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(57)【要約】
【課題】十分な捲縮性を有し、布帛とした際に優れた嵩
高性と軽量感、さらには保温性をも具備するものを得る
ことが可能な立体捲縮性を有する中空潰れが少ない中空
異形捲縮長繊維を提供することにある。
【解決手段】繊維軸方向に対して直交する繊維横断面に
おいて、少なくとも１個の中空部を備えるコア部と、コ
ア部外表面からコア部中心に対して放射状に突出したフ
ィン部を有し、下記（１）～（３）を満たすことを特徴
とする中空異型捲縮長繊維である。
（１）フィン部が４枚以上である。
（２）捲縮数が３０個／２５ｍｍ以上の立体捲縮である
。
（３）単糸断面の中空部潰れ比が１．５以下である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維軸方向に対して直交する繊維横断面において、少なくとも１個の中空部を備えるコ
ア部と、コア部外表面からコア部中心に対して放射状に突出したフィン部を有し、下記（
１）～（３）を満たすことを特徴とする中空異型捲縮長繊維。
（１）フィン部が４枚以上である。
（２）捲縮数が３０個／２５ｍｍ以上の立体捲縮である。
（３）単糸断面の中空部潰れ比が１．５以下である。
【請求項２】
　前記繊維を構成する成分が、ポリトリメチレンテレフタレートを主たる成分とする請求
項１記載の中空異型捲縮長繊維。
【請求項３】
　繊維軸方向に対して直交する繊維横断面において、以下の式を満足する請求項１または
２に記載の中空異型捲縮長繊維。
　フィン部の外接円直径　＞　フィン部の内接円直径　×　２．００
【請求項４】
　コア部の中空率が２０～６０％である、請求項１～３のいずれかに記載の中空異型捲縮
長繊維。
　中空率（％）＝ＳＡ／ＳＢ×１００（％）
　ＳＡ：単糸繊維軸の直交する断面におけるコア部の中空部の面積
　ＳＢ：単糸繊維軸の直交する断面におけるコア部の外接円の面積　　
【請求項５】
　空隙率が４０～７０％である、請求項１～４のいずれか１項に記載の中空異型捲縮長繊
維。
　空隙率（％）＝（（ＳＣ－ＳＤ）／ＳＣ）×１００（％）
　ＳＣ：繊維軸に直交する断面における放射状に突き出したフィン部の外接円の面積
　ＳＤ：繊維軸に直交する断面における中実部の面積
【請求項６】
　１００℃、２０分の沸水処理後の全捲縮率（ＴＣ）が５～４０％である請求項１～５の
いずれか１項に記載の中空異型捲縮長繊維。
【請求項７】
　破断強度が１．６～２．６ｃＮ／ｄｔｅｘである、請求項１～６のいずれか１項に記載
の中空異型捲縮長繊維。
【請求項８】
　スパイラル状三次元捲縮および／またはサインカーブ状捲縮により立体捲縮性が付与さ
れている、請求項１～７のいずれか１項に記載の中空異型捲縮長繊維。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の中空異形捲縮長繊維の製造方法であって、紡糸速
度が１５００～３５００ｍ／分であり、口金面の下から１０～６０ｍｍの位置で、口金面
と平行、かつ吐出ポリマー流を貫通するように一方向から風速０．５～５．０ｍ／秒の空
気を吹き付けて口金から吐出したポリマー流を異方冷却することを特徴とする中空異形捲
縮長繊維の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中空部を有する異型捲縮長繊維に関する。さらに詳しくは、嵩高性やソフト
感、ドライ感などの優れた風合いを有し、かつ軽量性、保温性にも優れた立体捲縮性を有
する中空異形捲縮長繊維に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　合成繊維は、その優れた特性から一般衣料用分野をはじめ各種分野に広く利用されてい
る。衣料用途では、特に嵩高感のある風合いを得るため、仮撚加工などの天然繊維を模し
た繊維への嵩高性の付与技術が種々検討されてきた。一方、布帛に対しより軽量感を付与
する目的で、繊維を中空化して利用することが従来から行われている。しかしながら中空
繊維に仮撚加工を施すと繊維断面が大きく変形し、それに伴い中空部が潰れてしまい、軽
量感が損なわれる問題を有していた（特許文献１）。また、仮撚後も中空部を確保する方
法として、芯部に易水溶解性ポリマーを配した芯鞘型複合繊維を用い、仮撚加工後に芯部
を溶出する方法が提案されている（特許文献２）。
【０００３】
　しかし、この方法では工程が煩雑となり、中空となる芯部の変形も免れず本来の軽量感
を得難いものであった。
【０００４】
　また、仮撚加工以外で繊維に捲縮を付与した繊維として、固有粘度の異なる二種類のポ
リエステルをサイドバイサイド型に配した中空繊維が提案されている（特許文献３）。こ
の方法では、捲縮性は得られるものの、２種類のポリマーを使用するため工程性など製造
面での制約が大きいという問題を有していた。
