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(57)【要約】
【課題】染色された染色織物であって、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈するだけで
なく、優れた発色性と染色堅牢度とを有する染色織物の製造方法、および該製造方法によ
り製造された染色織物、および該染色織物を用いてなる繊維製品を提供する。
【解決手段】単繊維径１０～１０００ｎｍのポリエステルフィラメント糸Ａと、単繊維径
１０００ｎｍより大のカチオン可染性フィラメント糸Ｂとを含む織物を、カチオン染料を
用いて染色することにより染色織物を得た後、必要に応じて該染色織物を用いて繊維製品
を得る。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単繊維径１０～１０００ｎｍのポリエステルフィラメント糸Ａと、単繊維径１０００ｎ
ｍより大のカチオン可染性フィラメント糸Ｂとを含む織物を、カチオン染料を用いて染色
することを特徴する染色織物の製造方法。
【請求項２】
　前記ポリエステルフィラメント糸Ａのフィラメント数が５００本以上である、請求項１
に記載の染色織物の製造方法。
【請求項３】
　前記ポリエステルフィラメント糸Ａが、海成分と島成分とからなる海島型複合繊維の海
成分を溶解除去して得られた糸条である、請求項１または請求項２に記載の染色織物の製
造方法。
【請求項４】
　前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂがカチオン可染性ポリエステルからなるフィラメ
ント糸である、請求項１～３のいずれかに記載の染色織物の製造方法。
【請求項５】
　織物の経糸および／または緯糸に、前記ポリエステルフィラメント糸Ａとカチオン可染
性フィラメント糸Ｂとが規則的に含まれる、請求項１～４のいずれかに記載の染色織物の
製造方法。
【請求項６】
　織物の経糸および緯糸のうち、どちらか一方に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含
まれ、かつ他方に前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれる、請求項１～４のいず
れかに記載の染色織物の製造方法。
【請求項７】
　織物が２層以上の多層構造を有する多層構造織物であって、少なくとも１層に前記ポリ
エステルフィラメント糸Ａが含まれ、かつ他層に前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂが
含まれる、請求項１～４のいずれかに記載の染色織物の製造方法。
【請求項８】
　織物が３層以上の多層構造を有し、最外層または最内層に前記ポリエステルフィラメン
ト糸Ａが含まれ、他層に前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれる、請求項７に記
載の染色織物の製造方法。
【請求項９】
　織物が前記ポリエステルフィラメント糸Ａとカチオン可染性フィラメント糸Ｂとを含み
、前記ポリエステルフィラメント糸Ａおよび／またはカチオン可染性フィラメント糸Ｂが
複合糸の一部として織物に含まれる、請求項１～４のいずれかに記載の染色織物の製造方
法。
【請求項１０】
　複合糸が空気混繊糸、複合仮撚捲縮加工糸、およびカバリング糸からなる群より選択さ
れるいずれかである、請求項９に記載の染色織物の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の染色織物の製造方法で製造された染色織物。
【請求項１２】
　明度Ｌ値が４０以下である、請求項１１に記載の染色織物。
【請求項１３】
　ＪＩＳ　Ｌ０８４４により測定した洗濯染色堅牢度が３級以上である、請求項１１また
は請求項１２に記載の染色織物。
【請求項１４】
　ＪＩＳ　Ｌ０８４９により測定した摩擦染色堅牢度が３級以上である、請求項１１～１
３のいずれかに記載の染色織物。
【請求項１５】
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　請求項１１～１４のいずれかに記載の染色織物を用いてなる、スポーツウェア、アウト
ドアウェア、レインコート、傘地、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履
物、鞄、カーテン、防水シート、テント、カーシートの群より選ばれるいずれかの繊維製
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈するだけでなく、優れた発色性と染色
堅牢度とを有する染色織物の製造方法、および該製造方法により製造された染色織物、お
よび該染色織物を用いてなる繊維製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、ナノファイバーと称せられる超極細繊維は、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈
するため、衣料用途、インナー衣料、スポーツ衣料などの分野で、さかんに開発が行われ
ている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４参照）。
　しかしながら、超極細繊維は繊維径が小さいため染料を吸尽するものの発色性が悪く、
また、染色堅牢度が十分でないという問題があった（例えば、特許文献５、特許文献６、
特許文献７参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－４１４３２号公報
【特許文献２】特開２００４－１６２２４４号公報
【特許文献３】特開２００５－２３４６６号公報
【特許文献４】特開２００７－２３６４号公報
【特許文献５】特開２００７－３０３０２０号公報
【特許文献６】特開平５－３３１７８２号公報
【特許文献７】特開昭６０－３４６７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　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、染色された織物（以下、
単に「染色織物」ということもある。）であって、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈
するだけでなく、優れた発色性と染色堅牢度とを有する染色織物の製造方法、および該製
造方法により製造された染色織物、および該染色織物を用いてなる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】
【０００５】
　本発明者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１０００ｎｍ以下
の超極細繊維と、単繊維径が１０００ｎｍより大のカチオン可染性繊維とを用いて織物を
得た後、該織物を、カチオン染料を用いて染色することにより、超極細繊維特有のソフト
な風合いを呈するだけでなく、優れた発色性と染色堅牢度とを有する染色織物が得られる
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。
【０００６】
　かくして、本発明によれば「単繊維径１０～１０００ｎｍのポリエステルフィラメント
糸Ａと、単繊維径１０００ｎｍより大のカチオン可染性フィラメント糸Ｂとを含む織物を
、カチオン染料を用いて染色することを特徴する染色織物の製造方法。」が提供される。
【０００７】
　その際、前記ポリエステルフィラメント糸Ａのフィラメント数が５００本以上であるこ
とが好ましい。また、前記ポリエステルフィラメント糸Ａが、海成分と島成分とからなる
海島型複合繊維の海成分を溶解除去して得られた糸条であることが好ましい。一方、前記
カチオン可染性フィラメント糸Ｂがカチオン可染性ポリエステルからなるフィラメント糸
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であることが好ましい。
【０００８】
　本発明の染色織物の製造方法において、織物の経糸および／または緯糸に、前記ポリエ
