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(57)【要約】
【課題】着用や洗濯を繰り返す等の物理的及び化学的作用による伸縮機能の低下や脆化が
なく、身体に適度にフィットする衣料及び衣料用資材として要求される高いストレッチ性
、及び、伸長回復性、形態安定性に優れ、軽量で、ソフトな風合を有し、かつ、吸汗性に
優れたセルロース系紡績糸混の編物を提供する。
【解決手段】ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース系紡績糸とから構成され
た編物であって、親水基を導入した吸水性シリコーン化合物とビニル基含有モノマーを導
入したシリコーン化合物が付着していることを特徴とする編物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース系紡績糸とから構成された編物であ
って、親水性基を導入した吸水性シリコーン化合物とビニル基含有モノマーを導入したシ
リコーン化合物が付着していることを特徴とする編物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソフトで吸水性があり、伸長性及び伸長回復性と形態安定性に優れた編物に
関するものでる。更に詳しくは、洗濯や繰り返しの伸長に対し、発生する伸び歪が少ない
編物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スポーツ、インナー衣料や襟、袖口、裾等の衣料資材用には、身体に適度にフィ
ットし、身体の動きに対する追従性に優れた伸長回復性を有するストレッチ素材の要求が
高まってきている。特に、綿等のセルロース紡績糸を含むストレッチ素材は、その風合、
吸汗性、肌触り等から、要求度合いが高い素材となっている。
【０００３】
　しかしこれ迄、紡績糸を含む編地は、紡績糸自身の短繊維毛羽が伸長回復の邪魔になっ
て、伸長回復率の低下や形態安定性を阻害する要因となっていた。
　従来から、セルロース系紡績糸を混編してなる、高いストレッチ性を有し伸長回復性に
優れた編地として、ポリウレタン系、ポリエーテルエステル系弾性繊維に代表される弾性
繊維（以下、弾性繊維と略す）を交編した編地が、スポーツ、インナー衣料等に広く用い
られている。
【０００４】
　しかしながら、弾性繊維を交編した編地は、ストレッチ率及び伸長回復性には優れるが
、弾性繊維の熱セット性が低いこと及び収縮力が大きいことに起因して、編地が比較的高
密度になるため、風合が硬くなり、製品の着用時に重量感を与えるという欠点があった。
また、着用による伸長や洗濯等の繰り返しにより、特にポリウレタン系繊維が劣化し、そ
の為、編地としてストレッチ率および伸長回復性が低下し、伸び歪が残るという問題があ
った。
【０００５】
　一方、ポリエチレンテレフタレート繊維やポリブチレンテレフタレート繊維の仮撚加工
糸、あるいは、サイド・バイ・サイド型のポリエチレンテレフタレート繊維の潜在捲縮性
複合糸を交編した編地の場合は、複合するセルロース系紡績糸の風合を低下させ、ポリエ
ステルライクで、硬い生地になる。特に、ストレッチ率や伸長回復率をより高いものにす
るためには、前記の仮撚加工糸や潜在捲縮性複合糸の混率を上げる必要があるため、いっ
そう風合いの硬い生地になりやすい。
【０００６】
　また、前記の仮撚加工糸や潜在捲縮性複合糸は、もともと糸自身としてのストレッチ率
が低いので、編物として良好なストレッチ感を有する編物にはならず、かつ、糸自身の伸
長回復率の低さと紡績糸の短繊維毛羽との絡みから、伸長回復率の低下がより大きく、着
脱や着用後に歪が残るという欠点があった。
【０００７】
　上記の問題を解決するために、近年、糸自身の伸長回復性が高く、柔らかいポリトリメ
チレンテレフタレート繊維を交編した編地が用いられるようになってきている。この編地
は、風合が非常にソフトで、複合するセルロース系紡績糸の風合を低下させないものであ
る。
【０００８】
　しかし、高いストレッチ率や、優れた伸長回復性は、糸条を高捲縮化させることで発現
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しているため、紡績糸と組合せる場合には、高捲縮化した糸が短繊維の毛羽と絡み、伸長
回復率が低下し、衣類の着脱や着用後に歪が残り易いという問題を克服することができな
かった。
【０００９】
　この問題を解決するために、特許文献１には、少なくとも１成分がポリトリメチレンテ
レフタレート繊維で構成された潜在捲縮発現型ポリエステル繊維と紡績糸を含む丸編地で
あって、該編地に対する潜在捲縮型ポリステル繊維の混率割合と、ニットループのループ
長を特定した丸編地が提唱されている。しかしながら、この丸編地においても、前記と同
様に、着用や洗濯を繰り返すと、伸長回復性が低下し、歪みが発生するという問題を解決
することはできなかった。
【００１０】
　また、編地の滑り性を上げて、毛羽絡みを抑えるために、滑り剤としてアミノシリコー
ン加工剤を付与する方法が一般的に採られる場合が多い。しかしこの場合、編地は撥水性
を帯び且つ吸汗性が低下するという懸念があった。さらに着用や、洗濯を繰り返すことに
よって、毛羽絡みがより助長され、また、加工剤の脱落により滑り性が低下し、その結果
、ストレッチ率や伸長回復率が顕著に低下して、伸び歪が発生し、型崩れするという問題
があった。
【特許文献１】特開２００４－７６１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、上記の従来技術の問題を解決し、セルロース系の紡績糸を混用してい
るにも関わらず、着用や洗濯を繰り返す等の物理的及び化学的作用による伸縮機能の低下