【０００５】
　さらに、中空繊維からなる微細捲縮繊維として乾熱時に自己伸長する繊維が提案されて
いる（特許文献４）。しかし、この繊維は、微細捲縮を有するものの、繊維断面の異型度
が低く嵩高性には劣る他、熱処理時に自己伸長するため混繊糸など用途が限定され汎用性
に乏しいものであった。
【０００６】
　一方で、繊維に嵩高性を付与した中空部を有する捲縮糸として突起部を有する異型断面
繊維が提案されている（特許文献５）。しかしながら、立体捲縮性を有する特殊嵩高糸の
製糸方法として、紡糸時に異方冷却時に異方効果が発現されるような条件（風速、冷却位
置、冷却長さ、風温など）を適宜選択するのみでは捲縮性能発現させるには限界があり、
得られる立体捲縮性能は異なる為、より捲縮性、嵩高性、柔らかい風合い、ストレッチ性
、且つ軽量化に優れた立体捲縮性を有する特殊嵩高糸が強く望まれていた。
【０００７】
　また、中空異型断面の中空率や空隙率などを規定し、嵩高性を付与した中空部を有する
捲縮糸として突起部を有する異型断面繊維が提案されている（特許文献６）。しかしなが
らこの製糸方法では、時に中空潰れやフィン折れなどが生じ、中空部とフィン部の形成が
不安定であり、伸長回復率は低くかつ捲縮形態（捲縮数）は粗く少ない場合、嵩高感や軽
量感が失われており、より安定した中空とフィン形成、より捲縮形態（捲縮数）ある中空
異形捲縮長繊維が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－２４９９３６号公報
【特許文献２】特開２０００－３１４０３６号公報
【特許文献３】特開２００３－１８３９３８号公報
【特許文献４】特開平１１－１４０７２１号公報
【特許文献５】特開２０００－２１２８４５号公報
【特許文献６】特開２０１８－９５９７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上記従来技術を背景になされたものであり、十分な捲縮性を有し、布
帛とした際に優れた嵩高性と軽量感、さらには保温性をも具備するものを得ることが可能
な立体捲縮性を有する中空潰れが少ない中空異形捲縮長繊維を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは上記の課題を達成するため鋭意検討した結果、以下本発明を完成するに至
った。
【００１１】
　かくして、本発明は、
１．繊維軸方向に対して直交する繊維横断面において、少なくとも１個の中空部を備える
コア部と、コア部外表面からコア部中心に対して放射状に突出したフィン部を有し、下記
（１）～（３）を満たすことを特徴とする中空異型捲縮長繊維である。
（１）フィン部が４枚以上である。
（２）捲縮数が３０個／２５ｍｍ以上の立体捲縮である。
（３）単糸断面の中空部潰れ比が１．５以下である。
そして、以下２～８に記載の発明が好ましい。
２．前記繊維を構成する成分が、ポリトリメチレンテレフタレートを主たる成分とする前
記１の中空異型捲縮長繊維。
３．繊維軸方向に対して直交する繊維横断面において、以下の式を満足する前記１または
２の中空異型捲縮長繊維。
　フィン部の外接円直径　＞　フィン部の内接円直径　×　２．００
４．コア部の中空率が２０～６０％である、前記１～３の中空異型捲縮長繊維。
５．空隙率が４０～７０％である、前記１～４のいずれかの中空異型捲縮長繊維。
６．１００℃、２０分の沸水処理後の全捲縮率（ＴＣ）が５～４０％である前記１～５の
いずれかに記載の中空異型捲縮長繊維。
７．破断強度が１．６～２．６ｃＮ／ｄｔｅｘである、前記１～６のいずれかに記載の中
空異型捲縮長繊維。
８．スパイラル状三次元捲縮および／またはサインカーブ状捲縮により立体捲縮性が付与
されている、請求項１～７のいずれかに記載の中空異型捲縮長繊維。
【００１２】
　そして、別の発明として、
９．前記１～８のいずれかの中空異形捲縮長繊維の製造方法であって、紡糸速度が１５０
０～３５００ｍ／分であり、口金面の下から１０～６０ｍｍの位置で、口金面と平行、か
つ吐出ポリマー流を貫通するように一方向から風速０．５～５．０ｍ／秒の空気を吹き付
けて口金から吐出したポリマー流を異方冷却することを特徴とする中空異形捲縮長繊維の
製造方法、
である。
【発明の効果】
【００１３】
　中空潰れが少ない中空異形捲縮長繊維によって嵩高性や軽量性、保温性に優れた繊維・
布帛を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の立体捲縮性を有する中空異型捲縮長繊維の断面模式図の一例。
【図２】本発明の立体捲縮性を有する中空異型捲縮長繊維の断面模式図の一例。
【図３】本発明の中空異型捲縮糸を製造する紡糸口金の吐出孔の断面模式図。
【図４】本発明の中空潰れの模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
