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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  単繊維径が１０～１０００ｎｍのポリエステルマルチフィラメント糸を含み、かつその
目付けが３０～３００ｇ／ｍ２の範囲内である臭いを吸着可能な布帛の製造方法であって
、　
 　島成分がポリエステルからなりかつ島成分の径が１０～１０００ｎｍであり、海成分
ポリマーと島成分ポリマーとの溶解速度比（海／島）が２００以上である海島型複合繊維
を用いて布帛を得た後、前記海島型複合繊維の海成分をアルカリ水溶液で溶解除去し、次
いで該布帛に親水処理を施すことにより、目付けを３０～３００ｇ／ｍ２の範囲内とする
ことを特徴とする臭いを吸着可能な布帛の製造方法。
【請求項２】
  前記の島数が１００以上である、請求項１に記載の臭いを吸着可能な布帛の製造方法。
【請求項３】
  前記の海島型複合繊維において、海成分が、ポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキ
サイド縮合系ポリマー、ポリエチレングリコール系化合物共重合ポリエステル、およびポ
リエチレングリコール系化合物と５－ナトリウムスルホイソフタル酸の共重合ポリエステ
ルから選択される少なくとも１種のアルカリ水溶液易溶解性ポリマーである、請求項１ま
たは請求項２に記載の臭いを吸着可能な布帛の製造方法。
【請求項４】
  海成分が、５-ナトリウムスルホン酸を６～１２モル％および分子量４０００～１２０
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００のポリエチレングリコールを３～１０重量％共重合したポリエチレンテレフタレート
である、請求項３に記載の臭いを吸着可能な布帛の製造方法。
【請求項５】
  易溶解成分と易溶解成分よりも溶融粘度が低い難溶解成分とを、前者を海成分とし後者
を島成分として溶融・押し出し、紡糸速度４００～６０００ｍ／分で海島型複合未延伸糸
として引取り、該海島型複合未延伸糸を温度６０～２２０℃で配向結晶化延伸した後に、
該延伸糸を用いて布帛を作製する、請求項１～４のいずれかに記載の臭いを吸着可能な布
帛の製造方法。
【請求項６】
  溶融紡糸温度における海成分と島成分との溶融粘度比（海／島）が１．１～２．０であ
る、請求項１～５のいずれかに記載の臭いを吸着可能な布帛の製造方法。
【請求項７】
  海成分および島成分としてガラス転移温度が１００℃以下のポリマーを用いると共に、
海島型複合未延伸糸の配向結晶化延伸に先立って、該海島型複合未延伸糸を６０～１００
℃の液体浴中に浸漬しながら、流動状態で延伸倍率１０～３０倍、延伸速度３００ｍ／分
以下で延伸する工程を含む、請求項１～６のいずれかに記載の臭いを吸着可能な布帛の製
造方法。
【請求項８】
　前記の海島型複合繊維において、島径（ｒ）と島間の海の厚み（Ｓ）、繊維径（Ｒ）と
海部の最大厚み（Ｓｍ）が以下の関係式を満たす、請求項１～７のいずれかに記載の臭い
を吸着可能な布帛の製造方法。
０．００１  ≦　Ｓ／ｒ  ≦  ０．５
Ｓｍ／Ｒ  ≦  ０．１５
  ここでｒは島径、Ｓは島と島の間にある海部の厚みとする。また、Ｓｍは繊維中心部に
存在する海部を除いた、最も厚みのある海部の厚みとする。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単繊維径が１０～１０００ｎｍのポリエステルマルチフィラメント糸を含み
、アンモニア等のアルカリ性ガス、硫化水素、酢酸等の酸性ガスの成分を含む臭気に対し
て優れた吸着性を有し、フレキシブルで形態安定性に優れた酸性およびアルカリ性臭いを
吸着可能な布帛およびその製造方法および繊維製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　快適生活を目指した生活環境の多様化に伴い、臭いに対する人間の関心が非常に高まっ
ている。このような状況の下、悪臭を繊維構造体で取り除くために、繊維形成能を有する
熱可塑性高分子化合物と臭気を吸着する吸着剤を主成分とする繊維原料を溶融紡糸するも
の（例えば、特許文献１参照）や、後加工によって消臭剤を繊維構造体に付与したもの（
例えば、特許文献２）、多孔性の活性炭繊維を使用したもの（例えば、特許文献３参照）
が提案されている。
【０００３】
　しかしながら、前記の繊維形成能を有する熱可塑性高分子と臭気を吸着する吸着剤を主
成分とする繊維原料を溶融紡糸する方法にあっては、ソフトな風合いを損なうことなく、
耐久性に優れた消臭性が得られるものの、紡糸工程において臭気を吸着する吸着剤の熱安
定性等の問題があった。後加工による消臭加工においては、消臭剤を繊維構造体に付着さ
せる際、通常バインダー樹脂を用いるため、かかるバインダー樹脂によって繊維構造体の
風合いが硬くなるという問題があった。また、多孔性の活性炭繊維を使用したものにおい
ては、高い比表面積により臭気の吸着性には優れているが、使用形態に制限があり、使用
中に形状が崩れやすいという問題があった。
【０００４】
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　ところで、繊維を極細化する方法としては、海島型複合紡糸法、エレクトロスピニング
