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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湿度の変化に反応して変形する活性化可能な要素を有する糸であって、前記活性化可能
な要素の各々が、糸の軸に対して固定される部分と、前記固定される部分から伸びて少な
くとも一つの端部を備えており前記軸に対して固定されていない部分とを有し、前記活性
化可能な要素のうち前記固定されていない部分が、湿潤時に糸の断面積を減じるように可
逆的に変形してなる糸。
【請求項２】
　前記活性化可能な要素の各々は、第１構成および第２構成を有し、前記第１構成および
前記第２構成は、湿潤時に互いの間の物理的寸法の変化に相対的な差異があるように配置
されてなる、請求項１に記載の糸。
【請求項３】
　前記固定される部分は、織ること、接着すること、縫うこと、結合することまたは閉じ
込めることの群の少なくとも１つによって固定される、請求項１または２に記載の糸。
【請求項４】
　前記活性化可能な要素は、ステープル要素である、請求項１～３のいずれか１項に記載
の糸。
【請求項５】
　前記ステープル要素は、ステープルフィルムを含む、請求項４に記載の糸。
【請求項６】
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　前記ステープルフィルムは、第１構成および第２構成を有し、前記第１構成および前記
第２構成は、湿潤時に互いの間の物理的寸法の変化に相対的な差異があるように配置され
てなる、請求項５に記載の糸。
【請求項７】
　前記第１構成および前記第２構成は、前記ステープルフィルムを構成する層の各々であ
る、請求項６に記載の糸。
【請求項８】
　前記ステープル要素は、ステープル繊維を含む、請求項４に記載の糸。
【請求項９】
　前記ステープル繊維は、第１構成および第２構成を有し、前記第１構成および前記第２
構成は、湿潤時に互いの間の物理的寸法の変化に相対的な差異があるように配置されてな
る、請求項８に記載の糸。
【請求項１０】
　前記ステープル繊維は、長尺方向に延びる体積を有し、前記体積は、長尺方向に延びて
前記第１構成を含む第１部位と、長尺方向に延びて前記第２構成を含む第２部位と、を有
する、請求項９に記載の糸。
【請求項１１】
　前記ステープル繊維は、前記第１構成の長尺な体積と、前記第２構成を含む部分的な表
面被覆と、を有する、請求項９に記載の糸。
【請求項１２】
　前記活性化可能な要素の両端部の間の一部は、前記軸に対して固定され、両端部を備え
る前記固定されていない部分は、湿潤時に糸の断面積を減じるように可逆的に変形する、
請求項１～１１のいずれか１項に記載の糸。
【請求項１３】
　前記活性化可能な要素の両端部のうち一方の端部は、前記軸に対して固定され、反対側
の端部を備える前記固定されていない部分は、湿潤時に糸の断面積を減じるように可逆的
に変形する、請求項１～１１のいずれか１項に記載の糸。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の糸により形成される活性化可能なファブリック
。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の糸からなる編まれた、織られた、接着された、
縫われた、結合された、閉じ込められた、または不織の要素であり、当該要素により構成
された、請求項１４に記載の活性化可能なファブリック。
【請求項１６】
　湿潤時に通気性が増加するように配置された、請求項１４または１５に記載の活性化可
能なファブリック。
【請求項１７】
　請求項１４～１６のいずれか１項に記載のファブリックにより構成される、衣服の布、
農業用の布、建築産業用の布、土壌用の布、家庭または産業で用いられる内装用の布、産
業用の布、フィルター用の布、医療用の布、包帯用の布、車両の内装用または外装用の布
、あるいは包装用の布。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示される本発明は、例えば、活性化によって変形するように活性化可能な要素を有す