ステルフィラメント糸Ａとカチオン可染性フィラメント糸Ｂとが規則的に含まれているこ
とが好ましい。また、織物の経糸および緯糸のうち、どちらか一方に前記ポリエステルフ
ィラメント糸Ａが含まれ、かつ他方に前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれてい
ることが好ましい。また、織物が２層以上の多層構造を有する多層構造織物であって、少
なくとも１層に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、かつ他層に前記カチオン可
染性フィラメント糸Ｂが含まれていることが好ましい。特に、織物が３層以上の多層構造
を有し、最外層または最内層に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、他層に前記
カチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていることが好ましい。また、織物が前記ポリ
エステルフィラメント糸Ａとカチオン可染性フィラメント糸Ｂとを含み、前記ポリエステ
ルフィラメント糸Ａおよび／またはカチオン可染性フィラメント糸Ｂが複合糸の一部とし
て織物に含まれることが好ましい。その際、かかる複合糸としては、空気混繊糸、複合仮
撚捲縮加工糸、およびカバリング糸からなる群より選択されるいずれかであることが好ま
しい。
【０００９】
　また、本発明によれば、前記の染色織物の製造方法で製造された染色織物が提供される
。かかる染色織物において、明度Ｌ値が４０以下であることが好ましい。また、ＪＩＳ　
Ｌ０８４４により測定した洗濯染色堅牢度が３級以上であることが好ましい。また、ＪＩ
Ｓ　Ｌ０８４９により測定した摩擦染色堅牢度が３級以上であることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明によれば、前記の染色織物を用いてなる、スポーツウェア、アウトドアウ
ェア、レインコート、傘地、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物、鞄
、カーテン、防水シート、テント、カーシートの群より選ばれるいずれかの繊維製品が提
供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、染色された染色織物であって、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈
するだけでなく、優れた発色性と染色堅牢度とを有する染色織物の製造方法、および該製
造方法により製造された染色織物、および該染色織物を用いてなる繊維製品が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　まず、本発明で用いるポリエステルマルチフィラメント糸Ａはその単繊維径（単繊維の
直径）が１０～１０００ｎｍ（好ましくは１００～８００ｎｍ、特に好ましくは５５０～
８００ｎｍ）であ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、０．０
００００１～０．０１ｄｔｅｘに相当する。該単繊維径が１０００ｎｍを超える場合には
、染色織物が超極細繊維特有のソフトな風合いを呈さず好ましくない。逆に、該単繊維径
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。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、外接円の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。
【００１３】
　前記ポリエステルフィラメント糸Ａにおいて、フィラメント数は特に限定されないが、
超極細繊維特有の風合いを得る上で５００本以上（より好ましくは２０００～１００００
本）であることが好ましい。また、ポリエステルフィラメント糸Ａ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
。
【００１４】
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　前記ポリエステルフィラメント糸Ａの繊維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）であることが好ましい。単繊維の断面形状も特に限定されず、丸、三角
、扁平、中空など公知の断面形状でよい。また、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。
【００１５】
　前記ポリエステルフィラメント糸Ａを形成するポリエステル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。かかるポリエステルとしては、ポリ乳酸などの生分解性を有するポリエステ
ル、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルされたポリエステルであってもよい
。また、特開２００４－２７００９７号公報や特開２００４－２１１２６８号公報に記載
されているような、特定のリン化合物およびチタン化合物を含む触媒を用いて得られたポ
リエステルでもよい。さらには、ポリ乳酸やステレオコンプレックスポリ乳酸などの脂肪
族ポリエステルであってもよい。該ポリエステルポリマー中には、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。
【００１６】
　また、前記ポリエステルフィラメント糸Ａが、海成分と島成分とからなる海島型複合繊
維の海成分を溶解除去して得られた糸条であることが好ましい。例えばまず、下記のよう
な海島型複合繊維用の海成分ポリマーと島成分ポリマーを用意する。
【００１７】
　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
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。
【００１８】
　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、ステレオコンプレックスポリ乳
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酸、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。
【００１９】
　上記の海成分ポリマーと島成分ポリマーからなる海島型複合繊維は、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。
【００２０】
　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。
【００２１】
　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
るので１００以上（より好ましくは３００～１０００）であることが好ましい。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１００００以下とするのが好ましい。
【００２２】
　次に、島成分の径（直径）は、１０～１０００ｎｍ（好ましくは１００～８００ｎｍ）
の範囲とする必要がある。島成分の径を該範囲内とすることにより、最終的に得られる織
物に、単繊維径（単繊維の直径）が１０～１０００ｎｍのマルチフィラメント糸が含まれ
ることになる。ここで、島成分の断面形状が丸断面以外の異型断面である場合には、外接
円の直径を島成分の径とする。なお、島成分の径（直径）は、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たのち、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。
【００２３】
　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。
【００２４】