などによる極細繊維の製造技術が数多く提案されている。海島型複合紡糸法としては、海
島ポリマーをチップ状態でブレンドした繊維から極細繊維を得る方法が提案されている（
例えば、特許文献４参照）。しかしながら、この方法で得られた海島型複合繊維からでき
る極細繊維は繊維径のばらつきが大きく、品質安定性に問題があった。またこの方法で得
られる極細繊維の単繊維繊度は０．０４ｄｔｅｘ（約２μｍ）が限界であり、目的の臭気
ガスの吸着性を得るには不十分であった。
【０００５】
　一方、エレクトロスピニング技術は最近注目されている技術であり、数十ｎｍレベルの
繊維径を持つ不織布を製造できる技術である。これは、高分子溶液の入ったノズルの先端
と基板上の間に高電圧を加え、荷電した高分子溶液を噴射し、基板上に集積させるもので
ある（例えば、特許文献５参照）。しかし、エレクトロスピニング技術で得られる繊維お
よび繊維製品の形状は不織布に限定されるとともに、作製した不織布の繊維径はかなりば
らつきがある。また、タフネスも通常の繊維に比べて非常に弱く、実用には制約があった
。
　なお、本発明者らは、特願２００４－９８３９２号において、数十ｎｍレベルの繊維径
を有する海島型複合繊維およびその製造方法を提案した。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－２２２６１４号公報
【特許文献２】特開平１０－１０２３７９号公報
【特許文献３】特開平１０－７６２５０号公報
【特許文献４】特開平４－１２６８１５号公報
【特許文献５】特開２００４－６８１６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記の背景に鑑みなされたものであり、その目的は、優れた臭気吸着性を有し
、フレキシブルで形態安定性に優れた酸性およびアルカリ性臭いを吸着可能な布帛および
その製造方法および繊維製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　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、単繊維径が１０～１０００
ｎｍでであるポリエステルマルチフィラメント糸を用いて、所定の目付を有する布帛とな
すことにより、優れた臭気吸着性を有し、フレキシブルで形態安定性に優れた酸性および
アルカリ性臭いを吸着可能な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。
【００１１】
　かくして、本発明によれば「単繊維径が１０～１０００ｎｍのポリエステルマルチフィ
ラメント糸を含み、かつその目付けが３０～３００ｇ／ｍ２の範囲内である臭いを吸着可
能な布帛の製造方法であって、島成分がポリエステルからなりかつ島成分の径が１０～１
０００ｎｍであり、海成分ポリマーと島成分ポリマーとの溶解速度比（海／島）が２００
以上である海島型複合繊維を用いて布帛を得た後、前記海島型複合繊維の海成分をアルカ
リ水溶液で溶解除去し、次いで該布帛に親水処理を施すことにより、目付けを３０～３０
０ｇ／ｍ２の範囲内とすることを特徴とする臭いを吸着可能な布帛の製造方法。」が提供
される。
【００１２】
　その際、前記の島数が１００以上であることが好ましい。また、前記の海島型複合繊維
において、海成分が、ポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、
ポリエチレングリコール系化合物共重合ポリエステル、およびポリエチレングリコール系
化合物と５－ナトリウムスルホイソフタル酸の共重合ポリエステルから選択される少なく
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とも１種のアルカリ水溶液易溶解性ポリマーであることが好ましい。特に、海成分が、５
-ナトリウムスルホン酸を６～１２モル％および分子量４０００～１２０００のポリエチ
レングリコールを３～１０重量％共重合したポリエチレンテレフタレートであることが好
ましい。また、易溶解成分と易溶解成分よりも溶融粘度が低い難溶解成分とを、前者を海
成分とし後者を島成分として溶融・押し出し、紡糸速度４００～６０００ｍ／分で海島型
複合未延伸糸として引取り、該海島型複合未延伸糸を温度６０～２２０℃で配向結晶化延
伸した後に、該延伸糸を用いて布帛を作製することが好ましい。また、溶融紡糸温度にお
ける海成分と島成分との溶融粘度比（海／島）が１．１～２．０であることが好ましい。
また、海成分および島成分としてガラス転移温度が１００℃以下のポリマーを用いると共
に、海島型複合未延伸糸の配向結晶化延伸に先立って、該海島型複合未延伸糸を６０～１
００℃の液体浴中に浸漬しながら、流動状態で延伸倍率１０～３０倍、延伸速度３００ｍ
／分以下で延伸する工程を含むことが好ましい。また、前記の海島型複合繊維において、
島径（ｒ）と島間の海の厚み（Ｓ）、繊維径（Ｒ）と海部の最大厚み（Ｓｍ）が以下の関
係式を満たすことが好ましい。
０．００１  ≦　Ｓ／ｒ  ≦  ０．５
Ｓｍ／Ｒ  ≦  ０．１５
  ここでｒは島径、Ｓは島と島の間にある海部の厚みとする。また、Ｓｍは繊維中心部に
存在する海部を除いた、最も厚みのある海部の厚みとする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、優れた臭気吸着性を有し、フレキシブルで形態安定性に優れた酸性お
