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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】紡績糸とゴム弾性を持たないフィラメントからなる、織編物に伸縮性を与える複
合撚糸を提供する。
【解決手段】紡績糸、水不溶性フィラメント糸及び水溶性糸を、複合撚糸の撚り方向が紡
績糸の撚り方向と同一方向となるように撚り合わせて複合撚糸を作製する。前記複合撚糸
の撚数は、紡績糸の撚数に対して０．３～２倍程度である。前記紡績糸及び前記水不溶性
フィラメント糸の総量と、水溶性糸との割合（質量比）は、前者／後者＝９５／５～２０
／８０程度であり、紡績糸と水不溶性フィラメント糸との割合（質量比）は、前者／後者
＝９９／１～５０／５０で程度である。この複合撚糸を含む織編物から、織編物を構成す
る複合撚糸中の水溶性糸を親水性溶媒に溶解させて除去することにより得られる布帛は、
キックバック性の高い伸縮力を有している。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紡績糸、水不溶性フィラメント糸及び水溶性糸を、前記紡績糸の撚り方向と同一の方向
に撚り合わせた複合撚糸。
【請求項２】
　複合撚糸の撚数が、紡績糸の撚数に対して０．３～２倍である請求項１記載の複合撚糸
。
【請求項３】
　紡績糸及び水不溶性フィラメント糸の総量と、水溶性糸との割合（質量比）が、前者／
後者＝９５／５～５０／５０であり、紡績糸と水不溶性フィラメント糸との割合（質量比
）が、前者／後者＝９９／１～５０／５０である請求項１又は２記載の複合撚糸。
【請求項４】
　紡績糸が単糸、複数の単糸を引き揃えた糸、双糸又は合撚糸であり、
　水不溶性フィラメント糸が、ゴム弾性を有さず、かつ下記に示す捲縮伸長率が５％以上
のフィラメント糸であり、
　水溶性糸が、水溶性のフィラメント糸である請求項１～３のいずれかに記載の複合撚糸
。
　　捲縮伸長率（％）＝（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ２×１００
［式中、Ｌ１は、検尺機で０．０４４ｃＮ／ｄｔｅｘの張力下で作製した１１１１０ｄｔ
ｅｘの輪奈状カセの輪奈に金棒を通して金棒を水平にした状態でカセの下端部に１０ｇの
重りを取り付けて５分間放置後、金棒を水平にした状態で９０℃の水槽内にカセを浸漬し
て３０分間加熱処理し、次いで、水槽からカセを引き上げて１０ｇの重りを取り外し、乾
燥後、再度１０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて５分間放置したときのカセの全長を
示し、
　Ｌ２は、カセの全長Ｌ１を測定後、カセから１０ｇの重りを取り外し、代わりに１００
０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて５分間放置したときのカセの全長を示す］。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の複合撚糸を含む織編物。
【請求項６】
　複合撚糸の割合が２０質量％以上である請求項５記載の織編物。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の織編物から、織編物を構成する複合撚糸中の水溶性糸を親水性溶
媒に溶解させて除去する布帛の製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法により得られた布帛。
【請求項９】
　紡績糸及び水不溶性フィラメント糸を撚り合わせた複合撚糸を含み、かつ下記に示す伸
長率及び回復率が、それぞれ１５％以上及び５０％以上である布帛であって、前記複合撚
糸の撚りが撓みを有し、前記複合撚糸の撚り方向が前記紡績糸の撚り方向と同一方向であ
り、かつ前記複合撚糸の撚数が、前記紡績糸の撚数に対して０．５～２倍である布帛。
　　伸長率（％）＝［（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ１］×１００
［式中、Ｌ１は、長さ１５ｃｍ及び幅２．５ｃｍの布帛の長さ方向の一方の端部の中央（
幅方向の中央）に５ｇの重りを取り付け、重りを付けた端部を下にして布帛を垂直に吊し
た状態で１分間放置したときの布帛の長さを示し、
　Ｌ２は、長さＬ１を測定後、５ｇの重りを布帛の端部から取り去り、代わりに３００ｇ
の重りを同じ箇所に取り付けて垂直に吊した状態で３分間放置したときの布帛の長さを示
す］
　　回復率（％）＝［（Ｌ３－Ｌ１）／Ｌ１］×１００
［式中、Ｌ１は、前記に同じであり、
　Ｌ３は、長さＬ２を測定後、３００ｇの重りを布帛の端部から取り去り、布帛を平坦な
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ところに５時間放置し、その後、５ｇの重りを同じ箇所に取り付けて垂直に吊した状態で
１分間放置したときの布帛の長さを示す］
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紡績糸と水不溶性フィラメント糸と水溶性糸とを撚り合わせた複合撚糸及び
この複合撚糸を用いて得られる織編物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紡績糸の織編物に伸縮性を付与するために、紡績糸とポリウレタンとを組み合わせた複
合糸が広く用いられている。代表的な複合糸としては、ポリウレタンからなる芯糸の周り
を紡績用綿で被覆して撚を与えたコアスパンヤーン、ポリウレタンからなる芯糸の周りに
紡績糸を単層もしくは複層に巻きつけたシングル又はダブルカバードヤーン、２本以上の
紡績糸とポリウレタン糸とを撚合わせたプライヤーンなどが挙げられる。しかし、これら
の複合糸は、糸自体に伸縮性の大きいポリウレタンを有する撚糸であるため、製織編時に
おいて、糸の取り扱いに特殊な装置や高い技術を要する。また、ポリウレタンは熱劣化や
光劣化等による経時劣化を引き起こすため、生地の伸縮性もそれに伴って消失する。
【０００３】
　そこで、本発明者らは、特開２００７－１５４３３９号公報（特許文献１）において、
紡績糸、ゴム弾性を持たないフィラメント糸及び水溶性糸を撚り合わせた複合撚糸であっ
て、前記複合撚糸の撚り方向が紡績糸の撚り方向と逆方向である複合撚糸を提案した。こ
の複合撚糸を用いて得られた織編物から水溶性糸を溶解除去して得られた織編物は、高い
伸縮性を有している。
【０００４】
　しかし、この複合撚糸（例えば、紡績糸として、コットンやレーヨンの紡績糸を使用し
た複合撚糸）では、柔軟性や風合いに優れ、伸縮性を有しているものの、伸縮した後に元
に戻ろうとする力（すなわち、伸縮性におけるキックバック性）が低く、繰り返しの使用
によっても伸縮性が低下する。
【０００５】
　一方、特開昭５４－２４４０号公報（特許文献２）には、非水溶性紡績糸と、少なくと
も１本の水溶性繊維糸条からなり、かつ縫糸としての撚のバランスが維持されており、縫
糸中の非水溶性紡績糸はもとの紡績糸の撚数の５０％以下の撚糸となるごとく合撚もしく
は諸糸条に構成されたタッキング用縫糸が開示されている。この文献には、Ｚ撚の綿糸と
水溶性糸とをＳ方向に合撚し、さらにこの合撚糸とＳ撚の水溶性糸とをＺ方向に合撚した
タッキング用縫糸が記載されている。
【０００６】
　しかし、このタッキング用縫糸は、精錬、染色工程での編織物の耳まき防止や柄ずれ防
止のため、織編物を一時的に固定するために使用される糸（仮止め糸）であり、織編物を
構成する糸ではない。また、この縫糸で織編物を作製した場合であっても、糸強力が低く
、生産性が低い上に、得られた織編物も、形態安定性が低い。さらに、Ｚ撚の綿糸を用い
て最終的にＺ方向に合撚したタッキング用縫糸の場合も、Ｚ撚の綿糸がＳ方向に合撚して
いるため、キックバック性が低い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１５４３３９号公報（特許請求の範囲）
【特許文献２】特開昭５４－２４４０号公報（特許請求の範囲、実施例）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　従って、本発明の目的は、ポリウレタン糸などの弾性糸を使用しなくても、キックバッ
