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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）エラストマー繊維、および、ポリエステル、綿、ナイロン、レーヨンおよび羊毛
からなる群から選択される少なくとも１つの繊維をコアスピンして複合コアスパンエラス
トマー糸を形成する工程と、
　（ｂ）前記複合コアスパンエラストマー糸を、染色または製織前に、１１０℃～１３２
℃の温度での熱水で５～３０分間、または１１０℃～１３０℃の温度でのスチームで６～
６０分間、前処理する工程と、
　（ｃ）少なくともよこ糸方向に前記複合コアスパン糸を用いて布地を織る工程であって
、前記複合コアスパンエラストマー糸が、製織前に撚り止めされない工程と、
　を含み、前記布地がヒートセッティングされないことを特徴とする布地の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法によって製造されることを特徴とする布地。
【請求項３】
　請求項２に記載の布地から形成されることを特徴とする衣類。

                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、コアスパン複合弾性糸およびかかる糸からの伸縮性シャツ織布の製造方法に
関する。
【０００２】
　　（関連出願の相互参照）
　本出願は係属中の、２００４年１１月１０日出願の米国仮特許出願第６０／６２６，６
９８号の優先権を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　伸縮性織布はほぼ３０年間製造されてきた。糸紡績業者、製織業者、染色業者／仕上げ
業者、裁断師およびデザイナーのような、繊維産業で働いている者は、消費者が品質基準
に合って製造された布地および衣類を望んでいることを理解している。しかしながら、ス
パンデックスのような通常のエラストマー繊維が余りにも強い伸縮力を有し、したがって
余りにも密に収縮し、結果として余りにも密なそして余りにも重い布地をもたらすので、
軽量の伸縮性シャツ織布（１７５ｇ／ｍ2未満の重さがある）は一般に製造するのがより
困難である。詰まった布地構造は、より高い収縮、よりザラザラした非綿様布地手触り、
および着用中の熱的不快さのシャツ布地をもたらす。ヒートセッティングは、高い着心地
の良さの軽量（１７５ｇ／ｍ2未満）スパンデックス・伸縮性シャツ布地の製造方法にお
いて必要な工程であるかもしれない。
【０００４】
　ほとんどの伸縮性織布は、伸縮が存在するであろう方向にエラストマー糸を使って製造
される。例えば、エラストマー糸は、よこ糸伸縮性布地を製造するために緯糸として一般
に使用される。伸縮性シャツ織布用に、エラストマー糸のほとんどは、ポリエステル、綿
、ナイロン、レーヨンまたは羊毛のような、比較的非弾性繊維と組み合わせて使用される
。これらの比較的非弾性繊維は時々「硬質」繊維と呼ばれる。
【０００５】
　エラストマー繊維は一般に、織布および衣類で伸縮性および弾性回復を提供するために
使用される。「エラストマー繊維」は、任意の捲縮とは無関係に、１００％を超えた破壊
伸び率を有する、希釈剤フリーの、連続フィラメント（場合により融合したマルチフィラ
メント）か、複数のフィラメントかのどちらかである。エラストマー繊維は、（１）その
長さの２倍に延伸され、（２）１分間保持され、そして（３）解除されたときに、解除の
１分内にその元の長さの１．５倍未満に縮む。本出願に用いられるところでは、「エラス
トマー繊維」は少なくとも１つのエラストマー繊維またはフィラメントを意味すると解釈
されるべきである。かかるエラストマー繊維には、ゴム製フィラメント、二成分フィラメ
ントおよびエラストエステル、ラストール、およびスパンデックスが含まれるが、それら
に限定されない。
【０００６】
　「スパンデックス」は、フィラメント形成物質が少なくとも８５重量％のセグメント化
ポリウレタンよりなる長鎖合成ポリマーである人造フィラメントである。
【０００７】
　「エラストエステル」は、繊維形成物質が少なくとも５０重量％の脂肪族ポリエーテル
および少なくとも３５重量％のポリエステルよりなる長鎖合成ポリマーである人造フィラ
メントである。
【０００８】
　「二成分フィラメント」は、各ポリマーが異なる総称クラスにある、フィラメントの長
さに沿って互いに接着した少なくとも２つのポリマー、例えば、エラストマーポリエーテ
ルアミド・コアおよび丸い突出物または翼付きのポリアミド・シースを含む連続フィラメ
ントである。
【０００９】
　「ラストール」は、少なくとも９５重量％のエチレンおよび少なくとも１つの他のオレ
フィン単位よりなる、低いが有意の結晶化度の、架橋した合成ポリマーの繊維である。こ
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の繊維は弾性であり、実質的に耐熱性である。
【００１０】
　「カバード」エラストマー繊維は、硬質糸によって取り囲まれた、硬質糸と共に撚られ
た、または硬質糸と混ぜ合わされたものである。エラストマー繊維および硬質糸を含むカ
バード糸は本出願では「複合糸」とも称される。硬質糸被覆はエラストマー繊維を製織工
程中に摩耗から保護するのに役立つ。かかる摩耗は、結果として起こるプロセス中断およ
び望ましくない布地非一様性と共にエラストマー繊維の破損をもたらし得る。さらに、被
覆はエラストマー繊維弾性挙動を安定化させるのを助け、その結果複合糸伸び率は製織工
程中に裸エラストマー繊維で可能であろうよりも一様に制御することができる。
【００１１】
　（ａ）硬質糸でのエラストマー繊維のシングルラッピング、（ｂ）硬質糸でのエラスト
マー繊維のダブルラッピング、（ｃ）ステープルファイバーでのエラストマー繊維の連続
被覆（すなわち、コアスピニング）、引き続く巻き取り中の加撚、（ｄ）エアジェットで
のエラストマーと硬質糸との混ぜ合わせおよび絡ませ、ならびに（ｅ）エラストマー繊維
と硬質糸との一緒の加撚をはじめとする、多様なタイプの複合糸がある。最も広く使用さ
れる複合糸は綿／スパンデックスコアスパン糸である。「コアスパン糸」は、紡績繊維シ
ースで取り囲まれた分離可能なコアよりなる。エラストマーコアスパン糸は、紡績機の最
前部牽伸ローラーにスパンデックスフィラメントを導入し、そこでそれがステープルファ
イバーによってカバーされることによって製造される。
【００１２】
　代表的なコア－スピニング装置４０は図１に示される。コアスピン処理中に、スパンデ
ックスのようなエラストマー繊維は硬質繊維と組み合わせられて複合コアスパン糸を形成
する。チューブ４８からのスパンデックスは、正駆動ローラー４６の作用によって矢印５
０の方向に解かれる。ローラー４６はチューブ４８のためのクレードルとしての機能を果
たし、スパンデックスフィラメントまたは糸５２を予め定められた速度で配送する。
【００１３】
　硬質繊維または糸４４は、チューブ５４から解かれてスパンデックスフィラメント５２
とフロントローラー４２のセットで出会う。組み合わせられたスパンデックスフィラメン
ト５２および硬質繊維４４は紡績装置５６で一緒にコアスピンされる。
【００１４】
　スパンデックスフィラメント５２は、それがフロントローラー４２に入る前に延伸され
る（牽伸される）。スパンデックスは、供給ローラー４６とフロントローラー４２との間
の速度差によって延伸される。フロントローラー４２の配送速度は供給ローラー４６の速