る材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　題名が”縮れた（ｃｒｉｍｐｅｄ）ファブリック（ｆａｂｒｉｃ）を含むとともに加湿
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によって粗くなる織物／編物、同織物／編物の製造方法、および繊維製品”である欧州特
許出願公開第１８０１２７４号明細書は、織られ若しくは編まれてファブリックに形成さ
れたマット（ｍａｔ）であり、水に濡れると粗くなる、縮れた繊維製品を開示している。
乾燥していると縮れが減少する。繊維（ｆｉｌａｍｅｎｔ）は複合材であり、２つの要素
が周囲の湿度によって異なる反応を示す。湿った状態では、繊維は縮れが増加し、ファブ
リックの表面が粗くなり、これは、ファブリックの性質を変化させる。しかしながら、こ
のファブリックの特性の物理的変化によって、応用が制限される。
【発明の開示】
【０００３】
　本発明は、特許請求の範囲に提示される。固定されるとともに変形可能な部分を有する
活性化可能な要素を提供することにより、前記要素は、例えば、製造時の周囲の状態と比
較して湿った際の巻き上がりなどの、湿潤状態における形状の変化や変形のような活性化
に反応する。結合されてファブリックになると、この材料は、空気／熱／蒸気を、その局
所的な湿度に応じて通過させるように、透過性を増加させる。後述の記載から明らかなよ
うに、ファブリックの内部の材料の特有の配置が、特定の適用に必要である有利な物理的
特性をファブリックに与えている。
【０００４】
　本発明の実施の形態は、以下の添付図を参照して記載される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１Ａ】本発明に係る織物の湿潤状態を示す図である。
【図１Ｂ】本発明に係る織物の乾燥状態を示す図である。
【図２Ａ】一対のシェニール糸の乾燥状態を示す図である。
【図２Ｂ】一対のシェニール糸の湿潤状態を示す図である。
【図２Ｃ】活性化可能なフィルム要素の乾燥状態および湿潤状態を示す図である。
【図２Ｄ】活性化可能な要素の代替構造の乾燥状態および湿潤状態を示す図である。
【図２Ｅ】本発明の第１の有芯紡績糸（ｃｏｒｅ－ｓｐｕｎ　ｙａｒｎ）の構造を示す図
である。
【図２Ｆ】本発明の第２の有芯紡績糸（ｃｏｒｅ－ｓｐｕｎ　ｙａｒｎ）の構造を示す図
である。
【図３Ａ】活性化可能な糸の第１の構造を示す図である。
【図３Ｂ】活性化可能な糸の第２の構造を示す図である。
【図３Ｃ】活性化可能な要素の不織構造を示す図である。
【図３Ｄ】単繊維の織られた構造を示す図である。
【図３Ｅ】織られた単繊維の湿潤状態を示す図である。
【図４】様々な複合繊維の構造を示す図である。
【図５Ａ】活性化可能な要素により離間された複合層構造を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ａの複合層の、選択的活性化環境における配置を示す図である。
【図６】複合層のフィルムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　繊維産業では、湿潤性応答材料が役立つ多くの適用箇所が存在する。例えば、近代都市
環境では、人は絶えず空調された建物群の間で、暑く湿った環境下を移動する。
【０００７】
　このような生活様式では、異なる環境には異なる衣服が適することから、あらゆる状態
における快適性を残すことは困難である。人は、歩くことで暑くて汗をかいている際に、
特に不快に感じることが知られている。不快さのレベルは、温度よりも、湿った衣服の感
覚に、より密接に関連している。本発明は、湿潤状態において通気性があり、乾燥状態に
おいて暖かいファブリックを提供する。これは、多くの天然繊維の反応の仕方と反する。
天然繊維は、湿潤状態で膨らみ、大きくなる。これは、糸の間の空間のおいて膨らんでこ
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の空間を減少させて、蒸気がファブリックを通り抜けることを困難とするため、乾燥状態