ク性の高い伸縮力を有する布帛を得るのに適した複合撚糸、この複合撚糸を用いて得られ
る織編物及びその製造方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、繰り返し使用しても高いキックバック性を保持できる布帛を得る
のに適した複合撚糸、この複合撚糸を用いて得られる織編物及びその製造方法を提供する
ことにある。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、高い糸強力を有し、高速の織機や編機で製織編しても糸切
れなどのトラブルが発生することなく、目寄れなどが抑制された形態安定性に優れた織編
物を得るのに適した複合撚糸、この複合撚糸を用いて得られる織編物及びその製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、紡績糸、水不溶性フィラメ
ント糸及び水溶性糸を前記紡績糸の撚り方向と同一方向に撚り合わせた複合撚糸を用いる
ことにより、ポリウレタン糸などの弾性糸を使用しなくても、キックバック性の高い伸縮
力を有する織編物を得るのに適していることを見いだし、本発明を完成した。
【００１２】
　すなわち、本発明の複合撚糸は、紡績糸、水不溶性フィラメント糸及び水溶性糸を、前
記紡績糸の撚り方向と同一の方向に撚り合わせた複合撚糸である。前記複合撚糸の撚数は
、紡績糸の撚数に対して０．３～２倍程度である。前記紡績糸及び前記水不溶性フィラメ
ント糸の総量と、水溶性糸との割合（質量比）は、前者／後者＝９５／５～５０／５０程
度であり、紡績糸と水不溶性フィラメント糸との割合（質量比）は、前者／後者＝９９／
１～５０／５０程度である。前記紡績糸は、単糸、複数の単糸を引き揃えた糸、双糸又は
合撚糸であってもよい。前記水不溶性フィラメント糸は、ゴム弾性を有さず、かつ下記に
示す捲縮伸長率が５％以上のフィラメント糸であってもよい。前記水溶性糸は、水溶性の
フィラメント糸であってもよい。
【００１３】
　　捲縮伸長率（％）＝［（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ２］×１００
［式中、Ｌ１は、検尺機で０．０４４ｃＮ／ｄｔｅｘの張力下で作製した１１１１０ｄｔ
ｅｘの輪奈状カセの輪奈に金棒を通して金棒を水平にした状態でカセの下端部に１０ｇの
重りを取り付けて５分間放置後、金棒を水平にした状態で９０℃の水槽内にカセを浸漬し
て３０分間加熱処理し、次いで、水槽からカセを引き上げて１０ｇの重りを取り外し、乾
燥後、再度１０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて５分間放置したときのカセの全長を
示し、
　Ｌ２は、カセの全長Ｌ１を測定後、カセから１０ｇの重りを取り外し、代わりに１００
０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて５分間放置したときのカセの全長を示す］。
【００１４】
　本発明には、前記複合撚糸を含む織編物も含まれる。この織編物は、複合撚糸の割合が
２０質量％以上であってもよい。
【００１５】
　本発明には、前記織編物から、織編物を構成する複合撚糸中の水溶性糸を親水性溶媒に
溶解させて除去する布帛の製造方法、及びこの製造方法により得られた布帛も含まれる。
本発明の布帛は、紡績糸及び水不溶性フィラメント糸を撚り合わせた複合撚糸を含み、か
つ下記に示す伸長率及び回復率が、それぞれ１５％以上及び５０％以上である布帛であっ
て、前記複合撚糸の撚りが撓みを有し、前記複合撚糸の撚り方向が前記紡績糸の撚り方向
と同一方向であり、かつ前記複合撚糸の撚数が、前記紡績糸の撚数に対して０．５～２倍
である布帛であってもよい。
【００１６】
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　　伸長率（％）＝［（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ１］×１００
［式中、Ｌ１は、長さ１５ｃｍ及び幅２．５ｃｍの布帛の長さ方向の一方の端部の中央（
幅方向の中央）に５ｇの重りを取り付け、重りを付けた端部を下にして布帛を垂直に吊し
た状態で１分間放置したときの布帛の長さを示し、
　Ｌ２は、長さＬ１を測定後、５ｇの重りを布帛の端部から取り去り、代わりに３００ｇ
の重りを同じ箇所に取り付けて垂直に吊した状態で３分間放置したときの布帛の長さを示
す］
　　回復率（％）＝［（Ｌ３－Ｌ１）／Ｌ１］×１００
［式中、Ｌ１は、前記に同じであり、
　Ｌ３は、長さＬ２を測定後、３００ｇの重りを布帛の端部から取り去り、布帛を平坦な
ところに５時間放置し、その後、５ｇの重りを同じ箇所に取り付けて垂直に吊した状態で
１分間放置したときの布帛の長さを示す］。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、紡績糸、水不溶性フィラメント糸及び水溶性糸を、前記紡績糸の撚り方向
と同一方向に撚り合わせた複合撚糸を用いるため、ポリウレタン糸などの弾性糸を使用し
なくても、キックバック性の高い伸縮力を有する布帛を得るのに適している。また、得ら
れる布帛は、繰り返し使用しても高いキックバック性を保持できる。さらに、高い糸強力
を有し、高速の織機や編機で製織編しても糸切れなどのトラブルが発生することなく、目
寄れなどが抑制された形態安定性に優れた織編物を簡便に製造できる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　［複合撚糸］
　本発明の複合撚糸は、紡績糸、水不溶性フィラメント糸及び水溶性糸を撚り合わせた複
合撚糸であって、複合撚糸の撚り方向が紡績糸の撚り方向と同一方向である。
【００１９】
　（紡績糸）
　紡績糸は、水（熱水）に溶解しない繊維から形成された紡績糸であれば、特に限定され
ず、合成繊維、半合成繊維、再生繊維、天然繊維のいずれであってもよい。合成繊維とし
ては、例えば、ポリエステル系繊維（ポリエ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、ポリブチレンテレフタレート繊維、ポリエチレンナフタレート繊
維などのポリＣ２－４アルキレンアリレート繊維など）、ポリアミド系繊維（ポリアミド
６、ポリアミド６６、ポリアミド１１、ポリアミド１２、ポリアミド６１０、ポリアミド
６１２などの脂肪族ポリアミド系繊維、脂環族ポリアミド系繊維、ポリフェニレンイソフ
タルアミド、ポリヘキサメチレンテレフタルアミド、ポリｐ－フェニレンテレフタルアミ
ドなどの芳香族ポリアミド系繊維など）、ポリオレフィン系繊維（ポリエチレン、ポリプ
ロピレンなどのポリＣ２－４オレフィン繊維など）、アクリル系繊維（アクリロニトリル
－塩化ビニル共重合体などのアクリロニトリル単位を有するアクリロニトリル系繊維など
）、水（熱水）不溶性のポリビニルアルコール系繊維（エチレン－ビニルアルコール系共
重合体繊維など）、ポリ塩化ビニル系繊維（ポリ塩化ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共
重合体、塩化ビニル－アクリロニトリル共重合体の繊維など）、ポリ塩化ビニリデン系繊
維（塩化ビニリデン－塩化ビニル共重合体、塩化ビニリデン－酢酸ビニル共重合体などの
繊維）などが挙げられる。
【００２０】
　半合成繊維としては、例えば、トリアセテート繊維などのアセテート繊維などが挙げら
れる。再生繊維としては、例えば、レーヨン、ポリノジック、キュプラ、リヨセル（例え
ば、登録商標名：「テンセル」など）などが挙げられる。天然繊維としては、例えば、木
綿、羊毛（ウール）、絹、麻などが挙げられる。さらに、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊
維などの無機繊維を使用してもよい。
【００２１】
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　これらの繊維は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。特に、紡績糸は、これ