　（立体捲縮）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は立体捲縮を付与されているが、この立体捲縮はスパイラ
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ル状三次元捲縮および／またはサインカーブ状捲縮であることが好ましい。これらの立体
捲縮であることで、平面的な機械捲縮より高い嵩高感を得ることができる。なお、スパイ
ラル状三次元捲縮とは、繊維軸方向に対して糸条が「らせん状」に旋回している形態の捲
縮である。また、サインカーブ状捲縮とは、繊維軸の直角方向に対し一定の振幅を有する
２次元の波形様屈曲形が発現している形態の捲縮である。この３次元捲縮の径および単位
繊維長当たりの捲縮数は異方冷却されることで決まるといってよく、冷却効果が大きいほ
ど捲縮数が小さく、単位繊維長あたりの捲縮数は多くなる。要求される捲縮捲縮は、捲縮
径が小さく、単位繊維長さ当たりの捲縮数が多い（伸長特性に優れ、見映えが良い）、捲
縮の耐ヘタリ性が良い（伸長回復に応じた捲縮のヘタリ量が小さく、ストレッチ保持性に
優れる）、さらには捲縮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。
【００１７】
　また、フィラメント糸条の長さ方向に形成される捲縮の位相は、糸条を構成させる全単
繊維の捲縮位相が揃った場合、一本のフィラメント糸条は一本のバネ状の糸条となる。こ
の糸条を用いた編地はふくらみを持ったソフト感を有し、嵩高感あるトータルバランスに
優れた中空異型捲縮長繊維となる。この糸条を用いた編地の要求物性を満足するためには
２５ｍｍ当たりの捲縮数が重要であり、捲縮数は３０～４０個／２５ｍｍ以上、好ましく
は４０個以上／２５ｍｍ以上である。このとき、捲縮数が３０個／２５ｍｍ未満である場
合、細かなシボやソフト感などを満足することが難しい。
【００１８】
　（強度）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、破断強度が１．６～２．６ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である
ことが必要であり、好ましくは１．８～２．４ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である。破断強度が１
．６ｃＮ／ｄｔｅｘ未満であると、中空潰れやフィン折れなどが生じ、中空部とフィン部
の形成が不安定となり、嵩高感や軽量感が失われて実用に適したものとならない。また破
断強度が２．６ｃＮ／ｄｔｅｘを超えると、ソフト感、風合いの欠けるものとなる。
【００１９】
　（コア部）
　本発明の中空異形捲縮長繊維を構成する単糸は、繊維軸方向に対して直交する繊維横断
面において、少なくとも１個の中空部を備えるコア部と、コア部外表面から突出するフィ
ン部から構成される。コア部は中空部を有する。コア部にある中空部の形状は、例えば、
丸形、四角形または四角形以外の多角形とすることができ、なかでも丸形あるいは四角形
が好ましい。
コア部に中空部を備えることで、軽量な嵩高糸とすることができ、中空部の形状を丸形あ
るいは四角形とすることで、図３に例示するような紡糸口金の各吐出スリットにおいて吐
出ポリマー同士を良好に貼り合わせることができ、単糸の中空部を有する断面形状を安定
して得ることができる。
【００２０】
　コア部に備える中空部の個数は、少なくとも１個は必要である。軽量感など、中空繊維
による特徴が発現しやすいことから１個であることが好ましい。
【００２１】
　（中空潰れ）
　本発明の中空異形捲縮長繊維のマルチフィラメントを構成する単糸のコア部の中空形状
潰れ比（コア部の長辺／短辺の比）は１．５以下が必要である。好ましくは１．３以下、
さらに好ましくは１．１であり、最も好ましくは１．０で中空潰れが無い真円の状態であ
る。ここで中空潰れ比は下記式で定義される。
　中空潰れ比　＝ａ／ｂ
　　ａ：コア部の長辺
　　ｂ：コア部の短辺
　また、中空潰れの模式図を図４に示す。中空潰れ比が１．５を超えると、空気を含む量
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が少なくなって保温性が低下したり、捲縮性能による嵩高性が発現できなくなる。
【００２２】
　（フィン部）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、コア部外表面から、コア部中心点に対して放射状に突
出したフィン部を有し、コア部の長さ方向に沿って延在する、フィン部は４枚以上が必要
であり、好ましくは６枚以上、さらに好ましくは８枚以上である。
【００２３】
　フィン部がコア部の外表面から、コア部中心点に対して放射状に突出し、かつコア部の
