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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  有機繊維糸条からなり編組織を有する地組織部と、該地組織部に編みこまれてなる立毛
糸からなる立毛部とを有する立毛布帛であって、前記立毛部の立毛糸密度が４００００～
３０００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２であり、かつ立毛糸の単糸繊度が０．１～１．２ｄｔｅｘ
、立毛長が０．２０～０．８０ｍｍの範囲にあり、かつ立毛糸が非捲縮立毛糸であること
を特徴とする緻密超短立毛布帛。
【請求項２】
  立毛糸の立毛角度が７０～９０度の範囲にある請求項１に記載の緻密超短立毛布帛。
【請求項３】
  立毛糸がポリエステル系繊維糸である請求項１または請求項２に記載の緻密超短立毛布
帛。
【請求項４】
  地組織部を形成する有機繊維糸条がポリエステル系繊維糸条である請求項１～３のいず
れかに記載の緻密超短立毛布帛。
【請求項５】
  有機繊維糸条からなり編組織を有する地組織部と、該地組織部に編みこまれてなる、単
糸繊度が０．１～１．２ｄｔｅｘかつ熱水収縮率が２０％以上の非捲縮立毛糸からなる立
毛部とを有する立毛布帛を編成した後、該立毛布帛に熱処理を施すことにより前記立毛糸
を熱収縮させ、立毛部の立毛糸密度を４００００～３０００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２、立毛
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糸の立毛長を０．２０～０．８０ｍｍの範囲とする請求項１に記載の緻密超短立毛布帛の
製造方法。
【請求項６】
  地組織部を形成する有機繊維糸条として熱水収縮率が２０％以上の糸条を用いる請求項
５に記載の緻密超短立毛布帛の製造方法。
【請求項７】
  地組織部を形成する有機繊維糸条として捲縮率が３０％以上の仮撚捲縮加工糸を用いる
請求項５に記載の緻密超短立毛布帛の製造方法。
【請求項８】
  請求項１～４のいずれかに記載の緻密超短立毛布帛を用いてなるカーシート部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地組織部と立毛部とを有する立毛布帛に関する。さらに詳しくは、地組織部
と、該地組織部に編みこまれるか織りこまれている立毛糸からなる立毛部とを有する立毛
布帛であって、立毛糸の密度が高くかつ立毛長が短い植毛立毛布帛と同様の高級外観と滑
らかなタッチとを呈する緻密超短立毛布帛およびその製造方法およびカーシート部材に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、立毛部と地組織部とで構成される立毛布帛は、外観および表面タッチに優れてい
るため巾広い分野で使用されている。なかでも、フロック加工とも称される電気植毛によ
って得られる植毛立毛布帛は、立毛糸の密度を高く（緻密に）かつ立毛長を短くできるた
め、緻密感かつ超短立毛長に由来する高級外観および滑らかなタッチを呈しており、ポリ
エステル繊維やナイロン繊維などの素材を用いて、高級品として椅子張り等のインテリア
分野、車輌内装材分野、衣料分野など巾広く使用されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、かかる植毛立毛布帛をカーシート部材として使用すると、立毛糸の根元
が地組織部に化学的に接着されているため、乗員が乗降を繰り返すうちに立毛糸根元の接
着力が低下し、立毛糸が地組織部から抜けるという問題があった。
【０００４】
　かかる立毛糸抜けを防止する方法として、特許文献１では、立毛糸を根元部分で結束す
ることも提案されているものの、基本的に化学的接着処理されたものであるため、接着力