よびアルカリ性臭いを吸着可能な布帛およびその製造方法および繊維製品が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　まず、本発明の布帛には、単繊維径（単繊維の直径）が１０～１０００ｎｍ（好ましく
は１００～８００ｎｍ）のポリエステルマルチフィラメント糸が含まれることが肝要であ
る。かかる単繊維径を単糸繊度に換算すると、０．０００００１～０．０１ｄｔｅｘに相
当する。一般的に臭気の吸着性を高めるには、比表面積をできるだけ大きくすることが有
効であり、かかる単繊維径を有するポリエステルマルチフィラメント糸が布帛に含まれる
ことにより、比表面積が飛躍的に増大し臭気ガスに対して飛躍的に吸着性が向上する。こ
こで、単繊維径が１０ｎｍ未満の場合には繊維強度が低くなるため実用上好ましくない。
逆に、単繊維径が１０００ｎｍを超える場合には、布帛の比表面積が低下して臭気吸着性
が不十分となり好ましくない。ここで、単繊維の断面形状が丸断面以外の異型断面である
場合には、丸断面に換算した直径を単繊維径とする。なお、単繊維径は、透過型電子顕微
鏡で繊維の横断面を撮影することにより測定が可能である。
【００１６】
　かかるポリエステルマルチフィラメント糸において、フィラメント数は特に限定されな
いが、布帛の臭気吸着性の点で５００以上（より好ましくは２０００～８０００）である
ことが好ましい。また、ポリエステルマルチフィラメント糸の総繊度（単繊維繊度とフィ
ラメント数との積）としては、５～１５０ｄｔｅｘの範囲内であることが好ましい。
【００１７】
　かかるポリエステルマルチフィラメント糸を形成するポリマーの種類としては、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、第３成分を共重合させたポリエステルなどが好ましく例示される。該ポリマ
ー中には、本発明の目的を損なわない範囲内で必要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染
料可染剤、着色防止剤、熱安定剤、蛍光増白剤、艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子
が１種または２種以上含まれていてもよい。
　前記ポリエステルマルチフィラメント糸の繊維形態は特に限定されず、通常の空気加工
、仮撚捲縮加工が施されていてもさしつかえない。
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【００１８】
　また、前記ポリエステルマルチフィラメント糸のタフネスが２０以上（より好ましくは
２５～４０）であることが好ましい。ただし、タフネスは以下の式から算出する。
タフネス＝強度（ｇ／ｄｔｅｘ）×（伸度（％））１／２

【００１９】
　本発明の布帛において、目付が３０～３００ｇ／ｍ２であることが重要である。該目付
が３０ｇ／ｍ２よりも小さいと、十分な臭気吸着性が得られず、３００ｇ／ｍ２よりも大
きいとがフレキシブル性が損なわれるため好ましくない。
【００２０】
　本発明の布帛において、構造体の形態は特に限定されず、織物であっても編物であって
もよい。
　織物の場合、組織は特に限定されず、通常の方法で製織されたものでよい。例えば、織
組織としては、平織、斜文織、朱子織等の三原組織、変化組織、変化斜文織等の変化組織
、たて二重織、よこ二重織等の片二重組織、たてビロードなどが例示される。層数も単層
でもよいし、２層以上の多層でもよい。
　編物の場合は、よこ編物であってもよいしたて編物であってもよい。よこ編組織として
は、平編、ゴム編、両面編、パール編、タック編、浮き編、片畔編、レース編、添え毛編
等が好ましく例示され、たて編組織としては、シングルデンビー編、シングルアトラス編
、ダブルコード編、ハーフトリコット編、裏毛編、ジャガード編等が例示される。層数も
単層でもよいし、２層以上の多層でもよい。
【００２１】
　本発明の布帛は、以下の製造方法により製造することができる。すなわち、島成分がポ
リエステルからなり、かつ島成分の径が１０～１０００ｎｍである海島型複合繊維を用い
て、目付が３０～３００ｇ／ｍ２であるポリエステル布帛を作製した後、前記海島型複合
繊維の海成分をアルカリ水溶液で溶解除去することにより、前記の酸性およびアルカリ性
臭いを吸着可能な布帛を製造することができる。
【００２２】
　ここで、前記の海島型複合繊維において、該繊維を構成するポリマーは、海成分ポリマ
ーが島成分ポリマーよりも溶解性が高い組合せであれば任意であるが、特に溶解速度比（
海／島）が２００以上であることが好ましい。かかる溶解速度比が２００未満の場合には
、繊維断面中央部の海成分を溶解させている間に繊維断面表層部の島成分の一部も溶解さ
れるため、海成分を完全に溶解除去するためには、島成分の何割かも減量されてしまうこ
とになり、島成分の太さ斑や溶剤浸食による強度劣化が発生して、毛羽やピリングなどの
品位に問題が生じやすくなる。
【００２３】
　海成分ポリマーは、好ましくは島成分との溶解速度比が２００以上であればいかなるポ
リマーであってもよいが、特に繊維形成性の良好なポリエステル、ポリアミド、ポリスチ
レン、ポリエチレンなどが好ましい。例えば、アルカリ水溶液易溶解性ポリマーとしては
、ポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、ポリエチレングルコ
ール系化合物共重合ポリエステル、ポリエチレングリコール系化合物と５－ナトリウムス
ルホン酸イソフタル酸の共重合ポリエステルが好適である。また、ナイロン６は、ギ酸溶
解性があり、ポリスチレン・ポリエチレンはトルエンなど有機溶剤に非常によく溶ける。
なかでも、アルカリ易溶解性と海島断面形成性とを両立させるため、ポリエステル系のポ
リマーとしては、５－ナトリウムスルホイソフタル酸６～１２モル％と分子量４０００～
１２０００のポリエチレングルコールを３～１０重量％共重合させた固有粘度が０．４～
０．６のポリエチレンテレフタレート系共重合ポリエステルが好ましい。ここで、５－ナ
トリウムイソフタル酸は親水性と溶融粘度向上に寄与し、ポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）は親水性を向上させる。なお、ＰＥＧは分子量が大きいほど、その高次構造に起因す
ると考えられる親水性増加効果が大きくなるが、反応性が悪くなってブレンド系になるた
め、耐熱性・紡糸安定性などの点から好ましくなくなる。また、共重合量が１０重量％以
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上になると、本来溶融粘度低下作用があるので、本発明の目的を達成することが困難にな
る。したがって、上記の範囲で、両成分を共重合することが好ましい。
【００２４】
　一方、島成分ポリマーは、海成分との溶解速度差があればいかなるポリエステルポリマ
ーであってもよいが、前記のように繊維形成性の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、第３成分を共重合さ
せたポリエステルなどのポリエステルが好ましい。該ポリマー中には、本発明の目的を損
なわない範囲内で必要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染料可染剤、着色防止剤、熱安
定剤、蛍光増白剤、艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子が１種または２種以上含まれ
ていてもよい。
【００２５】
　上記の海成分ポリマーと島成分ポリマーからなる本発明の海島型複合繊維は、溶融紡糸
時における海成分の溶融粘度が島成分ポリマーの溶融粘度よりも大きいことが好ましい。
かかる関係にある場合には、海成分の複合重量比率が４０％未満と少なくなっても、島同
士が接合したり、島成分の大部分が接合して海島型複合繊維とは異なるものになり難い。
【００２６】
　好ましい溶融粘度比（海／島）は、１．１～２．０、特に１．３～１．５の範囲である
。この比が１．１倍未満の場合には溶融紡糸時に島成分が接合しやすくなり、一方２．０
倍を越える場合には、粘度差が大きすぎるために紡糸調子が低下しやすい。
【００２７】
　次に島数は、多いほど海成分を溶解除去して極細繊維を製造する場合の生産性が高くな
り、しかも得られる極細繊維の細さも顕著となって超極細繊維特有の柔らかさ、滑らかさ
を表現することができ、かつ布帛にした際の臭気吸着性の点から１００以上（より好まし
くは３００～１０００）であることが好ましい。ここで、島数が１００未満の場合には、
海成分を溶解除去しても極細繊度の単糸からなるハイマルチフィラメント糸を得ることが
できず本発明の目的を達成することができない。なお、島数があまりに多くなりすぎると
紡糸口金の製造コストが高くなるだけでなく、加工精度自体も低下しやすくなるので１０
０００以下とするのが好ましい。
【００２８】
　次に、島成分の径は、１０～１０００ｎｍの範囲とする必要がある。該径が１０ｎｍ未
満の場合には繊維構造自身が不安定で物性や繊維形態が不安定で好ましくなく、一方、１
０００ｎｍを越える場合には超極細繊維特有の柔らかさや風合いが得られず、布帛にした
際の臭気吸着性が不十分となり好ましくない。また、海島複合繊維断面内の各島は、その
径が均一であるほど海成分を除去して得られる極細マルチフィラメント糸からなる布帛の
品位や耐久性が向上するので好ましい。
【００２９】
　前記の海島型複合繊維において、その海島複合重量比率（海：島）は、４０：６０～５
：９５の範囲が好ましく、特に３０：７０～１０：９０の範囲が好ましい。かかる範囲で
あれば、島間の海成分の厚みを薄くすることができ、海成分の溶解除去が容易となり、島
成分の極細繊維への転換が容易になるので好ましい。ここで海成分の割合が４０％を越え
る場合には海成分の厚みが厚くなりすぎ、一方５％未満の場合には海成分の量が少なくな
りすぎて、島間に接合が発生しやすくなる。
【００３０】
　前記の海島型複合繊維において、その島間の海成分厚みが５００ｎｍ以下、特に２０～
２００ｎｍの範囲が適当であり、該厚みが５００ｎｍを越える場合には、該厚い海成分を
溶解除去する間に島成分の溶解が進むため、島成分間の均質性が低下するだけでなく、毛
羽やピリングなど着用時の欠陥や染め斑も発生しやすくなる。
【００３１】
　さらに、前記の海島型複合繊維において、島径（ｒ）と島間の海の厚み（Ｓ）、繊維径
（Ｒ）と海部の最大厚み（Ｓｍ）が以下の関係式を満たすと、前記のようなタフネスが容