　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。
【００２５】
　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、高倍
率延伸を達成することができなくなる。
【００２６】
　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
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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
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。
【００２７】
　かくして得られた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４
０％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。
【００２８】
　また、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。
【００２９】
　次いで、該海島型複合繊維にアルカリ水溶液処理を施し、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、海島型複合繊維フィラメント糸を単繊維径が１
０～１０００ｎｍのポリエステルマルチフィラメント糸Ａとする。その際、アルカリ水溶
液処理の条件としては、濃度３～４％のＮａＯＨ水溶液を使用し５５～６５℃の温度で処
理するとよい。また、アルカリ水溶液処理は、織物を織成する前でもよいが、織物を織成
した後のほうが好ましい。
【００３０】
　一方、カチオン可染性フィラメント糸Ｂはその単繊維径が１０００ｎｍ（１μｍ）より
大（好ましくは１．１～２０μｍ）であることが肝要である。該単繊維径が１０００ｎｍ
以下であると、単繊維径が細くなりすぎて染料を吸尽するものの、優れた発色性が得られ
ず好ましくない。逆に該単繊維径が２０μｍよりも大きいと、超極細繊維が有するピーチ
タッチ状の独特の風合いが損われるおそれがある。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、外接円の直径を単繊維径とする。なお、単繊維径は、前記
と同様、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。
【００３１】
　前記ポリエステルフィラメント糸Ｂにおいて、フィラメント数は特に限定されないが、
１～３００本の範囲内であることが好ましい。また、かかるポリエステルフィラメント糸
Ｂの繊維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）であることが好ま
しい。単繊維の断面形状も特に限定されず、丸、三角、扁平、中空など公知の断面形状で
よい。また、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。
【００３２】
　前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂを形成するポリマーの種類としては、カチオン可
染性ポリマーであれば特に限定されないが、５－ナトリウムスルホイソフタル酸などのカ
チオン可染剤を、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
テルに共重合させた、カチオン可染性ポリエステルなどが好ましく例示される。かかるポ
リエステルとしては、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルされたポリエステ
ルであってもよい。さらには、特開２００４－２７００９７号公報や特開２００４－２１
１２６８号公報に記載されているような、特定のリン化合物およびチタン化合物を含む触
媒を用いて得られたポリエステルでもよい。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。
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【００３３】
　本発明の染色織物の製造方法において、前記ポリエステルフィラメント糸Ａ（またはポ
リエステルフィラメント糸Ａ用海島型複合繊維フィラメント糸）とカチオン可染性フィラ
メント糸Ｂとを用いて織物を織成した後、必要に応じて、該織物にアルカリ水溶液処理を
施し、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、海島型複合
繊維フィラメント糸を単繊維径が１０～１０００ｎｍのポリエステルマルチフィラメント
糸Ａとした後、該織物を、カチオン染料を用いて染色する。その際、前記ポリエステルフ
ィラメント糸Ａ（またはポリエステルフィラメント糸Ａ用海島型複合繊維フィラメント糸
）とカチオン可染性フィラメント糸Ｂのみを用いて織物を織成することが好ましいが、織
物の全重量に対して２０重量％以下であれば、他の繊維が含まれていてもよい。また、前
記ポリエステルフィラメント糸Ａの織物の全重量に対する重量割合は１０～４０重量％の
範囲内であることが好ましい。一方、カチオン可染性フィラメント糸Ｂの織物の全重量に
対する重量割合は６０～９０重量％の範囲内であることが好ましい。
【００３４】
　また、織物の組織は特に限定されず、平織、斜文織、サテン織物等の三原組織、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。層数も特に限定されず単層でもよいし２層以上の多層構造を有する織物
でもよい。
【００３５】
　特に、前記ポリエステルフィラメント糸Ａとカチオン可染性フィラメント糸Ｂとが、以
下のように織物中に配されていることが好ましい。
　すなわち、好ましい実施態様（１）では、織物の経糸および／または緯糸に、前記ポリ
エステルフィラメント糸Ａとカチオン可染性フィラメント糸Ｂとが規則的に配されている
。具体的には、１本交互または複数本交互（例えば、１本：複数本、複数本：１本、複数
本：複数本、またはこれらの組合せ）に配されている。
【００３６】
　また、好ましい実施態様（２）では、織物の経糸および緯糸のうち、どちらか一方に前
記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、かつ他方に前記カチオン可染性フィラメント
糸Ｂが含まれている。例えば、経糸に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、緯糸
に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれる場合、経糸に前記ポリエステルフィラメ
ント糸Ａが含まれ、緯糸に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれる場合などが例示
される。
【００３７】
　また、好ましい実施態様（３）では、織物が２層以上の多層構造を有する多層構造織物
であって、少なくとも１層に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、かつ他層に前
記カチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれている。例えば、織物が２層構造を有し、表
層に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、かつ裏層に前記カチオン可染性フィラ
メント糸Ｂが含まれている場合、また、織物が２層構造を有し、表層に前記カチオン可染
性フィラメント糸Ｂが含まれ、かつ裏層に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれて
いる場合などが例示される。特に、織物が３層以上の多層構造を有し、最外層または最内
層に前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれ、他層に前記カチオン可染性フィラメン