長さ方向に沿って延在することにより、捲縮加工によって均等に捲縮が発現するほか、マ
ルチフィラメントでの単糸間の干渉により体積排除効果を得ることができ、高い空隙形成
率を得ることができる。
【００２４】
　フィン部の枚数を少なくとも４枚とすることにより、単糸間の摩擦係数を低下させるこ
とができ、延伸時の毛羽や断糸の発生を低減することができる。フィン部の枚数に特に上
限はないが、例えば１２枚が生産面で有効である。
【００２５】
　本発明の中空異形捲縮長繊維の形状の例を図１、図２に示す。図１、図２で明らかなよ
うに、本発明の中空異形捲縮長繊維において、フィン部はコア部中心点に対して放射状と
なる形状で、コア部外表面から外側に向けて突出している形状をとる。
【００２６】
　さらに強度が低い場合、完全な中空潰れやフィン折れなどが生じ、中空部とフィン部の
形成が不安定となり、嵩高感や軽量感が失われて実用に適したものとならない。
【００２７】
　（断面形状）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、単糸の繊維軸に直交する断面において、フィン部の外
接円直径が、フィン部の内接円直径の２．０倍を超えることが好ましい。フィン部の外接
円直径がフィン部の内接円直径の２．０倍以下であると十分な捲縮を発現することが難し
い。
【００２８】
　（中空）
　本発明の中空異形捲縮長繊維のマルチフィラメントを構成する単糸のコア部の中空率は
、好ましくは２０～６０％、より好ましくは２５～５５％、さらに好ましくは３０～５０
％である。この範囲の中空率とすることで、軽量感および嵩高感を得つつ、安定した製糸
ができる。
【００２９】
　ここで、コア部の中空率は、下記式で定義される。
　中空率（％）＝ＳＡ／ＳＢ×１００
　ＳＡ：単糸繊維軸に直交する断面におけるコア部の中空部の面積
　ＳＢ：単糸繊維軸の直交する断面におけるコア部の外接円の面積
　嵩高糸の中空率を上記の範囲にするには、図３に例示するような紡糸口金の吐出部スリ
ットの短軸側をできるだけ細くし、スリットで囲われる面積をできるだけ大きくし、かつ
、紡糸口金から吐出されたポリマーを口金面の下からなるべく短い距離で速やかに冷却す
るとよい。
【００３０】
　（空隙）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、マルチフィラメントを構成する単糸の空隙率は４０～
７０％であることが好ましい。ここで、単糸の空隙率は下記式で定義される。
　空隙率（％）＝（（ＳＣ－ＳＤ）／ＳＣ）×１００
　ＳＣ：単糸繊維軸に直交する断面における放射状に突き出したフィン部の外接円の面積
　ＳＤ：単糸繊維軸に直交する断面における中実部の面積
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　空隙率を上記の範囲にするには、コア部から放射状に突出し、単糸の繊維軸方向に沿っ
て延在するフィン部を少なくとも４枚は有するようにし、フィン部の外接円の直径をフィ
ン部の内接円の直径の２．０倍を超えるようにフィン部を設けるとよい。
【００３１】
　（繊維形成性熱可塑性ポリマー）
　本発明において、ポリマーの種類としては特に限定されないが、なかでも、ポリエチレ
ンテレフタレートやポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポ
リ乳酸、ステレオコンプレックスポリ乳酸などのポリエステルや、第３成分を共重合させ
た共重合ポリエステルなどが好ましい。中でも、ポリトリメチレンテレフタレート（以下
、ＰＴＴと略す）がソフト性や異方冷却で得られた立体捲縮性能の点で特に好ましい。
【００３２】
　ＰＴＴとしては、ＰＴＴホモポリマー、または、９０モル％以上がＰＴＴであり１０モ
ル％以下がその他のエステル繰り返し単位を含む共重合ＰＴＴや、１０質量％以下がＰＴ
Ｔ以外のポリマーを混練されたポリマーであることが好ましい。
【００３３】
　共重合成分の代表例としては、イソフタル酸や５－ナトリウムスルホイソフタル酸に代
表される芳香族ジカルボン酸、アジピン酸やイタコン酸に代表される脂肪族ジカルボン酸
、ヒドロキシ安息香酸等のヒドロキシカルボン酸などが例示される。また、グリコール成
分としては、エチレングリコール、ブチレングリコール、ポリエチレングリコール等が例
示される。これらの複数が共重合されていても良い。
【００３４】
　（単糸数）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、その単糸数が５本以上であることが好ましい。単糸数
が４本以下であると、突起部による体積排除効果が十分でなく、目的とする嵩高さ、軽量
感を得ることが出来ない。また、単糸数が多くなりすぎると、繊維束としての繊度が大き
くなり、繊維の曲げ剛性が高くなりすぎて、布帛におけるソフト感が低下し好ましくない
。好ましくは、１０～５０本である。