よりも通気性を悪化させる。
【０００８】
　特に、本形態は、例えば、糸自体またはファブリックの構成材料となりえる材料を提供
し、この糸は、例えばフィルムまたは繊維からなる活性化可能な要素を有する。活性化可
能な要素は、例えば、織られ、縫われ、編まれ、または他の方法で拘束することによって
、材料に対して固定される部分を有する。実施形態では、長さの短い活性化可能なフィル
ムの中央部分が、２本の撚糸の間に閉じ込められて固定されている。フィルム要素の自由
端は、自由に形状を変化し、または活性化によって材料／固定された部位に関連して自由
に変形する。特に、活性化可能な要素は、複数の構成を有することが可能であり、複数の
構成は活性化によるそれらの間の物理的な寸法の変化に相対的差異があるように、配置さ
れる。
【０００９】
　長さの短い活性化可能なフィルムの場合、これは２つの層により形成され、その一層は
蒸気により活性化された際に他の一層よりも拡張し、活性化によって、全体としての要素
が、寸法の微分変化を原因とする湾曲や巻き上がりにより変形する。したがって、このよ
うな活性化可能な要素を複数備えるファブリックが湿潤環境のような活性化環境に晒され
ると、各々の活性化可能な要素が投影横断面を減少させて、ファブリックの内部の要素間
の隙間が増加し、空気の通過抵抗が減少する。この改良された透過性は、より大きな換気
を確保し、それゆえに湿潤環境における冷却効果を確保する。
【００１０】
　本発明の包括的概念は、上記したように、図１に示される。図１Ａは、湿っている際の
織物（１０）の概念を示し、図１Ｂは、乾燥している際の同様の織物（１０）を示す。フ
ァブリックは、織りの本体を作り上げる糸である、縦糸（１２）および横糸（１４）を有
する。糸は、１本またはそれ以上の糸をねじって、または一緒になるように保持する他の
方法で形成されることが、一般的に知られている。加えて、長さの短いフィルムまたは繊
維である活性化可能な要素（１６）が、それ自体が支持を形成しないように、糸に取り付
けられている。湿潤状態において、活性化可能な要素は、形状を変えて、織りの糸の間に
大きな空間（１８）ができるように、縦糸および横糸と並ぶ。これは、ファブリックによ
って閉じ込められた蒸気および熱が逃げることを可能にする。その一方、ファブリックが
乾燥している場合、この要素は縦糸および横糸と並ばず、糸の織りの隙間を埋めて、蒸気
および熱を閉じ込めて空気の抵抗を増加させる。これは、高温多湿状態および低温乾燥状
態の両方において、ファブリックを快適に感じられるようにする。
【００１１】
　活性化可能な要素は、ステープルを含むことができ、ステープルは、織物技術では知ら
れているように、糸を形成するために互いにねじれ合い、または糸に支持され得る繊維ま
たはフィルムの長さを備え、そして複合フィルムや複合繊維を形成することによって作ら
れ得る。
【００１２】
　複合ステープルフィルムは、図６に示すように、接着された、または他の方法で連結さ
れたフィルムの２つの層（６０，６２）（「第１構成」、「第２構成」に相当する）を有
する。フィルムの各々の層は、湿度の変化に異なる反応を示す。このような特性を有する
いかなる材料も、この膜を作製するために用いられ得る。各々の構成は、異なる長さ分そ
の長さが変化するため、要素は強制的に巻かれ、または変形する。複合フィルムは、例え
ば、フィルムスピニング加工（ｆｉｌｍ　ｓｐｉｎｎｉｎｇ）や、２つの構成を有するフ
ィルムの押出加工、または２つのフィルムが互いに接着され得る結合加工等の周知の手法
により製造され得る。
【００１３】
　ステープル要素は、シェニール糸を形成するために使用され得る。糸は、一般的に、ス
テープル要素がねじれ、または他の方法により互いにまとめられることで作製される。最
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も単純なレベルでは、ただ１つのねじりを有する単層の糸である。より一般的には、単層
の糸は、他の糸とねじれ合って複層の糸を形成する。複層の糸は、単層の糸よりも厚く堅
固である。加えて、複層の糸は、単層の糸よりも複雑な構成を備えることができ、より複