ト糸Ｂが含まれていることが好ましい。例えば、織物が３層構造を有し、最外層に前記ポ
リエステルフィラメント糸Ａが含まれ、他層に前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂが含
まれる場合、織物が３層構造を有し、最外層に前記カチオン可染性フィラメントが含まれ
、他層に糸Ｂ前記ポリエステルフィラメント糸Ａが含まれる場合などが例示される。
【００３８】
　また、好ましい実施態様（３）では、織物が前記ポリエステルフィラメント糸Ａとカチ
オン可染性フィラメント糸Ｂとを含み、前記ポリエステルフィラメント糸Ａおよび／また
はカチオン可染性フィラメント糸Ｂが複合糸の一部として織物に含まれる。ここで、複合
糸としては、インターレース加工やタスラン（登録商標）加工などにより得られる空気混
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繊糸、複合仮撚捲縮加工糸、カバリング糸などが例示される。その際、ポリエステルフィ
ラメント糸Ａとカチオン可染性フィラメント糸Ｂとのうち一方が芯部に位置し、かつ他方
が鞘部に位置する芯鞘構造を複合糸が有していることが好ましい。
【００３９】
　また、かかる織物を、カチオン染料を用いて染色する際、用いるカチオン染料は通常の
カチオン染料でよい。また、染色機も液流染色機、ビーム染色機、ジッガーなど通常の染
色機でよく特に限定はない。
【００４０】
　また、染色工程の前および／または後の工程において、なお、常法の精練、リラックス
、プレセット、ファイナルセットなどの各種加工を施してもよい。さらには、起毛加工、
撥水加工、カレンダー加工、紫外線遮蔽あるいは制電剤、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。
【００４１】
　かくして得られた染色された染色織物において、前記カチオン可染性フィラメント糸Ｂ
がカチオン染料により着色することにより、優れた発色性と染色堅牢度とを有する。その
際、ポリエステルフィラメント糸Ａは、カチオン可染性ポリエステルからなる場合はカチ
オン染料により着色するが、カチオン不染性ポリエステルからなる場合はカチオン染料に
より着色しない。また、かかる染色織物には、単繊維径１０～１０００ｎｍのポリエステ
ルフィラメント糸Ａが含まれているので、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈する。そ
の際、明度Ｌ値が４０以下であることが好ましい。また、ＪＩＳ　Ｌ０８４４により測定
した洗濯染色堅牢度が３級以上であることが好ましい。また、ＪＩＳ　Ｌ０８４９により
測定した摩擦染色堅牢度が３級以上であることが好ましい。
【００４２】
　また、かかる染色された染色織物において、経糸のカバーファクターおよび緯糸のカバ
ーファクターがいずれも５００～５０００（さらに好ましくは、５００～２５００）であ
ることが好ましい。経糸もしくは緯糸のカバーファクターが５００未満であると、十分な
発色性が得られない場合があり好ましくない。逆に、経糸もしくは緯糸のカバーファクタ
ーが２５００より大きいと、発色性は向上するが、風合いが硬くなり好ましくない。なお
、本発明でいうカバーファクターＣＦは下記の式により表されるものである。
経糸カバーファクターＣＦｐ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ
緯糸カバーファクターＣＦｆ＝（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ

は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【００４３】
　次に、本発明の繊維製品は、前記の染色織物を用いてなる、スポーツウェア、アウトド
アウェア、レインコート、傘地、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物
、鞄、カーテン、防水シート、テント、カーシートの群より選ばれるいずれかの繊維製品
である。かかる繊維製品は前記の染色織物を用いているので、超極細繊維特有のソフトな
風合いを呈するだけでなく、優れた発色性と染色堅牢度とを有する。
【実施例】
【００４４】
　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。
＜溶解速度＞海・島ポリマーの各々０．３Φ－０．６Ｌ×２４Ｈの口金にて１０００～２
０００ｍ／分の紡糸速度で糸を巻き取りし、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した。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。
＜経糸カバーファクターＣＦｐおよび緯糸カバーファクターＣＦｆ＞下記式で定義する。
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経糸カバーファクターＣＦｐ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ
緯糸カバーファクターＣＦｆ＝（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
ただし、ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、
ＤＷｆは緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。
＜溶解速度＞海・島ポリマーの各々０．３Φ－０．６Ｌ×２４Ｈの口金にて１０００～２
０００ｍ／分の紡糸速度で糸を巻き取りし、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した。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。
＜風合い＞
　編地表面の風合いを試験者３人が官能評価し、３級：超極細繊維（ナノファイバー）特
有の柔らかくヌメリ感のある風合いを呈する、２級：普通、１級：超極細繊維特有の風合
いを呈さない、の３段階に評価した。
＜単繊維径＞
　編地を電子顕微鏡で写真撮影した後、ｎ数５で単繊維径を測定しその平均値を求めた。
＜明度Ｌ値＞
　マクベス・カラーアイ（Ｍａｃｂｅｔｈ  ＣＯＬＯＲ―ＥＹＥ）モデルＭ―２０２０Ｐ
Ｌを使用し、ＪＩＳＺ ８７２９－１９８０に規定されたＬ＊ａ＊ｂ＊系色表示により表
される明度Ｌ値を測定した
＜洗濯染色堅牢度＞
　ＪＩＳ　Ｌ０８４４により測定した。
＜摩擦染色堅牢度＞
　ＪＩＳ　Ｌ０８４９により測定した。
【００４５】
　　［実施例１］（カチオン可染性延伸糸９０重量％の実施例）
　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１５００ｍ
／分で溶融紡糸して一旦巻き取った。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１５０℃で熱セットして巻き取った。得られた海島型複
合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）は５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌ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７００ｎｍであった。
【００４６】
　一方、カチオン可染剤である５－ナトリウムスルホイソフタル酸を２．６モル％共重合
した共重合ポリエチレンテレフタレートポリマーを用いて、常法の紡糸・延伸方法で、カ
チオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ（５６ｄｔｅｘ／２４ｆｉｌ、カ
チオン可染性フィラメント糸Ｂ）を得た。
【００４７】
　次いで、経糸に前記カチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂを全量配