低下による立毛糸抜けの問題を十分解決するにはいたっていない。
【特許文献１】特開平１０－１６８６９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記の背景に鑑みなされたものであり、その目的は、地組織部と、該地組織
部に編みこまれるか、または織りこまれてなる立毛糸からなる立毛部とを有する立毛布帛
であって、立毛糸の密度が高くかつ立毛長の短い植毛立毛布帛と同様の高級外観と滑らか
なタッチとを呈し、しかも立毛糸が地組織部から抜けにくい緻密超短立毛布帛およびその
製造方法およびカーシート部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　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、立毛布帛の立毛糸として高
熱収縮糸を配し、かかる立毛布帛に熱処理を施すことにより、立毛長が極端に短い立毛布
帛が得られることを見出し、さらに鋭意検討を重ねることにより本発明を完成するに至っ
た。
【０００７】
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　かくして、本発明によれば「有機繊維糸条からなり編組織を有する地組織部と、該地組
織部に編みこまれてなる立毛糸からなる立毛部とを有する立毛布帛であって、前記立毛部
の立毛糸密度が４００００～３０００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２であり、かつ立毛糸の単糸繊
度が０．１～１．２ｄｔｅｘ、立毛長が０．２０～０．８０ｍｍの範囲にあり、かつ立毛
糸が非捲縮立毛糸であることを特徴とする緻密超短立毛布帛。」が提供される。
【０００８】
　その際、立毛糸の立毛角度が７０～９０度の範囲にあることが好ましい。また、かかる
立毛糸は、リサイクル性の点でポリエステル系繊維糸であることが好ましい。地組織部を
形成する有機繊維糸条もリサイクル性の点でポリエステル系繊維糸条であることが好まし
い。
【０００９】
  前記の緻密超短立毛布帛は、「有機繊維糸条からなり編組織を有する地組織部と、該地
組織部に編みこまれてなる、単糸繊度が０．１～１．２ｄｔｅｘかつ熱水収縮率が２０％
以上の非捲縮立毛糸からなる立毛部とを有する立毛布帛を編成した後、該立毛布帛に熱処
理を施すことにより前記立毛糸を熱収縮させ、立毛部の立毛糸密度を４００００～３００
０００ｄｔｅｘ／ｃｍ２、立毛糸の立毛長を０．２０～０．８０ｍｍの範囲とする請求項
１に記載の緻密超短立毛布帛の製造方法。」により得られる。
【００１０】
　その際、地組織部を形成する有機繊維糸条として、熱水収縮率が２０％以上の糸条，お
よび／または捲縮率が３０％以上の仮撚捲縮加工糸を用いると、立毛部において前記の立
毛糸密度が得られ易く好ましい。
【００１１】
　また、本発明によれば、前記の緻密超短立毛布帛を用いてなるカーシート部材が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、地組織部と、該地組織部に編みこまれ、または織りこまれてなる立毛
糸からなる立毛部とを有する立毛布帛であって、立毛糸の密度が高くかつ立毛長の短い植
毛立毛布帛と同様の高級外観と滑らかなタッチとを呈し、しかも立毛糸が地組織部から抜
けにくい緻密超短立毛布帛およびその製造方法およびかかる緻密超短立毛布帛を用いてな
るカーシート部材が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の立毛布帛は、有機繊維糸条からなる編織組織を有する地組織部（Ａ）と、前記
地組織部に編みこまれ、または織りこまれ、前記地組織部から、その少なくとも１面側に
伸び出ている複数の立毛糸（カットパイル）からなる立毛部（Ｂ）とを有するものである
