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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
糸長方向に太細がある単繊維を含むポリエステル斑糸（Ａ）と潜在捲縮型ポリエステル複
合繊維（Ｂ）が混繊されてなる複合糸であって、ノーマルテストで得られるスペクトログ
ラフ上に周期４～１０ｃｍと周期５０～１５０ｃｍにそれぞれピーク値（Ｐmax1、Ｐmax2

）が存在し、かつそのピーク値比（Ｐmax1／Ｐmax2）が１．２～４．０であることを特徴
とする潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸。
【請求項２】
ノーマルテストで得られる上記スペクトログラフ上の周期２０ｃｍでの値Ｐ20とピーク値
Ｐmax1の比（Ｐmax1／Ｐ20）が１．５～４．０である請求項１に記載の潜在捲縮性能を有
するポリエステル複合斑糸。
【請求項３】
長さ方向に太細がある前記単繊維の太部長さが１～１５ｍｍで、複合斑糸としてのウース
ターノーマルＵ％が３．５％以上である請求項１又は２記載の潜在捲縮性能を有するポリ
エステル複合斑糸。
【請求項４】
前記潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）の熱水収縮率が前記ポリエステル斑糸（Ａ）
の熱水収縮率よりも５％以上高い請求項１～３のいずれかに記載の潜在捲縮性能を有する
ポリエステル複合斑糸。
【請求項５】
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前記ポリエステル斑糸（Ａ）において、単繊維の横断面形状が三角形である請求項１～４
のいずれかに記載の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸。
【請求項６】
前記ポリエステル斑糸（Ａ）中に微細孔形成剤を含有する請求項１～５のいずれかに記載
の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸。
【請求項７】
前記微細孔形成剤が下記一般式で表される金属塩化合物である請求項１～６のいずれかに
記載の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸。
【化１】

式中、Ｍ及びＭ´は金属、Ｒは水素原子又はエステル形成性官能基、ｎは１又は２を示す
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、優れたナチュラル感、ドライ感、スパナイズ外観を呈し、さらにストレッチ性
能にも優れた布帛を得ることができるポリエステル複合斑糸に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ポリエステル未延伸糸を不完全延伸するとき斑糸が得られることはよく知られてい
る。この斑糸は、斑が強調されればされるほど、当然のことながら風合いなどの特徴が強
く出るが、この斑を強調しすぎるとナチュラル感が損なわれたり、低配向の未延伸部残存
に起因する取り扱い性や機械的特性が低下するという問題がある。
【０００３】
この問題を解消するため、特公平３－７７３０４号公報には、斑糸の太部が特殊な分散状
態にあり、糸条としてノーマルテストで得られるスペクトログラフ上の周期５０ｃｍの値
が最大値の１／２以下である斑糸が提案されている。確かにこの斑糸は、機械的特性や取
り扱い性が改善されているものの、用途によっては風合が未だ不十分であり、ナチュラル
感、ドライ感及びスパナイズ外観を呈する斑糸の開発が望まれている。
【０００４】
一方、近年、衣服の着用快適性に対する要求が高まっており、布帛に適度なストレッチ性
を付与することが一般化している。
【０００５】
このような理由から、上記風合い、外観の改善と合わせて、ストレッチ性能にも優れた斑
糸の開発が期待されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術を背景になされたもので、その目的は、優れたナチュラル感、ス
パナイズ外観、ドライ感を呈し、ストレッチ性能にも優れた布帛を得ることのできる新規
