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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリエステルＡおよびポリエステルＢがサイドバイサイド型または偏心芯鞘型に接合した
潜在捲縮性複合繊維であって、前記ポリエステルＡが、ハードセグメントとソフトセグメ
ントとから構成されるポリエステルエラストマーであり、前記ハードセグメントがエチレ
ンテレフタレートを主体とするポリエステルであり、前記ソフトセグメントがポリテトラ
メチレングリコールであり、前記ポリエステルＢが、ポリエ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を主体とするポリエステルであり、前記ポリエステルＡの相対
粘度が前記ポリエステルＢの相対粘度よりも高く、ポリエステルＡとポリエステルＢとの
相対粘度差が０．１５～０．５５であり、かつ単繊維の横断面形状において中空部を有し
ていない形態であり、かつ下記に示す方法により測定した二次ヤング率が３５ｃＮ／ｄｔ
ｅｘ以下であることを特徴とする、潜在捲縮性複合繊維。
（二次ヤング率）
　潜在捲縮性複合繊維を、検尺機にて５回かせ取りした後、１／６８００（ｃＮ／ｄｔｅ
 ｘ）の荷重を掛けたまま３０分間放置し、次いでこの状態を維持したまま沸水中に入れ
３０分間処理し、捲縮を顕在化させて捲縮性複合繊維を得、ＪＩＳ－Ｌ－１０１３に基づ
いて、以下のように算出する。
エー・アンド・デイ社製の引っ張り試験機（テンシロン－ＲＴＣ１２１０）を用い、０．
２９４ｃＮ×試料繊度（ｄｔｅｘ）の初期張力をかけ、荷重－伸び曲線を得、得られた曲
線において、伸び０．０５％～０．２５％範囲での接線の傾きから初期引張抵抗度を算出
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し、それを初期ヤング率とする。また、この曲線において、伸びが２～４％の範囲での接
線の傾きから引張抵抗度を算出し、これらのうち最も低い値を二次ヤング率とする。
【請求項２】
前記ポリエステルＡを構成するハードセグメントとソフトセグメントとの共重合比（質量
比）が、ハードセグメント／ソフトセグメント＝９５／５～８０／２０であることを特徴
とする、請求項１に記載の潜在捲縮性複合繊維。
【請求項３】
前記ポリエステルＡと前記ポリエステルＢとの質量比がＡ／Ｂ＝７０／３０～３０／７０
であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の潜在捲縮性複合繊維。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粘度の異なる２種類のポリエステル成分からなる複合繊維であって、捲縮を
顕在化した場合の捲縮性、風合いに優れ、染色ムラの少ない潜在捲縮性複合繊維に関する
。さらに本発明は、捲縮性、風合いに優れ、染色ムラの少ない潜在捲縮性ポリエステル複
合繊維、及び布帛に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエチレンテレフタレートに代表されるポリエステルからなる繊維は、優れた機械的
特性と化学的特性とを有するため、広範な分野において使用されている。ポリエステル繊
維の用途の一つとしてのストレッチ機能を有する織編物を得るために、潜在捲縮性のポリ
エステル複合繊維を使用することが知られている。こうした複合繊維は、熱収縮特性の異
なる２種類のポリエステルをサイドバイサイド型に接合されてなるものであり、製編織後
の加工時に付与される熱により、捲縮性を発現する（例えば、特許文献１、又は２参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２４１２２９号公報
【特許文献２】特開２０００－２１２８３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　こうした潜在捲縮性複合繊維においては、十分に捲縮性を発現する条件で熱処理すると