。本発明の立毛布帛において、立毛糸が地組織部に編みこまれるか織りこまれているので
、従来の植毛立毛布帛と比べて、立毛糸が地組織部から抜けにくいという特徴を有してい
る。
【００１４】
　前記立毛糸は、その単糸繊度が０．１～１．２ｄｔｅｘ（好ましくは０．２～０．６ｄ
ｔｅｘ）、かつ立毛長が０．２０～０．８０ｍｍ（好ましくは０．３０～０．７０ｍｍ）
の範囲にある必要がある。前記単糸繊度が０．１ｄｔｅｘよりも小さいと、立毛状態を保
持することが困難となるだけでなく、摩擦による立毛糸切れや染色堅牢性の低下などの問
題が発生するおそれがある。逆に、該単糸繊度が１．２ｄｔｅｘよりも大きいと滑らかな
タッチを呈することが困難となるため好ましくない。また、前記立毛長が０．２０ｍｍよ
りも小さいと地組織部の透け感が増加するため、いらついた外観となり高級外観が損なわ
れ好ましくない。逆に、該立毛長が０．８０ｍｍよりも大きいと立毛糸の直立状態を保持
することが困難となるため、やはり高級外観が損なわれ好ましくない。なお、本発明にお
いて、立毛長は図１に示すＬ／ｓｉｎαの距離である。
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【００１５】
　かかる立毛糸で形成される立毛部の立毛糸密度としては、４００００～３０００００ｄ
ｔｅｘ／ｃｍ２（好ましくは５００００～１５００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２、特に好ましく
は１０００００～１４００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２）の範囲にある必要がある。該立毛糸密
度が４００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２より小さいと立毛糸が毛倒れしやすくなるため、本発明
の主目的とする、植毛立毛布帛と同様の高級外観および滑らかなタッチが得られず好まし
くない。かかる毛倒れ現象は、本発明の緻密超短立毛布帛を過酷な使用条件であるカーシ
ート部材として用いると顕著である。逆に、該立毛糸密度が３０００００ｄｔｅｘ／ｃｍ
２よりも大きいと、風合いが硬化するだけでなく製造コストも高くなるため好ましくない
。なお、前記の立毛糸密度を有する立毛部は、地組織部用糸条として、後記のように高熱
収縮糸条か仮撚捲縮加工糸を用いることにより容易に得ることができる。
【００１６】
　前記立毛糸の立毛角度としては、７０～９０度の範囲にあることが、植毛立毛布帛と同
様の高級外観および滑らかなタッチを得る上で好ましい。該立毛角度が７０度よりも小さ
いと立毛部に方向性が生じ、目的とする高級外観および滑らかなタッチが得られないおそ
れがある。かかる立毛角度は、立毛糸密度が前記の範囲となるよう立毛布帛を製編織した
のち、必要に応じて、表面にストレート針布を有する通常の回転式ヒートブラシで立毛糸
を直立させることにより容易に得られる。なお、立毛角度は、図１で示す立毛糸と地組織
部とがなす角度αであり、直角が９０度である。
【００１７】
　前記立毛糸を形成する繊維の種類としては特に限定されず、綿、羊毛、麻、ビスコース
レーヨン繊維、ポリエステル繊維、ポリエーテルエステル繊維、アクリル繊維、ナイロン
繊維、ポリオレフィン繊維、セルロースアセテート繊維、アラミド繊維などの通常の繊維
でよい。なかでも、リサイクル性の点でポリエステル系繊維が特に好ましい。ポリエステ
ル系繊維はジカルボン酸成分とジグリコール成分とから製造される。ジカルボン酸成分と
しては、主としてテレフタル酸が用いられることが好ましく、ジグリコール成分としては
主としてエチレングリコール、トリメチレングリコール及びテトラメチレングリコールか
ら選ばれた１種以上のアルキレングリコールを用いることが好ましい。また、ポリエステ
ル樹脂には、前記ジカルボン酸成分及びグリコール成分の他に第３成分を含んでいてもよ