なポリエステル複合斑糸を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討した結果、少なくとも２種類のポリエ
ステル系マルチフィラメントを混繊または交撚してなる複合糸において、糸長方向に太細
がある単繊維を含む斑糸と潜在捲縮糸を使用し、集合体構造を巧みに組み合わせることに
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より、所望の布帛が製造可能な複合斑糸が得られることを知り、本発明を完成するに至っ
た。
【０００８】
かくして、本発明によれば、「糸長方向に太細がある単繊維を含むポリエステル斑糸（Ａ
）と潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）が混繊されてなる複合糸であって、ノーマル
テストで得られるスペクトログラフ上に周期４～１０ｃｍと周期５０～１５０ｃｍにそれ
ぞれピーク値（Ｐmax1、Ｐmax2）が存在し、かつそのピーク値比（Ｐmax1／Ｐmax2）が１
．２～４．０であることを特徴とする潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸。」が
提供される。
【０００９】
その際、前記潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）の熱水収縮率が前記ポリエステル斑
糸（Ａ）の熱水収縮率よりも５％以上高いと、複合斑糸が熱処理を受けた際、該複合斑糸
において、芯部に潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）、鞘部にポリエステル斑糸（Ａ
）が位置するようになり好ましい。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸は糸長方向に太細がある単繊維を含
むポリエステル斑糸（Ａ）と潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）が混繊されてなる複
合斑糸である。
【００１１】
まず、本発明で使用されるポリエステル斑糸（Ａ）は、エチレンテレフタレートを繰返し
単位とするポリエチレンテレフタレートを主たる対象とするが、必要に応じて第３成分を
少量（通常は全繰返し単位を基準として１５モル％以下、好ましくは１０モル％以下、特
に好ましくは５モル％以下）共重合したポリエチレンテレフタレート系共重合ポリエステ
ルであってもよく、また、艶消剤、その他の添加剤を含有していてもよい。なかでも、ア
ルカリ減量処理することによって、繊維表面又は繊維内部に、微細孔又は微細溝を形成さ
れる微細孔形成剤を含有している場合には、該孔又は溝の形状によって、吸水性、天然絹
様風合、鮮明性、ドライタッチ等の各種効果を発現させることができるので好ましい。
【００１２】
例えば、該微細孔形成剤として下記一般式で表されるスルホン酸金属塩を含有している場
合には、ドライ感が向上して綿に類似した性能を得ることができる。
【００１３】
【化２】

【００１４】
式中、Ｍ及びＭ´は金属であり、アルカリ土類金属、マンガン、コバルト、亜鉛が好まし
く、Ｍ及びＭ´は同一でも異なっていてもよい。Ｒは水素原子又はエステル形成性官能基
であり、ｎは１又は２を示す。
【００１５】
かかるスルホン酸金属塩は、例えば特公昭６１－３１２３１号公報にあげられているもの
が好ましく用いられ、具体的には３－カルボメトキシベンゼンスルホン酸ナトリウム－５
－カルボン酸ナトリウム、３－ヒドロキシエトキシカルボニルベンゼンスルホン酸ナトリ
ウム－５－カルボン酸１／２マグネシウムをあげることができる。
【００１６】
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上記スルホン酸金属塩のポリエステルへの添加時期は、ポリエステルを溶融紡糸する以前
の任意の段階でよく、例えばポリエステルの原料中に添加配合しても、ポリエステルの合
成中に添加してもよい。また、上記化合物の添加量は、少ないと最終的に得られるポリエ
ステル繊維の綿様風合が低下し、一方多いと紡糸時にトラブルが発生しやすくなるので、
ポリエステル重量を基準として０．５～２．５％、特に０．６～１．２重量％の範囲が適
当である。
【００１７】
ポリエステル斑糸（Ａ）の見かけの単繊維繊度（太細を長さ方向に平均したもの）や糸条