、風合いが硬くなったり、また染色ムラが発現し染色性が不十分になったりする場合があ
る。つまり、捲縮を顕在化させた場合に、優れた捲縮性を維持しつつ、ソフト風合いに優
れ、染色ムラが抑制された潜在捲縮性複合繊維を得ることは未だ困難である。本発明の目
的は、こうした従来技術の問題点を改良し、捲縮を顕在化させた場合に捲縮性、風合い、
染色性（染色ムラの少ない）バランスよく優れた潜在捲縮性複合繊維を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
 　本発明では、上記の課題を解決するために、２種類のポリエステル成分の組成を検討
した。その結果、一方のポリエステル成分にポリテトラメチレングリコールを含有させる
ことで、上記課題が解決できることを知見し、本発明を完成させた。すなわち、本発明は
以下の（１）～（３）を要旨とする。
【０００６】
 （１）ポリエステルＡおよびポリエステルＢがサイドバイサイド型または偏心芯鞘型に
接合した潜在捲縮性複合繊維であって、前記ポリエステルＡが、ハードセグメントとソフ
トセグメントとから構成されるポリエステルエラストマーであり、前記ハードセグメント
がエチレンテレフタレートを主体とするポリエステルであり、前記ソフトセグメントがポ
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リテトラメチレングリコールであり、前記ポリエステルＢが、ポリエ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を主体とするポリエステルであり、前記ポリエステル
Ａの相対粘度が前記ポリエステルＢの相対粘度よりも高く、ポリエステルＡとポリエステ
ルＢとの相対粘度差が０．１５～０．５５であり、かつ単繊維の横断面形状において中空
部を有していない形態であり、かつ下記に示す方法により測定した二次ヤング率が３５ｃ
Ｎ／ｄｔｅｘ以下であることを特徴とする、潜在捲縮性複合繊維。
（二次ヤング率）
　潜在捲縮性複合繊維を、検尺機にて５回かせ取りした後、１／６８００（ｃＮ／ｄｔｅ
 ｘ）の荷重を掛けたまま３０分間放置し、次いでこの状態を維持したまま沸水中に入れ
３０分間処理し、捲縮を顕在化させて捲縮性複合繊維を得、ＪＩＳ－Ｌ－１０１３に基づ
いて、以下のように算出する。
エー・アンド・デイ社製の引っ張り試験機（テンシロン－ＲＴＣ１２１０）を用い、０．
２９４ｃＮ×試料繊度（ｄｔｅｘ）の初期張力をかけ、荷重－伸び曲線を得、得られた曲
線において、伸び０．０５％～０．２５％範囲での接線の傾きから初期引張抵抗度を算出
し、それを初期ヤング率とする。また、この曲線において、伸びが２～４％の範囲での接
線の傾きから引張抵抗度を算出し、これらのうち最も低い値を二次ヤング率とする。
【０００７】
（２）前記ポリエステルＡを構成するハードセグメントとソフトセグメントとの共重合比
（質量比）が、ハードセグメント／ソフトセグメント＝９５／５～８０／２０である、（
１）の潜在捲縮性複合繊維。
【０００８】
（３）前記ポリエステルＡと前記ポリエステルＢとの質量比がＡ／Ｂ＝７０／３０～３０
／７０である、（１）又は（２）の潜在捲縮性複合繊維。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、捲縮を顕在化させた場合に、捲縮性、風合い、及び染めムラの少ない
品位良好な染色性の何れにも優れる潜在捲縮性複合繊維を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の潜在捲縮性複合繊維の複合形状の一実施形態を示す、単繊維の横断面形
状の模式図である。
【図２】本発明における、初期ヤング率、及び二次ヤング率を算出するための荷重－伸び
曲線の図である。
【図３】図２の曲線において、伸びの範囲０～５０ｍｍの部分を拡大した図である。
【図４】比較例１で得られた複合繊維における、荷重－伸び曲線の図である。
【図５】図４の曲線において、伸びの範囲０～５０ｍｍの部分を拡大した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明について詳細に説明する。