合的な糸を作製することを可能とする。
【００１４】
　シェニール糸は、互いにねじれ合う２つの単層糸から作られ、一定間隔の第３の糸また
はステープル要素または”パイル（ｐｉｌｅ）”が、２つの単層糸の間に、通常は直交方
向に嵌まるが、かならずしも直交でなくてもよい。これは、多くの場合、多くのシェニー
ル糸を組み立てる織機を使うことで、もっとも単純に一度に作られ、第３の糸は、初めの
２つの糸がねじれ合う間に、連続的な長さを有して差し込まれる。そして、第３の糸は、
パイルを作るために、初めの２つの糸の間で切断される。したがって、第３の糸は、２つ
の単層の糸によって支持され、第３の糸の自由端の長さを制御することが可能である。
【００１５】
　図２Ａは、２つのねじれた乾燥した糸を含む本発明の一態様に係るシェニール糸（２０
）を作るステープル繊維の概略図を示す。シェニール糸のパイルは、上記のように活性化
可能な要素（１６）により構成されており、糸の軸に対して、概して対称的に配置される
相対的に自由な端部を有している。活性化可能な要素（１６）は、糸に沿って略均等に間
隔を空けている。この形態において、活性化可能な要素は、糸にそって支持されるため、
乾燥状態の際に、要素が糸の主軸に略直角となり、かつ紙面（図２Ｃ）の平面になり得、
または図の紙面の平面に垂直になり得る。この構成は、糸に大きな横断面を与える。
【００１６】
　図２Ｂは、２本の湿った糸を示す。活性化可能な要素は、湿度の変化に反応し、断面が
変化し、巻き上がり、支持点から離れ、これにより糸の軸とより近接して並ぶ。活性化可
能な要素の方向によって、活性化可能な要素は、代替として紙面の平面の外に巻かれ得、
そして当然に、複数の要素が反対方向に巻くように配置され得る。
【００１７】
　これは、糸の横断面を減少させ、故に、図２Ｃの乾燥状態（１６ａ）および湿潤状態（
１６ｂ）にも見られるように、浸透性が増加し、より広い空間が２本の糸の間にあること
が見られ得える。ステープル要素は、さらに詳しく以下に述べるように、代替として繊維
であり得る。
【００１８】
　活性化可能な材料が糸に結合され得る代替の方法は、多数ある。図２Ｄは、糸に結合さ
れる活性化可能な要素（１６）の代替の方向を示し、ここにおいて、活性化可能な要素が
一端において実質的に固定される。
【００１９】
　更に、ステープル要素は、例えば、ライクラ（登録商標）（ＬｙｃｒａＴＭ）糸に使用
される構造と類似の構造を有する、図２Ｅのような、芯紡績糸（ｃｏｒｅ　ｓｐｕｎ　ｙ
ａｒｎ）として使用され得る。既知の種類の芯紡績糸において、芯（１）はステープル要
素または複数の単繊維（ｍｏｎｏｆｉｌａｍｅｎｔ）から作製される。他の繊維（２）は
、芯の周囲に包み込まれ、ステープル繊維または単繊維を一緒に結合する。
【００２０】
　本発明の実施形態において、活性化可能な要素（１６）は、糸の芯（１）（図２Ｅ）ま
たは結合部（２）（図２Ｆ）を作り上げ得る。活性化可能な要素（１６）が芯（１）を作
り上げる場合、ステープル繊維が、ねじれや、例えば緩く紡いだ結合支持繊維（２）など
の他の適切な方法によって拘束される。糸の表面は、活性化可能な要素の自由端（１６）
を伸ばすためにけば立てられ、これにより湿度の変化に反応する自由度を有する。活性化
可能な要素の反応の方向は、繊維内のステープル繊維の方向性およびブラッシング仕上げ
処理の方向によって制御され得る。代案として、活性化可能な要素が芯（１）を結合する
ために使用されて、適切な何がしかの繊維が芯を作り上げるのに使用され得る。これらは
、ステープルまたは単繊維であり得る。糸（２）の結合部は、全体的に活性化可能な要素
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により、または完成品に望まれる特性に依存して活性化可能な要素の一部のみにより作製
され得る。しかしながら、ステープル繊維が使用されることで、芯、結合部または両方の
いずれであっても、糸の断面積を減少させる目的のために、自由な部位が活性化によって
変形するように糸が仕上げられて、多数の自由端が存在することが重要である。
【００２１】