としての総繊度は特に限定されるものではないが、単繊維繊度としては１．５～５．０ｄ
ｔｅｘ、総繊度としては４０～１７０ｄｔｅｘの範囲が適当である。
【００１８】
ポリエステル斑糸（Ａ）の単繊維の横断面形状については特に限定する必要はなく、丸断
面でもナチュラルなスパナイズ外観を達成することができるが、三角断面のほうがよりド
ライ感やスパナイズ外観を付与することができるので好ましい。
【００１９】
また、ポリエステル斑糸（Ａ）の熱水収縮率は１０％以下（より好ましくは８％以下）で
あることが好ましい。すなわち、通常の染色仕上げ工程ではファイナルセットを１６０℃
～２００℃で実施する場合が多いので、かかる熱水収縮率を有することにより、熱処理後
、潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）が芯部に、ポリエステル斑糸（Ａ）が鞘部に配
された芯鞘構造糸が得られ易い。
【００２０】
さらに、ポリエステル斑糸（Ａ）の伸度は、８０％以上（より好ましくは１００～１５０
％）であることが好ましい。かかる伸度を有することにより、ポリエステル斑糸（Ａ）が
鞘部に配された芯鞘構造糸となした後において、該芯鞘構造糸に力が加わっても、該鞘部
に応力が発生し難いため、優れたストレッチ性能が得られ易い。
【００２１】
以上に説明した、本発明で使用されるポリエステル斑糸（Ａ）は、例えば以下に述べる方
法により製造することができる。
【００２２】
すなわち、前述のポリエステルを温度２８０～３００℃で溶融し、紡糸口金から溶融吐出
し、冷却固化した紡出糸条に油剤を付与し、空気噴射孔が３孔以上のインターレース付与
装置を用いて圧力０．１～０．３ＭＰａの空気を噴射してインターレースを付与した後、
ポリエステルのガラス転移温度以下に設定した予熱ローラー及び延伸ローラーを介して半
延伸糸（予熱ローラー引取速度：１５００～２５００ｍ／ｍｉｎ、延伸倍率：１．１～１
．５）としてワインダーに巻き取ることにより得られる。とりわけ、インターレースを付
与することが重要であり、かかるインターレースの付与条件を適宜最適化することにより
、本発明の目的のひとつである優れたナチュラル感が得られる。また、必要に応じて、得
られた半延伸糸を、延伸速度５００～１４００ｍ／ｍｉｎで、８０～１２０℃に加熱した
予熱ローラーおよび１７０～２４０℃に設定した非接触ヒーターを経て、０．９～１．２
倍の倍率で弛緩熱処理もしくは延伸してもよい。
【００２３】
次に、本発明で使用される潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）は、仮撚加工等の機械
的捲縮加工を施すことなく、沸騰水中で捲縮を発現することが可能な複合繊維であって、
該捲縮は座屈や角張った部分のない、曲線状の三次元的な捲縮であることが必要である。
【００２４】
かかる潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）としては、ポリブチレンテレフタレート、
ポリトリメチレンテレフタレートおよびポリエチレンテレフタレートを主たる構成成分と
する２種の成分がサイドバイサイド型または偏心シースコアー型に複合紡糸された複合繊
維、あるいは固有粘度が異なるポリエチレンテレフタレートがサイドバイサイド型または
偏心芯鞘型に複合紡糸された複合繊維などが例示される。中でも、固有粘度が異なるポリ
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エチレンテレフタレートがサイドバイサイド型に複合紡糸された複合繊維が特に好ましく
例示される。
【００２５】
なお、上記のポリエチレンテレフタレート系、ポリトリメチレンテレフタレート系、ポリ
ブチレンテレフタレート系ポリエステルは、必要に応じて少量（通常３０モル％未満）の
共重合成分を有していてもよく、例えば共重合酸成分としては、イソフタル酸、ジフェニ
ルジカルボン酸、ナフタレンジカルボン酸、５－ナトリウムスルホイソフタル酸、アジピ
ン酸、セバシン酸等を、また、オキシカルボン酸成分としては、パラヒドロキシ安息香酸
等を、さらにジオール成分としては上記の繰り返し単位を形成しているグリコール成分以
外のエチレングリコール、トリメチレングリコール、ブチレングリコール、さらには、ヘ
キサメチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ビスフェノール（フェノール性水酸
基にエチレンオキサイドを付加したものでもよい）、ポリエチレングリコール、ポリテト
ラメチレングリコール等を挙げることができる。特に粘度が高い方のポリエステルにイソ
フタル酸及び／又はビスフェノールＡが５～２５モル％、好ましくは８～１５モル％共重
合されている場合には、複合繊維の捲縮発現性能がさらに向上するので望ましい。
【００２６】
上記潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）は、前記ポリエステル斑糸（Ａ）よりも５％
以上（より好ましくは７％以上）高い熱水収縮率を有することが好ましい。該熱水収縮率
がかかる値よりも低い場合は、熱処理後、潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）が芯部
に配置されず、本発明の目的のひとつであるストレッチ性能が得られない恐れがある。
【００２７】
また、上記潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）の伸度は５０％以下（より好ましくは
３０～４５％）であることが好ましい。
【００２８】
さらに、上記潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）の１６０℃における熱応力は前記ポ
リエステル斑糸（Ａ）よりも大きいことがすることが好ましい。該熱応力の値としては、
０．１ｃＮ／ｄｔｅｘ以上（より好ましくは０．２ｃＮ／ｄｔｅｘ以上）であることが好
ましい。すなわち、前述のように通常の染色仕上げ工程ではファイナルセットを１６０～
２００℃で実施する場合が多く、少なくともこの温度で潜在捲縮型ポリエステル複合繊維
（Ｂ）の捲縮が発現することが布帛の着用感を改善するために必要となるからである。こ
のような物性を得るには、未延伸糸を延伸する時の延伸温度や延伸倍率などを適宜調整す
ればよい。例えば伸度は延伸倍率によって、熱水収縮率は延伸時のセット条件によって、
変えることができる。特に高熱水収縮率のものは非接触式ヒーターを用いて延伸すること
により得られる。熱応力は延伸倍率や延伸時の加熱温度、さらには未延伸糸の紡糸速度に
よって変わるので、２５００ｍ／ｍｉｎ以下の低紡糸速度糸を高倍率延伸してもよいし、
２５００～４５００ｍ／ｍｉｎで紡糸したものを低倍率延伸してもよい。かかる延伸方法
としてはローラーによる直接延伸、空気抵抗を利用した紡糸延伸、一旦、巻き取った糸を
別途延伸する方法のいずれでもよい。また、これらの物性を変える別の方法として、ポリ
マーを変性して加減してもよく、例えばイソフタル酸を共重合すると高い収縮率のものを
容易に得ることができる。
【００２９】
本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸は上記のポリエステル斑糸（Ａ）と
潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）が混繊された複合糸である。複合方法は特に限定
されないが、空気噴射ノズルに通して交絡混繊させる方法が好適に例示される。空気噴射
ノズルを用いて混繊を行う場合、空気の噴射方法としては糸条と直角方向に当てる方法や
糸条の進行方向に沿って当てる方法がある。前者によれば比較的光沢に優れた製品が得ら
れる。一方、後者によれば比較的ソフトな風合の製品が得られる。この際、オーバーフィ
ード率が大きくなるとループが多数発生し、製織性が低下する恐れがあるので該オーバー
フィード率は１０％以内にとどめたほうがよい。また、ナチュラル感を向上させるために
、両者の間にオーバーフィード率の差をつけたり、少なくとも一方を弛緩熱処理すること
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も好適に例示される。また、上記２種類の繊維を撚糸機上で引き揃えた後撚糸する方法、
あるいは撚糸前に引き揃えて巻き取った後撚糸する方法等任意の方法を採用してもよい。
さらに、本発明の目的を損なわない範囲で、上記２種類の繊維以外のマルチフィラメント
等を同時に混繊しても構わない。
【００３０】
ポリエステル斑糸（Ａ）と潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）の重量比率は目的に応