らの繊維から選択された単独紡績糸に限定されず、２種以上の繊維で構成された混紡紡績
糸（例えば、ポリエステル繊維と木綿との混紡紡績糸など）であってもよい。これらの繊
維は、複合撚糸及びそれを用いて製造する織編物の用途などに応じて適宜選択すればよい
。汎用される繊維としては、例えば、ポリアミド系繊維、ポリエステル系繊維、アクリル
系繊維などの合成繊維、アセテート繊維などの半合成繊維、レーヨン、キュプラなどの再
生繊維、木綿、ウール、絹などの天然繊維などが挙げられる。特に、木綿やウールなどの
天然繊維は、糸強度や汎用性に優れ、風合いにも優れる点から好ましい。
【００２２】
　紡績糸は、単糸、複数の単糸を引き揃えた糸、双糸又は３本以上の合撚糸のいずれであ
ってもよい。本発明において、「下撚」とは、紡績糸を製造するに当たって最後にかけら
れた撚りを意味する。すなわち、「紡績糸の撚数」とは、紡績糸が最後に受けた撚りの撚
数を意味する。例えば、紡績糸が単糸又は単糸の引き揃えである場合は単糸を製造するた
めに紡績でかけられた撚数を意味し、双糸の場合は双糸を製造するために２本の糸を撚り
合わせた撚数を意味し、３本以上の合撚糸の場合は合撚糸を製造するために３本以上の糸
を撚り合わせた撚数を意味する。
【００２３】
　紡績糸の撚数は特に制限されないが、撚数をＴ（単位：回／２．５４ｃｍ）、綿番手を
Ｓ（単位：番手）とすると、Ｋ＝Ｔ／√Ｓで表される撚係数Ｋは、例えば、１．５～５、
好ましくは２～４、さらに好ましくは２．５～３．５程度の紡績糸が、紡績糸の品質安定
性、複合撚糸の製造における生産性、紡績糸の入手容易性などの点から好ましい。具体的
な撚数は、例えば、２００～２０００回／ｍ、好ましくは２５０～１５００回／ｍ、さら
に好ましくは３００～１２００回／ｍ（特に４００～１０００回／ｍ）程度であってもよ
い。
【００２４】
　紡績糸が双糸又は３本以上の合撚糸である場合は、撚糸の生産性、糸のハンドリング性
、風合、紡績糸の入手容易性などの点から、それらの紡績糸の製造における最後の撚方向
が、双糸または合撚糸の製造に用いた単糸の撚方向と逆方向になっているのが好ましい。
さらに、紡績糸が双糸又は３本以上の合撚糸の撚りについては特に制限はないが、紡績糸
の最後の撚数（双糸又は合撚糸の撚数）が、双糸又は合撚糸の製造に用いた単糸の撚数の
０．３～０．９倍（好ましくは０．４～０．８倍）程度であるのが好ましい。
【００２５】
　また、紡績糸の太さ（平均繊度）は、特に制限されず、１０～１２００ｄｔｅｘの範囲
から選択できるが、例えば、複合撚糸製造の円滑性や入手容易性の他、布帛に高度な伸縮
力と風合いを付与する点から、例えば、４０～１０００ｄｔｅｘ、好ましくは５０～５０
０ｄｔｅｘ、さらに好ましくは１００～４００ｄｔｅｘ（特に１２０～３００ｄｔｅｘ）
程度であってもよい。綿紡績糸の場合、例えば、綿番手５～１４０番、好ましくは７～１
００番、さらに好ましくは１０～５０番（特に１５～４０番）程度であってもよく、ウー
ル紡績糸の場合、例えば、ウール番手１０～２００番、好ましくは１５～１５０番、さら
に好ましくは２０～１００番（特に３０～７０番）程度であってもよい。
【００２６】
　複合撚糸全体における紡績糸の割合は、例えば、１０～８０質量％、好ましくは２０～
７５質量％、さらに好ましくは３０～７０質量％（特に５０～７０質量％）程度である。
【００２７】
　（水不溶性フィラメント糸）
　水不溶性フィラメント糸（長繊維）としては、水不溶性でゴム弾性を有さない長繊維で
あれば特に限定されず、例えば、前記紡績糸で例示の合成繊維、半合成繊維、天然繊維の
長繊維を、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これらのうち、熱処理により撚
糸工程で付与された撚りの形態を保持でき、耐久性のあるキックバック性を発現できる点
から、ポリプロピレンフィラメント糸、アクリロニトリル系フィラメント糸、ポリエステ
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ルフィラメント糸、ポリプロピレンフィラメント糸などの合成繊維が好ましく、ポリエス
テルフィラメント糸（例えば、ポリエチレンテレフタレートなどのポリＣ２－４アルキレ
ンアリレートフィラメント糸など）、ポリアミドフィラメント糸（例えば、ポリアミド６
などの脂肪族ポリアミドフィラメント糸など）が特に好ましい。
【００２８】
　水不溶性フィラメント糸は、モノフィラメント糸であってもよく、マルチフィラメント
糸であってもよい。マルチフィラメントの場合、複数種のフィラメント糸を組み合わせた
混合フィラメント糸であってもよいが、通常、同一のフィラメント糸で構成されたマルチ
フィラメント糸である。マルチフィラメント糸の本数は、例えば、２～３００本、好まし
くは５～２００本、さらに好ましくは６～１５０本（特に１０～１００本）程度である。
【００２９】
　水不溶性フィラメント糸の太さ（平均繊度）は、特に制限されないが、例えば、１０～
１０００ｄｔｅｘの範囲から選択でき、例えば、１５～３００ｄｔｅｘ、好ましくは２０
～２００ｄｔｅｘ、さらに好ましくは２５～１５０ｄｔｅｘ（特に３０～１００ｄｔｅｘ
）程度であり、紡績糸の風合いを損なわない点から、通常、３０～６０ｄｔｅｘであって
もよい。マルチフィラメント糸の場合、単糸繊度（平均単糸繊度）は、しなやかさ及び柔
軟性の点から、１１ｄｔｅｘ以下であってもよく、例えば、０．１～８ｄｔｅｘ、好まし
くは０．２～７ｄｔｅｘさらに好ましくは０．３～５ｄｔｅｘ（特に０．５～３ｄｔｅｘ
）程度である。単糸繊度の太さは用途に応じて選択でき、例えば、柔軟性や風合いが要求
される場合には、単糸繊度を細くするのが有効であり、コシや張りなどが要求される場合
には、単糸繊度を太くするのが有効である。
【００３０】
　水不溶性フィラメント糸は、捲縮が有していなくてもよいが、加熱（特に、熱水による
水溶性糸の溶解除去の温度）により捲縮が発現する潜在捲縮性繊維であるのが好ましい。
このようなフィラメント糸であれば、水溶性糸が溶解する際に、水溶性糸が溶解した後の
隙間を利用して捲縮が発現するため、水溶性糸を除去した布帛は、伸縮性に富んだ生地に
なり、捲縮のふくらみにより、ふっくら感に富んだ生地となる。
【００３１】
　潜在捲縮性繊維としては、仮撚加工を施したマルチフィラメント糸、熱収縮率（又は熱
膨張率）の異なる複数の樹脂で相分離構造が形成された複合繊維などが挙げられる。
【００３２】
　マルチフィラメント糸における仮撚の方法としては、前記捲縮率の範囲となるように、
慣用の方法を採用できる。例えば、繊度や材料の種類に応じて適宜選択できるが、３０～
２００ｄｔｅｘ（特に３０～１００ｄｔｅｘ）／１０～３０フィラメントのマルチフィラ
メント糸の場合、仮撚条件として、仮撚数２００～５０００回／ｍ（特に５００～４００
０回／ｍ）程度、１段ヒーター温度１００～２６０℃（特に１２０～２００℃）程度、２
段ヒーター温度１００～２００℃（特に１２０～１８０℃）程度、糸速１００～５００ｍ
／分（特に２００～４００ｍ／分）程度であってもよい。さらに、糸条の太さを調整する
ために、得られた仮撚糸を、さらに数本（例えば、２～１０本、特に２～５本）集束させ
てもよい。
【００３３】
　複合繊維としては、複数の樹脂の熱収縮率（又は熱膨張率）の違いに起因して、加熱に
より捲縮を生じる非対称又は層状（いわゆるバイメタル）構造を有する繊維、特に、偏芯
芯鞘型、並列型構造（サイドバイサイド型構造）の断面形状を有する繊維が挙げられる。
例えば、ポリアルキレンアリレート系樹脂（例えば、ポリエチレンテレフタレート）と、
変性ポリアルキレンアリレート系樹脂（例えば、イソフタル酸変性ポリエチレンテレフタ
レート）とを組み合わせた複合繊維などが利用できる。
【００３４】
　本発明では、このような潜在捲縮性繊維は、熱処理する前も幾分捲縮を有し、伸縮性を
有しているが、熱処理することで、捲縮がさらに発現する長繊維であってもよく、このよ
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うな捲縮性を表す指標として、以下の捲縮伸張率を用いる。