　当業者であれば、糸が、活性化可能な材料が支持されて自由端を有することを可能とす
る多数の方法によって構成され得、そして上記の例に限定されるべきでないことを、理解
するだろう。
【００２２】
　ステープル要素を使用して分かれたフィルムを形成することの代替案として、例えば、
所望の特性を有する突出した複合繊維４０ａ，ｂ，ｃを形成することも可能である。これ
らは、複合フィルムと類似する材料によって作製され得る。
【００２３】
　複合繊維は、その分野において一般的に知られている。図４は、本発明にしたがって形
成され得る様々な繊維の形態を示す。２つの異なる構成材４２ａ，ｂが示されている（「
第１構成」、「第２構成」に相当する）。図からもわかるように、直径（４０ａ）を横切
る分割、大きな円筒（４０ｂ）内の小さな円筒、または区分（４０ｃ）の間の曲がった境
界を含む様々な断面がありえ、示された形態に限定されない。全ての場合において、構成
材が、活性化環境によって異なる長さで変化するため、繊維は変形する。正確な横断面は
重要ではなく、繊維を横切る２つの構成材の、少なくとも一方向への非対称分布が、有効
であると理解される。繊維の横断面が、繊維の長さに沿って変化し得る。更に、一方の構
成材が、他方の長尺な長さの一部の上に被覆されえ、例えば、横断面の外周のおよそ半分
に被覆さえ得る。
【００２４】
　上記された種類の活性化可能な要素が製造され、または糸（２０）に併合されると、糸
自体は一般的な方法によってファブリックに編まれ（図３Ａ）または織られ（図３Ｂ）得
る。これは、例えば縦糸や横糸を与える等の支持要素と連結され得、全ての糸が活性化可
能となり得る。使用されるファブリックの生産のための正確な方法は、ファブリックの最
終的な適用、および活性化による糸の横断面の変化により達成される所望の湿度への反応
に依存され得る。図２に示されるような糸は、類似の糸で織られて、図１に概略的に示さ
れるように結果としてファブリックとなり得る。
【００２５】
　代替的に、活性化可能な材料は、仕上げ技術を用いて非活性化ファブリックに結合され
得る。方法の一例として、活性化可能な材料の要素が、刺繍によってファブリックの表面
に取り付けられ得る。刺繍工程において、材料はファブリックに配置され、所定の位置に
しっかりと縫い付けられる。製造業者は、最終製品に所望される特性を作り出すために、
縫い付けの量および縫い付けの場所を制御し得る。これらは、衣類の一部を、または刺繍
の装飾部品の後ろの裏当て材の広い部位を強固にするための、芯地のような裏当て材の取
り付けを含む。裏当て材は、切られ得るが、この場合、切る方法は、最終製品の要求によ
って、必ずしも同様でなくてもよい。
【００２６】
　ステープル要素は、更に、糸となるために追加的繊維または他の支持要素と結合するこ
なしに、または糸自体に形成することなしに使用され得る。ステープル要素は、フェルト
に似た構成を有する不織布に形成され得る（図３Ｃ）。フェルトは、平面に配置される多
数のステープル要素により形成される。要素は、要素の強い絡まりを引き起こす自然の縮
れにより互いに結合し、引き離すことは非常に困難となり、したがってそれらは安定なフ
ァブリックを形成する。類似の構造は、不規則に配列された繊維が構造的特性の優れない
母材によって互いに結合されたガラス繊維や、非晶性ポリマープラスチックに見られ得る
。
【００２７】
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　本発明の実施形態によれば、活性化されると変形し得る自由端（３２）を残している繊
維を支持するために、要素（３０）は、ファブリック内に、織らない方法によって要素自
体または他のステープルに取り付けられ得る。要素同士が絡みあうことでファブリックを
形成するように要素を支持することが必要であるが、多くの支持が与えられ過ぎると、柔
軟さのようなファブリックの他の特性が失われる。この形式の支持は、要素が一定間隔で
結合する”スポット溶接”（３４）によって備えられ得る。これをするために、加熱、化
学的処理、接着剤、または刺繍仕上げ技術を使用して要素を結合するように縫うような、