度より大きい。供給ローラー４２の速度の調節は所望の牽伸を与え、それは機械牽伸とし
て知られる。普通は、コアスパンエラストマー複合糸についての機械牽伸は３．０倍～３
．８倍である。これは、２００％～２８０％、またはそれ以上のスパンデックス伸び率に
相当する。スパンデックスコアは応力が取り除かれたときに縮むであろうから、スパンデ
ックスの延伸は最終コアスパン糸に弾性を与え、こうして紡績糸カバーを圧縮し、嵩高に
する。生じた複合糸は次に、非弾性カバー糸がその限界に延伸されるポイントまで引き伸
ばすことができる。
【００１５】
　図２について言及すると、コアスパンエラストマー糸を製造し、そして当該糸を織って
シャツ布地を形成するための代表的な方法が開示されている。エラストマー繊維および図
２で綿と表示される硬質糸は、例えば図１の装置などによるコア－スピニングによって組
み合わせられて複合コアスパン糸１０を形成する。図２に図示される実例処理方法で、こ
の複合コアスパン糸は撚り止めされ１２（すなわち、約７０℃～約８０℃、時々１１０℃
以下の温度のスチームで処理され）、巻き取られ１４、こすり洗いされ、および／または
漂白されそして染色され１６、巻き返され１８、シャツ布地へ織られ２０、毛焼きされ２
１、サイズ剤除去され２２、こすり洗いされ、および／または漂白されそして染色され２
４、１９０℃またはそれ以上の温度でヒートセットされ２６、ならびに防縮処理される２
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８。
【００１６】
　ヒートセッティング２６はスパンデックスを伸びた形で「セットする」。これはまた再
デニール化としても知られ、ここで、より高いデニールのスパンデックスがより低いデニ
ールに牽伸され、または延伸され、次にスパンデックスをより低いデニールで安定化させ
るのに十分に高い温度に、十分な時間加熱される。ヒートセッティングはそれ故、延伸さ
れたスパンデックス中の回復張力が大部分取り除かれ、そしてスパンデックスが新たな、
より低いデニールで安定するようにスパンデックスが分子レベルで永久に変化することを
意味する。スパンデックスのためのヒートセッティング温度は一般に１７５℃～２００℃
の範囲にある。従来のスパンデックスのためのヒートセッティング条件は、約１９０℃で
約４５秒またはそれ以上である。
【００１７】
　典型的には、伸縮性シャツ織布は、３０～４０デニールを有するスパンデックスを組み
入れている複合糸で製造される。スパンデックスは、糸被覆またはコア－スピニング工程
中に約３．０倍～約４．０倍機械牽伸まで延伸することができる（図２の工程１０）。複
合糸は織られて布地を形成する。生じた布地がヒートセット（図２の工程２６）されない
場合、これらの織布は高い伸縮性、高い布地回復、および合成布地手触りを有することが
できる。典型的には、約３．５倍～３．８倍機械牽伸まで牽伸された３０～４０デニール
・スパンデックスの複合糸で製造されている伸縮性織布は、布地仕上げ工程後に余りにも
強く収縮し、不満足な手触りの重い布地を生み出す。
【００１８】
　布地手触りを改善し、そして伸縮性シャツ織布の布地回復力を下げるために、ヒートセ
ッティング工程（図２の工程２６）は通常、布地仕上げ中に必要とされる。ヒートセッテ
ィングのために、布地は幅出機に付けられ、オーブンで加熱される。幅出機はピンによっ
てエッジに布地を保持し、エラストマー繊維または糸をヒートセットし、そして布地を所
望の寸法および基本重量に戻すためにオーブン中にある間にそれを長さおよび幅の両方向
に延伸する。
【００１９】
　従来の布地では、ヒートセッティング２６がスパンデックスを「セットする」ために用
いられない場合、布地は強い収縮、過度の布重量、および過度の伸び率を有するかもしれ
ず、それは消費者に嫌な体験をもたらすかもしれない。布地仕上げ工程中の過度の収縮は
、処理および家庭洗濯中に布地表面上に折れ皺をもたらすかもしれない。前記折れ皺はア
イロン掛けによって除去することが非常に困難であるかもしれない。
【００２０】
　通気性であり、手入れするのが容易であり、布地ヒートセッティングを必要とせず、そ
して簡略化された製造プロセスで製造される、綿様手触りの軽量伸縮性シャツ織布を製造
する必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、さらなる処理で布地をヒートセットすることなく複合コアスパン糸から伸縮
性シャツ布地を製造するための方法を含む。本発明は、伸縮性シャツ布地およびかかる布
地から製造された衣類をさらに含む。
【００２２】
　本方法の第１実施形態によれば、エラストマー繊維および硬質繊維はコアスピンされて
複合コアスパンエラストマー糸を形成し、ここで、エラストマー繊維はコアスピン被覆中
にその元の長さの２．７倍以下まで牽伸される。エラストマー繊維は１１～４４デシテッ
クスの裸スパンデックス糸であってもよく、硬質繊維は１０～８０Ｎｅの糸番手の硬質糸
であってもよい。１つの好適な硬質糸は綿である。
【００２３】
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　本方法の第２実施形態によれば、エラストマー繊維および硬質繊維は、３．０倍または
それ以上の慣習的な牽伸を用いて、コアスピンされて複合コアスパンエラストマー糸を形
成する。コアスパン複合糸が形成された後、それは染色または製織前に少なくとも１１０
℃の温度の熱水またはスチームで前処理される。スチームでの前処理は、オートクレーブ
中１１０℃～１３０℃の温度で６～６０分間であってもよい。熱水での前処理は、糸パッ
ケージ乾燥機中１１０℃～１３２℃の温度で５～３０分間であってもよい。この代わりの
実施形態については、複合コアスパン糸を形成するために使用されるエラストマー繊維は
２２～１５６デシテックスの裸スパンデックス糸であってもよく、硬質繊維は１０～８０
Ｎｅの糸番手の硬質糸であってもよい。１つの好適な硬質糸は綿である。
【００２４】
　シャツ布地は、これら代わりの方法の１つによって製造された複合コアスパンエラスト
マー糸を使用して織られる。複合コアスパンエラストマー糸は少なくともよこ糸方向に使
用される。平織、２／１綾織、３／１綾織、オックスフォード織、ポプリン織、ドビー織
、朱子織、および繻子織をはじめとする任意の織りパターンが用いられてもよい。布地の
さらなる処理は布地をヒートセットすることなく実施される。さらなる処理には、クリー
ニング、漂白、染色、乾燥、圧縮、防縮処理、毛焼き、サイズ剤除去、シルケット処理、
およびかかる工程の任意の組み合わせが含まれてもよい。
【００２５】
　本発明方法によって製造された１つの模範的なシャツ布地は１７５ｇ／ｍ2以下の重量
を有し、洗濯後に１０％以下の収縮を有する。かかる布地は、たて糸方向に約４５％～約
７０％、よこ糸方向に約３０％～約５０％のファブリックカバーファクターを有してもよ
い。かかる布地は約１５％～約４５％のよこ糸方向の伸び率を有してもよい。かかる布地
は、複合コアスパン糸中のエラストマー繊維として平方メートル当たりの総布重量を基準
にして１重量％～５重量％のスパンデックスを含有してもよい。製造された伸縮性シャツ
布地は衣類にされてもよい。
【００２６】
　詳細な説明は、類似の数字が類似の要素を意味する、次の図面について言及するであろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】コア－スピニング牽伸装置の略図である。