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易に得られ好ましい。
０．００１　≦　Ｓ／ｒ　≦　０．５
　Ｓｍ／Ｒ　≦　０．１５
　ここでｒは島径、Ｓは島と島の間にある海部の厚みとする。また、Ｓｍは繊維中心部に
存在する海部を除いた、最も厚みのある海部の厚みのことである。高強度とするためによ
り好ましくは０．０１≦Ｓ／ｒ≦０．３、Ｓｍ／Ｒ≦０．０８である。ここでＳ／ｒ値が
０．５以上、もしくはＳｍ／Ｒ値が０．１５以上である場合には、高速紡糸性が悪くなる
、また延伸倍率を上げることができないので、海島繊維の延伸糸物性そして海溶解後の極
細繊維強度が低くなる。Ｓ／ｒ値が０．００１以下である場合には島同士が膠着する可能
性がある。
【００３２】
　前記の海島型複合繊維は、例えば以下の方法により容易に製造することができる。すな
わち、まず溶融粘度が高く且つ易溶解性であるポリマーと溶融粘度が低く且つ難溶解性の
ポリマーとを、前者が海成分で後者が島成分となるように溶融紡糸する。ここで、海成分
と島成分の溶融粘度の関係は重要で、海成分の比率が小さくなって島間の厚みが小さくな
ると、海成分の溶融粘度が小さい場合には島間の一部の流路を海成分が高速流動するよう
になり、島間に接合が起こりやすくなるので好ましくない。
【００３３】
　溶融紡糸に用いられる紡糸口金としては、島成分を形成するための中空ピン群や微細孔
群を有するものなど任意のものを用いることができる。例えば中空ピンや微細孔より押し
出された島成分とその間を埋める形で流路を設計されている海成分流とを合流し、これを
圧縮することにより海島断面形成がなされるいかなる紡糸口金でもよい。好ましく用いら
れる紡糸口金例を図１および２に示すが、必ずしもこれらに限定されるものではない。な
お図１は、中空ピンを海成分樹脂貯め部分に吐出してそれを合流圧縮する方式であり、図
２は、中空ピンのかわりに微細孔方式で島を形成する方法である。
【００３４】
　吐出された海島型断面複合繊維は、冷却風によって固化され、好ましくは４００～６０
００ｍ／分で溶融紡糸された後に巻き取られる。得られた未延伸糸は、別途延伸工程をと
おして所望の強度・伸度・熱収縮特性を有する複合繊維とするか、あるいは、一旦巻き取
ることなく一定速度でローラーに引き取り、引き続いて延伸工程をとおした後に巻き取る
方法のいずれでも構わない。
【００３５】
　ここで、特に微細な島径を有する海島型複合繊維を高効率で製造するために、通常のい
わゆる配向結晶化を伴うネック延伸（配向結晶化延伸）に先立って、繊維構造は変化させ
ないで繊維径のみを極細化する流動延伸工程を採用することが好ましい。流動延伸を容易
とするため、熱容量の大きい水媒体を用いて繊維を均一に予熱し、低速で延伸することが
好ましい。このようにすることにより延伸時に流動状態を形成しやすくなり、繊維の微細
構造の発達を伴わずに容易に延伸することができる。このプロセスでは、特に海成分およ
び島成分が共にガラス転移温度１００℃以下のポリマーであることが好ましく、なかでも
ポリエ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、ポリトリメチレ
ンテレフタレート等のポリエステルに好適である。具体的には６０～１００℃、好ましく
は６０～８０℃の範囲の温水バスに浸漬して均一加熱を施し、延伸倍率は１０～３０倍、
供給速度は１～１０ｍ／分、巻取り速度は３００ｍ／分以下、特に１０～３００ｍ／分の
範囲で実施することが好ましい。予熱温度不足および延伸速度が速すぎる場合には、目的
とする高倍率延伸を達成することができなくなる。
【００３６】
　得られた流動状態で延伸された延伸糸は、その強伸度などの機械的特性を向上させるた
め、定法にしたがって６０～２２０℃の温度で配向結晶化延伸する。該延伸条件がこの範
囲外の温度では、得られる繊維の物性が不十分なものとなる。なお、この延伸倍率は、溶
融紡糸条件、流動延伸条件、配向結晶化延伸条件などによって変わってくるが、該配向結
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晶化延伸条件で延伸可能な最大延伸倍率の０．６～０．９５倍で延伸すればよい。
【００３７】
　以上に説明した海島型複合繊維を、無撚あるいは必要に応じて追撚した上で、経糸全量
および／または緯糸全量あるいは経糸および／または緯糸に他糸条と１本交互または複数
本交互に配して織編成した後、前記の海成分をアルカリ水溶液で溶解除去し、次いで必要
に応じて該織編物の表面に親水加工を施すことにより、本発明の酸性およびアルカリ性臭
いを吸着可能な布帛が得られる。
　ここで、該布帛から海成分をアルカリ水溶液で溶解除去することが重要である。除去方
法は特に限定されず、海成分が完全に溶解除去し得る方法であればいずれの方法で行って
もよい。
【００３８】
　さらに、該布帛に親水加工を施すとより高い臭気吸着性を得ることができ好ましい。親
水剤としては、構成繊維と親和性のある親水剤であればいずれもが使用でき、特にポリエ
ステル系繊維と親和性のある親水性重合体が好ましく用いられる。例えば、ポリエチレン
グリコールジアクリレートやその誘導体、ポリアルキレングリコール（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）と、テレフタル酸および／またはイソフタル酸