や脆化がなく、身体に適度にフィットし、衣料及び衣料用資材として要求される高いスト
レッチ性、及び、伸長回復性、並びに、形態安定性に優れ、軽量で、ソフトな風合を有し
、かつ、吸汗性に優れる編物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者は、ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース系紡績糸とから構成さ
れた編物に関して、繊維形態や編物構造等の編物を構成する各種因子と、いわゆるストレ
ッチバック性が悪いという問題との関連について詳細な検討を行った結果、短繊維の毛羽
絡みにより摩擦抵抗が上がり、瞬間回復性が低下すること、また、洗濯を行うことによっ
て仕上げ剤が脱落することにより平滑性が悪くなり、その為に、瞬間回復性が大きく低下
するということを見出した。また、編地のストレッチ率が高くなるほど、編物の組織変形
が大きくなる為、瞬間回復率が更に低下する傾向にあることを見出した。
【００１３】
　短繊維の毛羽の絡みによって糸－糸間摩擦が増加し、その結果、伸び歪が発生するとい
う挙動は、ポリブチレンテレフタレート繊維の加工糸や、サイド・バイ・サイド型のポリ
エステル潜在捲縮系複合糸を用いた場合でも起こり得るが、特に、ポリトリメチレンテレ
フタレート繊維を用いた場合には、顕著に発生するものである。これは、ポリトリメチレ
ンテレフタレート繊維糸条は、平滑性がポリエチレンテレフタレート繊維等に比べて悪く
、糸－糸間の摩擦抵抗が高いという特異性のためである。この特異性により、繰返し伸長
により毛羽絡みが増大し、また、洗濯等により加工剤が脱落した場合には、顕著に平滑性
が低下し、瞬間回復率とストレッチ率が大きく低下する。
【００１４】
　本発明者らは、かかる知見に基づき更に検討した結果、ポリトリメチレンテレフタレー
ト繊維とセルロース系紡績糸とから構成される編物に、特定のシリコーン系化合物を付着
せしめることにより、上記の課題が解決されることを見出し、本発明を完成するに至った
。
【００１５】
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　即ち、本発明は、ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース系紡績糸とから構
成された編物であって、親水基を導入した吸水性シリコーン化合物とビニル基含有モノマ
ーを導入したシリコーン化合物が付着していることを特徴とする編物である。
【００１６】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明において、ポリトリメチレンテレフタレート系繊維とは、トリメチレンテレフタ
レート単位を主たる繰り返し単位とするポリエステル繊維をいい、トリメチレンテレフタ
レート単位を約５０モル％以上、好ましくは７０モル％以上、より好ましくは８０モル％
以上、さらに好ましくは９０モル％以上含有するものをいう。従って、第三成分として他
の酸成分及び／又はグリコール成分の合計量が、約５０モル％以下、好ましくは３０モル
％以下、より好ましくは２０モル％以下、さらに好ましくは１０モル％以下の範囲で含有
されたポリトリメチレンテレフタレートを包含する。
【００１７】
　ポリトリメチレンテレフタレートは、テレフタル酸又はその機能的誘導体と、トリメチ
レングリコール又はその機能的誘導体とを、触媒の存在下で、適当な反応条件下に結合せ
しめることにより合成される。この合成過程において、適当な一種又は二種以上の第三成
分を添加して共重合ポリエステルとしてもよいし、また、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等のポリトリメチレンテレフタレート以外のポリエステルや
ナイロンと、ポリトリメチレンテレフタレートとをブレンドしてもよい。
【００１８】
　添加する第三成分としては、脂肪族ジカルボン酸（シュウ酸、アジピン酸等）、脂環族
ジカルボン酸（シクロヘキサンジカルボン酸等）、芳香族ジカルボン酸（イソフタル酸、
ソジウムスルホイソフタル酸等）、脂肪族グリコール（エチレングリコール、１，２－プ
ロピレングリコール、テトラメチレングリコール等）、脂環族グリコール（シクロヘキサ
ンジメタノール等）、芳香族を含む脂肪族グリコール（１，４－ビス（β－ヒドロキシエ
トキシ）ベンゼン等）、ポリエーテルグリコール（ポリエチレングリコール、ポリプロピ
レングリコール等）、脂肪族オキシカルボン酸（ω－オキシカプロン酸等）、芳香族オキ
シカルボン酸（ｐ－オキシ安息香酸等）等がある。また、１個又は３個以上のエステル形
成性官能基を有する化合物（安息香酸等又はグリセリン等）も、重合体が実質的に線状で
ある範囲内で使用出来る。
【００１９】
　本発明において、ポリトリメチレンテレフタレート系繊維の紡糸については、例えば、
国際公開第９９／２７１６８号パンフレットに記載された方法を用いることができる。即
ち、１５００ｍ／分程度の巻取り速度で未延伸糸を得た後、２～３．５倍程度で延撚する
方法、紡糸－延伸工程を直結した直接紡糸延伸法（スピンドロー法）、巻取り速度５００
０ｍ／分以上の高速紡糸法（スピンテイクアップ法）等の何れを採用しても良い。
【００２０】
　ポリトリメチレンテレフタレート繊維の好ましい特性としては、強度は、好ましくは２
～５ｃＮ／ｄｔｅｘ、より好ましくは２．５～４．５ｃＮ／ｄｔｅｘ、さらに好ましくは
３～４．５ｃＮ／ｄｔｅｘである。伸度は、好ましくは３０～６０％、より好ましくは３
５～５５％、さらに好ましくは４０～５５％である。弾性率は、好ましくは３０ｃＮ／ｄ
ｔｅｘ以下、より好ましくは１０～３０ｃＮ／ｄｔｅｘ、さらに好ましくは１２～２８ｃ