し、緯糸に前記カチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ２本と、前記海
島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）１本とを交互に配し、経密度１６５
本／２．５４ｃｍ、緯密度１０７本／２．５４ｃｍの織密度にて、図１に示す織組織図に
従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。そして、前記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、５５℃にて３０％減量（アルカリ減
量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフィラメント糸Ａと単繊維径
１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００４８】
　次いで、カチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１８２本／２．５４ｃｍ、緯密
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度１１８本／２．５４ｃｍの織物を作成した。なお、染色は以下の条件で行った。
（染色浴）：
Bismarck Brown B（商標、日本化学社製）　　　 　３．５％（布帛質量に対して）
Irgasol DAM（商標、チバガイギー社製）　　　　　１ｇ／リットル
酢酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５ｇ／リットル
（染色機）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
液流染色機（日阪製作所製）
（条件）：
温度１３０℃時間４５分
【００４９】
　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
れた超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（染色織物）におい
て、経糸カバーファクターＣＦｐは１２８９、緯糸カバーファクターＣＦｆは７９１であ
り、Ｌ値は２５、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有して
いた。
【００５０】
　次いで、該染色織物を用いてＴシャツ（スポーツウエアー）を得て着用したところ、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合いを呈し、優れた発色性
と堅牢度を有していた。また、超極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感の
ある風合い（３級）を呈するものであった。
【００５１】
　　［実施例２］（カチオン可染性延伸糸４０重量％の実施例）
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ１本
と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）２本とを交互
に配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸
Ｂ１本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）２本と
を交互に配し、経密度１８５本／２．５４ｃｍ、緯密度１１３本／２．５４ｃｍの織密度
にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。そして
、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、５５℃にて
３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフィ
ラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００５２】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度２０４本／２
．５４ｃｍ、緯密度１２５本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは９１８、緯糸カバーファクターＣＦｆは５６２であり、Ｌ値は３５、
洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超極
細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもので
あった。
【００５３】
　　［実施例３］（カチオン可染性延伸糸９０重量％の実施例）
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を全量
配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ
２本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）１本とを
交互に配し、経密度２２６本／２．５４ｃｍ、緯密度１３８本／２．５４ｃｍの織密度に
て、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により朱子組織の織物生機を得た。そして
、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、５５℃にて
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３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフィ
ラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００５４】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度２４８本／２
．５４ｃｍ、緯密度１５１本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１７６１、緯糸カバーファクターＣＦｆは８７８であり、Ｌ値は２５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００５５】
　　［実施例４］（カチオン可染性延伸糸４０重量％の実施例）
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ１本
と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）２本とを交互
に配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸
Ｂ１本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）１本と
を交互に配し、経密度２５４本／２．５４ｃｍ、緯密度１４６本／２．５４ｃｍの織密度
にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により朱子組織の織物生機を得た。そし
て、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、５５℃に
て３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフ
ィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００５６】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度２７９本／２
．５４ｃｍ、緯密度１６１本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１２５８、緯糸カバーファクターＣＦｆは８３０であり、Ｌ値は３５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００５７】