【図２】背景技術現行方法に従ったシャツ織布の形成方法のブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に従った伸縮性シャツ織布の形成方法のブロック図である
。
【図４】本発明の第２実施形態に従った伸縮性シャツ織布の形成方法のブロック図である
。
【図５】本発明の第３実施形態に従った伸縮性シャツ織布の形成方法のブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の方法の一実施形態では、背景技術シャツ布地形成方法（図２に例示されるよう
な）で一般に用いられるヒートセッティングおよび糸撚り止め工程は、より低いデニール
およびより低い牽伸のスパンデックス糸を使用してコアスパン・カバード糸を製造するこ
とによって排除することができる。我々は、複合糸で測定されるように、総スパンデック
ス牽伸が１．５倍～２．７倍であり得るときに、綿様手触りおよび良好な通気性をはじめ
とする、布品質を改善したよりオープンな布地を創出できることを見いだした。１７５ｇ
／ｍ2より下の重量のための平坦で安定な布地をヒートセットすることなしに形成するこ
とができる。加えて、布地処理改善は、糸パッケージ染色の容易さを含むかもしれない。
【００２９】
　図３は伸縮性シャツ布地の製造方法のこの第１実施形態を例示する。類似の参照数字は
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図２および３での類似の工程を示唆するが、参照数字はまた、コア－スピニングが異なっ
て実施され、そしてその後異なる特性のコアスパン糸がこの第１実施形態で処理されるこ
とを強調するために図３では「ａ」記号を含む。図３について言及すると、エラストマー
繊維および図３で綿と表示される硬質繊維は、コア－スピニング工程によって組み合わさ
れてコアスパン糸１０ａを形成する。
【００３０】
　スパンデックスであってもよいエラストマー繊維は、コア－スピニング工程中にその元
の長さの１．５倍～２．７倍に牽伸されるにすぎない。これは、シャツ布地のために背景
技術コア－スピニングで用いられたものより低い範囲である。１．５倍～２．７倍の牽伸
値範囲は、紡績されたままの糸の供給パッケージに含まれるスパンデックスのいかなる牽
伸または引っ張りをも含む、スパンデックスの総牽伸である。紡績からの残留牽伸の値は
パッケージ緩和、「ＰＲ」と称され、それは典型的には織布用の複合糸に使用されるスパ
ンデックスについては０．０５～０．１５の範囲である。複合糸中のスパンデックスの総
牽伸はそれ故ＭＤ*（１＋ＰＲ）（ここで、「ＭＤ」は複合機械牽伸である）である。例
示的なものとしての図１について言及すると、複合機械牽伸はフロントローラー４２速度
対供給ローラー４６速度の比として計算される。
【００３１】
　その応力－歪み特性のために、スパンデックス糸は、スパンデックスに加えられる張力
が増加するにつれてより多く牽伸され、逆に、スパンデックスがより多く牽伸されればさ
れるほど、糸中の張力はより高くなる。複合糸中の総スパンデックス牽伸が２．７倍より
大きい場合、糸はハイパワーを有することができ、それは詰まったまたは密な布地織構造
物をもたらすことができる。逆に、複合糸中の総スパンデックス牽伸が１．５倍より低い
場合、織布は着心地の良さ要件を満たすのに十分な伸縮性を生み出すことができないかも
しれない。
【００３２】
　図３で、コアスパンエラストマー複合糸は次に巻き取られ１４ａ、巻き返され１８ａ、
こすり洗いされ、および／または漂白されそして染色され１６ａ、ならびに製織２０ａに
備えて巻き返される１８ａ。図２に図示される方法の典型的な糸処理工程とは違って、本
発明の方法におけるコアスパンエラストマー複合糸は撚り止めされない。
【００３３】
　処理されたコアスパン糸は次に織られてシャツ布地を形成する２０ａ。コアスパンエラ
ストマー複合糸は好ましくはシャツ布地のための織り方でよこ糸として使用される。より
頻繁には非エラストマー糸がたて糸に使用されるが、コアスパンエラストマー複合糸が場
合によりたて糸方向に使用されてもよい。製織後に、形成されたシャツ布地は、ヒートセ
ッティングの必要性なしに十分な伸縮性および綿様手触りを有する。布地は、ヒートセッ
トなしに約１０％未満さえの収縮を維持する。図２に図示される方法の典型的な布地処理
工程とは違って、本発明の方法における伸縮性シャツ織布はヒートセットされない。さも
なければ布地は、例えば、図３に示される、サイズ剤除去２２ａ、こすり洗い、および／
または漂白そして染色２４ａ、ならびに防縮処理２８ａのような、業界で慣習的であるよ
うに後処理されてもよい。
【００３４】
　代表的な硬質糸には、天然および合成繊維から製造された糸が含まれる。天然繊維は綿
、絹、または羊毛であってもよい。合成繊維はナイロン、ポリエステル、またはナイロン
もしくはポリエステルと天然繊維とのブレンドであってもよい。
【００３５】
　伸縮性シャツ織布のための１つの模範的なコアスパン複合糸には、エラストマー繊維と
してのスパンデックスおよびスパンデックスをカバーする硬質繊維または糸としての綿が
含まれる。スパンデックスは１７～３３デシテックス、例えば２２～３３デシテックスを
有してもよい。この複合糸のためには、スパンデックス牽伸は約２．７倍以下に保たれる
。硬質繊維または糸が綿であるとき、硬質糸番手、Ｎｅは約２０～約８０、例えば約３０
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～約６０であってもよい。
【００３６】
　スパンデックスおよび綿の複合糸を含有する商業的に有用な弾性シャツ布地は、スパン
デックス牽伸が約２．７倍以下に保たれるヒートセッティングなしで製造することができ
る。代表的な布地中のスパンデックスの含有率は、重量％基準で、約１．５％～約５％、
例えば約２％～約４％である。この布地について、シャツ構造のオープンさを特徴付ける
ファブリックカバーファクターはたて糸方向に約４５％～約７０％であり、典型的には５
５％であり、そしてよこ糸方向に約３０％～約５０％であり、典型的には４０％である。
布地は約１５％～約４５％、例えば約２０％～約３５％のよこ糸方向の伸び率を有する。
【００３７】
　本方法で高温ヒートセッティング工程２６を排除することによって、本新規方法はある
種の繊維（すなわち、綿）への熱損傷を低減するかもしれず、こうして完成布地の手触り
または感触を改善するかもしれない。さらなる便益として、熱感受性の硬質糸を本新規方
法で伸縮性シャツ布地を製造するために使用することができ、こうして異なるおよび改良
された製品の可能性を高める。加えて、以前に必要とされたプロセス工程の排除は、製造
時間を短縮し、生産性を向上させる。
【００３８】
　多くの最終用途向けに、スパンデックスを含有する複合糸は製織前に染色される必要が
ある。パッケージ糸染色が複合糸を処理するための最も簡単で最も経済的な方法である。
綿およびエラストマー繊維よりなる複合糸については、糸パッケージ染色処理は問題をは
らみ得る。具体的には、エラストマーコア糸は、パッケージ染色に用いられる熱水温度で
縮むであろう。加えて、パッケージの複合糸は圧縮され、非常に密になり、それによって
糸パッケージの内部への染料の流れを妨げる。これはしばしば、染色されるパッケージ内
の糸の直径位置に依存して、異なる色合いおよび伸縮性レベルの糸をもたらし得る。小さ