い。該第３成分としては、カチオン染料可染性アニオン成分、例えば、ナトリウムスルホ
イソフタル酸；テレフタル酸以外のジカルボン酸、例えばイソフタル酸、ナフタレンジカ
ルボン酸、アジピン酸、セバシン酸；及びアルキレングリコール以外のグリコール化合物
、例えばジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ビスフェノールＡ、ビスフェ
ノールスルフォンの１種以上を用いることができる。さらには、ポリ乳酸などの生分解性
を有するポリエステル繊維でもよい。
【００１８】
　繊維を形成する樹脂中には、必要に応じて、艶消し剤（二酸化チタン）、微細孔形成剤
（有機スルホン酸金属塩）、着色防止剤、熱安定剤、難燃剤（三酸化二アンチモン）、蛍
光増白剤、着色顔料、帯電防止剤（スルホン酸金属塩）、吸湿剤（ポリオキシアルキレン
グリコール）、抗菌剤、その他の無機粒子の１種以上が含まれていてもよい。
【００１９】
　立毛糸の形状としては、非捲縮立毛糸でもよいし、仮撚捲縮加工法や機械捲縮加工法、
さらにはサイバイサイド型潜在捲縮性複合繊維を熱処理して得られた捲縮立毛糸でもよく
特には限定されないが、高級な外観を得る上で非捲縮立毛糸であることが好ましい。
【００２０】
　立毛糸の単繊維横断面形状としては特に制限はなく、通常の円形断面のほか、三角、扁
平、くびれ付扁平、十字形、六様形、あるいは中空形の断面形状でもよい。
【００２１】
　本発明の緻密超短立毛布帛において、地組織部は有機繊維糸条からなり編織組織を有す
る。かかる有機繊維糸条を構成する繊維としては、前記の立毛糸用として例示した繊維と
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同様のものでよい。特に、リサイクル性の点でポリエステル系繊維が好ましい。
【００２２】
　地組織部を構成する有機繊維糸条の形態は特に限定されないが、長繊維（マルチフィラ
メント糸条）であることが好ましい。該有機繊維糸条の単糸繊維繊度および総繊度は、布
帛の風合いを損なわない上で、単糸繊維繊度０．５～５．０ｄｔｅｘ、総繊度３０～３０
０ｄｔｅｘであることが好ましい。また、単糸繊維の断面形状には制限はなく、通常の円
形断面のほかに三角、扁平、くびれ付扁平、十字形、六様形、あるいは中空形の断面形状
であってもよい。さらに、かかる有機繊維糸条は、仮撚捲縮加工糸や２種以上の構成糸条
を空気混繊加工や複合仮撚加工させた複合糸、さらには芯部に弾性糸、鞘部に非弾性糸が
位置するカバリング糸であってもよい。
【００２３】
　本発明の緻密超短立毛布帛は、例えば、下記の製造方法により容易に得ることができる
。
　まず、立毛糸用糸条として単糸繊度が０．１～１．２ｄｔｅｘ（好ましくは０．２～０
．６ｄｔｅｘ）の前述の繊維からなる糸条と、地組織部用有機繊維糸条として前述の繊維
からなる糸条とを用いて立毛布帛を製編織する。
【００２４】
　その際、立毛糸用糸条としては２０％以上（好ましくは２２～４０％）の熱水収縮率（
ＢＷＳ）を有することが肝要である。このように熱水収縮率が大きい糸条を立毛糸用糸条
として使用することにより、後記の熱処理で立毛糸を熱収縮させることができ、０．２０
～０．８０ｍｍと極めて短い立毛長を得ることができる。かかる高熱水収縮率を有する糸
条として、例えば下記のポリエステルフィラメント糸条が好適に例示される。すなわち、
通常のジカルボン酸成分及びアルキレングリコール成分に加えて、第３成分としてイソフ
タル酸、ナフタレンジカルボン酸、アジピン酸、セバシン酸などのジカルボン酸類、ジエ
チレングリコール、ポリエチレングリコールなどのグリコール類、ビスフェノールＡ及び
ビスフェノールスルフォンなどからなる群から選ばれた１種以上を共重合させた共重合ポ
リエステル樹脂を、通常の紡糸工程に供し、得られた未延伸フィラメント糸条を通常の方