【００３５】
　　捲縮伸長率（％）＝［（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ２］×１００
［式中、Ｌ１は、検尺機で０．０４４ｃＮ／ｄｔｅｘの張力下で作製した１１１１０ｄｔ
ｅｘの輪奈状カセの輪奈に金棒を通して金棒を水平にした状態でカセの下端部に１０ｇの
重りを取り付けて５分間放置後、金棒を水平にした状態で９０℃の水槽内にカセを浸漬し
て３０分間加熱処理し、次いで、水槽からカセを引き上げて１０ｇの重りを取り外し、乾
燥後、再度１０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて５分間放置したときのカセの全長を
示し、
　Ｌ２は、カセの全長Ｌ１を測定後、カセから１０ｇの重りを取り外し、代わりに１００
０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて５分間放置したときのカセの全長を示す］。
【００３６】
　本発明では、水不溶性フィラメント糸は、捲縮伸長率は、例えば、５％以上であっても
よく、好ましくは１０％以上（例えば、１０～５０％）、さらに好ましくは１５％以上（
例えば、１５～３０％）程度であってもよい。水不溶性フィラメント糸がこのような捲縮
伸長率（潜在捲縮性）を有することにより、水溶性糸の溶解除去における加熱処理によっ
て発現した捲縮によって、織編物（布帛）に優れた風合いや柔軟性を付与できる。
【００３７】
　水不溶性フィラメント糸は、無撚であってもよく、撚りがかかっていてもよい。撚糸の
場合には、撚数は、例えば、５０～５０００回／ｍ、好ましくは８０～３０００回／ｍ、
さらに好ましくは８０～１０００回／ｍ程度であってもよい。水不溶性フィラメント糸に
撚りがかかっている場合、紡績糸の撚りと同一の方向であれば、複合撚糸において紡績糸
との交絡が強まり、水溶性糸を溶解後に糸の伸縮性のキックバック性が向上する。一方、
水不溶性フィラメント糸の撚り方向が、紡績糸の撚りと逆方向であれば、複合撚糸におい
て紡績糸との交絡が弱まり、水溶性糸の溶解後に糸の伸縮性が大きくなる傾向があり、用
途に応じて選択できる。
【００３８】
　複合撚糸全体における水不溶性フィラメント糸の割合は、例えば、５～５０質量％、好
ましくは８～４５質量％、さらに好ましくは１０～４５質量％（特に１０～４０質量％）
程度である。
【００３９】
　紡績糸と水不溶性フィラメント糸との割合（質量比）は、例えば、前者／後者＝９９／
１～１０／９０程度の範囲から選択でき、例えば、９９／１～５０／５０、好ましくは９
７／３～５５／４５、さらに好ましくは９５／５～６０／４０（特に９０／１０～７０／
３０）程度である。紡績糸の割合が多すぎると、糸強度が低下し、少なすぎると、布帛の
風合いが低下する傾向がある。
【００４０】
　（水溶性糸）
　水溶性糸としては、親水性溶媒に対する溶解性を有していれば特に限定されないが、特
に、大気圧下で、水の沸騰温度（約１００℃）までの温度で水（熱水）に対して溶解する
糸が好ましい。このような水溶性糸を含む複合撚糸から得られた織編物は、水溶性糸を水
などの親水性溶媒で容易に溶解除去でき、取扱性などにも優れている。特に、水溶性糸と
しては、水溶性糸自体を単独で温度８０℃以上（特に９０℃以上）の熱水に浸漬して３０
分間放置したときに、浸漬前の水溶性糸の質量に対して、８５質量％以上（特に９５質量
％以上）が前記熱水に溶解する水溶性糸（水不溶性の残渣が１５質量％未満、特に５質量
％未満である水溶性糸）が好ましい。水溶性糸の水溶解性が低いと、複合撚糸を用いて製
造した織編物を水で処理しても、複合撚糸中の水溶性糸を充分に溶解除去できず、織編物
に充分な伸縮性などを付与するのが困難となる。
【００４１】
　水溶性糸を構成する繊維としては、前記水溶解性を充足する限り特に限定されないが、
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例えば、水可溶性樹脂で構成された繊維が使用できる。水可溶性樹脂としては、例えば、
セルロース系樹脂（ヒドロキシメチルセルロースなどのヒドロキシＣ１－３アルキルセル
ロースなど）、ポリビニル系樹脂（ポリビニルピロリドン、ポリビニルエーテル、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルアセタールなど）、アクリル系共重合体又はそのアルカリ金
属塩（（メタ）アクリル酸やヒドロキシル基含有（メタ）アクリル酸エステルなどのアク
リル系単量体で構成された単位を含む共重合体など）、水溶性ポリアミド系樹脂（ポリオ
キシエチレン単位を有するポリアミドや、スルホン酸基やヒドロキシル基などを導入した
ポリアミドなど）、水溶性ポリエステル系樹脂（ポリオキシエチレン単位を有するポリエ
ステルや、スルホン酸基やアミノ基などを導入したポリエステルなど）などが挙げられる
。これらの水可溶性樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。
【００４２】
　これらのうち、ポリビニル系樹脂、特に、繊維強力、水（熱水）への高い溶解性、生分
解性、入手容易性などの点から、水可溶性ポリビニルアルコール系樹脂が好ましい。一般
に、水可溶性ポリビニルアルコール系樹脂は、熱分解温度と溶融開始温度とが近接してい
るため、溶融紡糸が不可能である。従って、本発明では、溶融紡糸可能な水可溶性ポリビ
ニルアルコール、例えば、重合度を２００～８００（特に２５０～５００）程度に低下さ
せ、かつオレフィン類（特にエチレンなどのα－Ｃ２－１０オレフィンなど）を３～２０
モル％（特に３～１５モル％）程度共重合させたポリビニルアルコール系樹脂（特に、エ
チレン－ビニルアルコール共重合体）が好ましく使用される。水可溶性ポリビニルアルコ
ール系樹脂で構成された繊維は、例えば、水溶性ビニロンなどとして市販されている。
【００４３】
　水溶性糸は、水溶性である限りは、紡績糸であってもよく、フィラメント糸（長繊維）
であってもよい。親水性溶媒で溶解除去し易い点からは、フィラメント糸が好ましい。フ
ィラメント糸を用いると、水溶性糸の混率の低い複合撚糸を用いて得られた織編物であっ
ても、水などの親水性溶媒で水溶性糸を速やかに除去できる。
【００４４】
　水溶性糸の太さは、例えば、１５～２００ｄｔｅｘ、好ましくは２０～１５０ｄｔｅｘ
、さらに好ましくは２５～１００ｄｔｅｘ（特に３０～８０ｄｔｅｘ）程度である。水溶
性糸の太さがこの範囲にあると、生産性が高く、紡績糸などの他の糸との撚り合わせも容
易にできる。また、複合撚糸の強力を向上でき、紡績毛羽も低減できる。また、親水性溶
媒による溶解除去を容易にできるとともに、溶解除去した後の生地にキックバック性の高
い伸縮性を付与できる。
【００４５】
　本発明では、複合撚糸における除去用糸（織編物にした後に除去する糸）として、アル
カリや酸に溶解又は分解する糸ではなく、水などの親水性溶媒に溶解する糸（水溶性糸）
を使用した理由としては、織編物を形成している複合撚糸の一部をアルカリや酸で除去し
た場合は、複合撚糸を構成している紡績糸や水不溶性フィラメント糸の変質や分解を生ず
る恐れがあり、水などの親水性溶媒（特に水）で処理した場合には、紡績糸や水不溶性フ
ィラメント糸の変質や分解を生ずる恐れがないことが挙げられる。このような水溶性糸を
使用することにより、複合撚糸を構成する紡績糸及び水不溶性フィラメント糸として広範
囲の種々の糸を使用できる。すなわち、本発明では、複合撚糸を構成する紡績糸及び水不
溶性フィラメント糸として、水などの親水性溶媒に溶解しない糸である限りは、アルカリ
や酸によって溶解又は分解し易い糸であっても使用することができ、複合撚糸を構成する
紡績糸及び水不溶性フィラメント糸の種類や選択の幅が広がり、ひいては複合撚糸から形
成される織編物の種類、特性、風合を色々なものにすることができる。特に、水溶性糸と
して、水可溶性ポリビニルアルコール系樹脂で構成された繊維を用いると、その高い生分
解性により、溶解後の廃液を微生物などにより分解除去できる。
【００４６】
　複合撚糸全体における水溶性糸の割合は、例えば、５～７５質量％、好ましくは８～５
０質量％、さらに好ましくは１０～４０質量％（特に１０～３０質量％）程度である。