じて自由に選ぶことができるが、ポリエステル斑糸（Ａ）：潜在捲縮型ポリエステル複合
繊維（Ｂ）の重量比が８０：２０～２０：８０（より好ましくは７５：２５～５０：５０
）であることが好ましい。
【００３１】
また、本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸において、ポリエステル斑糸
（Ａ）と潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）はそれぞれ２本以上で構成されていても
よい。あるいは本発明の特性が満足される範囲内であれば、第３の糸条を添えて複合する
こともできる。例えば金属メッキ繊維やカーボン粒子混入繊維を複合して導電性を付与す
ることもできる。この際、かかる添え糸の重量比率は、複合斑糸全体に対し３０ｗｔ％以
内にとどめておくことが、スパナイズ外観、ナチュラル感、ドライ感、ストレッチ性能を
維持する上で好ましい。
【００３２】
次に、本発明でいうスペクトログラフとは、スイスのツエルベーガ社で開発されたウスタ
ースペクトログラフのことを意味し、測定条件はノーマルテストとし、測定速度は４００
ｍ／ｍｉｎとする。このウースタースペクトログラフは、斑内容の迅速な分析を可能とす
るもので、特に斑のピッチを知るのに有用なものとされ、その詳細は繊維機械学会発行の
「むらの理論と実際」第２５５頁～第３７２頁に詳述されている。
【００３３】
本発明のポリエステル複合斑糸と従来の斑糸のスペクトログラフの例を図１及び図２に示
し、図をもって詳細に説明する。ここで図１は後記する本発明に係る実施例１で得られる
ポリエステル複合斑糸のスペクトログラフであり、一方図２は従来の斑糸のスペクトログ
ラフである。つまり、図１において、斑の周期が５０～１５０ｃｍの長い部分と４～１０
ｃｍの短い部分との２箇所に極大値が存在するように斑が分散しているので、従来の長周
期領域の極大値が存在しない斑糸と比較してよりナチュラルなスパナイズ外観を得ること
が可能になる。
【００３４】
本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸において、前記のノーマルテストで
得られるスペクトログラフ上に周期４～１０ｃｍ（好ましくは５～８ｃｍ）と周期５０～
１５０ｃｍ（好ましくは８０～１２０ｃｍ）にそれぞれピーク値（Ｐmax1、Ｐmax2）が存
在し、かつそのピーク値比（Ｐmax1／Ｐmax2）が１．２～４．０（好ましくは１．５～２
．０）であることが肝要である。該ピーク値が一つしかなかったり、あるいは、ピーク値
の位置が前記範囲外であったり、さらには、ピーク値比（Ｐmax1／Ｐmax2）が前記範囲を
外れる場合には、太部のランダム分散性が低下してナチュラル感が低下したり、又は、ド
ライ感やスパナイズ外観が低下する。
【００３５】
また、本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸において、上記スペクトログ
ラフ上の周期２０ｃｍでの値Ｐ20とピーク値Ｐmax1との比（Ｐmax1／Ｐ20）が１．５～４
．０（より好ましくは２．０～３．０）の範囲にある場合は、ナチュラル感、ドライ感、
スパナイズ外観等がさらに向上するので好ましい。
【００３６】
なお、かかるスペクトログラフ上の周期特性を有する複合斑糸は、前述の製造方法で得ら
れたポリエステル斑糸（Ａ）を使用することにより、容易に得られる。
【００３７】
ポリエステル複合斑糸の見掛けの単繊維繊度（太細を長さ方向に平均したもの）や糸条と
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しての総繊度は特に限定されるものではないが、単繊維繊度としては１．５～５．０ｄｔ
ｅｘ、総繊度としては４０～２５０ｄｔｅｘの範囲が適当である。
【００３８】
ポリエステル複合斑糸の熱処理後の捲縮率ＴＣは、布帛にストレッチ性能を付与するため
に１．０％以上（より好ましくは２．０％以上）であることが好ましい。
【００３９】
以上に説明した本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸は、通常、必要に応
じて撚りを施され、所望の組織で製織偏される。得られた布帛は、染色加工工程に供され