適切な方法が使用され得ることが好ましい。これは、ステープルフィルムおよび繊維の両
方に適用され得る。
【００２８】
　更なる実施形態において、単繊維の活性化可能な要素が、糸を作るのに使用され得、こ
の単繊維は、複合材である。これは、活性化可能な要素をファブリックに取り付けること
を不要とするが、代わりに、拘束点の間の要素の自由な部分の変形に依存する。例えば、
図３Ｄにおいて、フィルム単繊維２０の形状の活性化可能な要素は、支持要素３２ととも
に織られ、活性化可能な要素は、図３Ｅの３４により詳細に示されるように、側辺にそっ
て丸まり、上記した方法と類似の方法によって横断面を減少させる。
【００２９】
　他の実施形態によれば、少なくとも１つの活性化可能な要素が２つの層の間に伸びて提
供され、２つの外層は、不活性であり、層の間に位置する活性化可能な要素を支持する（
図５Ａ）。活性化によって、要素は形状を変え、曲がり、そして不活性な層を一緒に引き
寄せることで、ファブリックの横断面を減少させ、絶縁特性を変化させる（図５Ｂ）。こ
のような構造は、外見は段ボール紙に類似する。
【００３０】
　上記した実施形態において、材料は、材料が作製させる際の周囲湿度に関連して、湿度
の変化に反応する。同一の材料内に、湿度に対して異なる挙動を有する２つの構成を有す
ることは、湿度特性が、材料を”中立”位置に保持する力よりも強い場合に、材料が変形
することを意味する。この反応は、天然繊維と同様の、全体寸法の変化である必要はなく
、しかしながら結果をもたらす構成の変化である。しかし、この構成の変化は、繊維の絶
縁特性を変化さないが、ファブリックに配置されると、全体的に、個々の繊維の形状の変
化がファブリックの絶縁特性を変化させ得る。代替的アプローチとして、以下のことも留
意すべきであり、すなわち、要素は、第１の条件において緩和（リラックス）状態に形成
され得る。これにより、要素は、通常の周囲環境においてそれらが異なる形状を選び、そ
して条件が製造の際の条件に合致する場合にのみ、それらの緩和（リラックス）状態に変
形する。
【００３１】
　おおよそ３ミクロンの厚さのフィルムを製造するための実施形態は、５％のエチルセル
ロースとしてアクアロン（登録商標）　イーシー　エヌ２００（Ａｑｕａｌｏｎ　ｒ　Ｅ
Ｃ　Ｎ２００）を使用し、第二層を形成するためにゴーセノール２０（Ｇｈｏｓｅｎｏｌ
２０）（ポリビニルアルコール）の１６％溶液を被覆する。これらの層は、２４℃および
４５％ＲＨ（相対湿度）の雰囲気で形成される。代替として、第１構成のフィルムの層は
、他の方法で第２構成のフィルム上に被覆または加えられ得る。最終用途に応じて、複合
フィルムから、適切な要素が切断され得る。例えばフィルムは、単繊維を形成するために
、細長く切られて幅が概して０．２－０．８ｍｍの細長い複数の片になり得、これらは、
約０．５から２ｍｍの長さのステープルフィルム要素に切断させる。
【００３２】
　繊維要素は、活性化可能な要素を生産するための類似の材料から成形され得る。活性化
において得意な反応を有する他の適切な材料は、当然、要求される応用に依存して使用さ
れ得る。
【００３３】
　これらの要素は、適切な既知の方法によって、他の繊維と共にねじれて糸を形成し、ま
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たは他のファブリック構造を作るために使用されえ、当業者であれば、編み（ｋｎｉｔｔ
ｉｎｇ）、織り（ｗｅａｖｉｎｇ）、ラップによるより合わせ（ｗｒａｐ　ｔｗｉｓｔｉ
ｎｇ）、エアージェットによるより合わせ（ａｉｒ　ｊｅｔ　ｔｗｉｓｔｉｎｇ）、ロー
ターによるより合わせ（ｒｏｔｏｒ　ｔｗｉｓｔｉｎｇ）または自己より合わせ（ｓｅｌ
ｆ　ｔｗｉｓｔｉｎｇ）を含む適切な技術を使用できることが明確である。
【００３４】
　本発明の適用は、広範囲に渡り、ここで記載された実施形態に限定されるべきではない
。布（ｔｅｘｔｉｌｅ）は、多くの異なる産業に現在使用され、広い使用範囲を備えてい
る。上記のように、ひとつは衣服産業であり、特に、衣服は、スポーツウェアや、衣服全
体や腕の下のパネルのように、特定用途を有する業界である。しかしながら、このような