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【００４７】
　紡績糸及び水不溶性フィラメント糸の総量と、水溶性糸との割合（質量比）は、例えば
、９７／３～５０／５０（例えば、９５／５～５０／５０）、好ましくは９５／５～６０
／４０、さらに好ましくは９３／７～７０／３０（特９０／１０～に８０／２０）程度で
ある。
【００４８】
　各糸の割合が前記範囲にあると、織編物中の水溶性糸を溶解除去後に十分に紡績糸が自
由に動ける隙間を形成できるとともに、溶解後の生地の安定性も確保できる。さらに、撚
糸状態において、紡績糸が水不溶性フィラメント糸、水溶性糸の外側を占めるとともに、
水溶性糸が溶解した後も、水不溶性フィラメント糸の外側を紡績糸が占めることができ、
布帛の風合いを向上できる。
【００４９】
　さらに、水溶性糸が除去された複合撚糸を含む織編物（布帛）のキックバック性を向上
するためには、上撚が適度に撓む必要がある。本発明では、そのような上撚の撓みを発生
させる空隙を形成し、かつ目寄れなどの形態安定性も確保するために、複合撚糸において
水溶性糸が所定の空間を占めるのが好ましい。このような観点から、紡績糸及び水不溶性
フィラメント糸の合計繊度と、水溶性糸の繊度との比率は、例えば、前者／後者＝９７／
３～５０／５０（例えば、９５／５～５０／５０）、好ましくは９５／５～６０／４０、
さらに好ましくは９３／７～７０／３０（特９０／１０～に８０／２０）程度である。
【００５０】
　（複合撚糸の製法及び撚り特性）
　本発明の複合撚糸において、紡績糸、水不溶性フィラメント糸、水溶性糸の本数（糸本
数）は、撚糸機のクリル本数の制限、品質管理の点から、紡績糸が１～３本（好ましくは
１～２本）、水不溶性フィラメント糸が１～２本（好ましくは１本）、水溶性糸が１～２
本（好ましくは１本）であり、通常、紡績糸１本、水不溶性フィラメント糸１本及び水溶
性糸１本を撚り合わせて（上撚をかけて）複合撚糸が形成される。紡績糸、水不溶性フィ
ラメント糸及び水溶性糸を撚り合わせる際の撚糸機の種類も、特に制限されず、例えば、
ダブルツイスター、リングツイスター、アップツイスターなどの汎用の撚糸機を使用でき
る。
【００５１】
　本発明の複合撚糸では、複合撚糸の撚り方向（紡績糸と水不溶性フィラメント糸と水溶
性糸との撚り合わせにおける撚り方向）（上撚）が、複合撚糸を構成する紡績糸の撚り方
向（下撚）と同一方向である。撚糸を製造する場合、上撚の撚方向は、下撚の撚方向の逆
方向にするのが一般的であるが、本発明では、複合撚糸にトルクを持たせるために、同一
方向とする。本発明では、トルクを有する複合撚糸を含む織編物において、水溶性糸を溶
解除去した後に隙間が発生することによりキックバック性を有する伸縮性が発現する。こ
のような伸縮性は、複合化された撚りによるトルクに基づいているため、繰り返し伸縮し
てもキックバック性が低下せず、耐久性を有している。
【００５２】
　複合撚糸において、複合撚糸の撚数（上撚の数）と紡績糸の撚数（下撚の撚数）との比
率は、下撚の撚数に対する上撚の撚り数の比（上撚／下撚）は０．３～２倍程度の範囲か
ら選択でき、例えば、０．３～１．８倍、好ましくは０．４～１．５倍、さらに好ましく
は０．５～１．３倍程度である。本発明では、上撚と下撚との撚り数の比をこの範囲（特
に０．５～２倍程度）にすることにより、紡績糸のトルクと撚糸のトルクとのバランスに
優れ、製編織性及び布帛のキックバック性のいずれも向上できる。一方、下撚の撚りが小
さすぎると、バネの役目をする紡績糸のトルクが十分に与えられないため、この糸を用い
て作製した織編物の水溶性糸を溶解除去しても、キックバック性の高い伸縮性は得るのは
困難である。また、下撚の撚りが大きすぎると、糸切れなどのトラブルで撚糸工程の生産
性が低下したり、得られた撚糸の強度が低く、織編工程に支障を及ぼす場合がある。さら
に、上撚による糸のトルクが強すぎて、撚糸工程、織編工程の生産性が低下する場合もあ
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る。
【００５３】
　複合撚糸の撚数（上撚の撚数）は、紡績糸の撚数との比率が前記範囲にあればよいが、
例えば、５０～３０００回／ｍ、好ましくは１００～２０００回／ｍ、さらに好ましくは
２００～１５００回／ｍ（特に３００～１０００回／ｍ）程度であってもよい。
【００５４】
　なお、複合撚糸において、「複合撚糸の撚数」（上撚の撚数）とは、紡績糸、水不溶性
フィラメント糸及び水溶性糸を撚り合わせた撚数であり、実際には撚糸工程時の設定撚数
に準じた値となる。
【００５５】
　［織編物（布帛）］
　本発明の織編物（布帛）は前記複合撚糸を用いて得られるが、複合撚糸はトルクを有し
ており、トルクが強すぎる場合には、織編工程を円滑に行うために、熱処理工程を設けて
トルクを減少させてもよい。熱処理温度は、紡績糸、水不溶性フィラメント糸、水溶性糸
の種類、複合撚糸のトルクの強さなどに応じて適宜選択できる。ポリエステル繊維やポリ
アミド繊維などの合成繊維の場合には、熱処理によりトルクが減少し易く、熱処理工程を
設けることにより織編工程の通過性が向上する。熱処理温度は、例えば、合成繊維を構成
する合成樹脂の融点又は軟化点よりも５℃以上低い温度、例えば、１０～１００℃（特に
２０～８０℃）程度低い温度あってもよい。
【００５６】
　本発明の織編物（布帛）は、種類や組織の内容などは特に制限されず、例えば、織物（
平織り、斜文織り、繻子織りなど）や、編物（機械編み、かぎ針編み、棒針編み、アフガ
ン編み、レース編みなど）などであってもよい。本発明の複合撚糸は糸強力も高いため、
例えば、高速（例えば、織速度又は編速度０．０５ｍ／分以上）の織機や編機により織編
物を製造しても糸切れなどのトラブル発生しないため、生産性が高い。
【００５７】
　本発明の織編物は少なくとも前記複合撚糸を用いて製造され、目的とする織編物の種類
や用途（要求される伸縮の程度など）に応じて、前記複合撚糸の使用割合を調節すること
ができる。織編物に対する複合撚糸の使用割合は、織編物の全質量に対して、例えば、複
合撚糸が１０質量％以上であってもよく、例えば、１５～１００質量％（例えば、２０～
１００質量％）、好ましくは２５～１００質量％以上（例えば、３０～１００質量％）、
さらに好ましくは３５～１００質量％（特に４０～１００質量％）程度である。さらに、
織物の緯糸のみに使用する場合など、織編物の一部に複合撚糸を使用してもよく、その場
合、複合撚糸の割合は、織編物の全質量に対して、例えば、１０～８０質量％、好ましく
は２０～７０質量％、さらに好ましくは３０～６０質量％程度であってもよい。なお、後
述するように、水溶性糸は親水性溶媒で抽出除去されるが、織編物中における複合撚糸の
前記割合は、水溶性糸を含む値である。複合撚糸の割合が低すぎると、水溶性糸を除去し
ても、キックバック性の高い伸縮力を有する布帛が得られ難い。
【００５８】
　さらに、織物の場合、経糸及び／又は緯糸の全部又は一部を複合撚糸で構成してもよい
。特に、経糸及び緯糸のいずれかを複合撚糸で構成することにより、打ち込み本数の調整
により伸縮性及び嵩高性（柔軟性）を容易に制御できる。糸密度（打ち込み本数）は、例
えば、経糸及び緯糸ともに１５０～２５０ｄｔｅｘ（特に１８０～２２０ｄｔｅｘ）程度
の糸を用いた場合、経密度は、例えば、２０～４０本／ｃｍ、好ましくは２２～３８本／
ｃｍ、さらに好ましくは２５～３５本／ｃｍ程度としてもよい。一方、緯密度は、例えば
、１５～３５本／ｃｍ、好ましくは１８～３０本／ｃｍ、さらに好ましくは２０～３８本
／ｃｍ程度としてもよい。このような糸密度で織物を構成し、かつ緯糸又は経糸として、
複合撚糸を使用すると、特定の方向にキックバック性の高い伸縮性を有する布帛を製造で
きる。さらに、緯糸として複合撚糸を使用し、かつ経糸としてレギュラー糸を使用すると
、織物の生産性に優れている。
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【００５９】
　［伸縮性織編物（布帛）及びその製造方法］
　本発明では、複合撚糸を用いて製造した織編物から、複合撚糸中の水溶性糸を親水性溶