［潜在捲縮性複合繊維］
　本発明の潜在捲縮性複合繊維は、横断面形状（繊維軸方向に沿って垂直に切断した断面
の形状）において、２種類のポリエステル成分（ポリエステルＡ、ポリエステルＢ）がサ
イドバイサイド型または偏心芯鞘型に接合して配されてなる。潜在捲縮性とは、加熱処理
をした際に、コイルバネ状の立体的な捲縮（スパイラル捲縮）を発現する捲縮能を有する
ものである。この潜在的な捲縮性能は、複合繊維を構成する２種のポリエステルの熱収縮
差によって発現するものであり、加熱処理をすることによって捲縮が顕在化する。
【００１４】
　サイドバイサイド型とは、例えば図１（イ）に示すように、２種類のポリエステル成分
の貼合わせ面が直線的でほぼ等分に貼り合わされている形状であるか、又は図１（ロ）に
示すように２種類のポリエステル成分の貼合わせ面が湾曲して貼り合わされている形状で
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ある。そして、偏心芯鞘型とは、例えば図１（ハ）に示すように、一方の成分が鞘部に配
され、他方の成分が芯部に配され、芯部と鞘部の中心が一致していない形状である。なお
、図１（ハ）においては、通常、より低粘度のポリエステル成分が鞘部に配され、より高
粘度成分が芯部に配される。
【００１５】
（ポリエステルＡ）
　２種類のポリエステルのうち、一方のポリエステルＡは潜在捲縮を顕在化させるための
加熱処理において高収縮するポリマーであり、ハードセグメントとソフトセグメントとか
ら構成されるポリエステルエラストマーである。ソフトセグメントを含むことで、染めム
ラの少ない品位良好な染色性を発現することができる。ハードセグメントはエチレンテレ
フタレートを主体とするポリエステルであり、具体的には、エチレンテレフタレートの繰
り返し単位が９０％以上のＰＥＴとすることが好ましい。ソフトセグメントはポリテトラ
メチレングリコール（ＰＴＭＧ）である。ソフトセグメントとしてＰＴＭＧを用いること
でソフト風合いを発現させるとともに、本発明においては、実用上問題ない強度を有しつ
つソフト風合いを発現させる為に、ＰＴＭＧの平均分子量は４００～４０００程度が好ま
しく、４００～３０００がより好ましく、５００～２０００がさらに好ましい。
【００１６】
　上記したハードセグメントとソフトセグメントとはブロック共重合してなるものである
。その共重合比（質量比）は、ハードセグメント／ソフトセグメント＝９５／５～８０／
２０が好ましく、９３／７～８５／１５がより好ましい。ポリエステルＡにおいて、ソフ
トセグメントであるＰＴＭＧを５質量％以上共重合させることにより、柔らかく風合いの
よい繊維製品を得ることができる。ＰＴＭＧの共重合比を２０質量％以下とすることで、
捲縮を顕在化させた場合に、いっそう捲縮性に優れたものとなる。さらに、ＰＴＭＧは染
色性に顕著に優れる成分ではないが、２０質量％以下という特定範囲で用いることで、染
色ムラの少ない染色品位に優れた染色性を達成することができる。
【００１７】
（ポリエステルＢ）
　２種のポリエステルのうち他方のポリエステルＢは、非エラストマーのポリエステルで
あり、ポリエ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を主体とするポリエ
ステルである。ポリエステルＢは、潜在捲縮を顕在化させるための加熱処理において、ポ
リエステルＡよりも収縮しにくい低収縮性のポリマーである。
【００１８】
　ポリエステルＢは、エチレンテレフタレートを主体とするものであるが、実用的な機械
的強度を保持し、かつ熱安定性が良好であることから、エチレンテレフタレート成分の繰
り返し単位が９５％以上であることが好ましく、ホモポリマーであるポリエチレンテレフ
タレートを用いることが好ましい。
【００１９】
　ポリエステルＡ又はＢにおいては、本発明の効果を損なわない範囲で、その他の成分が
共重合されていてもよい。また、ヒンダードフェノール系化合物のような抗酸化剤、コバ