Ｎ／ｄｔｅｘ、特に好ましくは１５～２５ｃＮ／ｄｔｅｘである。１０％伸長時の弾性回
復率は、好ましくは７０％以上、より好ましくは８０％以上、さらに好ましくは９０％以
上、最も好ましくは９５％以上である。
【００２１】
　また、本発明においては、ポリトリメチレンテレフタレート繊維として、少なくとも１
成分がポリトリメチレンテレフタレートからなる潜在捲縮発現性ポリエステルを用いても
良い。これは、少なくとも二種のポリエステル成分で構成されており（具体的には、サイ
ド・バイ・サイド型又は偏心芯鞘型に接合されたものが多い）、少なくとも一成分がポリ
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トリメチレンテレフタレートであり、熱処理によって捲縮を発現するものである。
【００２２】
　二種のポリエステル成分の複合比（一般的に、質量％で７０／３０～３０／７０の範囲
内のものが多い）、接合面形状（直線又は曲線形状のものがある）は、特に限定されない
。また、総繊度は、好ましくは２０～３００ｄｔｅｘ、単糸繊度は、好ましくは０．５～
２０ｄｔｅｘが用いられるが、これに限定されるものではない。
【００２３】
　上記の潜在捲縮発現性ポリエステルは、二種のポリエステルポリマーがサイド・バイ・
サイド型又は偏心芯鞘型に接合された複合繊維であり、サイド・バイ・サイド型の場合、
二種のポリエステルポリマーの溶融粘度比は１．００～２．００が好ましく、偏心芯鞘型
の場合は、鞘ポリマーと芯ポリマーのアルカリ減量速度比は、３倍以上鞘ポリマーが速い
ことが好ましい。
【００２４】
　ポリマーの組み合わせの好ましい具体例としては、ポリトリメチレンテレフタレート（
テレフタル酸を主たるジカルボン酸とし、１．３－プロパンジオールを主たるグリコール
成分とするポリエステルであり、エチレングリコール、ブタンジオール等のグリコール類
やイソフタル酸、２．６－ナフタレンジカルボン酸等のジカルボン酸等を共重合してもよ
い。また、他のポリマー、艶消剤、難燃剤、帯電防止剤、顔料等の添加剤を含有してもよ
い。）とポリエチレンテレフタレート（テレフタル酸を主たるジカルボン酸とし、エチレ
ングリコールを主たるグリコール成分とするポリエステルであり、ブタンジオール等のグ
リコール類やイソフタル酸、２．６－ナフタレンジカルボン酸等のジカルボン酸等を共重
合してもよい。また、他のポリマー、艶消剤、難燃剤、帯電防止剤、顔料等の添加剤を含
有してもよい。）との組み合わせ、並びに、ポリトリメチレンテレフタレートとポリブチ
レンテレフタレート（テレフタル酸を主たるジカルボン酸とし、１．４－ブタンジオール
を主たるグリコール成分とするポリエステルであり、エチレングリコール等のグリコール
類やイソフタル酸、２．６－ナフタレンジカルボン酸等のジカルボン酸等を共重合しても
よい。また、他のポリマー、艶消剤、難燃剤、帯電防止剤、顔料等の添加剤を含有しても
よい。）との組み合わせが挙げられ、特に、繊維断面において、捲縮の内側にポリトリメ
チレンテレフタレートが配置されることが好ましい。
【００２５】
　このような少なくとも一成分がポリトリメチレンテレフタレートからなる潜在捲縮発現
性ポリエステル繊維は、上記特開２００１－４０５３７号公報以外にも、特公昭４３－１
９１０８号公報、特開平１１－１８９９２３号公報、特開２０００－２３９９２７号公報
、特開２０００－２５６９１８号公報、特開２０００－３２８３８２号公報、特開２００
１－８１６４０号公報等に記載されており、第一成分がポリトリメチレンテレフタレート
であり、第二成分がポリトリメチレンテレフタレート、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等のポリエステルを、並列的あるいは偏心的に配置して、サイ
ド・バイ・サイド型又は偏心鞘芯型に複合紡糸した複合繊維が挙げられる。
【００２６】
　特に、ポリトリメチレンテレフタレートと共重合ポリトリメチレンテレフタレート又は
ポリエチレンテレフタレートの組み合わせや、固有粘度の異なる二種類のポリトリメチレ
ンテレフタレートの組み合わせが好ましい。
　二種類のポリトリメチレンテレフタレートからなる組み合わせの場合は、その固有粘度
差は、好ましくは０．０５～０．４（ｄｌ／ｇ）、より好ましくは０．１～０．３５（ｄ
ｌ／ｇ）、さらに好ましくは０．１５～０．３５（ｄｌ／ｇ）である。
【００２７】
　例えば、高粘度側の固有粘度を０．７～１．３（ｄｌ／ｇ）から選択した場合には、低
粘度側の固有粘度は０．５～１．１（ｄｌ／ｇ）から選択されるのが好ましい。なお、低
粘度側の固有粘度は、好ましくは０．８（ｄｌ／ｇ）以上、より好ましくは０．８５～１
．０（ｄｌ／ｇ）、さらに好ましくは０．９～１．０（ｄｌ／ｇ）である。
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【００２８】
　また、このポリトリメチレンテレフタレート系複合繊維の平均固有粘度は、好ましくは
０．７～１．２（ｄｌ／ｇ）、より好ましくは０．８～１．２（ｄｌ／ｇ）、さらに好ま
しくは０．８５～１．１５（ｄｌ／ｇ）、特に好ましくは０．９～１．１（ｄｌ／ｇ）で
ある。
【００２９】
　なお、本発明において、潜在捲縮発現性ポリエステル繊維の紡糸は、前記のポリトリメ
チレンテレフタレート系繊維と同様な方法で紡糸することができる。
【００３０】
　本発明において、少なくとも一成分がポリトリメチレンテレフタレートからなる潜在捲
縮発現性ポリエステル繊維は、初期引張抵抗度が１０～３０ｃＮ／ｄｔｅｘであることが
好ましく、２０～３０ｃＮ／ｄｔｅｘであることがより好ましく、２０～２７ｃＮ／ｄｔ
ｅｘであることがさらに好ましい。なお、初期引張抵抗度が１０ｃＮ／ｄｔｅｘ未満のも
のは製造が困難である。
【００３１】