法で延伸することにより得られる。さらに高い熱水収縮率を有するポリエステルフィラメ
ント糸条を得る場合には、得られた未延伸フィラメント糸条をこれに延伸を施すことなく
、直接３５００ｍ／分程度の巻取り速度で巻取り、この未延伸フィラメント糸条を６０～
８０℃の温度において、１．３～１．５倍の延伸倍率でわずかに延伸することによりさら
に高い熱収縮率を有するポリエステルフィラメント糸条が得られる。
【００２５】
　また、地組織部用有機繊維糸条としては、熱水収縮率が２０％以上（好ましくは４０％
以上、特に好ましくは５０～９０％）の糸条を用いるか、捲縮率が３０％以上（好ましく
は３５～５０％）の通常の仮撚捲縮加工糸を用いると、熱処理による熱収縮または仮撚捲
縮糸の弾性回復力により布帛が収縮するため、前記範囲の立毛糸密度が得られやすく好ま
しい。
【００２６】
　ここで、地組織部が編組織を有する立毛布帛を得る場合には、地組織を製編し、その上
に伸び出るシンカーパイル、ポールトリコットパイル、ダブルラッセルパイルなどのルー
プパイル組織を形成し、このループパイルをカットする方法などが用いられる。ポールト
リコットパイルは、トリコット編組織のパイル編み部分を、起毛機を用いてループパイル
に形成することによって得られる。
【００２７】
　一方、地組織部が織物組織を有する立毛布帛を得る場合には、経パイル織物又は緯パイ
ル織物を製織し、そのループパイルをカットするか、あるいはモケット織物を製織し、そ
のパイル糸をセンターカットする方法が用いられる。
【００２８】
　次いで、かかる立毛布帛に通常の染色仕上げ加工を施すことによりその際の熱により、
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立毛糸を熱収縮させ、立毛部の立毛糸密度を４００００～３０００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２

、立毛糸の立毛長を０．２０～０．８０ｍｍの範囲とすることにより本発明の緻密超短立
毛布帛が得られる。なお、染色仕上げ加工を施さない場合には、８０～１３０℃（より好
ましくは１００～１１０℃）の湿熱処理法か、１５０～２００℃（より好ましくは１６０
～１８０℃）の乾熱処理法により、立毛糸を熱収縮させること好ましい。
【００２９】
　かくして得られた立毛布帛において、０．１～１．２ｄｔｅｘと細い単糸繊度を有する
立毛糸が、高い立毛糸密度でかつ極端に短い立毛長で立毛部を形成しているので、植毛に
よって製造された植毛立毛布帛と同様の高級外観と滑らかなタッチとが得られる。しかも
、かかる立毛糸が地組織部に編みこまれるか、または織りこまれているので、従来の植毛
立毛布帛と比べて立毛糸抜けが発生しにくい。
【００３０】
　なお、本発明の緻密超短立毛布帛の地組織部において、立毛部と反対側の面には、公知
のバックコーテイング層や立毛部などの他の層が形成されていてもよい。さらには、常法
の染色仕上げ加工、着色プリント、撥水加工、紫外線遮蔽剤、抗菌剤、消臭剤、防虫剤、
蓄光剤、再帰反射剤、マイナスイオン発生剤等の機能を付与する各種加工を付加適用して
もよい。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例をあげて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定さ
れるものではない。なお、実施例中の各物性は下記の方法により測定したものである。
　次に本発明の実施例及び比較例を詳述するが、本発明はこれらによって限定されるもの
ではない。
【００３２】
（１）立毛糸脱落量（ＰＣＯ）
　巾７０ｍｍ、長さ３００ｍｍの大きさの試験布帛を、立毛布帛の経、緯各方向から１枚
準備する。準備した試験布帛の裏面に、該試験布帛と同様の大きさのスラブウレタンフォ
ームを添える。次いで、該試験布帛が緩みのない状態でその両端を固定する。そして、２