いパッケージがこの問題を減らすために時々複合糸を染色するために使用される。しかし
ながら、小さいパッケージ染色は、余分なパッケージングおよびハンドリング要件のため
に比較的高くつく。
【００３９】
　我々は、本発明の第１実施形態のより低いスパンデックス牽伸で製造されたスパンデッ
クス／綿コアスパン複合糸が糸染色プロセスでより良く機能することを見いだした。糸は
、一様でない染色につながる高いパッケージ密度をさもなければ生み出すであろう過度の
収縮力をパッケージ上で持たない。本発明の方法はこうして、特別の円錐デザインおよび
特別のハンドリングの必要性なしに複合弾性コアスパン糸の円錐染色を可能にする。
【００４０】
　我々はまた、これらの新規伸縮性織りシャツ布地が非常に良好な綿様手触りを持ち得る
ことを見いだした。それらは、穏やかで自然なタッチおよびより良好なドレープ性を有す
る。伝統的な伸縮性シャツ織布は通常余りにも伸びやすく、余りにも合成的であると感じ
る。
【００４１】
　本新規伸縮性シャツ織布の別の便益は通気性の増加である。本新規弾性複合糸のより低
い収縮力のために、完成した伸縮性織布は、伝統的な伸縮性シャツ織布に典型的に見いだ
されるものよりオープンな構造を保つ。この特徴は、布地により高い通気性を持たせ、よ
り通気性があると感じさせる。本シャツ布地から形成された衣類を着用する人は、より高
い通気性のために、より大きい着心地の良さを体験する。
【００４２】
　本発明の第２実施形態では、背景技術シャツ布地形成方法（図２に例示されるような）
で一般に用いられるヒートセッティングおよび糸撚り止め工程は、製織前にコアスパン複
合糸を高温スチームで前処理することによって排除することができる。
【００４３】
　スパンデックス入り伸縮性複合糸はしばしば、整経または製織の前にオートクレーブ中
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でスチーム処理を受ける。典型的には、この工程の目的は、複合糸の活発さ（ｌｉｖｅｌ
ｉｎｅｓｓ）を低下させることである。それは通常スチームセット、あるいはまた撚り止
めと呼ばれる。糸のスチームセッティング後に、糸のもつれ形成の傾向は少なくなり、そ
れは糸のより良好な寸法安定性を与え、製織操作中により良好な性能を確実にする。かか
る処理条件下に、スパンデックスはまさに一時的に「セット」することができる。「凍結
された」力は次の仕上げ処理で復帰することができる。
【００４４】
　我々は、伝統的なスパンデックス複合糸がオートクレーブ中約１１０℃～約１３０℃の
温度下にスチーム前処理されたときに、糸潜在的延伸レベルが約２０％から約４０％に達
することを見いだした。図４は、第２実施形態の方法を図示するブロック図である。類似
の参照数字は図２、３および４での類似の工程を示唆するが、参照数字はまた、コアスパ
ン複合糸が異なってスチームセットされ、そしてその後異なる特性のコアスパン糸がこの
第２実施形態で処理されることを強調するために図４では「ｂ」記号を含む。
【００４５】
　図４について言及すると、エラストマー繊維は、図４で綿と表示される硬質繊維または
硬質糸とコアスピンされてコアスパン糸１０を形成する。図３に図示された本方法の第１
実施形態とは違って、コア－スピニング工程中に、エラストマー糸は３．５倍～３．８倍
のような、通常の牽伸レベルで牽伸されてもよい。
【００４６】
　コアスパン糸は次にスチームセッティング３２によって前処理される。好ましくは、２
サイクルのスチームセット処理：第１サイクルスチーム処理→真空→第２サイクルスチー
ム処理が用いられる。スチーム温度は約１１０℃～約１３０℃であることができる。スチ
ーム処理時間はパッケージサイズに依存してもよい。例えば、約８０～約１００グラムの
複合糸のコップについては、第１および第２サイクルスチーム処理時間はそれぞれ、約６
～約８分および約１６～約２０分であることができる。１Ｋｇ重量ボビンについては、第
１および第２サイクルにそれぞれ、２０分および６０分を要するかもしれない。かかる前
処理スチームセッティング後に、スチーム処理された複合糸の糸潜在的延伸は、第１実施
形態で開示されたような低牽伸方法によって製造された糸と非常に似ていることができる
。
【００４７】
　前処理スチームセッティング後に、複合糸は業界で慣習的なように処理される。模範的
な工程は図４に図示される。複合糸は巻き取られ１４ｂ、巻き返され１８ｂ、こすり洗い
されおよび／または漂白され、染色され１６ｂ、巻き返され１８ｂ、そして織られてシャ
ツ布地を形成する。好ましくは、複合糸はよこ糸を形成する。布地は次に、布地がヒート
セットされる必要がないことを除いては、所望通りそして業界で慣習的なように処理され
る。図４に示されるように、布地は毛焼きされ２１ｂ、サイズ剤除去され２２ｂ、こすり
洗いされおよび／または漂白されそして染色され２４ｂ、そして防縮処理されてもよい２
８ｂ。かかる糸から製造された布地は、良好な手触り、低い収縮、および良好な通気性－
空気透過性を示す。
【００４８】
　前処理スチームセット（図４の工程３２）でスチーム処理温度を変えることによって、
糸潜在的延伸レベルを変えることができる。これは、方法が異なる布地スタイルおよびパ
ターン向けに糸を調整することを可能にする。この新しいアプローチの利点は低コストで
ある。既存システムとは対照的に、この新しい方法は、４０Ｄおよび７０Ｄスパンデック
スが前記糸の製造でより高い牽伸レベルを利用することに加えて複合糸で使用されること
を可能にする。
【００４９】
　前処理スチームセッティング工程後に、弾性複合糸の余分な収縮力は減少する。次の織
物工程で、糸はむしろ堅い綿糸のように挙動する。糸染色によって仕上げること（図４の
工程１６ｂ）、および織ること（図４の工程２０ｂ）はより容易である。布地は仕上げで
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余分な収縮を全く持たず、それは布地表面上の折れ皺マークを減らすであろう。加えて、
製造業者は布地をヒートセットすることを選ぶかもしれないが、かかるヒートセッティン
グは必要とされない。それはまた、より良好な綿様手触りの低伸縮性および低伸び伸縮性
織布を提供するかもしれない。紡績プロセスのために、特別な注意は全く必要とされない
。
【００５０】
　好ましくは、複合糸についてのスチームセット温度は約１１０℃～約１３０℃であるべ
きである。通常のスパンデックスについては、スチームセッティング温度は約１１６℃～
約１３０℃であるが、ライクラ（Ｌｙｃｒａ）（登録商標）スパンデックス・タイプ５６
３のような、より高いヒートセッティング効率のスパンデックスについては、スチームセ
ッティング温度は約１１２℃～約１１６℃である。
【００５１】
　本発明の第３実施形態では、背景技術シャツ布地形成方法（図２に例示されるような）
で一般に用いられるヒートセッティングおよび糸撚り止め工程は、糸染色または製織前に
コアスパン複合糸を熱水セットで前処理することによって排除することができる。図５は
第３実施形態の方法を図示するブロック図である。類似の参照数字は図２、３、４および
５での類似の工程を示唆するが、参照数字はまた、コアスパン複合糸が異なって前処理さ
れ、そしてその後異なる特性のコアスパン糸がこの第３実施形態で処理されることを強調
するために図５では「ｃ」記号を含む。図５について言及すると、エラストマー繊維は、
図５で綿と表示される硬質繊維または硬質糸とコアスピンされてコアスパン糸１０を形成