媒で抽出除去することにより、高い伸縮性を有する布帛（伸縮性布帛）が得られる。親水
性溶媒としては、水の他、アルコール類（メタノール、エタノール、イソプロパノールな
ど）、ケトン類（アセトンなど）、エーテル類（テトラヒドロフランなど）、セロソルブ
類（メチルセロソルブ、エチルセロソルブなど）、カルビトール類（カルビトール、ジエ
チレングリコールジメチルエーテルなど）などが挙げられる。これらの親水性溶媒は、単
独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これらの親水性溶媒のうち、水、エタノール
などのＣ１－３アルコール類、アセトンなどのケトン類、水と他の親水性溶媒との混合溶
媒などが好ましく、通常、水が使用される。
【００６０】
　水溶性糸を抽出（溶解除去）する方法は、特に限定されないが、簡便な方法で水溶性糸
を効率よく除去できる点から、高温の親水性溶媒に浸漬する方法であってもよい。親水性
溶媒として水を用いる場合、抽出水は中性であってもよく、アルカリ又は酸性水溶液であ
ってもよい。また、界面活性剤などを添加した水溶液であってもよい。
【００６１】
　抽出処理温度は、水溶性糸を構成する繊維の種類や溶媒に対する溶解度、糸の形態や太
さなどに応じて調節できるが、例えば、熱水を用いて水溶性ポリビニルアルコール系繊維
で構成された水溶性糸を抽出する場合には、例えば、急激に溶解が開始する温度（溶解温
度）以上の温度（特に、溶解温度よりも１０～２０℃程度高い温度）で処理するのが好ま
しい。このような温度で処理すると、水溶性糸を短時間で速やかに織編物から除去できる
。処理温度が低すぎると、水溶性糸の抽出性が十分でなく、生産性が低下する。また、処
理温度が高すぎると、水溶性糸の溶解時間が極端に短くなるとともに、織編物の品質も低
下し易い。
【００６２】
　親水性溶媒の割合は、織編物に対して２倍（質量基準）以上であり、例えば、２～１０
００倍、好ましくは３～１００倍、さらに好ましくは５～５０倍程度である。親水性溶媒
の量が少なすぎると、水溶性糸の除去が不十分となる。なお、抽出除去が不十分な場合に
は、水溶性糸を含まないフレッシュな親水性溶媒を用いて、再度親水性溶媒浴中で水溶性
糸を抽出除去してもよい。
【００６３】
　抽出処理時間についても、目的や使用する装置、処理温度に応じて適宜調整が可能であ
るが、生産効率、安定性、得られる織編物の品質・性能などを考慮すると、例えば、１～
３００分間、好ましくは３～２００分間、さらに好ましくは５～１００分間（特に１０～
６０分間）程度である。
【００６４】
　水溶性糸を抽出処理した後の織編物（布帛）は自然乾燥してもよいが、布帛の風合いや
通気性を向上させる点から、加熱して乾燥するのが好ましい。乾燥温度は、織編物を構成
する繊維の種類などに応じて適宜選択でき、例えば、６０℃以上、好ましくは８０～３０
０℃、さらに好ましくは１００～２００℃（特に１２０～１６０℃）程度である。乾燥時
間は、例えば、０．５分～２４時間、好ましくは１分～１０時間、３分～１時間程度であ
る。
【００６５】
　なお、このような親水性溶媒による処理は、生産工程の円滑性、織編物の品質の点から
、織編物を染色したり、織編物に樹脂を付着する工程の前に行うのが好ましい。染色工程
や樹脂付着工程中またはこれらの工程の後に水溶性糸の抽出処理を行うと、染色工程や樹
脂付着工程に支障を与えるとともに、水溶性糸の除去が充分に行われなくなる。
【００６６】
　本発明の織編物（布帛）には、必要に応じて、安定剤（熱安定剤、紫外線吸収剤、光安



(13) JP 2010-229584 A 2010.10.14

10

20

30

40

50

定剤、酸化防止剤など）、微粒子、着色剤、帯電防止剤、難燃剤、可塑剤、潤滑剤、結晶
化速度遅延剤などの添加剤が含まれていてもよい。これらの添加剤は、単独で又は二種以
上組み合わせて使用できる。これらの添加剤は、複合撚糸を構成する各糸、複合撚糸、織
編物のいずれに含まれていてもよい。
【００６７】
　このようにして得られた伸縮性布帛は、紡績糸と水不溶性フィラメント糸との複合撚糸
を含む。この複合撚糸は布帛製造前の原料撚糸と比べて水溶性糸が除去されているが、紡
績糸の撚り（上撚）と複合撚糸の撚り（下撚）との関係は、水溶性糸の除去前と同様に、
上撚と下撚との撚り方向が同一方向であり、両者の比率も水溶性糸除去前の比率を維持し
ている。すなわち、上撚と下撚との撚り数比（上撚／下撚）は０．３～２倍程度の範囲か
ら選択でき、例えば、０．３～１．８倍、好ましくは０．４～１．５倍、さらに好ましく
は０．５～１．３倍程度である。但し、水溶性糸の除去により、紡績糸と水不溶性フィラ
メント糸の間に空隙が生じるため、上撚の撚りにおいて撓みが発生し、布帛の伸縮性及び
キックバック性を発現している。
【００６８】
　本発明の伸縮性布帛は、前述のような作用により、キックバック性の高い伸縮力を有し
ており、布帛の少なくとも一方向（複合撚糸の長さ方向、例えば、織物の緯糸のみを複合
撚糸で構成した場合、織物の緯方向）において、優れた伸長率及び回復率を示す。具体的
には、伸長率は１５％以上を示し、例えば、１５～５０％、好ましくは１８～４０％、さ
らに好ましくは２０～３０％程度である。回復率は５０％以上を示し、例えば、５０～９
９％、好ましくは６０～９８％、さらに好ましくは７０～９５％（特に７５～９０％）程
度である。なお、伸長率及び回復率は、下記式で示される。
【００６９】
　　伸長率（％）＝［（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ１］×１００
［式中、Ｌ１は、長さ１５ｃｍ及び幅２．５ｃｍの布帛の長さ方向の一方の端部の中央（
幅方向の中央）に５ｇの重りを取り付け、重りを付けた端部を下にして布帛を垂直に吊し
た状態で１分間放置したときの布帛の長さを示し、
　Ｌ２は、長さＬ１を測定後、５ｇの重りを布帛の端部から取り去り、代わりに３００ｇ
の重りを同じ箇所に取り付けて垂直に吊した状態で３分間放置したときの布帛の長さを示
す］
　　回復率（％）＝［（Ｌ３－Ｌ１）／Ｌ１］×１００
［式中、Ｌ１は、前記に同じであり、
　Ｌ３は、長さＬ２を測定後、布帛を平坦なところに５時間放置し、その後、５ｇの重り
を同じ箇所に取り付けて垂直に吊した状態で１分間放置したときの布帛の長さを示す］。
【実施例】
【００７０】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
よって限定されるものではない。なお、実施例及び比較例において、織物（平織生地）の
伸長率及びキックバック性は次のようにして測定した。
【００７１】
　［水不溶性フィラメント糸の捲縮伸長率］
　検尺機で０．０４４ｃＮ／デシテックスの張力下で１１１１０ｄｔｅｘの輪奈状カセ（
全長５０ｃｍ）を作製した。得られたカセの輪奈に金棒を通し、金棒を水平にした状態で
カセの下端部に１０ｇの重りを取り付けて初荷重をかけ、空気中（２５℃、６５％ＲＨ）
で５分間放置した。その後、金棒を水平にした状態で９０℃の恒温水槽内にカセを浸漬し
て３０分間加熱処理した。次いで、恒温水槽からカセを引き上げて１０ｇの重りを取り外
した。さらに、１０ｇの重りを取り外して荷重を除き、紙の水分を紙に吸収させた後、室
温（２５℃）で４時間乾燥した。乾燥後のカセに対して、再度１０ｇの重りをカセの下端
部に取り付けて空気中（２５℃、６５％ＲＨ）で５分間放置し、カセの全長（ｃｍ）を測
定した。この長さをＬ１とした。
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【００７２】
　さらに、カセの全長Ｌ１を測定後、カセから１０ｇの重りを取り外し、代わりに１００
０ｇの重りをカセの下端部に取り付けて空気中（２５℃、６５％ＲＨ）で５分間放置し、
カセの全長（ｃｍ）を測定した。この長さをＬ２とした。Ｌ１及びＬ２から、下記式に基
づいて、捲縮伸長率を求めた。
【００７３】
　　捲縮伸長率（％）＝［（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ２］×１００。
【００７４】
　［織物の伸長率及び回復率（キックバック性）］