および低級アルキレングリコール（エチレングリコールなど）をブロック共重合してなる
ブロック共重合体などを例示することができる。その際、１種類の親水剤のみを使用して
も、または２種類以上の親水剤を併用してもよい。親水剤の付与方法は特に限定されず、
例えば、染色と同浴加工、パディング法、フラットスクリーンプリント法、ロータリース
クリーンプリント法、ローラープリント法、グラビアロール法、キスロール法、泡加工機
による方法などが例示される。かかる親水化剤の付着量は、布帛の重量に対して０．２０
～０．５０重量％の範囲であることが好ましい。
【００３９】
　また、前記のアルカリ水溶液による海成分の溶解除去処理の前および／または後に染色
加工を施してもよい。さらに、常法の起毛加工、紫外線遮蔽あるいは制電剤、さらには、
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。
【００４０】
　かくして得られた布帛には、単繊維径が極めて小さいポリエステルマルチフィラメント
糸が含まれるので、繊維の表面積が大きくなり優れた臭気吸着性が得られる。しかも、活
性炭繊維で構成された布帛に比べ形態安定性に優れる。さらに、かかる布帛は特定の目付
けを有するので、フレキシブルでもある。
【００４１】
　次に、本発明の繊維製品は、前記の酸性およびアルカリ性臭いを吸着可能な布帛を用い
てなる、紳士衣服、婦人衣服、スポーツウェア、アウトドアウェア、レインコート、作業
衣、防護服、人工皮革、カーテン、カーシートの群より選ばれる繊維製品である。かかる
繊維製品には、前記の布帛が含まれているので、優れた臭気吸着性を有し、しかもフレキ
シブルで形態安定性をも有する。
【実施例】
【００４２】
　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。なお、実施例中の各測定項目は下記の方法で測定した。
【００４３】
＜溶融粘度＞乾燥処理後のポリマーを紡糸時のルーダー溶融温度に設定したオリフィスに
セットして５分間溶融保持したのち、数水準の荷重をかけて押し出し、そのときのせん断
速度と溶融粘度をプロットする。そのプロットをなだらかにつないで、せん断速度－溶融
粘度曲線を作成し、せん断速度が１０００秒－１の時の溶融粘度を見る。
【００４４】
＜溶解速度＞海・島成分の各々０．３φ－０．６L×２４Hの口金にて１０００～２０００
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m/分の紡糸速度で糸を巻き取り、さらに残留伸度が３０～６０％の範囲になるように延伸
して、８４ｄｔｅｘ／２４ｆｉｌのマルチフィラメントを作製する。これを各溶剤にて溶
解しようとする温度で浴比１００にて溶解時間と溶解量から、減量速度を算出した。
【００４５】
＜荷重―伸長曲線＞海島型複合繊維９０００ｍの重量をn＝３回測定して平均値から繊度
を求めた。そして、室温で初期試料長＝１００ｍｍ、引っ張り速度２００m/分として荷重
－伸長曲線を求めた。
【００４６】
＜タフネス＞タフネスは以下の式から算出した。
タフネス＝　強度　×　√伸度
先に求めた海島型複合繊維の繊度（Ｄ）と溶解除去率（Ｒ）から極細繊維の繊度を算出し
た。式は以下の通りである。
極細繊維の繊度　＝Ｄ×（１－Ｒ）
布帛から極細繊維を抜き取り、前記の荷重－伸長曲線を求めた。強度は破断時の荷重値を
算出した繊度で割った値、伸度は破断時の伸長値から求めた。
【００４７】
＜目付＞ＪＩＳ　Ｌ１０９６　６．４．２に従って測定した。
【００４８】
＜臭気吸着率＞下記表１に示した濃度の悪臭成分を含む空気３Ｌがそれぞれ入ったテドラ
ーバッグに、繊維構造体２ｇを入れ、２時間後のテドラーバッグ内の悪臭成分濃度をガス
テックス社製検知管にて測定し、減少量から臭気吸着率を求めた。
・悪臭成分：アンモニア　初期濃度４０ｐｐｍ
・悪臭成分：硫化水素　初期濃度１５ｐｐｍ
・悪臭成分：酢酸　初期濃度５０ｐｐｍ
【００４９】
　　［実施例１］
　島成分としてポリエチレンテレフタレート（２８０℃における溶融粘度が１２００ポイ
ズ）、海成分として５－ナトリウムスルホイソフタル酸６モル％と数平均分子量４０００
のポリエチレングリコール６重量％を共重合したポリエチレンテレフタレート（２８０℃
における溶融粘度が１７５０ポイズ）を用い（溶解速度比（海／島）＝２３０）、海：島
＝４０：６０、島数＝５００の海島型複合未延伸繊維を、紡糸温度２８０℃、紡糸速度１
５００ｍ／分で溶融紡糸して一旦巻き取った。
【００５０】
　得られた未延伸糸を、延伸温度８０℃、延伸倍率２．５倍でローラー延伸し、次いで１
５０℃で熱セットして巻き取った。得られた海島型複合延伸糸は５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉ
ｌであり、透過型電子顕微鏡ＴＥＭによる繊維横断面を観察したところ、島の形状は丸形
状でかつ島の径は５２０ｎｍであった。また、島径（ｒ）と島間の海の厚み（Ｓ）、繊維
径（Ｒ）と海部の最大厚み（Ｓｍ）の関係を調べたところ、Ｓ／ｒ＝０．１、Ｓｍ／Ｒ＝
０．０５であった。
【００５１】
　次いで、該延伸糸を無撚にて経糸および緯糸に全量配し、経密度２２５本／２．５４ｃ
ｍ、緯密度２００本／２．５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生
機を得た。