０ｍｍ×２０ｍｍの接触面積を有する摩擦子にかかる荷重を９．８±０．０９８Ｎとして
試験布帛１４０ｍｍ間を６０±１０回／分の速さで往復１００００回摩擦する。それぞれ
の方向ごとに試験を行い、下記式にて立毛糸脱落量（ＰＣＯ）を計算し、その平均値を算
出した。
ＰＣＯ（％）＝（Ｗ１－Ｗ２）／（Ｗ１×０．１５２）×１００
ただし、Ｗ１は摩耗前の試験布帛の質量、Ｗ２は摩耗後の試験布帛の質量である。
【００３３】
（２）立毛糸の立毛角度
　キーエンス（株）製マイクロスコープ（型式：ＶＨ－６３００）を用いて、立毛布帛の
断面を撮影（倍率５０倍）し、図１に示す立毛糸と地組織部とがなす角度αを測定した。
なお、ｎ数は５でその平均値を求めた。
【００３４】
（３）立毛糸の立毛長（パイル高さ）
　キーエンス（株）製マイクロスコープ（型式：ＶＨ－６３００）を用いて、立毛布帛の
断面を撮影（倍率５０倍）し、全体厚みおよび地組織部の厚みを測定して、下記式により
立毛糸の立毛長（Ｌ／ｓｉｎα）を算出した。なお、全体厚みは地組織部の最底部から立
毛糸の最高部までの距離を測定した。ｎ数は５でその平均値を求めた。パイル高さについ
ても同様に測定した。
Ｌ＝全体厚み（ｍｍ）－地組織部厚み（ｍｍ）
立毛長（ｍｍ）＝Ｌ／ｓｉｎα
【００３５】
（４）立毛糸密度
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　キーエンス（株）製マイクロスコープ（型式：ＶＨ－６３００）を用いて、立毛布帛の
表面を撮影（倍率５００倍）し、１ｃｍ２（１ｃｍ×１ｃｍ）あたりの立毛糸本数を測定
し次式により算出した。なお、ｎ数は５でその平均値を求めた。
立毛糸密度（ｄｔｅｘ／ｃｍ２）＝単糸繊度（ｄｔｅｘ）×立毛糸本数（本／ｃｍ２）
【００３６】
（５）熱水収縮率（BWS）
　供試フィラメント糸条を、周長１．１２５ｍの検尺機のまわりに１０回巻きつけて、か
せを調製し、このかせを、スケール板の吊るし釘に懸垂し、懸垂しているかせの下端に、
かせの総質量の１／３０の荷重をかけて、かせの収縮処理前の長さＬ１を測定する。
　このかせから荷重を除き、かせを木綿袋に入れ、このかせを収容している木綿袋を沸騰
水から取り出し、この木綿袋からかせを取り出し、かせに含まれる水をろ紙により吸収除
去した後、これを室温において２４時間風乾する。この風乾されたかせを、前記スケール
板の吊し釘に懸垂し、かせの下部分に、前記と同様に、かせの総質量の１／３の荷重をか
けて、収縮処理後のかせの長さＬ２を測定する。
　供試フィラメント糸条の熱水収縮率（ＢＷＳ）を、下記式により算出する。
ＢＷＳ（％）＝（（Ｌ１－Ｌ２）／Ｌ１）×１００
【００３７】
（６）捲縮率ＣＰ
　供試フィラメント糸条を、周長が１．１２５ｍの検尺機のまわりに巻きつけて、乾繊度
が３３３３ｄｔｅｘのかせを調製する。
　前記かせを、スケール板の吊り釘に懸垂して、その下部分に６ｇの初荷重を付加し、さ
らに６００ｇの荷重を付加したときのかせの長さＬ０を測定する。その後、直ちに、前記
かせから荷重を除き、スケール板の吊り釘から外し、このかせを沸騰水中に３０分間浸漬
して、捲縮を発現させる。沸騰水処理後のかせを沸騰水から取り出し、かせに含まれる水
分をろ紙により吸収除去し、室温において２４時間風乾する。この風乾されたかせを、ス
ケール板の吊り釘に懸垂し、その下部分に、６００ｇの荷重をかけ、１分後にかせの長さ
Ｌ１ａを測定し、その後かせから荷重を外し、１分後にかせの長さＬ２ａを測定する。供
試フィラメント糸条の捲縮率（ＣＰ）を、下記式により算出する。
ＣＰ（％）＝（（Ｌ１ａ－Ｌ２ａ）／Ｌ０）×１００
【００３８】
（７）高級外感の評価
　試験者３名により、外観を目視判定した。高級感の点で優れているものを〇、やや劣る
ものを△、劣るものを×とした。
【００３９】
（８）表面タッチの評価
　試験者３名により、表面タッチを官能評価した。滑らかさに優れるものを〇、滑らかさ