する。図３に図示された本方法の第１実施形態とは違って、コア－スピニング工程中に、
エラストマー糸は３０～４０デニール・スパンデックスについて３．０倍～４．０倍のよ
うな、通常の牽伸レベルで牽伸されてもよい。
【００５２】
　コアスパン複合糸は次に熱水中で前処理される４２。熱水中での複合糸の処理は、糸製
造ならびにこすり洗い、漂白および染色のような糸染色プロセス中の共通の慣行である。
しかしながら、これらの従来操作のほとんどは１００℃を超えない。我々は、弾性複合糸
を約１１０℃～約１３２℃の温度の熱水で約５～約３０分間処理すると、糸収縮力が伸縮
性シャツ布地を形成するための製織にとって所望のレベルに低下することを意外にも見い
だした。かかるハイドロセッティング前処理工程後に、糸潜在的延伸は約２０％～約４０
％であり、それは第１実施形態で開示されるような低牽伸方法によって製造された糸と非
常に似ている。
【００５３】
　通常のパッケージ染色機をこのハイドロセッティング工程に用いることができる。ポン
プ圧力は一様な処理を得るために低く保たれるべきである。一般に、平方インチ当たり１
５～２５ポンドの圧力が４０～７０デニール・スパンデックスを含有するほとんどの複合
糸にとって満足できるものである。バイパス・バルブは、平方インチ当たり５～１０ポン
ド（３５～６９ｋＰａ）の内側流れと外側流れとの間の差圧を与えるよう調節されるべき
である。従来の染色でのような標準的２方向流れは、パッケージの全体にわたって熱の一
様な分布を確実にするであろう。幾つかのケースでは、それは主に内側－外側流れまたは
外側－内側流れを用いてもよい。
【００５４】
　水温を変えることによって、糸潜在的延伸を制御することができる。これは異なる布地
スタイルおよびパターンにマッチするように糸を調整する方法を創出し、それは経済的利
点を有する。熱水セットに用いられる機械は当業者には一般的である。例えば、ノースカ
ロライナ州のバーリントン・エンジニアリング・カンパニーおよびガストン・カントリー
・ダイング・マシーン社（Ｂｕｒｌｉｎｇｔｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ　ａｎｄ　Ｇａｓｔｏｎ　Ｃｏｕｎｔｙ　Ｄｙｅｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｃｏ．ｏ
ｆ　Ｎｏｒｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎａ）製のバーリントン６＃パッケージ染色機（Ｂｕｒｌ
ｉｎｇｔｏｎ　６＃　Ｐａｃｋａｇｅ　Ｄｙｅｒ）を用いることができる。
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【００５５】
　好ましくは、複合糸について用いられる水セット温度は、約５～約３０分間で約１１６
℃～約１２７℃であるべきである。４０Ｄ～７０Ｄデニールの通常のスパンデックスで製
造された弾性複合糸については、セッティング温度は好ましくは約１２１℃～約１２７℃
である。ライクラ（登録商標）スパンデックス・タイプ５６３で製造された弾性複合糸に
ついては、セッティング温度は好ましくは約１１６℃～約１２１℃である。
【００５６】
　ハイドロセッティング工程後に、スパンデックス複合糸の余分な収縮力を減らすことが
できる。複合糸は通常、通常の糸の外観および特性を有する。次の織物処理で、複合糸は
むしろ堅い綿糸のように挙動する。
【００５７】
　再び図５について言及すると、ハイドロセット複合糸は業界で慣習的なように処理され
る。模範的な工程は図５に図示される。複合糸は巻き取られ１４ｃ、巻き返され１８ｃ、
こすり洗いされおよび／または漂白され、染色され１６ｃ、巻き返され１８ｃ、そして織
られて２０ｃシャツ布地を形成する。一実施例シャツ布地では、複合糸はよこ糸を形成す
る。布地は次に、布地がヒートセットされる必要がないことを除いて、要望および業界で
の慣習通りに処理される。図５に示されるように、布地は毛焼きされ２１ｃ、サイズ剤除
去され２２ｃ、こすり洗いされ、および／または漂白されそして染色され２４ｃ、そして
防縮処理される２８ｃ。かかる糸から製造された布地は、良好な手触り、低い収縮、およ
び良好な通気性－空気透過性を示す。
【００５８】
　糸染色仕上げ工程１６ｃおよび製織２０ｃで本実施形態の複合糸を使用することはより
容易であり得る。伸縮性は、糸の湿式緩和によって、または製織後の仕上げ操作で再生さ
れる。布地は仕上げで追加収縮を持たないかもしれず、それは布地表面上の折れ皺マーク
を減らすかもしれない。布地ヒートセッティングは必要とされない。それはまた、良好な
綿手触りの低伸縮性および低伸び布地を提供することもできる。
【００５９】
　我々は、布地構造のオープンさが伸縮性シャツ織布についての品質パラメーターに有意
な影響を持ち得ることを見いだした。織機での布地構造がオープンすぎる場合、布地は不
安定な構造および過度の伸縮性を有し得る。織機での布地構造がコンパクトすぎる場合、
布地は十分な伸縮性を生み出さないかもしれない。布地のオープンさは、布地における糸
占有またはカバーの程度を決定する「ファブリックカバーファクター（Ｆａｂｒｉｃ　Ｃ
ｏｖｅｒ　Ｆａｃｔｏｒ）」として特徴付けることができる。「ファブリックカバーファ
クター」は、サイド－バイ－サイドである糸の数を、サイド－バイ－サイドに横たわるこ
とができる糸の最大数の百分率として定量化する。本発明でのエラストマー糸の低下した
収縮力のために、よりオープンな構造の布地は仕上げ後に密に詰まらないであろう。より
オープンな構造は、より低い重量、より良好な通気性、およびより大きい綿様手触りを布
地に与える。
【００６０】
　我々は、織機でのたて糸カバーファクターが典型的な伸縮性シャツ織布より約６％～約
１０％低いときに良好な結果が得られ得ることを見いだした。平織布については、好まし
いファブリックカバーファクターはたて糸方向に約４５％～約７０％であることができ、
典型的には約５５％であることができ、そしてよこ糸方向に約３０％～約５０％、典型的
には約４０％であることができる。
【００６１】
　　（分析方法）
　　（糸潜在的延伸）
　弾性コアスパン糸は、デニール当たり約０．１グラムの張力で標準サイズのかせリール
で５０サイクルのかせにされた。１サイクル糸の長さは１３６５ｍｍである。かせ糸はフ
リー張力下に１００℃水で１０分間ボイルオフされた。かせは空気中で乾燥され、２０℃
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±２℃および６５％相対湿度±２％で１６時間順化させられた。
【００６２】
　かせは４回より多く折り畳まれて糸の元のかせの厚さの１６倍である厚さを形成した。
折り畳まれたかせはインストロン（Ｉｎｓｔｒｏｎ）引張試験機に取り付けられた。かせ
は、３サイクル、１０００グラム力の負荷まで引き伸ばされ、緩和された。第３サイクル
中に、０．０４Ｋｇ負荷力下のかせの長さがＬ1として記録され、１Ｋｇ力下のかせの長
さがＬ0として記録される。糸潜在的延伸（ＹＰＳ）は次の通り計算される：
　糸潜在的延伸（ＹＰＳ）％＝（Ｌ0－Ｌ1）／Ｌ0×１００
【００６３】
　　（織布伸び率（伸縮性））
　布地は、複合糸（すなわち、よこ糸、たて糸、またはよこ糸およびたて糸）の方向であ
る布伸縮方向での規定の負荷（すなわち、力）の下での％伸び率について評価される。寸
法６０ｃｍ×６．５ｃｍの３サンプルが布地からカットされる。長い寸法（６０ｃｍ）が