　そして、該織物を６０℃にて湿熱処理した後、海島型複合延伸糸の海成分を除去するた
めに、３．５％ＮａＯＨ水溶液で、６０℃にて４０％減量（アルカリ減量）した。その後
、常法の染色加工と親水加工とを同浴処理を行うことにより、親水化剤（ポリエチレンテ
レフタレート－ポリエチレングリコール共重合体）を織物重量に対して０．３０重量％付
着させた。
【００５２】
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸および緯糸断面を観察し
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たところ、海成分は完全に溶解除去されており、織物の経糸および緯糸全量が均一性に優
れた極細繊維（単繊維径５２０ｎｍ）により構成されていることを確認した。
　得られた織物において、目付は６２ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対し
ては９１％、硫化水素に対しては８３％、酢酸に対しては９５％と優れた吸着性を有して
いた。また、織物に含まれるポリエステルマルチフィラメント糸のタフネスは３１であっ
た。
【００５３】
　［実施例２］
　実施例１と同様に海島型複合延伸糸５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌを得た。次いで、通常の
ポリエチレンテレフタレートからなるマルチフィラメント仮撚加工糸（５６デシテックス
／１４４フィラメント、単糸繊度０．３９ｄｔｅｘ）を１５０回／ｍ（Ｓ方向）にて撚糸
した糸条を経糸に全量配し、前述の海島型複合延伸糸２本を１５０回／ｍ（Ｓ方向）にて
合撚した糸条を緯糸に全量配し、経密度２１６本／２．５４ｃｍ、緯密度１８０本／２．
５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、染色加工、
親水加工を行った。この際のアルカリ減量率は１２．４％であり、親水化剤（ポリエチレ
ンテレフタレート－ポリエチレングリコール共重合体）の付着量は織物重量に対して０．
２４重量％であった。
【００５４】
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および緯糸断面を観察したところ、
海成分は完全に溶解除去されており、織物の緯糸全量が均一性に優れた極細繊維により構
成されていることを確認した。
　得られた織物において、目付は７１ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対し
ては８１％、硫化水素に対しては８０％、酢酸に対しては８７％と優れた吸着性を有して
いた。また、織物に含まれるポリエステルマルチフィラメント糸のタフネスは３１であっ
た。
【００５５】
　［実施例３］
　実施例１と同じ海／島ポリマーを使用し、海：島＝３０：７０、島数＝８３６で実施例
１と同様に紡糸・延伸を行い、５６ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌの海島型複合延伸糸を得た。該
延伸糸において、透過型電子顕微鏡ＴＥＭによる繊維横断面観察より島の径は６００ｎｍ
であった。
　該延伸糸を無撚にて経糸および緯糸に全量配し、経密度２０４本／２．５４ｃｍ、緯密
度１８０本／２．５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生機を得た
。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、染色加工、
親水加工を行った。この際のアルカリ減量率は３０％であり、親水化剤（ポリエチレンテ
レフタレート－ポリエチレングリコール共重合体）の付着量は織物重量に対して０．２８
重量％であった。
【００５６】
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸および緯糸断面を観察し
たところ、海成分は完全に溶解除去されており、織物の経糸および緯糸全量が均一性に優
れた極細繊維により構成されていることを確認した。
　得られた織物において、目付は５３ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対し
ては８７％、硫化水素に対しては８１％、酢酸に対しては９１％と優れた吸着性を有して
いた。
【００５７】
　［実施例４］
　実施例１において、親水加工を施さない以外は実施例１と同様に織物を得た。
　得られた織物において、目付は６１ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対し
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ては７７％、硫化水素に対しては７１％、酢酸に対しては８１％と十分な吸着性を有して
いた。
【００５８】
　［比較例１］
　実施例１と同じ海／島ポリマーを使用し、海：島＝５０：５０、島数１００で紡糸・延
伸し、５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌの海島型複合延伸糸を得た。該延伸糸において、透過型
電子顕微鏡ＴＥＭによる繊維横断面観察より島の径は１０８０ｎｍであった。