　また、顕在捲縮の伸縮伸長率は１０～１００％であることが好ましく、１０～８０％で
あることがより好ましく、１０～６０％であることがさらに好ましい。顕在捲縮の伸縮弾
性率は８０～１００％であることが好ましく、８５～１００％であることがより好ましく
、８５～９７％であることがさらに好ましい。
【００３２】
　さらに、１００℃における熱収縮応力は０．１～０．５ｃＮ／ｄｔｅｘであることが好
ましく、０．１～０．４ｃＮ／ｄｔｅｘであることがより好ましく、０．１～０．３ｃＮ
／ｄｔｅｘであることがさらに好ましい。１００℃における熱収縮応力は、布帛の精錬、
染色工程において捲縮を発現させるための重要な要件である。すなわち、布帛の拘束力に
打ち勝って捲縮が発現するためには、１０℃における熱収縮応力が０．１ｃＮ／ｄｔｅｘ
以上であることが好ましい。
【００３３】
　熱水処理後の伸縮伸長率は１００～２５０％であることが好ましく、より好ましくは１
５０～２５０％、さらに好ましくは１８０～２５０％である。熱水処理後の伸縮弾性率は
９０～１００％であることが好ましく、より好ましくは９５～１００％である。
【００３４】
　なお、本発明でいう固有粘度の値は、使用するポリマーではなく、紡糸されている糸の
固有粘度を指す。この理由は、ポリトリメチレンテレフタレートは、ポリエチレンテレフ
タレート等と比較して熱分解が生じ易く、高い固有粘度のポリマーを使用しても紡糸工程
での熱分解によって固有粘度が低下し、複合繊維においては、ポリマーの固有粘度差をそ
のまま維持することが困難であるためである。
【００３５】
　本発明において、ポリトリメチレンテレフタレート系繊維は、長繊維が好ましい。また
、長さ方向に均一なものや太細のあるものでも良く、断面においても丸型、三角、Ｌ型、
Ｔ型、Ｙ型、Ｗ型、八葉型、偏平（扁平度１．２～５程度のもので、Ｗ型、Ｉ型、ブ－メ
ラン型、波型、串団子型、まゆ型、直方体型等がある）、ドッグボーン型等の多角形型、
多葉型、中空型や不定形なものでもよい。
【００３６】
　糸条の形態としては、単糸繊度が０．１～５ｄｔｅｘ程度のマルチフィラメント原糸（
極細糸を含む）が好ましく、甘撚糸～強撚糸、仮撚加工糸（ＰＯＹの延伸仮撚糸を含む）
、空気噴射加工糸、押し込み加工糸、ニットデニット加工糸等であっても良い。本発明の
編地に、良好なストレッチ率と伸長回復性をより良く発現させるためには、ポリトリメチ
レンテレフタレート系繊維自体の伸長性が高いもので、かつ、複合する短繊維の毛羽との
絡みの少ないものが好ましい。
【００３７】
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　従って、バルキーな糸よりは、より細かな捲縮がある伸長性の高い糸がより好適であり
、上記に記載の断面形状、糸条形態の中でも、少なくとも一成分がポリトリメチレンテレ
フタレートからなる潜在捲縮発現性ポリエステル繊維で、扁平度が１．２～５のマルチフ
ィラメント原糸がより好適である。
【００３８】
　本発明において、セルロース系紡績糸としては、綿、麻等の天然繊維、キュプラレーヨ
ン、ビスコースレーヨン、ポリノジックレーヨン、精製セルロース等の化繊の短繊維から
なる糸や、これらの短繊維からなる混紡糸、さらに、羊毛繊維、絹等の天然繊維、または
アセテート繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフタレート繊維、
ポリトリメチレンテレフタレート繊維、ナイロン繊維等の人造繊維系の短繊維との混紡糸
を用いることができる。
【００３９】
　なお、本発明の目的を損なわない程度で、さらに、羊毛繊維、絹等の天然繊維、または
アセテート繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフタレート繊維、
ポリトリメチレンテレフタレート繊維、ナイロン繊維等を混用しても構わない。
【００４０】
　本発明の編地に含有されている紡績糸の割合は、編地としての風合い及び機能が生かさ
れる範囲であれば、特に限定されない。紡績糸の割合は用いる紡績糸の繊度によっても異
なるが、好ましくは２０ｗｔ％以上、９０ｗｔ％未満であり、より好ましくは５０ｗｔ％
以上、９０ｗｔ％未満である。
【００４１】
　本発明の編地には、ポリトリメチレンテレフタレート系繊維が、編地に対して１０ｗｔ
％以上、８０ｗｔ％以下の混率で混用されていることが好ましく、より好ましくは１０～
７０ｗｔ％である。混率が１０％未満の場合には、セルロース系紡績糸を含む編地の収縮
力が不足し、伸長回復率が低下する傾向があり、混率が８０％を超える場合には、セルロ
ース系紡績糸に特有な性能、例えば、吸水性や、吸湿性、風合い、保温性等の性能が低下
する場合がある。
【００４２】
　本発明の編物は、ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース系紡績糸との交編
編地である。編組織は特に限定されず、丸編地、経編地でも良い。また、交編方法として
は、引き揃えて給糸する方法、それぞれ単独でループを形成する方法、ループを形成せず
に挿入する方法等が挙げられる。
【００４３】
　本発明の編物に高いストレッチ性を発現させる方法としては、編地を熱水、湿熱、等の
リラックス処理により、編地のコースとウェルの配列や密度バランスを変化させて、組織
点の長さ変化、交差点の屈曲クリンプ付与、糸条の浮いている部分に捲縮による形態変化
を与え、更に、糸自身の捲縮を発現させることによって、高いストレッチ性を発現させる
ことができる。
【００４４】
　従って、編物の生機密度と最終製品の仕上密度との密度差を大きくすることが、より好
ましい。リラックス熱処理工程における高収縮化により、編地は高密度化し、糸自身の収
縮と捲縮発現、及び、組織収縮によって、経方向又は緯方向にさらに細かい屈曲クリンプ