、熱処理を受ける。かかる熱処理により、本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複
合斑糸は、芯部に捲縮糸、鞘部に斑糸が配された芯鞘型構造糸となる。その結果、優れた
ナチュラル感、スパナイズ外観、ドライ感を呈し、ストレッチ性能にも優れた布帛が得ら
れる。なお、染色加工工程において、必要に応じてアルカリ減量処理を施すことにより、
ナチュラル感、ドライ感がさらに向上するので好ましい。
【００４０】
本発明において、スパナイズ外観、ナチュラル感、ドライ感、ストレッチ性を意図してい
るので、複雑な組織に織編成するのは好ましくなく、平織もしくはその変化組織、簡単な
綾織もしくはその変化組織、サテン織等に織編成するのが好ましい。また、布帛中に占め
る本発明の複合斑糸の割合は、必ずしも１００％である必要はないが、優れたスパナイズ
外観、ナチュラル感、ドライ感、ストレッチ性を得るためにはその割合が高いほど好まし
い。
【００４１】
【実施例】
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。
＜固有粘度＞３５℃のオルソクロロフェノール溶液で測定した。
＜Ｕ％＞イヴネステスターを使用し、検出端に供給速度１００ｍ／分で、３０００回／ｍ
の撚りをかけながら試料を供給して測定した。
＜熱水収縮率（ＢＷＳ）＞ＪＩＳ　Ｌ１０１３測定方法による。
＜熱応力（ＴＳ）＞熱応力測定器と、これに連動した記録装置を用いて測定する。試料を
サンプリング治具を用いて５ｃｍの輪を作る。次に熱応力測定器と記録装置を２０～３０
０℃、応力０～１９．６ｃＮ（０～２０ｇｆ）の範囲が測定可能な状態に準備し、先にサ
ンプリングした試料５ｃｍの輪を熱応力測定器の、上部と下部のフックに掛けて２．９４
ｍＮ×表示テックス（１／３０ｇｆ×表示デニール）の初荷重を掛けた後、熱応力の測定
に入る。昇温速度は３００℃／１２０秒で行う。３００℃に昇温した時点で測定を完了す
る。測定は３回行い、その平均の値を使用する。なお、１６０℃の熱応力とは１６０℃点
の繊度当たりの応力（ｃＮ／ｄｔｅｘ）である。
＜全捲縮率（ＴＣ）＞１２２５／２５００ｍＮ×９×表示テックス（５０ｍｇ×表示デニ
ール）の張力をかけてカセ枠に巻取り、約３３００ｄｔｅｘ（３０００ｄｅ）のカセを作
る。カセ作製後、カセの一端に４９／２５００ｍＮ×９×表示テックス＋４９／２５ｍＮ
×９×表示テックス（２ｍｇ×表示デニール＋２００ｍｇ×表示デニール）の荷重を付加
し１分間経過後の長さＬ０（ｃｍ）を測定する。次いで、４９／２５ｍＮ×９×表示テッ
クス（２００ｍｇ×表示デニール）の荷重を除去した状態で、１００℃の沸騰水中にて２
０分間処理する。沸水処理後４９／２５００ｍＮ×９×表示テックス（２ｍｇ×表示デニ
ール）の荷重を除去し、２４時間自由な状態で自然乾燥する。自然乾燥した試料に再び４
９／２５００ｍＮ×９×表示テックス＋４９／２５ｍＮ×９×表示テックス（２ｍｇ×表
示デニール＋２００ｍｇ×表示デニール）の荷重を付加し、１分間経過後の長さＬ１（ｃ
ｍ）を測定する。次いで、４９／２５ｍＮ×９×表示テックス（２００ｍｇ×表示デニー
ル）の荷重を除去し、１分間経過後の長さＬ２を測定し、次の全捲縮率を算出した。
ＴＣ（％）＝［（Ｌ１－Ｌ２）／Ｌ０］×１００
なお、測定は１０回行い、その平均値を求めた。
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＜布帛特性＞各評価項目は、熟練した５人のパネラーによる官能評価で、全員が極めて良
好と判定したものを（優）、３人以上が良好と判定したものを（良）、３人以上が不良と
判定したものを（不良）と、３段階にランク付けした。
【００４２】
［実施例１］
炭素数が７～２０で平均炭素数が８であるアルキルスルホン酸ナトリウムを０．７５重量
％含有した固有粘度が０．６４のポリエチレンテレフタレートを紡糸口金から溶融吐出し
、該吐出糸条を冷却固化させた後に油剤を付与し、次いで、ノズル数が３のインターレー
ス付与装置で圧力０．１５ＭＰａの空気を用いてインターレースを付与した後に２２５０
ｍ／ｍｉｎの速度で引き取り、３０３０ｍ／ｍｉｎの速度で半延伸し、１２０ｄｔｅｘ／
３６ｆｉｌのポリエステル斑糸（Ａ）として巻き取った。
【００４３】
一方、高粘度ポリエステルとしてイソフタル酸成分を１０モル％共重合した固有粘度０．
