また、染色条件は通常のポリエステル交織織物に使用される
条件でよい。
【００４０】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づいて説明する。
（測定方法）
（１）織物伸長率
ＪＩＳ　Ｌ－１０９６の伸長率Ａ法（定速伸長法）で測定した。
（２）荷重下捲縮発現伸長率
荷重下捲縮発現伸長率（％）＝［（Ｌ０－Ｌ１）／Ｌ０］×１００
Ｌ０：繊維カセに０．９×１０ - 3ｃＮ／ｄｔｅｘの荷重を吊した状態で沸騰水処理を１５
分間行い風乾し、さらに同荷重を吊した状態で１６０℃乾熱処理を１５分間行った後、前
記熱処理荷重を取り除き、１８０×１０ - 3ｃＮ／ｄｔｅｘ荷重を吊した時のカセ長。
Ｌ１：Ｌ０を測定後、Ｌ 0測定荷重を取り除いて再び０．９×１０ - 3ｃＮ／ｄｔｅｘの荷
重を吊した時のカセ長。
（３）収縮応力
カネボウエンジニアリング（株）社製熱応力測定器で、昇温速度１５０℃／分で　測定し
た。サンプルは１０ｃｍ×２のループとし、初期張力は繊度（デシテックス）×０．９×
（１／３０）ｇｆとした。
【００４１】
（実施例１）
タテ糸の有撚短繊維に市販されている綿６５％ポリエステル３５％の１３１ｄｔｅｘ（綿
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番手４５ｓ）番を使用した。一方ヨコ糸のサイドバイサイド型の複合繊維は、次のように
して得た。固有粘度（ＩＶ）が１．１８のホモＰＴＴと固有粘度（ＩＶ）が０．６０のホ
モＰＥＴをそれぞれ別々に溶融し、紡糸温度２８０℃で２４孔の複合紡糸口金から複合比
（重量％）５０：５０で吐出し、紡糸速度１４００ｍ／分で引取り１６５デシテックス、
２４フィラメントのサイドバイサイド型複合未延伸糸を得た。さらにホットロール－熱板
系延伸機（接糸長：２０ｃｍ、表面粗度：３Ｓ）を用い、ホットロール温度８５℃、熱板
温度１４５℃、延伸倍率３．０倍で延伸して５５デシテックス、２４フィラメント（単繊
維繊度２．３デシテックス）の延伸糸を得た。紡糸、延伸とも製糸性は良好であり、糸切
れは発生しなかった。
得られたサイドバイサイド型複合繊維は、
収縮応力の極大温度　：１３０℃
収縮応力の極大値　　：０．３３ｃＮ／ｄｔｅｘ
荷重下捲縮発現伸長率：２０．５％
と優れた捲縮発現能力を示した。この高捲縮性ポリエステル複合繊維を合糸して１１０デ
シテックスとして供糸した。製織はエアージェット織機を用い平組織で、生機のタテ・ヨ
コ密度を１１６本／２．５４ｃｍ、８０本／２．５４ｃｍとした。得られた生機を通常の
綿混紡織物の加工条件に準じて加工した。まず毛焼きを施し、続いてオープンソーパなど
拡布連続リラックス機により糊抜き、精錬、漂白を実施した。続いて乾熱１９０℃でピン
テンター方式により中間セットし、アルカリ減量はを省略した。染色は液流染色機を用い
１３０℃でポリエステル系の染色を行ないその後綿サイドを染色した。その後１８０℃で
ピンテンター方式により仕上セットした。仕上げ反のタテ・ヨコ密度は１４０本／２．５
４ｃｍ、８４本／２．５４ｃｍとなり、タテ糸およびヨコ糸のトータルカバーファクター
ＣＦ値は２４８２であった。この織物はシボ感のないソフトな風合いを有し、ヨコ方向に
ソフトなストレッチを有する織物であった。この織物の織物伸長率を測定した結果、緯方
向は２３％であった。
【００４２】
得られた織物をカジュアル用シャツ、パンツとして使用したところ動きへの抵抗が少なく
着用快適性に優れるものであった。
【００４３】
（比較例１）
タテ糸および織物規格は実施例１と同じで、ヨコ糸に極限粘度が０．５１のポリエチレン
テレフタレート１００％からなる低粘度成分と、極限粘度が０．７８のポリエチレンテレ
フタレートからなる高粘度成分とを、重量複合比５０：５０で並列型に貼り合わせたコン
ジュゲートマルチフィラメント未延伸糸を紡糸した後、通常の延伸機により延伸を行い、
５５ｄｔｅｘ－１２フィラメントを製造した。このマルチフィラメント糸を用い、２本合
糸で１１０ｄｔｅｘ－２４フィラメントとした後、ダブルツイスターでＳおよびＺ撚に１
０００Ｔ／ｍ、の追撚を施した。次いで、８０℃で４０分間真空スチームセットにより撚
止めセットを行いヨコ糸とした供糸した。
【００４４】
得られた生機は、リラックス機に液流染色機を用い、また、アルカリ減量を５％施した。
それ以外は実施例１と同じ加工を実施した。得られた仕上品のタテ・ヨコ密度は１２４本
／２．５４ｃｍ、８１本／２．５４ｃｍでタテ糸およびヨコ糸のトータルカバーファクタ
ーＣＦ値は２４８２であった。織物は表面品位はシボがなく良好であったが、風合いはや
や硬く、ソフト感に欠けるものであった。さらに、ヨコ方向の織物伸長率を測定した結果
、７％と低く、着用快適感を満足するレベルではなかった。
【００４５】
（実施例２）
タテ糸に実施例１で得られたサイドバイサイド型の複合繊維１１０ｄｔｅｘ－２４フィラ
メントの無撚糸を荒巻整経後、糊付を施しビーミングしてタテ糸としてエアージェットル
ームに仕掛けた。ヨコ糸として実施例１のタテ糸を使用して、生機のタテ・ヨコ密度を１
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００／２．５４ｃｍ、７５本／２．５４ｃｍとし平組織で製織した。得られた生機の加工
は実施例１と同じ条件で実施した。仕上品の
タテ・ヨコ密度は１３５本／２．５４ｃｍ、８５本／２．５４ｃｍでトータルＣＦ値は２
３８８であった。
【００４６】
得られた仕上品は、シボ感のないきれいな表面感をし、非常にソフトな風合いでパンツ地
として好適なものであった。また、タテ方向の伸長回復率も２５％を有し着用時の快適性
を充分満足するれべるのものであった。
【００５０】
【発明の効果】
　有撚の短繊維紡績糸と ポリトリメチレンテレフタレート

とした２
種類のポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせ

捲縮発現能を有する無撚の複合繊維をそれぞれタテ糸または
ヨコ糸に配した交織織物により、コスト的に安価で、 非常にソフトなタッ
チの風合いと高いストレッチ性と回復性に優れた交織織物が得られる。
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高収縮成分を とし、低収縮成分
をポリエステルとし、かつポリトリメチレンテレフタレートを３５～７５重量％

、
かつ実質的に実撚を有しない

シボ感がなく、
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