　得られた平織生地から、長さ１５ｃｍ及び幅２．５ｃｍの寸法で試験片を切り取った。
切り取った試験片の長さ方向の一方の端部の中央（幅方向の中央）に５ｇの重りを取り付
けて、重りを付けた端部を下にして試験片を垂直に吊してその状態で１分間放置し、その
ときの試験片の長さ（Ｌ１）を測定した。
【００７５】
　次いで、前記５ｇの重りを試験片の端部から取り去り、代わりに３００ｇの重りを同じ
箇所に取り付けて垂直に吊してその状態で３分間放置し、そのときの試験片の長さ（Ｌ２
）（ｃｍ）を測定して、下記式から平織生地の経方向の伸長率（％）を求めた。
【００７６】
　　伸長率（％）＝｛（Ｌ２－Ｌ１）／Ｌ１｝×１００
　長さ（Ｌ２）を測定後、前記３００ｇの重りを布帛の端部から取り去り、試験片を平ら
なところに５時間放置し、その後、５ｇの重りを同じ箇所に取り付けて垂直に吊してその
状態で１分間放置し、そのときの試験片の長さ（Ｌ３）（ｃｍ）を測定して、下記式から
平織生地の経方向の回復率（％）を求めた。
【００７７】
　　回復率（％）＝｛（Ｌ３－Ｌ１）／Ｌ１｝×１００
　伸長率及び回復率（キックバック性）は、平織生地の経方向及び緯方向について測定し
た。すなわち、経方向では、生地の経方向が長さ方向となるように切り取った試験片で測
定し、緯方向では、生地の緯方向が長さ方向となるように切り取った試験片で測定した。
【００７８】
　（実施例１）
　ウール紡績糸（Ｚ撚：６００回／ｍ、ウール１００％、ウール番手４８番、日本毛織（
株）製）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：１０％、３３デシテックス／１２フィラメ
ント、（株）クラレ製、「クラベラ」）、ビニルアルコール系水溶性糸（８０℃の水に溶
解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水溶性ビニロン」
）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を用いて、Ｚ６０
０回／ｍとなるように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。
【００７９】
　得られた複合撚糸から所定長（１ｍ）の糸を切り取って、試料糸とし、その試料糸の上
撚を解除して、紡績糸と長繊維と水溶性糸との３種類の糸に分離し、分離したそれぞれの
糸の質量を測定し、その測定結果から複合撚糸におけるそれぞれの糸の質量比を求めたと
ころ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝７０／１１／１９であった。
【００８０】
　得られた複合撚糸を経糸及び緯糸として使用して、経２３本／ｃｍ、緯１８本／ｃｍの
平織生地を製織した（平織生地における複合撚糸の混率１００質量％）。得られた平織生
地を、９０℃の熱水中に１５分間浸漬して（浴比（水に対する生地の比率）＝１：１０）
、生地を形成している複合撚糸中の水溶性糸を溶解除去し、次いで生地を水から取り出し
て８０℃の熱水で洗浄した後、１２０℃で乾燥した。得られた生地の経方向及び緯方向の
伸長率及び回復率を測定したところ、伸長率は経方向１９％及び緯方向２２％、回復率は
経方向７５％及び緯方向７５％であり、経緯両方向に良好な伸縮性とキックバック性を有
していた。
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【００８１】
　（実施例２）
　ウール双糸（ウール番手６０番、日本毛織（株）製）を経糸として使用し、実施例１で
得られた複合撚糸を緯糸として使用して、経２５本／ｃｍ、緯２２本／ｃｍの平織生地を
製織した（複合撚糸の混率４５質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥
処理し、伸長率及び回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向２３％、
回復率は経方向６５％及び緯方向７８％であり、緯方向に良好な伸縮性とキックバック性
を有していた。
【００８２】
　（参考例１）
　ウール双糸（ウール番手６０番、日本毛織（株）製）を経糸として使用し、実施例１で
得られた複合撚糸と前記ウール双糸とを、緯糸として複合撚糸：ウール双糸＝１：４（本
数比）で使用して、経２５本／ｃｍ、緯２２本／ｃｍの平織生地を製織した（複合撚糸の
混率９質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理し、伸長率を測定し
たところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向１５％であり、伸縮性に劣る生地であった。
【００８３】
　（実施例３）
　ウール紡績糸（Ｚ撚：６００回／ｍ、ウール１００％、ウール番手４８番、日本毛織（
株）製）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：１０％、３３デシテックス／１２フィラメ
ント、（株）クラレ製、「クラベラ」）、ビニルアルコール系水溶性糸（８０℃の水に溶
解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水溶性ビニロン」
）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を用いて、Ｚ１０
００回／ｍとなるように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。実施例１と同様にし
て、それぞれの糸の質量比を求めたところ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝７０／１１／１
９であった。
【００８４】
　ウール双糸（ウール番手６０番、日本毛織（株）製）を経糸として使用し、得られた複
合撚糸を緯糸として使用して、経２５本／ｃｍ、緯２２本／ｃｍの平織生地を製織した（
複合撚糸の混率４５質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理し、伸
長率及び回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向２６％、回復率は経
方向６５％及び緯方向８０％であり、緯方向に良好な伸縮性とキックバック性を有してい
た。
【００８５】
　（参考例２）
　ウール紡績糸（Ｚ撚：６００回／ｍ、ウール１００％、ウール番手４８番、日本毛織（
株）製）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：１０％、３３デシテックス／１２フィラメ
ント、（株）クラレ製、「クラベラ」）、ビニルアルコール系水溶性糸（８０℃の水に溶
解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水溶性ビニロン」
）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を用いて、Ｚ２０
０回／ｍとなるように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。実施例１と同様にして
、それぞれの糸の質量比を求めたところ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝７０／１１／１９
であった。
【００８６】
　ウール双糸（ウール番手６０番、日本毛織（株）製」）を経糸として使用し、得られた
複合撚糸を緯糸として使用して、経２５本／ｃｍ、緯２２本／ｃｍの平織生地を製織した
（複合撚糸の混率４５質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理し、
伸長率及び回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向１８％、回復率は
経方向６５％及び緯方向６０％であり、緯方向にキックバック性を有していた。
【００８７】
　（参考例３）
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　ウール紡績糸（Ｚ撚：６００回／ｍ、ウール１００％、ウール番手４８番、日本毛織（