にやや劣るものを△、滑らかさに劣るものを×とした。
【００４０】
　　［実施例１］
　酸成分がモル比９３／７のテレフタル酸及びイソフタル酸からなり、グリコール成分が
エチレングリコールからなり、相対粘度１．４５を有する共重合ポリエステルを調製した
。この共重合ポリエステル樹脂を、溶融紡糸し、３５００ｍ／分の巻取り速度で巻き取っ
て、部分配向未延伸共重合ポリエステルマルチフィラメントを製造した。この未延伸マル
チフィラメント糸条を延伸装置の温度６５℃の第１ローラーと、温度７５℃の第２ローラ
ーの間で、熱セットを施すことなく、延伸倍率：１．４倍で延伸し、共重合ポリエステル
フィラメント糸条（ヤーンカウント：１００ｄｔｅｘ／１２本）を得て地組織用糸条とし
た。この共重合ポリエステルフィラメント糸条の熱水収縮率（ＢＷＳ）は６５％であった
。
【００４１】
　一方、上記と同じ共重合ポリエステルを溶融紡糸し、３５００ｍ／分の巻取り速度で巻
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き取って、部分配向未延伸共重合ポリエステルマルチフィラメントを製造し、通常の延伸
により共重合ポリエステルフィラメント糸条（ヤーンカウント：１４０ｄｔｅｘ／２８８
本）を得てパイル用糸条とした。この共重合ポリエステルフィラメント糸条の熱水収縮率
（ＢＷＳ）は２４％であった。
【００４２】
　次いで、通常のポールシンカー編機（カールマイヤー社製、２８ゲージ、ポールシンカ
ー高さ１ｍｍ）を用いて、前記地組織用糸条をバック筬に、前記パイル用糸条をフロント
筬にフルセット配列し、編み方（フロント：１０／４５、バック：１０／１２）で、ルー
プパイルのパイル高さが１．０ｍｍの立毛編地を得た。
【００４３】
　次いで、通常のシャーリング機（日機（株）製）を用いて、前記立毛編地のパイルの先
端部を０．２１ｍｍカットし、立毛長が０．７９ｍｍである立毛糸（カットパイル）を有
する立毛布帛とした。その後、該立毛布帛を、通常の乾熱セッターを用いて１９０℃の温
度で４５秒間乾熱処理を行うことにより地組織用糸条および立毛糸を熱収縮させ、立毛部
の立毛糸密度が１２５０００ｄｔｅｘ／ｃｍ２であり、かつ立毛糸の立毛長が０．６０ｍ
ｍの立毛布帛を得た。
【００４４】
　該立毛布帛を、通常の液流染色機（（株）日阪製作所製）を使用して通常の分散染料で
、温度１３０℃、時間３０分間で染色した。染色後、染色中に発生した立毛糸倒れを直立
化させるため、日機（株）製回転式ヒートブラシ機（ストレート針布）を用いて温度１７
０℃、時間１分間で立毛糸倒れの直立化処理を行った。そして、最後に通常の乾熱セッタ
ー（（株）ヒラノテクシード製）で温度１８０℃、時間１分間の乾熱処理を行い、立毛部
の立毛糸密度が１３００００ｄｔｅｘ／ｃｍ２、立毛糸の立毛長が０．６０ｍｍ、立毛角
度が８３度、立毛糸の単糸繊度０．４９ｄｔｅｘの緻密超短立毛布帛を得た。得られた緻
密超短立毛布帛は、立毛糸脱落量（ＰＣＯ）が０．８２％と優れた抗立毛糸脱落性と、優
れた高級外観（○）および滑らかな表面タッチ（○）を呈するものであった。
【００４５】
　　［実施例２］
　実施例１において、地組織用糸条として、通常のポリエチレンテレフタレートからなる
捲縮率４０％の仮撚捲縮加工糸条（ヤーンカウント：１６７ｄｔｅｘ／４８本）を使用す
ること以外は実施例１と同様にして立毛編地を編成した。次いで、通常のシャーリング機
（日機（株）製）を用いて、前記立毛編地のパイルの先端部を０．１５ｍｍカットし、立
毛長が０．８５ｍｍである立毛糸（カットパイル）を有する立毛布帛とした。その後、実
施例１と同様の熱処理、染色、立毛糸の直立処理、乾熱処理を施し、立毛部の立毛糸密度
が１０５０００ｄｔｅｘ／ｃｍ２、立毛糸の立毛長が０．６８ｍｍ、立毛角度が７８度、
立毛糸の単糸繊度０．４９ｄｔｅｘの緻密超短立毛布帛を得た。得られた緻密超短立毛布