【００３５】
　（全捲縮率）
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、１００℃、２０分の沸水処理後の全捲縮率（ＴＣ）が
、好ましくは５～４０％、より好ましくは１０～３５％、さらに好ましくは１５～３０％
である。全捲縮率が５％未満あると十分な嵩高感が得られず、４０％を超えると取り扱い
性が低下する。
【００３６】
　全捲縮率（ＴＣ）を上記の範囲にするためには、繊維形成性熱可塑性ポリマーとしてポ
リエステルを用いて、紡糸工程において、異方冷却を行うことが必要である。異方冷却と
は、具体的には、口金孔から吐出されたポリマー流を、口金面からできるだけ短い距離で
、かつ、できるだけ大きい風速の冷却風を、口金面と平行かつ吐出ポリマー流を貫通する
ように一方向の冷却を行うことをいう。この冷却方法で紡糸して得られた未延伸糸は、断
面方向の複屈折率分布が偏芯しており、未延伸糸を延伸した際にスパイラル状の三次元捲
縮を発現する。なお、熱処理方法や延伸糸条の拘束状態によっては、サインカーブ状形態
の捲縮を得ることができる。さらには、本発明のような中空と複数のフィン部を有する異
型断面繊維は、フィン部による表面積の増大効果とコア部の中空部による断熱効果のため
に断面異方性を付与しやすく、異方冷却によって、より高度な断面異方性を付与すること
ができる。
【００３７】
　（製造方法の一例）
　本発明の中空異型捲縮長繊維は、次の方法で製造することができる。ポリエステル（特
にポリトリメチレンテレフタレートが好ましい）のペレットを用いて適正な水分率（０．
００５～０．０１０％）となるように乾燥後、溶融押出機などで溶融して紡糸口金へ導入
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する。
【００３８】
　繊維軸方向に対して直交する繊維横断面において、少なくとも１個の中空部を備えるコ
ア部と、コア部外表面からコア部中心に対して放射状に突出したフィン部を少なくとも４
枚以上有した繊維断面を得るために、図３に例示するような紡糸口金を使用し、２６０～
２８０℃の温度で口金の紡糸孔から吐出させ、口金面から１０～６０ｍｍ下で、１０～４
０℃の範囲の冷却風を風速０．５～５．０ｍ／秒で、口金面と平行かつ吐出ポリマー流を
貫通するように一方向の冷却（異方冷却）を行ない、１５００～３５００ｍ／分、好まし
くは２０００～３０００ｍ／分で巻き取る。この冷却方法、すなわち異方冷却で得られた
未延伸糸を延伸工程に供給するまでの未延伸糸の保存環境は、雰囲気温度を１０～３０℃
、相対湿度５０～９５％に保っておくことが好ましい。また、延伸機上の未延伸糸は、延
伸中を通してこの温度、湿度に保持することが好ましい。
【００３９】
　延伸機上では、未延伸糸は、まず４５～９０℃に設定された供給ローラーで加熱される
。供給ローラーの温度はより好ましくは６０～８０℃、更に好ましくは６７～７３℃であ
る。次いで、供給ローラーと延伸ローラーとの周速度比を利用して所定の繊度まで延伸さ
れる。延伸倍率は１．３～２．０倍で好ましくは１．５～１．８倍である。また糸は延伸
中に、１４０～１８０℃に設定されたホットプレートに非接触しながら走行し、緊張熱処
理を受ける。延伸ローラーを出た糸は、スピンドルのトラベラーによって撚りをかけられ
ながら、延伸糸パーンとして巻取られる。
【００４０】
　異方冷却の冷却風は、口金面から１０～６０ｍｍの位置から付与することが必要で、２
０～５０ｍｍが更に好ましい。口金面からの冷却開始位置が１０ｍｍ未満では口金面を冷
却してしまい、ポリマー流が不均一となり、一方、６０ｍｍより大きいと、異方冷却が不
十分で立体捲縮性が小さいものになってしまう。また、冷却風の風速は０．５～５．０ｍ
／秒であり、好ましくは風速１．０～３．０ｍ／秒である。風速１．０ｍ／秒未満では得
られる立体捲縮性は小さく、一方、風速５．０ｍ／秒を超えると、ポリマー流が固化する
前に冷却風に吹き飛ばされ、紡糸断糸が多発する。冷却風の温度は低い方が立体捲縮が大
きくなる傾向にあり、１０～４０℃とすることが必要である。好ましい範囲は１５～３０
℃、更に好ましくは１７～２５℃である。
【００４１】
　中空異形捲縮長繊維を採取する為の未延伸糸の紡糸速度は、１５００～３５００ｍ／分
が必要とされ、好ましくは２０００～３０００ｍ／分である。紡糸速度が低ければ、スパ
イラル状三次元捲縮および／またはサインカーブ状捲縮が発現しない。また紡糸速度が高
ければ、断糸が多発し、紡糸工程が不調となる。
【００４２】
　また、延伸倍率は、１．３～２．０倍であり、好ましくは１．５～１．８倍である。１
．３倍より低ければ、強度低目となり、完全な中空潰れやフィン折れなどが生じ、中空部
とフィン部の形成が不安定となり、嵩高感や軽量感が失われて実用に適したものとならな