や捲縮が発現する。この工程は、通常の染色工程で代用されるが、その際の装置としては
、リラックス熱処理の効果をより発現させるために、液流染色機を使用するのが特に好ま
しい。
【００４５】
　染色方法としては、ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース系繊維の複合布
帛に一般的に用いられている方法を採用することができるが、ポリトリメチレンテレフタ
レート繊維に捲縮を発現させるための熱リラックス効果や、染色性の観点から、分散染料
の染色温度は１１０～１３０℃が好ましい。
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【００４６】
　本発明においては、編物に、親水性基を導入した吸水性シリコーン化合物とビニル基含
有モノマーを導入したシリコーン化合物が付着している。このようなシリコーン化合物が
付着していることにより、短繊維の毛羽による絡みや、長期にわたる着用、あるいは、洗
濯によっても、編物のストレッチ率や伸長回復性が低下せず、かつ、編物に吸水性を付与
することができる。
【００４７】
　従来、繊維の柔軟剤として、シロキサン結合（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）を基本骨格として有す
るシリコーン化合物を用いて加工することにより、優れた柔軟性及び伸縮性が付与される
ことが知られている。
【００４８】
　このような化合物としては、アルキルポリシロキサン、アミノ変性シリコーン、エポキ
シ変性シリコーン、カルボキシ変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、ポリエーテル
変性シリコーンや、オレフィン類、アリルエステル類、アクリル酸エステル類等との共重
合シリコーン等が使用されるが、風合いや、伸長特性から、特に、アミノ変性シリコーン
、エポキシ変性シリコーン、カルボキシ変性シリコーンが好ましく使用される。
【００４９】
　しかしながら、これらの化合物は、着用や、洗濯等によって編地の繊維上から脱落し、
その結果、編地のストレッチ率、伸長回復性が低下し、歪みが残るという問題が発生する
。特に、セルロース系繊維との複合編地では、吸水性が要求されるため、吸水性を阻害し
ないシリコーン化合物として、水になじみやすい親水性基を導入したシリコーン化合物等
が一般的に使用されるが、親水性基を有する化合物は、親水性基を有しないシリコーン化
合物に比較して、洗濯等によって処理剤（親水性基を有する化合物）が脱落しやすく、耐
久性に劣るという欠点があった。
【００５０】
　シリコーン化合物の繊維に対する耐久性を向上させる方法として、一般的には、シリコ
ーン化合物とバインダー樹脂を併用して加工する方法が知られている。しかしながら、こ
れらの併用処方では各剤の混率調整が極めて困難である。すなわち、シリコーン化合物の
比率が高すぎると、耐久性に乏しく、逆に、低すぎると、シリコーン化合物の風合いや滑
り性が十分に発揮されず、風合いが粗硬になり、ストレッチ率や、伸長回復性も顕著に低
下する。従って、吸水性を有し、風合い、滑り性に優れ、かつ、それらの機能が洗濯や着
用などの化学的、物理的作用によっても低下しないシリコーン化合物を編地に付与するこ
とが重要である。
【００５１】
　このような性能を発現させるためには、繊維に対して優れた滑り性、風合いを付与しう
る吸水性能を有する親水性基導入シリコーン化合物と、繊維に対して耐久性のある滑り性
、優れた伸長性、伸長回復性、風合いを付与しうるビニル基含有シリコーン化合物を併用
することが必要である。
【００５２】
　親水性基の導入により、風合いが若干ながら軋み感方向に変化するため、風合いを考慮
すれば、親水性基導入シリコーン化合物の中でも、より風合いのソフトなアミノ変性タイ
プが好適である。また、ビニル基含有シリコーン化合物についても、風合い面や滑り面か
ら、アミノ変性タイプがより好適である。
【００５３】
　親水性基導入シリコーン化合物単独で処理した場合、吸水性能は良好であるが、繰返し
洗濯することにより、ストレッチ率や伸長回復性が極めて大きく低下する。また、ビニル
基含有シリコーン化合物単独で処理した場合には、処理された編地は撥水性を帯びる。し
たがって、加工剤として両者を併用した場合にのみ、初期及び着用や洗濯繰返し後に、良
好なストレッチ率、伸長回復性、及び、吸水性が得られるのである。即ち、両者を併用す
ることにより、ビニル基含有シリコーン化合物のみならず、親水性基導入シリコーン化合
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【００５４】
　親水性基導入シリコーン化合物のビニル基含有シリコーン化合物に対する割合は特に限
定されないが、本発明において、セルロース糸紡績糸を使用する目的である吸水性を発揮
させるためには、好ましくは１．５～４倍、より好ましくは２～３倍である。これらシリ
コーン化合物の繊維に対する総付着量は、シリコーンエマルジョンの純分換算で０．０５
～４．０ｗｔ％が好ましく、０．１～２．０ｗｔ％がより好ましい。総付着量が上記の範
囲であると、瞬間回復率が十分であり、また、加工後の編地の風合いがシリコーンタッチ
のヌルヌル、ツルツル感が過度になることがなく、ピリングやスナッグ等の性能低下が少
ない。
【００５５】
　ポリトリメチレンテレフタレート繊維の代わりに、ポリエチレンテレフタレート繊維や
ポリブチレンテレフタレート繊維の仮撚加工糸、またはサイドバイサイド型のポリエチレ
ンテレフタレート繊維の潜在捲縮性複合糸を用い、セルロース糸紡績糸と交編した編地に
、本発明で用いられる特定のシリコーン化合物を付与しても、本発明の効果である洗濯や