伸縮方向に相当する。サンプルは、サンプル幅を５．０ｃｍに減らすために部分的に解か
れる。サンプルは次に、２０℃±２℃および６５％相対湿度±２％で少なくとも１６時間
順化させられる。
【００６４】
　第１標線は、サンプル端から６．５ｃｍの所に、各サンプルの幅を横切って作られる。
第２標線は、第１標線から５０．０ｃｍの所に、サンプル幅を横切って作られる。第２標
線からサンプルの他の端までの過剰の布地は、その中に金属ピンを挿入することができる
ループを形成し、そして縫い合わせるために用いられる。刻み目が次に、重りを金属ピン
に取り付けることができるようにループ中へカットされる。
【００６５】
　サンプル非ループ端が固定され、布サンプルは垂直に吊される。３０ニュートン（Ｎ）
重り（６．７５ＬＢ）がぶら下がった布ループによって金属ピンに取り付けられ、その結
果布サンプルは重りによって延伸される。サンプルは、それが３秒間重りにより延伸され
、そして次に重りを持ち上げることにより力を手動で解除することによって運動させられ
る。このサイクルは３回実施される。重りを次に自由に垂れ下がらせ、こうして布サンプ
ルを延伸させる。布地が負荷下にある間に２標線間のミリメートル単位の距離が測定され
、この距離はＭＬと称される。標線間の元の距離（すなわち、延伸されていない距離）は
ＧＬと称される。各個々のサンプルについての％布伸び率は次の通り計算される；
　％伸び率（Ｅ％）＝（（ＭＬ－ＧＬ）／ＧＬ）×１００
３つの伸び率結果が最終結果のために平均される。
【００６６】
　　（織布伸び（非回復伸縮性））
　延伸後に、全く伸びなしの布地は、延伸前のその元の長さに正確に回復するであろう。
しかしながら、典型的には伸縮性布地は完全には回復せず、長期延伸後にはわずかにより
長いだろう。長さのこのわずかな増加は「伸び」と称される。
【００６７】
　上の布伸び率試験は伸び試験前に完了されるべきである。布地の伸縮方向のみが試験さ
れる。２方向伸縮性布地については両方向が試験される。各５５．０ｃｍ×６．０ｃｍの
３サンプルが布地からカットされる。これらは、伸び率試験に使用されたものとは異なる
サンプルである。５５．０ｃｍ方向は伸縮方向に相当するべきである。サンプルは、サン
プル幅を５．０ｃｍに減らすために部分的に解かれる。サンプルは、上の伸び率試験での
ような温度および湿度で順化させられる。正確に５０ｃｍ離れた２つの標線がサンプルの
幅を横切って引かれる。
【００６８】
　伸び率試験からの公知伸び率％（Ｅ％）が用いられてこの公知伸び率の８０％でのサン
プルの長さを計算する。これは、
　８０％でのＥ（長さ）＝（Ｅ％／１００）×０．８０×Ｌ
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（ここで、Ｌは標線間の元の長さ（すなわち、５０．０ｃｍ）である）
のように計算される。サンプルの両端が固定され、サンプルは、標線間の長さが上で計算
されるようなＬ＋Ｅ（長さ）に等しくなるまで延伸される。この延伸は３０分間維持され
、その時間後に延伸力が解除され、サンプルは自由に垂れ下らせ、緩和させられる。６０
分後に％伸びは
　％伸び＝（Ｌ2×１００）／Ｌ
（ここで、Ｌ2は緩和後のサンプル標線間の長さの増加であり、Ｌは標線間の元の長さで
ある）
のように測定される。この％伸びは各サンプルについて測定され、結果が伸び数を求める
ために平均される。
【００６９】
　　（織布収縮）
　布収縮が洗濯後に測定される。布地は先ず、伸び率および伸び試験でのような温度およ
び湿度で順化させられる。２つのサンプル（６０ｃｍ×６０ｃｍ）が次に布地からカット
される。サンプルは耳から少なくとも１５ｃｍ離れて採取されるべきである。４０ｃｍ×
４０ｃｍの４側面のボックスが布サンプル上にマークされる。
【００７０】
　サンプルは、サンプルおよび負荷布と一緒に洗濯機で洗濯される。全洗濯機負荷は２ｋ
ｇの風乾材料であるべきであり、洗濯物の半分以下が試験サンプルよりなるべきである。
洗濯物は４０℃の水温で穏やかに洗濯され、回転される。水硬度に依存して、１ｇ／ｌ～
３ｇ／ｌの洗剤量が使用される。サンプルは、乾くまで平面上に置かれ、次にそれらは２
０℃±２℃および６５％相対湿度±２％相対湿度で１６時間順化させられる。
【００７１】
　布サンプル収縮は次に、標線間の距離を測定することによってたて糸およびよこ糸方向
に測定される。洗濯後の収縮、Ｃ％は
　Ｃ％＝（（Ｌ2－Ｌ1）／Ｌ1）×１００
（ここで、Ｌ1は標線間の元の距離（４０ｃｍ）であり、Ｌ2は乾燥後の距離である）
のように計算される。結果はサンプルについて平均され、よこ糸およびたて糸方向の両方
について報告される。正の収縮数は膨張を反映し、それは硬質糸挙動のために幾つかのケ
ースで可能である。
【００７２】
　　（ファブリックカバーファクター）
　ファブリックカバーファクターは、サイド－バイ－サイドである糸の実際の数を、サイ
ド－バイ－サイドに横たわることができる糸の最大数の百分率として定量化する。それは
次の通り計算される：
【００７３】
【数１】

【００７４】
　糸の最大エンドは、糸が全く重なり合わずに詰まった構造の布地の１インチ中にサイド
－バイ－サイドに横たわることができる糸の数である。糸カバーファクター（ＹＣＦ）は
主に
　最大エンド／インチ＝ＣＣＦ*（糸番手、Ｎｅ）＾0.5

のように表される、糸径または糸番手によって決定される。
【００７５】
　ＣＣＦはコンパクト・カバーファクターを意味する。１００％綿リング紡績糸について
は、ＣＣＦは２８であると決定される。糸番手（Ｎｅ）は糸サイズを表す。それは、１ポ
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ンドの重さがあるために必要とされる８４０ヤードかせの数に等しい。糸番手値が大きく
なるにつれて、糸の細かさが増す。
【００７６】
　　（布重量）
　織布サンプルが１０ｃｍ直径ダイでダイ穴開けされる。各切り抜いた織布サインプルが
グラム単位で秤量される。「布重量」は次にグラム／平方メートルとして計算される。
【実施例】
【００７７】
　次の実施例は、本発明および様々な軽量織布の製造でのその使用可能性を実証する。本
発明は他のそして異なる実施形態が可能であり、その幾つかの詳細は、本発明の範囲およ
び精神から逸脱することなく、様々な明らかな観点で修正が可能である。従って、実施例
は事実上例示的なものと見なされるべきであり、限定的なものと見なされるべきではない
。
【００７８】
　次の９実施例のそれぞれについて、１００％綿リング紡績糸をたて糸として使用する。
たて糸方向に使用する１００％綿糸を巻き返し前にサイズ剤を付けた。サイジングは、ズ
ズキ（Ｓｕｚｉｋｉ）シングルエンド・サイジング機で行った。ＰＶＡサイズ剤を使用し
た。サイジング浴の温度は約４２℃であり、乾燥区域の気温は約８８℃であった。サイジ
ング速度は約３００ヤード／分（２７６メートル毎分）であった。乾燥区域での糸の滞留
時間は約５分であった。
【００７９】
　ライクラ（登録商標）スパンデックス／綿コアスパン糸をよこ糸として使用した。表１
は、各実施例についてコアスパン糸を製造するために用いた材料およびプロセス条件をリ
ストする。ライクラ（登録商標）スパンデックスは、デラウェア州ウィルミントン（Ｗｉ
ｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）およびカンザス州ウィチタ（Ｗｉｃｈｉｔａ，ＫＳ）の本願特
許出願人から入手可能である。例えば、列で見出し「スパンデックス４０ｄ」は４０デニ