ファブリックは、変化する環境間での移動の際に最高レベルの快適さを維持するために、
ファッションアイテムにも使用され得る。
【００３５】
　農業用の布では、この材料が、部屋を閉め切ることにより、温室生育環境の湿度雰囲気
を制御するために使用され得え、または、植物に達する蒸気を制御するための土壌内また
は土壌を覆う膜として使用され得る。建築産業および土木産業において、この材料を含む
膜は、建物の内部の湿り気を制御するのに使用され得る。繊維は、道路建設に使用され得
、または包装材料として使用され得る。他の産業上の利用は、湿度が重要な包装を含み、
フィルターに使用され、そして運送業における航空機および自動車車両にも使用され得る
。更に、ファブリックは、内装装飾品のような屋内の用途にも役立ち得る。最後に、この
材料は、創傷被覆材を含む医療用途にも使用され得る。
上記の発明は、湿度活性化に限定されない。当然のことながら、適切な物理的特性を有す
る複合フィルムや複合繊維を作るために、適した材料が使用され、材料は異なる引き金に
より活性化し得る。考えられる引き金として、磁場、環境のｐＨおよび化学成分、光およ
び熱の変化が含まれる。２つ以上の複合繊維を結合することにより、１つを超える引き金
によって活性化するファブリックを作製することさえも可能である。



(9) JP 5679179 B2 2015.3.4

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図２Ｆ】



(10) JP 5679179 B2 2015.3.4

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】 【図４】



(11) JP 5679179 B2 2015.3.4

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】



(12) JP 5679179 B2 2015.3.4

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－３６３７４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－２０７０６５（ＪＰ，Ａ）
              特表２００４－５０２０３９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－２０４３６２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－９７１４７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－４１４６２（ＪＰ，Ａ）
              特開平３－２１３５１８（ＪＰ，Ａ）
              特公昭６３－４４８４３（ＪＰ，Ｂ２）
              特開２００５－３３０６０３（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第３４６９３８７（ＵＳ，Ａ）
              特開２００３－３０１３３９（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第６１５８２０４（ＵＳ，Ａ）
              特開平８－１７４６５８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１９２３４４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              D03D 1/00-27/18
              D01F 8/00-8/18
              D02G 1/00-3/48
              D02J 1/00-13/00
              A41D 13/00-13/12,31/00-31/02


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