６４のポリエチレンテレフタレート系共重合ポリエステルを、また低粘度ポリエステルと
して固有粘度が０．４３のポリエチレンテレフタレートを、複合重量比５０：５０でサイ
ドバイサイド型に複合溶融紡糸（溶融紡糸温度２８５℃、溶融粘度差７０Ｐａ・ｓｅｃ）
し、巻き取り速度１４５０ｍ／ｍｉｎで巻き取った後、予熱ローラー温度９０℃、熱セッ
トヒーター（非接触式）温度２３０℃、延伸倍率２．７倍、延伸速度１２００ｍ／ｍｉｎ
で５５ｄｔｅｘ／１２ｆｉｌの潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）として巻き取った
。
【００４４】
得られたポリエステル斑糸（Ａ）を、予熱ローラー温度１１０℃、熱セットヒーター（非
接触式）温度２３０℃、オーバーフィード率２％、延伸速度６００ｍ／ｍｉｎで弛緩熱処
理した後、ローラーにて潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）と引き揃えて、インター
レース付与装置で複合し、１本の糸条として巻き取り機に巻き取り、１７５ｄｔｅｘ／４
８ｆｉｌのポリエステル複合斑糸を得た。
【００４５】
得られたポリエステル複合斑糸を経糸及び緯糸に用い、羽二重に製織し、常法に従って精
錬、熱セット、アルカリ減量加工（減量率１５％）、染色を施して無地の染め織物を得た
。評価結果を表１に示す。
【００４６】
［実施例２～３、比較例１～５］
ポリエステル斑糸（Ａ）を製造する際の紡糸条件を適宜変更して、表１記載の単繊維断面
、伸度、熱水収縮率を有するポリエステル斑糸（Ａ）を得た。その際、主としてインター
レース付与装置の空気圧力等の付与条件を変更することにより、該ポリエステル斑糸（Ａ
）の斑特性を変えた。続いて実施例１と同じ条件でポリエステル斑糸（Ａ）と潜在捲縮型
ポリエステル複合繊維（Ｂ）を混繊処理し、実施例１と同じ繊度、同じフィラメント数の
ポリエステル複合斑糸を得た。複合斑糸特性及び布帛特性の評価結果を表１に示す。
【００４７】
[比較例６]
ポリエステル斑糸（Ａ）と潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）を混繊処理する際、ポ
リエステル斑糸（Ａ）を弛緩熱処理するかわりに同じ温度条件で１．２倍に延伸した。そ
れ以外は実施例１と同様にした。複合斑糸特性及び布帛特性の評価結果を表１に示す。
【００４８】
［比較例７］
ポリエステル斑糸（Ａ）のかわりとして、紡糸速度３４００ｍ／ｍｉｎで得た未延伸糸を
２％の弛緩状態で２３０℃の加熱したヒーター中で０．７秒間弛緩熱処理したもので、そ
れ以外は実施例１のポリエステル斑糸（Ａ）と同じものを使用した。一方、潜在捲縮型ポ
リエステル複合繊維（Ｂ）のかわりとして、紡糸速度１２００ｍ／ｍｉｎで得た未延伸糸
を８５℃で加熱しながら３．１倍に延伸し１７０℃でセットしたもので、それ以外は実施
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例１の潜在捲縮型ポリエステル複合繊維（Ｂ）と同じものを使用した。そして、実施例１
と同じ条件で混繊し、同繊度のポリエステル複合斑糸を得た。複合斑糸特性及び布帛特性
の評価結果を表１に示す。
【００４９】
【表１】
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【発明の効果】
本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸によれば、従来のポリエステル斑糸
には見られなかったナチュラル感、触れた際のドライ感、スパナイズ外観、さらにはスト
レッチ性能を有する布帛が得られる。また、ポリエステル斑糸中に微細孔形成剤を含有し
ている場合には、深色性、吸汗性、着用時の快適性などの特性にも優れたコットン調布帛
を得ることができ、その工業的価値は極めて大である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の潜在捲縮性能を有するポリエステル複合斑糸のスペクトログラフの一例
を示す図である。
【図２】従来のポリエステル斑糸のスペクトログラフの一例を示す図である。

【図１】

【図２】
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