ール・スパンデックスを意味し、Ｔ１６２またはＴ５６３Ｂはライクラ（登録商標）の商
業的に入手可能なタイプを意味し、３．５×は、コア－スピニング機によって課せられた
ライクラ（登録商標）の牽伸（機械牽伸）を意味する。例えば、見出し「硬質糸」の列で
、４０は英国式綿番手システム（Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｃｏｕｎｔ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）で測定されるような紡績糸の線密度（またはＮｅ）である。表１のアイテムの残り
は明確に表示されている。
【００８０】
　伸縮性織布をその次に、表１の各実施例のコアスパン糸を使用して製造した。コアスパ
ン糸をよこ糸として使用した。表２は、布地に使用された糸、織りパターン、および布地
の品質特性をまとめる。実施例のそれぞれについての幾つかの追加コメントを下に与える
。特に記載のない限り、シャツ布地をドニール（Ｄｏｎｉｅｒ）エアジェット織機で織っ
た。織機速度は５００ピック／分であった。布地の幅は織機および生地状態で、それぞれ
、約７６および約７２インチ（約１９３および約１８３ｃｍ）であった。
【００８１】
　実施例での各生地布を、先ずそれを７１℃、８２℃、および９４℃で３回低い張力下に
熱水に通してサイズ剤除去することによって仕上げた。
【００８２】
　次に、各織布を３．０重量％ルービット（Ｌｕｂｉｔ）（登録商標）６４（サイブロン
社（Ｓｙｂｒｏｎ　Ｉｎｃ．））で４９℃で１０分間予備こすり洗いした。その後、それ
を６．０重量％シンサザイム（Ｓｙｎｔｈａｚｙｍｅ）（登録商標）（ドーリー・ケミカ
ルズＬＬＣ社（Ｄｏｏｌｅｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ．ＬＬＣ　Ｉｎｃ．））および２．０
重量％マーポル（Ｍｅｒｐｏｌ）（登録商標）ＬＦＨ（イー・アイ・デュポン社（Ｅ．Ｉ
．ＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏ．）で７１℃で３０分間サイズ剤除去し、次に３．０重量％ルービ
ット（登録商標）６４、０．５重量％マーポル（登録商標）ＬＦＨおよび０．５重量％リ
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量％ルービット（登録商標）６４、１５．０重量％の３５％過酸化水素、および３．０重
量％ケイ酸ナトリウムで８２℃で６０分間漂白した。布漂白に、９３℃で３０分間の黒ま
たは濃紺直接染料でのジェット染色が続いた。ヒートセッティングはこれらのシャツ布地
について全く行わなかった。
【００８３】
【表１】

【００８４】
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【表２】

【００８５】
　　（実施例１Ｃ：典型的な伸縮性シャツ織布）
　これは、本発明に従っていない、比較例である。たて糸は８０／２Ｎｅ番手のリング紡
績糸であった。よこ糸は、４０Ｄライクラ（登録商標）との４０Ｎｅ綿糸コアスパン糸あ
った。ライクラ（登録商標）牽伸はコア－スピニングで３．５倍であった。このよこ糸は
、６１％ＹＰＳの、典型的な伸縮性シャツ織布に使用される典型的な伸縮性糸であった。
織機速度は、インチ当たり７０ピックのピックレベルで５００ピック毎分であった。表２
は試験結果をまとめる。試験結果は、仕上げ後に、この布地が重い重量（１９４ｇ／ｍ2

）、過度の延伸（６４％）、狭い幅（１２０ｃｍ）、高いよこ糸洗濯収縮（７．３％）お
よび低い通気性（４．１９ｃｆｍ）を有したことを示す。すべてのこれらのデータは、伸
縮性糸と布地構造とのこの組み合わせが高い布重量および収縮をもたらしたことを示唆す
る。それ故、この布地は、布重量を減らす、収縮を制御する、そして通気性を上げるため
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にヒートセットしなければならない。また、この布地はザラザラした、より少ない綿様手
触りを有した。
【００８６】
　　（実施例２：伸縮性ポプリンシャツ地）
　このサンプルは実施例１Ｃでと同じ布地構造を有した。唯一の相違は、緯糸としてロー
パワーエラストマー糸：本発明の第１実施形態に従った１．５倍牽伸下の２０Ｄライクラ
（登録商標）の使用であった。たて糸は８０／２Ｎｅリング紡績綿であった。よこ糸は５
０Ｎｅ綿／２０Ｄライクラ（登録商標）コアスパン糸であった。よこ糸は２１％ＹＰＳを
有した。織機速度はインチ当たり７０ピックで５００ピック／分であった。表２は試験結
果をまとめる。このサンプルはより低い重量（１２２ｇ／ｍ2）、良好な延伸（２０％）
、より広い幅（１６４ｃｍ）、低いよこ糸方向洗濯収縮（３．６％）、および良好な通気
性（２２．３ｃｆｍ）を有した。ヒートセッティングを布地について全く実施しなかった
が、布外観および手触りは実施例１Ｃより改善された。
【００８７】
　　（実施例３：伸縮性オックスフォードシャツ地）
　たて糸は４０Ｎｅ１００％綿リング紡績糸であった。よこ糸は５０Ｎｅ綿／２０Ｄライ
クラ（登録商標）Ｔ５６３Ｂコアスパン糸（本発明の第１実施形態のように低牽伸である
１．５倍牽伸された）であった。このエラストマー糸は３１．７％糸潜在的延伸を有し、
織機で７０ピック／インチでよこ糸として布地へ挿入された。オックスフォード織りパタ
ーンを適用した。完成布地は低い重量（１３１ｇ／ｍ2）を有した。ヒートセットするこ
となく、サンプルはよこ糸方向に２９％延伸および４．０％洗濯収縮を有した。それは伸
縮性シャツ織布を製造するための理想的な布地である。
【００８８】
　　（実施例４：伸縮性２／１綾シャツ地）
　この布地は、実施例３と同じたて糸およびよこ糸を使用した。また、製織および仕上げ
工程は実施例３と同じものであったが、その織りパターンは２／１綾織であった。表２は
試験結果をまとめる。このサンプルは適切な重量（１３０ｇ／ｍ2）、良好な延伸（２２
％）、より広い幅（１４６ｃｍ）、および受け入れられるよこ糸方向洗濯収縮（４．４％
）を有した。ヒートセッティング工程を全く用いなかったし、布外観および手触りは優れ
ていた。
【００８９】
　　（実施例５：伸縮性３／１綾シャツ地）
　たて糸は４０Ｎｅリング紡績綿であり、よこ糸は５０Ｎｅ綿／２０Ｄライクラ（登録商
標）コアスパン糸であった。コアスパン糸中のライクラ（登録商標）牽伸は、本発明の第
１実施形態のようにより低い牽伸である、１．５倍であった。織機速度は、インチ当たり
７０ピックで５００ピック／分であった。完成布地の試験結果を表２にリストする。サン
プルは、ローパワーエラストマー糸が特別な配慮を必要とせずに高性能伸縮性シャツ布地
を生み出し得ることをさらに裏付ける。布サンプルは、シャツ布地用途に受け入れられる
、基本重量（１４０ｇ／ｍ2）、利用可能な延伸（３２％）、幅（１５２ｃｍ）、および
よこ糸方向に洗濯収縮（３．０％）を有した。
【００９０】
　　（実施例６：糸染色縞シャツ布地）
　よこ糸は、本発明の第１実施形態のようにより低い牽伸である、１．５倍牽伸に保持さ
れた２０Ｄライクラ（登録商標）スパンデックスとコアスピンした５０Ｎｅ綿であった。
たて糸は５０Ｎｅ１００％綿リング紡績糸であった。製織前に、伸縮性よこ糸は、巻き返
し、こすり洗い、漂白および巻き返しを含む、パッケージ前処理を受けた。前処理後に、
パッケージは良好な形状を依然として有した。製織前に、たて糸をまた染色し、カラース