　　［実施例５］（カチオン可染性延伸糸９０重量％の実施例）
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を全量
配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ
５本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）１本とを
交互に配し、経密度１３４本／２．５４ｃｍ、緯密度２０２本／２．５４ｃｍの織密度に
て、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平緯二重組織の織物生機を得た。そ
して、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、５５℃
にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステル
フィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた
。
【００５８】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１４８本／２
．５４ｃｍ、緯密度２２２本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
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ファクターＣＦｐは１０４８、緯糸カバーファクターＣＦｆは１４３４であり、Ｌ値は２
５、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、
超極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するも
のであった。
【００５９】
　　［実施例６］（カチオン可染性延伸糸６０重量％の実施例）
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を全量
配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸１
本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）３本をＳ方
向に１５０回／ｍ合撚したものとを交互に配し、経密度１３４本／２．５４ｃｍ、緯密度
１６０本／２．５４ｃｍの織密度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により
平緯二重組織の織物生機を得た。そして、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、５５℃にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、
単繊維径７００ｎｍのポリエステルフィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染
性フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００６０】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１４８本／２
．５４ｃｍ、緯密度１７６本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは９５３、緯糸カバーファクターＣＦｆは１３９４であり、Ｌ値は２５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００６１】
　　［実施例７］（カチオン可染性延伸糸９０重量％の実施例（３重織））
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ５本
と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）１本とを交互
に配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸
Ｂを全量に配し、経密度３３３本／２．５４ｃｍ、緯密度１９８本／２．５４ｃｍの織密
度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平三重組織の織物生機を得た。
そして、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、５５
℃にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステ
ルフィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれてい
た。
【００６２】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度３６６本／２
．５４ｃｍ、緯密度２１８本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは２５２９、緯糸カバーファクターＣＦｆは１５４６であり、Ｌ値は２
５、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、
超極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するも
のであった。
【００６３】
　　［実施例８］（カチオン可染性延伸糸４０重量％の実施例（３重織））
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ１本
と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）２本とを交互
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に配し、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸
Ｂ１本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）２本と
を交互に配し、経密度３６０本／２．５４ｃｍ、緯密度２２３本／２．５４ｃｍの織密度
にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平三重組織の織物生機を得た。そ
して、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、５５℃
にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステル
フィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた
。
【００６４】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度３９６本／２
．５４ｃｍ、緯密度２４６本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは２５０３、緯糸カバーファクターＣＦｆは１５５５であり、Ｌ値は３
５、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、
超極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するも
のであった。
【００６５】
　　［実施例９］（カチオン可染性延伸糸７０重量％の実施例（鞘カチオン混繊糸とナノ
ファイバーとの平織））
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を含む
混繊糸を配し、緯糸に、経糸と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸
糸Ｂを含む混繊糸３本と実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸
Ａ用）２本とを交互に配し、経密度１０５本／２．５４ｃｍ、緯密度６７本／２．５４ｃ
ｍの織密度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得
た。そして、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、
５５℃にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエ
ステルフィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれ
ていた。
【００６６】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１０５本／２
．５４ｃｍ、緯密度７１本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１３０７、緯糸カバーファクターＣＦｆは７８８であり、Ｌ値は２５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００６７】
　　［実施例１０］（カチオン可染性延伸糸４０重量％の実施例（鞘カチオン混繊糸とナ
ノファイバーとの平織）
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を含む
混繊糸３本と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）１
本とを交互に配し、緯糸に、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメン
ト糸Ａ用）を配し、経密度１１１本／２．５４ｃｍ、緯密度８６本／２．５４ｃｍの織密
度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。そし
て、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、５５℃に
て３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフ



(15) JP 2009-209500 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

ィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００６８】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１２２本／２
．５４ｃｍ、緯密度９５本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１３０２、緯糸カバーファクターＣＦｆは７９４であり、Ｌ値は３５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００６９】
　　［実施例１１］（カチオン可染性延伸糸９０重量％の実施例（鞘ナノファイバー混繊
糸とカチオン可染性延伸糸との平織））
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を配し
、緯糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ３本
と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）を含む混繊糸
１本とを交互に配し、経密度１１７本／２．５４ｃｍ、緯密度７４本／２．５４ｃｍの織
密度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。そ
して、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、５５℃
にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステル
フィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂが含まれていた
。
【００７０】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１２８本／２
．５４ｃｍ、緯密度８１本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１２９０、緯糸カバーファクターＣＦｆは８１３であり、Ｌ値は２５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００７１】
　　［実施例１２］（カチオン可染性延伸糸４０重量％の実施例（鞘ナノファイバー混繊
糸とカチオン可染性延伸糸との平織））
　経糸に、実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ２本
と、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）を含む混繊糸
１本とを交互に配し、緯糸に、実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメ
ント糸Ａ用）を含む混繊糸１本とを交互に配し、経密度１０５本／２．５４ｃｍ、緯密度
７４本／２．５４ｃｍの織密度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平
組織の織物生機を得た。そして、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、５５℃にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径
７００ｎｍのポリエステルフィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラ
メント糸Ｂが含まれていた。
【００７２】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１１５本／２
．５４ｃｍ、緯密度８１本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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
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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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１２９９、緯糸カバーファクターＣＦｆは８０８であり、Ｌ値は３５
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していた。また、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００７３】
　　［比較例１］（ナノファイバー１００重量％の比較例）
　実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）を経糸と緯糸に
全量配し、経密度１９７本／２．５４ｃｍ、緯密度１２１本／２．５４ｃｍの織密度にて
、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。そして、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、５５℃にて３０
％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフィラメ
ント糸Ａのみが含まれていた。
【００７４】
　次いで、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度２１７本／２