株）製）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：１０％、３３デシテックス／１２フィラメ
ント、（株）クラレ製、「クラベラ」）、ビニルアルコール系水溶性糸（８０℃の水に溶
解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水溶性ビニロン」
）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を用いて、Ｚ１４
００回／ｍとなるように撚糸し、複合撚糸を作成しようとしたが、糸切れが多く撚糸が困
難であった。
【００８８】
　（実施例４）
　綿紡績糸（Ｚ撚：６００回／ｍ、綿１００％、綿番手２０番、都築紡績（株）製、「Ｔ
Ｓ２０単糸」）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：２０％、８４デシテックス／３６フ
ィラメント、帝人ファイバー（株）製、「テトロン」）、ビニルアルコール系水溶性糸（
８０℃の水に溶解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水
溶性ビニロン」）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を
用いて、Ｚ４００回／ｍとなるように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。実施例
１と同様にして、それぞれの糸の質量比を求めたところ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝６
８／１９／１３であった。
【００８９】
　綿双糸（綿番手３０番、都築紡績（株）製）を経糸として使用し、得られた複合撚糸を
緯糸として使用して、経２３本／ｃｍ、緯１８本／ｃｍの平織生地を製織した（複合撚糸
の混率４０質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理し、伸長率及び
回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向２２％、回復率は経方向３５
％及び緯方向８３％であり、緯方向に良好な伸縮性とキックバック性を有していた。
【００９０】
　（参考例４）
　綿紡績糸（Ｚ撚：１５００回／ｍ、綿１００％、綿番手１２０番、Ｒｏｙａｌ　Ｔｅｘ
ｔｉｌｅ　Ｍｉｌｌｓ　Ｌｔｄ．（インド）社製、「Ｒｏｙａｌ　１２０」）、ポリエス
テル長繊維（捲縮伸張率：１０％、３３デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ
製、「クラベラ」）、ビニルアルコール系水溶性糸（８０℃の水に溶解する糸、３９０デ
シテックス／８４フィラメント、（株）クラレ製、「水溶性ビニロン」）の３種の糸を、
ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を用いて、Ｚ１０００回／ｍとなる
ように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。実施例１と同様にして、それぞれの糸
の質量比を求めたところ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝１０／７／８３であった。
【００９１】
　綿双糸（綿番手３０番、都築紡績（株）製）を経糸として使用し、得られた複合撚糸を
緯糸として使用して、経２３本／ｃｍ、緯１７本／ｃｍの平織生地を製織した（複合撚糸
の混率４０質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理したが、得られ
た生地は安定性が低く、目寄れの起きやすい生地であった。
【００９２】
　（参考例５）
　綿紡績糸（Ｚ撚：７００回／ｍ、綿１００％、綿番手３０番、都築紡績（株）製、「Ｔ
Ｓ３０単糸」）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：２２％、３３３デシテックス／９６
フィラメント、ＬＥＡＬＥＡ（台湾）社製）、ビニルアルコール系水溶性糸（８０℃の水
に溶解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水溶性ビニロ
ン」）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を用いて、Ｚ
９００回／ｍとなるように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。実施例１と同様に
して、それぞれの糸の質量比を求めたところ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝３４／５７／
９であった。
【００９３】
　綿双糸（綿番手３０番、都築紡績（株）製）を経糸として使用し、得られた複合撚糸を
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の混率４０質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理し、伸長率及び
回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向２５％、回復率は経方向３５
％及び緯方向８０％であったが、ポリエステル長繊維の混率が高いため、紡績糸が生地の
表面を占める割合が少ないためか、綿風合いが不十分な生地であった。
【００９４】
　（実施例５）
　綿双糸（綿番手３０番、都築紡績（株）製）を経糸として使用し、実施例４で得られた
複合撚糸と綿双糸（綿番手３０番、都築紡績（株）製）とを、緯糸として、複合撚糸：綿
双糸＝１：１（本数比）で使用して、経２３本／ｃｍ、緯１８本／ｃｍの平織生地を製織
した（複合撚糸の混率２１質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理
し、伸長率及び回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向２０％、回復
率は経方向３５％及び緯方向８０％であり、緯方向に良好な伸縮性とキックバック性を有
していた。
【００９５】
　（比較例１）
　綿紡績糸（Ｚ撚：６００回／ｍ、綿１００％、綿番手２０番、都築紡績（株）製、「Ｔ
Ｓ２０単糸」）、ポリエステル長繊維（捲縮伸張率：２５％、８４デシテックス／３６フ
ィラメント、帝人ファイバー（株）製、「テトロン」）、ビニルアルコール系水溶性糸（
８０℃の水に溶解する糸、５６デシテックス／１２フィラメント、（株）クラレ製、「水
溶性ビニロン」）の３種の糸を、ダブルツイスター（村田機械（株）製、「３６Ｍ」）を
用いて、Ｓ１０００回／ｍとなるように上撚をかけて撚糸し、複合撚糸を作製した。実施
例１と同様にして、それぞれの糸の質量比を求めたところ、紡績糸／長繊維／水溶性糸＝
６８／１９／１３であった。
【００９６】
　綿双糸（綿番手３０番、都築紡績（株）製）を経糸として使用し、得られた複合撚糸を
緯糸として使用して、経２３本／ｃｍ、緯１８本／ｃｍの平織生地を製織した（複合撚糸
の混率４０質量％）。この生地を実施例１と同様に溶解除去及び乾燥処理し、伸長率及び
回復率を測定したところ、伸長率は経方向１０％及び緯方向２３％、回復率は経方向３５
％及び緯方向４５％であり、緯方向は良好な伸縮性を有するものの、キックバック性は充
分ではなかった。
【００９７】
　実施例１～５、参考例１～５の及び比較例１結果を表１に示す。
【００９８】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、キックバック性の高い伸縮力を有しているため、衣料（紳士衣料、婦人衣料
、スポーツ衣料、肌着、ファンデーションなど）、医療材料（弾性包帯など）、車輌用材
料（車輌内装材など）、工業資材（ベルトコンベア用生地など）などに有効に利用できる
。
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