トリップを布たて糸方向に形成させた。製織後に、生地布を連続仕上げレンジで仕上げた
。仕上げのお決まり手順は、準備レンジ→仕上げレンジ→防縮処理であった。準備レンジ
では、布地は毛焼き、サイズ剤除去、こすり洗い、シルケット処理および乾燥工程を通過
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した。仕上げレンジでは、防皺性樹脂および軟化剤を、布地を樹脂硬化させる前にパディ
ングした。完成布地で、綿糸のたて糸およびよこ糸密度は１４７エンド／インチ×８０ピ
ック／インチであり、基本重量は１１５ｇ／ｍ2であり、よこ糸伸び率は２５％であった
。布地は非常に低い収縮：たて糸に０．８％そしてよこ糸に０．５％を有した。
【００９１】
　　（実施例７：撚り止め糸での伸縮性ポプリン織）
　本実施例で、布地は、４０Ｎｅ綿／４０Ｄライクラ（登録商標）コアスパンをよこ糸と
して使用し、そしてたて糸が４０Ｎｅ１００％リング紡績綿であったことを除いて、実施
例２でと同じたて糸および同じ布地構造を有した。ライクラ（登録商標）を被覆工程中に
３．５倍に牽伸した。この糸は典型的なエラストマーコアスパン糸であった。本実施例で
は、糸を、製織前に本発明の第２実施形態（図４のような）のようにオートクレーブ中ス
チームで前処理した。２サイクルのスチームセッティング：第１サイクルスチーム処理→
真空→第２サイクルを用いた。スチーム温度は約１１０℃であった。第１および第２サイ
クルの両方のスチーム処理時間は、それぞれ中間に２０分真空ありで２０分および３０分
であった。表１から、我々は、糸潜在的延伸が２９％であることを理解することができる
。このスチームセット中に、糸中の過度の力は減少した。この糸潜在的延伸（ＹＰＳ）は
、実施例２～６に開示されるような低牽伸方法による糸と非常に似ている。表２は布特性
をリストする。かかる糸から製造された布地は良好な綿手触り、低いよこ糸収縮（３．３
％）、良好な延伸（２２％）およびより広い幅（１５７ｃｍ）を示した。布ヒートセッテ
ィングは全く必要ではなかった。
【００９２】
　　（実施例８：熱水前処理糸）
　本実施例は、前処理工程が異なったことを除いて、実施例７と同じたて糸および同じ布
地構造を有した。４０Ｎｅ綿／４０Ｄライクラ（登録商標）コアスパン糸をよこ糸として
使用した。ライクラ（登録商標）をコアスピン被覆工程中に３．５倍牽伸した。製織前に
、よこ糸は、図５に図示される方法のような糸染色機で約１２１℃で２０分間の熱水処理
を受けた。ホット処理および乾燥後に、糸を緯糸として布地へ挿入した。
【００９３】
　表１から、我々は、糸潜在的延伸が３９．７％であったことを理解することができる。
この熱水熱処理中に、糸中の過度の力は減少した。本実施例での糸潜在的延伸はまた、実
施例２～６に開示されるような低牽伸方法によって製造された糸と似ていたし、実施例７
に開示されるようなスチームセッティング前処理法により製造された糸に似ていた。
【００９４】
　表２は布特性をリストする。かかる糸から製造された布地は良好な綿手触り、低い収縮
（３．２％）、良好な延伸（３３％）およびより広い幅（１５２ｃｍ）を示した。布水ヒ
ートセッティングは全く必要ではなかった。
【００９５】
　　（実施例９Ｃ：最小伸縮性のシャツ布地）
　これは、本発明に従っていない、比較例である。このサンプルは実施例８でと同じ布地
構造を有した。唯一の相違は、緯糸としてのエラストマー糸の使用であった。よこ糸を１
３２℃下の熱スチーム中で前処理した。かかる処理の後に、よこ糸はたったの１．７％Ｙ
ＰＳを有した。織機速度は、インチ当たり７０ピックで５００ピック／分であった。表２
は試験結果をまとめる。このサンプルは、伸縮性シャツ布地に望まれる着心地の良さ要件
を満たすことができない、非常に低い布延伸（６％）を有した。
【００９６】
　　（実施例１０Ｃ：高糸潜在的延伸糸）
　これは、本発明に従っていない、比較例である。本例では、４４デシテックスＴ５６３
Ｂライクラ（登録商標）スパンデックス糸を４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコ
アスピンした。さらなる処理は全く行わなかった。この糸は、受け入れ難いほど高い、６
０．１％のＹＰＳを有した。
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　　（実施例１１Ｃ：低温でのスチーム前処理糸）
　これは、本発明に従っていない、比較例である。本例では、４４デシテックスＴ１６２
Ｃライクラ（登録商標）スパンデックス糸を４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコ
アスピンした。この糸を９９℃のスチームで、スチームサイクルの中間に２０分真空サイ
クルありで、それぞれ、２サイクルの２０および３０分間処理した。この糸は、受け入れ
難いほど高い、５４．１％のＹＰＳを有した。この比較例は、より高いスチーム温度が糸
のＹＰＳを変えるために必要であることを実証する。
【００９８】
　　（実施例１２Ｃ：低温での水前処理糸）
　これは、本発明に従っていない、比較例である。本例では、４４デシテックスＴ５６３
Ｂライクラ（登録商標）スパンデックス糸を４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコ
アスピンした。この糸を９９℃の水で２０分間処理した。この糸は、受け入れ難いほど高
い、５５．２％のＹＰＳを有した。これは、より高い水温度が糸のＹＰＳを変えるために
必要であることを実証する。
【００９９】
　　（実施例１３：スチーム前処理糸）
　本実施例では、４４デシテックスＴ５６３Ｂライクラ（登録商標）スパンデックス糸を
４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコアスピンした。この糸を１２１℃のスチーム
で、スチームサイクルの中間に２０分真空サイクルありで、それぞれ、２サイクルの２０
および３０分間処理した。この糸は１０．０％のＹＰＳを有した。
【０１００】
　　（実施例１４：スチーム前処理糸）
　本実施例では、４４デシテックスＴ１６２Ｃライクラ（登録商標）スパンデックス糸を
４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコアスピンした。この糸を、スチームサイクル
の中間に２０分真空サイクルありで、それぞれ、２サイクルの２０および３０分間１１０
℃のスチームで処理した。この糸は４３．３％のＹＰＳを有した。
【０１０１】
　　（実施例１５：スチーム前処理糸）
　本実施例では、４４デシテックスＴ１６２Ｃライクラ（登録商標）スパンデックス糸を
４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコアスピンした。この糸を、スチームサイクル
の中間に２０分真空サイクルありで、それぞれ、２サイクルの２０および３０分間１２１
℃のスチームで処理した。この糸は３７．４％のＹＰＳを有した。
【０１０２】
　　（実施例１６：水前処理糸）
　本実施例では、４４デシテックスＴ５６３Ｂライクラ（登録商標）スパンデックス糸を
４０Ｎｅ１００％綿糸と３．５倍の牽伸でコアスピンした。この糸を２０分間１３２℃の
水で処理した。この糸は２２．５％のＹＰＳを有した。
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