着用の耐久性に優れた高いストレッチ性を有し、かつ風合いのソフトな編物を得ることは
できない。
【００５６】
　これは、前記の仮撚加工糸や潜在捲縮性複合糸では、各糸自身のストレッチ率や捲縮パ
ワー力が低いので、編物として良好なストレッチ感を有するものにはならないためと、か
つ、糸自身の回復率の低さのため、紡績糸の短繊維絡みから生じる伸長回復率の低下度合
いに顕著に影響し、大幅に伸長回復性が低下するためである。また、ストレッチ率の低さ
を補うために使用混率を上げた場合には、糸自身のモジュラスがポリトリメチレンテレフ
タレート繊維に比較して極めて大きいために、編物風合いに及ぼす寄与率が大きく、従っ
て風合硬化の懸念が顕著となる。
【００５７】
　従って、ポリトリメチレンテレフタレート繊維とセルロース糸紡績糸とで構成される編
地に特定のシリコーン化合物を付与した場合に、初めて本発明の効果が発揮されるのであ
る。
　上記シリコーン化合物の付与方法としては、特に限定されず、スプレー法、パッド法、
吸尽法等によって、付着させることができる。耐久性をより高めるためには、上記シリコ
ーン化合物を付着後、または、付着させて１００℃～１２０℃で乾燥した後、１５０℃～
１７０℃で熱処理を行うことが効果的である。
【００５８】
　なお、本発明においては、シリコーン系化合物を付着せしめる仕上工程で、必要に応じ
て、帯電防止剤や、抗菌剤等の機能加工剤を併用してもかまわない。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明により、着用や洗濯を繰り返す等の物理的及び化学的作用による伸縮機能の低下
や脆化がなく、身体に適度にフィットする衣料及び衣料用資材として要求される高いスト
レッチ性、及び伸長回復性、並び形態安定性に優れ、軽量で、ソフトな風合を有し、かつ
吸汗性に優れるセルロース系紡績糸混の編物を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例など
により何ら限定されるものではない。なお、測定法、評価法等は下記の通りである。
【００６１】
　（１）固有粘度
　固有粘度［η］（ｄｌ／ｇ）は、次式の定義に基づいて求められる値である。
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【数１】

　式中、ηｒは、純度９８％以上のｏ－クロロフェノール溶媒で溶解したポリトリメチレ
ンテレフタレート糸又はポリエチレンテレフタレート糸の稀釈溶液の３５℃での粘度を、
同一温度で測定した上記溶媒の粘度で除した値であり、相対粘度と定義されているもので
ある。Ｃは、ｇ／１００ｍｌで表されるポリマー濃度である。
【００６２】
　なお、固有粘度の異なるポリマーを用いた複合マルチフィラメントは、マルチフィラメ
ントを構成するそれぞれのポリマーの固有粘度を測定することは困難であるので、複合マ
ルチフィラメントの紡糸条件と同じ条件で２種類のポリマーをそれぞれ単独で紡糸し、得
られた糸を用いて測定した固有粘度を、複合マルチフィラメントを構成するそれぞれのポ
リマーの固有粘度とした。
【００６３】
　（２）編地のヨコ方向のストレッチ率と伸長回復率
　巾６ｃｍ、長さ２５ｃｍの試料を、試料巾の中央部で巾２．５ｃｍのチャックで掴み、
つかみ長さ１５ｃｍ、引っ張り速度１５ｃｍ／分に設定して、テンシロン型引張り試験機
で１２．２５Ｎ（４．９Ｎ／ｃｍ）の応力がかかるまで伸長し、次いで、同じスピードで
変位０の位置まで戻した。
【００６４】
　１２．２５Ｎ応力時の伸長率をストレッチ率とした。また、下記式より、伸長回復率を
求めた。
　　伸長回復率（％）＝（Ｌ１－Ｌ０）／Ｌ０　×１００
　　　Ｌ１：　１２．２５Ｎ時の伸び長さ（ｃｍ）
　　　Ｌ２：　戻り工程において、応力０となった時の原点からの長さ（ｃｍ）
【００６５】
　（３）編地のヨコ方向のキックバック耐久性
　タテ巾８０ｍｍ×ヨコ長さ１５０ｍｍにカットした試料をタテ方向に中央で曲げ、端を
オーバーロックミシンで縫い合わせ、次いで、長さ方向に１１０ｍｍの地点で、輪を本縫
いで縫い合わせ、筒状サンプルを作成した。１１０ｍｍの本縫い部分間に入るように、１
００ｍｍのマークをつけた。
【００６６】
　このサンプルについて下記（イ）、（ロ）、（ハ）の作業を行った。
　（イ）デマッチャーを用い、１１０ｍｍをつかみ長さとして、１００％伸長を１０００
回繰返した後、デマッチャーより生地を取り外し、１００ｍｍマーク間距離の長さ（Ｌ１
［ｍｍ］）を測定して、歪率を求めた（直後）。
　（ロ）１時間静置後、再度１００ｍｍマーク間の距離（Ｌ２［ｍｍ］）を測定して、歪
率を求めた（１ｈ後）。
　（ハ）次いで、全自動洗濯機で、洗濯を行い、２０℃×６５％ＲＨの環境下で一昼夜吊
り干し乾燥した。乾燥後、再度マーク間距離（Ｌ３［ｍｍ］）を測定して、歪率を求めた
（洗濯後）。
【００６７】
　（イ）直後、（ロ）１ｈ後、（ハ）洗濯後の歪率は下記により求められる。
　直後：デマッチャー試験直後の歪率（％）＝Ｌ１－１００
　１ｈ後：上記の試験から１時間静置後の歪率（％）＝Ｌ２－１００
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　洗濯後：上記の１ｈ静置したサンプルを洗濯・乾燥した後の歪率（％）＝Ｌ３－１００
【００６８】
　上記の（イ）、（ロ）、（ハ）の一連の作業を１回とし、これを繰返し行った。
　未洗濯の編地につき１回目の作業時に測定した歪率を「１回目の歪率」とする。
　さらに４回（合計では５回）行った後、６回目の作業時に測定した歪増加率（１回目と
の差）を「Ｗ＝５後の歪増加率」とする。
　続いてさらに４回（合計では１０回）行った後、１１回目の作業時に測定した歪増加率
（１回目との差）を「Ｗ＝１０後の歪増加率」とする。