い。２．０倍より高ければ、延伸調子は著しく不調となり、かつ強度は高く風合いは適し
たものとならない。
【００４３】
　本発明の中空異形捲縮長繊維は、通常の仮撚法を用いて長繊維を機械的に撚り、熱セッ
トして嵩高糸を得る仮撚加工糸に比べ、中空部を機械的に変形させないため、中空部の潰
れが小さく、仮撚加工糸より更に嵩高い嵩高糸となるので、著しく嵩高で保温性や軽量感
に富む織編物などの布帛を得ることができる。
【実施例】
【００４４】
　次に、本発明を実施例によって本発明を更に具体的に説明する。なお、実施例中の評価
、測定は次のとおり実施した。
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【００４５】
　（１）全捲縮率（ＴＣ）
　試料繊維に４４．１５×１０－３ｃＮ／ｄｔｅｘ（５０ｍｇ／ｄｅ）の張力をかけて約
３３３３ｄｔｅｘ（３０００ｄｅ）となる迄巻き、カセを作成する。カセ作成後、１７６
．６×１０－３ｃＮ／ｄｔｅｘ（２００ｍｇ／ｄｅ）相当の荷重を付与し、１分経過後の
長さＬ０（ｃｍ）を測定する。Ｌ０測定後、１７６．６×１０－３ｃＮ／ｄｔｅｘ（２０
０ｍｇ／ｄｅ）相当荷重を除去し、１．７７×１０ｃＮ／ｄｔｅｘ（２ｍｇ／ｄｅ）相当
の荷重を付与した状態で１００℃沸水中で２０分間処理する。沸水処理後、直ちに全荷重
を除去し、２４時間フリー状態で４０℃以下で自然乾燥する。自然乾燥後のカセに再び１
．７７×１０－３ｃＮ／ｄｔｅｘ（２００ｍｇ／ｄｅ）相当の荷重を付与し１分間経過後
の長さＬ１（ｃｍ）を測定する。Ｌ１測定後直ちに１７６．６×１０－３ｃＮ／ｄｔｅｘ
（２００ｍｇ／ｄｅ）相当荷重を除去し、１分経過後の長さＬ２（ｃｍ）を測定し、下記
算出式により全捲縮率（ＴＣ）を算出した。
　全捲縮率（％）＝（Ｌ１－Ｌ２）／Ｌ０×１００
【００４６】
　（２）フィン部の外接円および内接円
　紡糸捲取したマルチフィラメントのセクションを切り、単糸１本の繊維軸に直交する断
面の写真（１５００倍）を、ＳＥＭ（走査電子顕微鏡）により撮影した。
　断面写真において、フィン部の外接円と内接円を描き、それらの直径を測定してフィン
部の外接円直径および内接円直径とした。
　図１にフィン部の外接円および内接円の模式図を示す。図１のＢがフィン部の内接円、
Ｃがフィン部の外接円を表す。
　外接円直径が内接円直径の２．０倍以上の条件を満足するもの「優」で、満足しないも
のを「不良」で評価した。
【００４７】
　（３）コア部の中空率（％）
　上記（２）で得た断面の写真において、単糸１本の繊維軸の直交する断面におけるコア
部の内接円の面積と、コア部の中空部の面積を算出し、以下の式により単糸の中空率を求
めた。
　中空率（％）＝ＳＡ／ＳＢ×１００（％）
　ＳＡ：単糸繊維軸の直交する断面におけるコア部の中空部の面積
　ＳＢ：単糸繊維軸の直交する断面におけるコア部の外接円の面積
　この測定を単糸５本分行い、５本の中空率を平均して中空率（％）とした。
【００４８】
　（４）空隙率
　上記（２）で得た断面の写真のフィン部の外接円の面積を算出して面積ＳＣとした。
　また、繊維軸に直交する断面の中実部の面積ＳＤ（図２のＤで示す部分の面積）を、繊
度およびポリマーの密度（ポリエステルの場合は１．３８ｇ／ｃｍ３）から、以下の式に
より空隙率を算出した。
　空隙率（％）＝（（ＳＣ－ＳＤ）／ＳＣ）×１００（％）
　ＳＣ：繊維軸に直交する断面における放射状に突き出したフィン部の外接円の面積
　ＳＤ：繊維軸に直交する断面における中実部の面積
　ここで、中実部の面積は、コア部およびフィン部のそれぞれの中実部の面積を含む。
　この測定を単糸５本分行い、５本の空隙率を平均して空隙率（％）とした。
【００４９】
　（５）捲縮数
　ＪＩＳ　Ｌ　１０１５　７．１２に記載の方法により、２５ｍｍあたりの捲縮数を計測
した。
【００５０】
　（６）捲縮形状
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　スパイラル三次元捲縮の場合は、繊維長さ２５ｍｍ当たりの「らせん」の個数（らせん
１個につき捲縮２個とする）、サインカーブ状捲縮の場合は繊維長さ２５ｍｍ当たりの山
の個数を数え、３０個以上を優、３０個未満を不良と判定した。
　尚、捲縮形状としては、スパイラル状三次元捲縮をＳｐ、サインカーブ状捲縮をＳｉと
略称することがある。
【００５１】
　（７）破断強度
　ＪＩＳ－Ｌ－１０１３に基づいて測定した。
【００５２】
　（８）風合い（嵩高感と軽量感）
　得られた繊維を用いて筒編を作成し、編地の触感について、嵩高感および軽量感のそれ
ぞれを４段階（◎（優）、○（良）、△（やや不足）、×（不良））で官能評価した。
【００５３】
　（９）布帛の嵩高さ
　まず、ＪＩＳ　Ｌ　１０１８　８．５にしたがい布帛の厚さＴ（ｍｍ）を測定した。つ
ぎに、ＪＩＳ　Ｌ　１０１８　８．４．２にしたがい布帛の目付けＷ（ｇ／ｍ２）を測定