．５４ｃｍ、緯密度１３３本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは６９７、緯糸カバーファクターＣＦｆは４２７であり、Ｌ値は７０、
洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と、充分な発色性が得られなかった。また、超極細
繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するものであ
った。
【００７５】
　　［比較例２］（ナノファイバー１００重量％で分散染料を用いて染色した比較例）
　実施例１と同じ海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用）を経糸と緯糸に
全量配し、経密度１９７本／２．５４ｃｍ、緯密度１２１本／２．５４ｃｍの織密度にて
、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。そして、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、５５℃にて３０
％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリエステルフィラメ
ント糸Ａのみが含まれていた。
【００７６】
　次いで、実施例１の染色工程においてカチオン染料にかえて分散染料を用いて染色加工
を行い、経密度２１６本／２．５４ｃｍ、緯密度１３３本／２．５４ｃｍの織物を作成し
た。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは６９７、緯糸カバーファクターＣＦｆは４２７であり、Ｌ値は５０、
洗濯堅牢度は２級、摩擦堅牢度は２級と、充分な発色性および染色堅牢度が得られなかっ
た。また、超極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）
を呈するものであった。
【００７７】
　　［比較例３］（カチオン可染性延伸糸１００重量％の比較例）
　実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸を経糸と緯糸に
全量配し、経密度１６５本／２．５４ｃｍ、緯密度１０１本／２．５４ｃｍの織密度にて
、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。該織物には
、単繊維径１５μｍのカチオン可染性フィラメント糸Ｂのみが含まれていた。
【００７８】
　そして、実施例１と同様にカチオン染料を用いて染色加工を行い、経密度１８２本／２
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．５４ｃｍ、緯密度１１１本／２．５４ｃｍの織物を作成した。
　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、経糸カバー
ファクターＣＦｐは１２８９、緯糸カバーファクターＣＦｆは７９１であり、Ｌ値は２０
、洗濯堅牢度は４級、摩擦堅牢度は４級と優れた発色性と堅牢度を有していたが、風合が
硬くなった。また、超極細繊維特有の風合いを呈さないものであった（１級）。
【００７９】
　　［比較例４］（実施例１において分散染料を用いて染色した比較例）
　経糸に実施例１と同じカチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂを全量
配し、緯糸に前記カチオン可染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸前記カチオン可
染性ポリエステルマルチフィラメント延伸糸Ｂ２本と、前記海島型複合延伸糸（ポリエス
テルフィラメント糸Ａ用）１本とを交互に配し、経密度１６５本／２．５４ｃｍ、緯密度
１０７本／２．５４ｃｍの織密度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により
平組織の織物生機を得た。そして、前記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、５５℃にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単
繊維径７００ｎｍのポリエステルフィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン可染性
フィラメント糸Ｂが含まれていた。
【００８０】
　次いで、実施例１の染色工程においてカチオン染料にかえて分散染料を用いて染色加工
を行い、経密度１８２本／２．５４ｃｍ、緯密度１１８本／２．５４ｃｍの織物を作成し
た。
　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
れた超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（染色織物）におい
て、経糸カバーファクターＣＦｐは１２８９、緯糸カバーファクターＣＦｆは７９１であ
り、Ｌ値は２５と優れた発色性を有していたが、洗濯堅牢度は２級、摩擦堅牢度は２級と
十分な堅牢度が得られなかった。
　次いで、該染色織物を用いてＴシャツ（スポーツウエアー）を得て着用したところ、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【００８１】
　　［比較例５］（実施例１において、カチオン可染性フィラメント糸Ｂに変えて通常の
ポリエチレンテレフタレートフィラメント糸を使用し、分散染料を用いて染色した比較例
）
　経糸にカチオン染料に不染性であるレギュラーポリエチレンテレフタレートマルチフィ
ラメント糸Ｃを全量配し、緯糸に前記カチオン不染性ポリエチレンテレフタレートマルチ
フィラメント延伸糸Ｃ２本と、前記海島型複合延伸糸（ポリエステルフィラメント糸Ａ用
）１本とを交互に配し、経密度１６５本／２．５４ｃｍ、緯密度１０７本／２．５４ｃｍ
の織密度にて、図１に示す織組織図に従い通常の製織方法により平組織の織物生機を得た
。そして、前記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
、５５℃にて３０％減量（アルカリ減量）した。該織物には、単繊維径７００ｎｍのポリ
エステルフィラメント糸Ａと単繊維径１５μｍのカチオン不染性ポリエチレンテレフタレ
ートマルチフィラメント延伸糸Ｃが含まれていた。
【００８２】
　次いで、実施例１の染色工程においてカチオン染料にかえて分散染料を用いて染色加工
を行い、経密度１８２本／２．５４ｃｍ、緯密度１１８本／２．５４ｃｍの織物を作成し
た。なお、染色は以下の条件で行った。
　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
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れた超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（染色織物）におい
て、経糸カバーファクターＣＦｐは１２８９、緯糸カバーファクターＣＦｆは７９１であ
り、Ｌ値は５０、洗濯堅牢度は２級、摩擦堅牢度は２級であり、十分な発色性と堅牢度が
得られなかった。
　次いで、該染色織物を用いてＴシャツ（スポーツウエアー）を得て着用したところ、超
極細繊維（ナノファイバー）特有の柔らかくヌメリ感のある風合い（３級）を呈するもの
であった。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明によれば、染色された染色織物であって、超極細繊維特有のソフトな風合いを呈
するだけでなく、優れた発色性と染色堅牢度とを有する染色織物の製造方法、および該製
造方法により製造された染色織物、および該染色織物を用いてなる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】
【００８４】
【図１】本発明において、用いることのできる織組織図である。

【図１】
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