　該延伸糸を無撚にて経糸および緯糸に全量配し、経密度２４０本／２．５４ｃｍ、緯密
度１６１本／２．５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生機を得た
。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、染色加工、
親水加工を行った。この際のアルカリ減量率は５０％であり、親水化剤（ポリエチレンテ
レフタレート－ポリエチレングリコール共重合体）の付着量は織物重量に対して０．３３
重量％であった。
【００５９】
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸および緯糸断面を観察し
たところ、海成分は完全に溶解除去されていたが、島成分の均一性が不十分であった。こ
れは、海成分量が多いために島間の海成分厚みが厚くなり、繊維断面中央の海成分を減量
している間に、先に海成分を除去された繊維表面部分の島成分が減量にさらされてしまう
ことにより発生した不均一性である。
　得られた織物において、目付は１２２ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対
しては３０％、硫化水素に対しては４０％、酢酸に対しては４０％と不十分であった。
【００６０】
　［比較例２］
　実施例１と同様に海島型複合延伸糸５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌを得た。次いで、該延伸
糸を無撚にて経糸および緯糸に全量配し、経密度１５６本／２．５４ｃｍ、緯密度１４０
本／２．５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、染色加工、
親水加工を行った。この際のアルカリ減量率は４０％であり、親水化剤（ポリエチレンテ
レフタレート－ポリエチレングリコール共重合体）の付着量は織物重量に対して０．３０
重量％であった。
　得られた織物において、目付は２５ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対し
ては３０％、硫化水素に対しては４０％、酢酸に対しては４０％と不十分であった。
【００６１】
　　［比較例３］
　島成分としてポリエチレンテレフタレート、海成分としてポリエチレングリコール３重
量％を共重合したポリエチレンテレフタレートを用い（溶解速度比（海／島）＝８）、海
：島＝２０：８０、島数＝５００で紡糸・延伸を行い、５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌの海島
型複合延伸糸を得た。該延伸糸において、透過型電子顕微鏡ＴＥＭによる繊維横断面観察
より島の径は１０８０ｎｍであった。
　該延伸糸を無撚にて経糸および緯糸に全量配し、経密度３９０本／２．５４ｃｍ、緯密
度２１０本／２．５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により朱子組織の織物生機を得
た。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、染色加工、
親水加工を行った。この際のアルカリ減量率は２０％であり、親水化剤（ポリエチレンテ
レフタレート－ポリエチレングリコール共重合体）の付着量は織物重量に対して０．３６
重量％であった。
【００６２】
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸および緯糸断面を観察し
たところ、海相当分が減量されているにもかかわらず、大部分の海成分が溶解除去されず
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に残存していた。これは、海成分のアルカリ溶解速度が島成分のそれと比較して不十分な
ために、繊維表面の島のかなりの量が減量されてしまうことにより発生したと考えられる
。
　得られた織物において、目付は２８０ｇ／ｍ２であり、臭気吸着率は、アンモニアに対
しては２４％、硫化水素に対しては２０％、酢酸に対しては３０％と不十分であり、また
、極細繊維特有のソフトな風合いが得られなかった。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明によれば、優れた臭気吸着性を有し、フレキシブルで形態安定性に優れた酸性お
よびアルカリ性臭いを吸着可能な布帛およびその製造方法および繊維製品が提供され、そ
の工業的価値は極めて大である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明において、用いることのできる海島型複合繊維を紡糸するために用いられ
る紡糸口金の一例を示す概略図である。
【図２】本発明において、用いることのできる海島型複合繊維を紡糸するために用いられ
る紡糸口金の他の例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１：分配前島成分ポリマー溜め部分
  ２：島成分分配用導入孔
  ３：海成分導入孔
  ４：分配前海成分ポリマー溜め部分
  ５：個別海／島＝鞘／芯構造形成部
  ６：海島全体合流絞り部
【図１】 【図２】
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