した。これら布帛の厚さＴ（ｍｍ）および布帛の目付けＷ（ｇ／ｍ２）から、下記式で布
帛の嵩高さを算出した。　　
　　嵩高さ（ｃｍ３／ｇ）＝１０００×（Ｔ／Ｗ）
【００５４】
　（１０）布帛の通気度　　
　ＪＩＳ　Ｌ　１０１８　８．３３．１にしたがい通気度（ｃｃ／ｃｍ２／秒）を測定し
た。　　
【００５５】
　（１１）布帛の保温性
　ＪＩＳ　Ｌ　１０１８　８．３４．１にしたがい保温性（％）を測定した。
【００５６】
　（１２）中空潰れ比
　延伸後の単糸１本の繊維軸に直交する断面の写真（１５００倍）を、ＳＥＭ（走査電子
顕微鏡）により撮影した。繊維軸に直交する断面におけるコア部の長辺ａとコア部の短辺
ｂを測定し、以下の式により中空潰れ比を算出した。前記ａ，ｂは図４に示す。
　中空潰れ比＝ａ／ｂ
　この測定を単糸５本分行い、５本分の中空潰れ比を平均して中空潰れ比とした。
【００５７】
　（１３）単糸数
　長繊維を構成する単糸の本数を示す。（実施例、比較例では、紡糸口金の吐出孔の数と
等しい。）
【００５８】
　［実施例１］
　固有粘度（３５℃、オルソクロロフェノール中）が１．００ｄｌ／ｇのポリトリメチレ
ンテレフタレートを２６５℃で溶融し、図２に示す吐出孔を１２個有する紡糸口金より吐
出した。吐出された糸条は、吐出直下４０ｍｍにて風速２．００ｍ／秒の冷風（約２０℃
）にて糸条走行方向に直交して一方向からのみ冷却し、オイリングノズルにて油剤を付与
し２，０００ｍ／分の速度にて巻き取った。得られた未延伸糸を温度７０℃で１．７倍に
延伸し、次いで温度１８０℃のスリットヒータにて定長下で熱セットを施し、９０ｄｔｅ
ｘ、破断強度２．０５ｃＮ／ｄｔｅｘ、捲縮率（ＴＣ）２５．７％、捲縮数　３９個／２
５ｍｍ，中空潰れ比１．０２の中空異形捲縮長繊維を得た。　
【００５９】
　次いで、２８Ｇ、９０インチのトリコット経編機（独カールマイヤー社製ＫＳ４ＳＵ）
を使用し、ハーフ組織のトリコット経編物を編成した。得られた編物を１３０℃にて高圧
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染色を行い、編物表面を常法により起毛処理を行ったのち、最終セットとして１８０℃の
乾熱セット行った。
【００６０】
　得られた編物において、厚さ３．５ｍｍ、目付け１８１ｇ／ｍ２、嵩高さ１９．３ｃｍ
３／ｇ、通気度は３８０ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は２１．１％と、嵩高性、通気性、保
温性に優れたものであった。かかる編物を用いてスポーツウエアを縫製し、着用したとこ
ろ、非常に軽量で通気性、嵩高性、保温性に優れ、着用快適性に優れていた「良好」。得
られた評価結果を表１に示す。
【００６１】
　［実施例２］
　紡糸速度２５００ｍ／ｍｉｎで得た未延伸糸を、延伸倍率１．５倍に延伸で実施した以
外は、実施例１と同様に中空異形捲縮長繊維を得た。次いで２８Ｇ、９０インチのトリコ
ット経編機（独カールマイヤー社製ＫＳ４ＳＵ）を使用し、ハーフ組織のトリコット経編
物を編成した。得られた編物を１３０℃にて高圧染色を行い、編物表面を常法により起毛
処理を行ったのち、最終セットとして１８０℃の乾熱セット行った。得られた編物におい
て、厚さ３．１ｍｍ、目付け１８０ｇ／ｍ２、嵩高さ１７．２ｃｍ３／ｇ、通気度は３２
６ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は１９．１％と、軽量性、嵩高性、通気性、保温性に優れた
ものであった。
【００６２】
　かかる編物を用いてスポーツウエアを縫製し、着用したところ、非常に軽量で通気性、
嵩高性、保温性に優れ、着用快適性に優れていた「良好」。得られた評価結果を表１に示
す。
【００６３】
　［比較例１］
　未延伸糸を１０００ｍ／ｍｉｎで捲取した他は実施例１と同様にして繊維を得た。得ら
れた繊維の強度が低く、中空潰れが多く見られた。中空率、空隙率、捲縮率も低かった。
【００６４】
　また、得られた編物において、厚さ０．５２ｍｍ、目付け１８０ｇ／ｍ２、嵩高さ２．
９ｃｍ３／ｇ、通気度は１８１ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は９．１％と、嵩高性、保温性
に欠けるものであった。
【００６５】
　かかる編物を用いてスポーツウェアを縫製し、着用したところ、ボリューム感や保温性
がなく着用快適性に欠けていた「不良」。得られた評価結果を表１に示す。
【００６６】
　［比較例２］
　紡糸時の冷風吹き出し位置を１００ｍｍ下方、冷風速度　０．４ｍ／秒とした他は実施
例１と同様にして繊維を得た。
【００６７】
　また、得られた編物において、厚さ０．６７ｍｍ、目付け１８０ｇ／ｍ２、嵩高さ３．
７ｃｍ３／ｇ、通気度は２３２ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は１２．１％と、嵩高性、保温