【００６９】
　（４）風合い変化
　キックバック耐久性評価のサイクルを８回繰り返した後の生地について、風合いを触感
により判定した。
　　○：変化なし～殆ど変化なし
　　△：少し変化あり
　　×：顕著な変化あり
【００７０】
　（５）編地の吸水性
　ＪＩＳ－Ｌ－１０１８（Ａ法滴下法）に準拠して、未洗濯の生地と、洗濯１０回後の生
地の吸水性を測定した。なお、洗濯方法は下記の通りである。
　・洗剤：アタック
　・２槽式洗濯機使用：増量布を入れ、浴比１：３０とした
　・「５分洗い－２分注水すすぎ－２分ためすすぎ－脱水３０秒」工程の１０回まとめ洗
いを実施。
【００７１】
　〔実施例１〕
　固有粘度の異なる二種類のポリトリメチレンテレフタレートを比率４：６でサイド・バ
イ・サイド型に押出し、紡糸温度２６５℃、紡糸速度１５００ｍ／分で未延伸糸を得た。
次いで、得られた未延伸糸を、ホットロール温度５５℃、ホットプレート温度１４０℃、
延伸速度４００ｍ／分、延伸倍率は延伸後の繊度が８４ｄｔｅｘとなるように設定して延
撚し、８４ｄｔｅｘ／２４ｆのサイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメントの原糸を
得た。
【００７２】
　なお、紡糸して得られた複合マルチフィラメントの固有粘度は、高粘度側が［η］＝１
．３０、低粘度側が［η］＝０．９０であった。また、延撚して得られた糸の強度は２．
０ｃＮ／ｄｔｅｘ、伸度は３０％であった。
【００７３】
　このサイド・バイ・サイド型の複合マルチフィラメントの原糸（８４ｄｔｅｘ／２４ｆ
）と、ポリエチレンテレフタレートと綿からなる３０番手の混紡糸とを用いて、１９ＧＧ
のフライス編地を作成した。
【００７４】
　該編地を液流染色機中で精練した後、分散染料にて１３０℃で染色し、還元洗浄後、反
応染料を用いて６０℃で染色、ソーピング、フィックス処理を行い、脱水後、開反して乾
燥させた。
　乾燥した編物を、仕上げ剤として、下記の加工剤分散液に浸漬後、マングルでピックア
ップ７０％に調節して絞液後、約１０％巾出し設定して１６０℃×１．５分間のファイナ
ルセットを行い、４４コース、３２ウェルの編物を得た。
【００７５】
　＜仕上げ加工剤分散液＞
　シルコートＦＱ３０：１．６ｗｔ％〔松本油脂製薬（株）製：親水性基導入アミノ変性
シリコーン〕
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　シルコートＳＶ：０．８ｗｔ％〔松本油脂製薬（株）製：ビニル基含有アミノ変性シリ
コーン〕
【００７６】
　得られた編物について、ヨコ方向のストレッチ率、洗濯前後の吸水性、キックバック耐
久性を測定し、結果を表１及び２に示した。
　表に示すように、得られた編物は、風合い、ストレッチ率が良好で、かつ、耐久性のあ
る吸水性を有し、キックバックの耐久性にも優れるものであった。
【００７７】
　〔実施例２〕
　固有粘度［η］０．９２のポリトリメチレンテレフタレートを紡糸温度２６５℃、紡糸
速度１２００ｍ／分で未延伸糸を得た。次いで、得られた未延伸糸を、ホットロール温度
６０℃、ホットプレート温度１４０℃、延伸倍率３倍、延伸速度８００ｍ／分で延撚して
、８４ｄｔｅｘ／２４ｆの延伸糸を得た。延伸糸の強伸度、弾性率並びに１０％伸長時の
弾性回復率は、各々３．３ｃＮ／ｄｔｅｘ、４６％、２０ｃＮ／ｄｔｅｘ並びに９８％で
あった。
【００７８】
　得られた延伸糸を用いて編地を作成し、該編地を実施例１と同様にして、液流染色機中
で染色加工及び仕上げ加工を行い、４０コース、３２ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物について、ヨコ方向のストレッチ率、洗濯前後の吸水性、キックバック耐
久性を測定し、結果を表１及び２に示した。
　表に示すように、得られた編物は、風合い、ストレッチ率が良好で、かつ、耐久性のあ
る吸水性を有し、キックバックの耐久性にも優れるものであった。
【００７９】
　〔実施例３〕
　実施例１で用いたサイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメント（８４ｄｔｅｘ／２
４ｆ）の原糸と、３０番手の綿紡糸とを用いて、１９ＧＧのフライス編地を作成した。
　該編地を、実施例１と同様にして液流染色機中で染色加工及び仕上げ加工を行い、４１
コース、２８ウェルのフライス編物を得た。
【００８０】
　得られた編物について、ヨコ方向のストレッチ率、洗濯前後の吸水性、キックバック耐
久性を測定し、結果を表１及び２に示した。
　表に示すように、得られた編物は、風合い、ストレッチ率が良好で、かつ、耐久性のあ
る吸水性を有し、キックバックの耐久性にも優れるものであった。
【００８１】
　〔比較例１〕
　実施例１において、サイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメントの代わりに、レギ
ュラーポリエステル糸（８４ｄｔｅｘ／３６ｆ）の２ヒーター加工糸を用い、実施例１と
同様にして、４０コース、２８ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物について実施例１と同様の測定を行い、結果を表１及び２に示した。表に
示すように、得られた編物は、初期のストレッチ率や伸長回復性はほぼ良好であるが、伸
張や洗濯を繰り返すことにより、風合い、回復率が顕著に低下し、歪が大きく残るもので
あった。
【００８２】
　〔比較例２〕
　実施例１において、サイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメントの代わりに、ポリ
ブチレンテレフタレート糸（８４ｄｔｅｘ／３６ｆ）の１ヒーター加工糸を用い、実施例