帛は、立毛糸脱落量（ＰＣＯ）が０．９２％と優れた抗立毛糸脱落性と、優れた高級外観
（○）および滑らかな表面タッチ（○）を呈するものであった。さらに、該立毛布帛は伸
縮性を有しているため、縫製加工の際の取扱い性に優れるものであった。
【００４６】
　　［実施例３］
　実施例１において、パイル用糸条として、通常のポリエチレンフタレートからなる熱水
収縮率３．２％の延伸糸（ヤーンカウント：１６７ｄｔｅｘ／４８本）を用いること以外
は実施例１と同様にして立毛編地を編成した。次いで、通常のシャーリング機（日機（株
）製）を用いて、前記立毛編地のパイルの先端部を０．２３ｍｍカットし、立毛長が０．
７７ｍｍである立毛糸（カットパイル）を有する立毛布帛とした。その際、シャーリング
カッターの負荷が大きくなり、シャーリング段等による表面品位の低下が少し発生した。
その後、実施例１と同様の熱処理、染色、立毛糸の直立処理、乾熱処理を施し、立毛糸の
立毛長が０．７４ｍｍ緻密超短立毛布帛を得た。得られた緻密超短立毛布帛において、前
記シャーリング段等による表面品位の低下が少しみられた。
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　　［比較例１］
　実施例１において、パイル用糸条として、通常のポリエチレンフタレートからなる熱水
収縮率３．２％の延伸糸（ヤーンカウント：１６７ｄｔｅｘ／４８本）を用いること以外
は実施例１と同様にして立毛編地を編成した。次いで、通常のシャーリング機（日機（株
）製）を用いて、前記立毛編地のパイルの先端部を０．１４ｍｍカットし、立毛長が０．
８６ｍｍである立毛糸（カットパイル）を有する立毛布帛とした。その後、実施例１と同
様の熱処理、染色、立毛糸の直立処理、乾熱処理を施し、立毛糸の立毛長が０．８３ｍｍ
緻密超短立毛布帛を得た。得られた緻密超短立毛布帛において、立毛糸の立毛長が長いた
め、高級外観の点でやや劣る（△）ものであった。
【００４８】
　　［比較例２］
　通常のポリエチレンテレフタレートからなる延伸糸条（ヤーンカウント：８４ｄｔｅｘ
／３６本）を用いて、トリコット編サテン組織を有する編地を編成した後、該編地に、電
気植毛（フロック加工）により立毛糸を植毛し、立毛部の立毛糸密度が８４０００ｄｔｅ
ｘ／ｃｍ２、立毛糸の立毛長が０．３８ｍｍ、立毛糸の単糸繊度０．１ｄｔｅｘの電気植
毛緻密超短立毛布帛を得た。
　該電気植毛緻密超短立毛布帛において、立毛糸脱落量（ＰＣＯ）が４．１３％と抗立毛
糸脱落性の点で不十分であった。
【００４９】
　　［比較例３］
　実施例１において、立毛部の立毛糸密度を３８０００ｄｔｅｘ／ｃｍ２と変更すること
以外は実施例１と同様にした。得られた超短立毛布帛において、立毛糸の立毛角度が５６
度と立毛糸の直立状態を保持することが困難であり、立毛糸の方向性を生じるものであっ
た。そのため、高級外観の点で劣り（×）、タッチの滑らかさにも劣る（×）ものであっ
た。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の緻密超短立毛布帛は、立毛糸の密度が高くかつ立毛長の短い植毛立毛布帛と同
様の高級外観と滑らかなタッチとを呈し、しかも立毛糸が地組織部から抜けにくいという
特徴を有するため、カーシート部材、椅子張りなどのインテリア部材、カーペット部材な
どの用途に使用することができる。特に、乗降耐久性が求められるカーシート部材の用途
に好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の緻密超短立毛布帛において、立毛糸の立毛角度αおよび立毛長を説明す
るための説明図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　地組織部
　２　立毛糸
　３　立毛部
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