性に欠けるものであった。
【００６８】
　かかる編物を用いてスポーツウェアを縫製し、着用したところ、ボリューム感や保温性
がなく着用快適性に欠けていた「不良」。得られた評価結果を表１に示す。
【００６９】
　［比較例３］
　突起部を有さない中空口金を用いた以外は、実施例１と同様の方法で繊維を得た。
　また、得られた編物において、厚さ０．５６ｍｍ、目付け１８０ｇ／ｍ２、嵩高さ３．
１ｃｍ３／ｇ、通気度は１５４ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は９．８％と、嵩高性、保温性
に欠けるものであった。
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【００７０】
　かかる編物を用いてスポーツウエアを縫製し、着用したところ、ボリューム感や保温性
がなく着用快適性に欠けていた「不良」。得られた評価結果を表１に示す。
【００７１】
　［比較例４］
　延伸倍率を１．１倍で捲取した他は実施例１と同様にして繊維を得た。得られた繊維の
物性は強度が低く、中空潰れが多く見られた。
【００７２】
　また、得られた編物において、厚さ０．６２ｍｍ、目付け１８０ｇ／ｍ２、嵩高さ３．
４ｃｍ３／ｇ、通気度は１８１ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は１０．３％と、嵩高性、保温
性に欠けるものであった。　　
【００７３】
　かかる編物を用いてスポーツウエアを縫製し、着用したところ、ボリューム感や保温性
がなく着用快適性に欠けていた「不良」。得られた繊維の物性、評価結果を表１に示す。
【００７４】
　［比較例５］
　単糸数を４本として捲取した他は、実施例１と同様にして得た繊維を比較例５として繊
維の物性、評価結果を表１に示す。得られた編物において、厚さ０．６６ｍｍ、目付け１
８０ｇ／ｍ２、嵩高さ３．７ｃｍ３／ｇ、通気度は１９２ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は１
１．０％と、嵩高性、保温性に欠けるものであった。　　
【００７５】
　かかる編物を用いてスポーツウエアを縫製し、着用したところ、ボリューム感や保温性
がなく着用快適性に欠けていた「不良」。得られた繊維の物性、評価結果を表１に示す。
【００７６】
　［比較例６］
　ポリマーをポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）とした他は、実施例１と同様にして
繊維を得た。得られた編物において、厚さ０．４８ｍｍ、目付け１８０ｇ／ｍ２、嵩高さ
２．７ｃｍ３／ｇ、通気度は１２０ｃｃ／ｃｍ２／秒、保温性は８．３％と、嵩高性、保
温性に欠けるものであった。　　
【００７７】
　かかる編物を用いてスポーツウエアを縫製し、着用したところ、ボリューム感や保温性
がなく着用快適性に欠けていた「不良」。得られた繊維の物性、評価結果を表１に示す。
表１に示すとおり、本発明の範囲内で得られたＰＴＴ繊維は良好な捲縮性を示し、布帛と
しても嵩高感、軽量感に優れるものであった。それに対し、十分な捲縮性を示さない比較
例１、２、３、４、５、６は布帛としての嵩高感、軽量感が不足していた。突起部を有さ
ない比較例３においても同様に嵩高感、軽量感が不十分なものであり、ポリマーにＰＥＴ
を使用した場合も、十分な捲縮性、軽量感、嵩高感は得られなかった。得られた繊維の物
性、評価結果を表１に示す。
【００７８】
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【表１】

【００７９】
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　＊）表１において、捲縮形状としては、スパイラル状三次元捲縮をＳｐ、サインカーブ
状捲縮をＳｉとした。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は、立体捲縮性を有する中空異形捲縮長繊維で捲縮性を発現することができ、単
糸間の空間も良好に維持することが可能であり、嵩高性、軽量性、保温性に優れているの
で、トレーニングウェア、ウィンドブレーカーなどのスポーツ衣料、一般衣料、衣料用中
綿、布団用詰め綿、シート生地などの用途に有用である。　　　
【符号の説明】
【００８１】
Ａ；中空部　　
Ｂ；フィン部の内接円　　
Ｃ；放射状に突き出したフィン部の外接円
Ｄ；繊維横断面のポリマー部の面積
Ｅ；フィン部の外接円の直径
Ｆ；フィン部の内接円の直径
ａ；コア部の長辺
ｂ；コア部の短辺

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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