１と同様にして、４０コース、２８ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物について実施例１と同様の測定を行い、結果を表１及び２に示した。表に
示すように、得られた編物は、やや風合いが硬く、初期のストレッチ率や伸長回復性はほ
ぼ良好であるが、伸張や洗濯を繰り返すことにより、風合い、回復率が顕著に低下し、歪
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が大きく残るものであった。
【００８３】
　〔比較例３〕
　実施例１において、親水性基導入アミノ変性シリコーンであるシルコートＦＱ３０の２
．４ｗｔ％の分散液だけで仕上げ加工した以外は、実施例１と同様にして、４４コース、
３２ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物について実施例１と同様の測定を行い、結果を表１及び２に示した。表に
示すように、得られた編物は、初期のストレッチ率や伸長回復性はほぼ良好であるが、伸
張や洗濯を繰り返すことにより、風合い、回復率が徐々に低下し、歪が残るものであった
。
【００８４】
　〔比較例４〕
　実施例１において、ビニル基含有シリコーン化合物の特殊アミノ変性シリコーンシルコ
ートＳＶの２．４ｗｔ％の分散液だけで仕上げ加工した以外は、実施例１と同様にして、
４４コース、３２ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物について実施例１と同様の測定を行い、結果を表１及び２に示した。得ら
れた編物は、未洗濯の段階から撥水性を示し、良好な吸水性を示さないものであった。ま
た、初期のストレッチ率や伸長回復性は良好であるが、伸張や洗濯を繰り返すことにより
、風合い、回復率が徐々低下し、歪が残るものであった。
【００８５】
　〔比較例５〕
　実施例１において、仕上げ加工剤分散液で用いたビニル基含有シリコーン化合物の特殊
アミノ変性シリコーンシルコートＳＶの代わりに、ビニル基を含有しない一般的なアミノ
変性シリコーン化合物である日華シリコーンＡＭＺ〔日華（株）製〕を、０．８ｗｔ％で
用いた以外は、実施例１と同様にして、４４コース、３２ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物について実施例１と同様の測定を行い、結果を表１及び２に示した。得ら
れた編物は、初期のストレッチ率や伸長回復性は良好であるが、伸張や洗濯を繰り返すこ
とにより、風合い、回復率が徐々低下し、歪が残るものであった。
【００８６】
　〔実施例４〕
　実施例１で用いたサイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメント（８４ｄｔｅｘ／２
４ｆ）の原糸と、レンチング社製テンセルの紡績糸３０番手を用いた以外は、実施例１と
同様にして、４４コース、３２ウェルのフライス編物を得た。
　得られた編物の測定結果を表１及び２に示す。得られた編物は、風合いが非常に柔軟で
、初期のストレッチ率及び伸長回復性が良好であり、更に、洗濯後の吸水性にも優れ、ま
た、キックバック性の耐久性も非常に良好なものであった。
【００８７】
　〔実施例５〕
　実施例１で用いたサイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメント（８４ｄｔｅｘ／２
４ｆ）の原糸と、４０番手の綿紡績糸及び１０番手の綿紡績糸を用いて、裏毛編物を製編
した。得られた裏毛編物を、実施例１と同様にして、染色及び仕上げ加工を行い、３７コ
ース、３５ウェルの裏毛編物を得た。
　得られた編物の測定結果を表１及び２に示す。得られた編物は、風合いが非常に柔軟で
、初期のストレッチ率、伸長回復性が良好であり、更に、洗濯後の吸水性にも優れ、また
、キックバック性の耐久性も非常に良好なものであった。
【００８８】
　〔比較例６〕
　サイド・バイ・サイド型複合マルチフィラメントの代わりに、レギュラーポリエステル
糸８４ｄｔｅｘ／３６ｆの２ヒーター加工糸を用いた以外は、実施例５と同様にして、３
４コース、３２ウェルの裏毛編物を得た。
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　得られた編物の測定結果を表１及び２に示す。得られた編物は、初期のストレッチ率、
伸長回復率が低く、更に、伸張や洗濯を繰り返すことにより、風合い、回復率が顕著に低
下し、歪が大きく残るものであった。
【００８９】
　〔実施例６〕
　仕上げ剤としてシルコートＦＱ３０の代わりに、エーポールＡＱ８８（日華化学（株）
製：親水性基導入アミノ変性シリコーン）を１．６ｗｔ％使用する以外は、実施例５と同
様にして、３６コース、３５ウェルの裏毛編物を得た。
　得られた編物の測定結果を表１及び２に示す。得られた編物は、風合いが非常に柔軟で
、初期のストレッチ率、伸長回復性が良好で、更に洗濯後の吸水性にも優れ、また、キッ
クバック性の耐久性も非常に良好なものであった。
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明により、着用や洗濯を繰り返す等の物理的及び化学的作用による伸縮機能の低下
や脆化がなく、身体に適度にフィットする衣料及び衣料用資材として要求される高いスト
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レッチ性、及び、伸長回復性、形態安定性に優れ、軽量で、ソフトな風合を有し、かつ、
吸汗性に優れたセルロース系紡績糸混の編物を提供することができる。
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