ルト化合物、蛍光剤、染料のような色調改良剤、二酸化チタンのような顔料、酸化セリウ
ムのような耐候性改良剤、難燃剤、静電剤、抗菌剤、艶消し剤、紫外線吸収剤、セラミッ
ク等種々の改質剤や添加剤を含有してもよい。
【００２０】
　本発明の潜在捲縮性複合繊維において、ポリエステルＡとポリエステルＢとの質量比は
、ポリエステルＡ／ポリエステルＢ＝７０／３０～３０／７０が好ましく、６０／４０～
４０／６０がより好ましい。ポリエステルＡ／ポリエステルＢの比が７０／３０より小さ
いと、潜在捲縮性により優れるものとなる。一方、３０／７０より大きいと、繊維強度、
製糸性がより良好となる。
【００２１】
　ポリエステルＡとポリエステルＢとにおいていっそう熱収縮差を発現させるために、両
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者は粘度の異なるものが好ましい。詳しくは、ポリエステルＡの相対粘度がポリエステル
Ｂの相対粘度よりも高く、ポリエステルＡとポリエステルＢとの相対粘度差が０．１５～
０．５５であることが好ましく、０．１７～０．５４であることがより好ましく、０．２
０～０．５０であることがさらに好ましい。相対粘度差が０．１５以上であると、風合い
により優れるものとなり、一方、０．５５以下であると紡糸性により優れる。ここで、相
対粘度とは、濃度０．５質量％のフェノール／四塩化エタンの等質量混合溶液を溶媒とし
、ウベローデ粘度計を使用して、温度２０℃で測定された値である。
【００２２】
　本発明の潜在捲縮複合繊維において、二次ヤング率が３５ｃＮ／ｄｔｅｘ以下である。
二次ヤング率は捲縮弾性率とともにソフト風合いの指標となるものである。つまり、二次
ヤング率が３５ｃＮ／ｄｔｅｘ以下、かつ捲縮弾性率が７５％以上であると、ソフト風合
いに優れるものとなる。二次ヤング率は３５ｃＮ／ｄｔｅｘ以下であることがより好まし
く、３３ｃＮ／ｄｔｅｘ以下であることがより好ましい。二次ヤング率の下限値は特に限
定されないが、２０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であると形状安定性に優れるため好ましい。
【００２３】
　二次ヤング率を上記範囲とするために、例えば、上記の潜在捲縮性複合繊維において、
ポリエステルＡとポリエステルＢとを特定の組成とし、紡糸速度を２，５００ｍ／分～３
，５００ｍ／分にすることで達成できる。
【００２４】
　なお、本発明の潜在捲縮性複合繊維において、初期ヤング率は２０～１００ｃＮ／ｄｔ
ｅｘであることが好ましい。初期ヤング率がこの範囲であると、形状安定性とソフト風合
いによりいっそう優れるものとなる。
【００２５】
　初期ヤング率及び二次ヤング率は、ＪＩＳ－Ｌ－１０１３に基づいて、以下のようにし
て算出される。エー・アンド・デイ社製の引っ張り試験機（テンシロン－ＲＴＣ１２１０
）を用い、０．２９４ｃＮ×試料繊度（ｄｔｅｘ）の初期張力をかける。このときの応力
（単位断面積当たりの力）とひずみ（伸び／試験長）との関係を示すような、図２のよう
な荷重－伸び曲線を得る。得られた曲線において、伸び０．０５％～０．２５％範囲での
接線の傾きから初期引張抵抗度を算出し、それを初期ヤング率とする。また、この曲線に
おいて、伸びが２～４％の範囲での接線の傾きから引張抵抗度を算出し、これらのうち最
も低い値を二次ヤング率とする。なお、図３は、曲線において、伸びの範囲０～５０ｍｍ
の部分を拡大した図である。図３に示した曲線から、本発明の潜在捲縮性複合繊維におい
ては、伸びに対する荷重の変化量（曲線の接線の傾き）が著しく変化する特異点が存在す
ることが十分に理解できる。
【００２６】
　なお、二次ヤング率が３５ｃＮ／ｄｔｅｘを超える曲線においては、ソフト風合いに劣
る繊維となる。初期ヤング率が低いほど、接触時の抵抗感が小さくソフト風合いに優れる
ことは容易に想到できる。しかしながら、同程度の初期ヤング率を示す繊維であっても、
二次ヤング率が低いほどソフト風合いに非常に優れることを発明者らは見出し、本発明に
到達した。本発明の潜在捲縮性複合繊維は、荷重―伸び曲線上に、伸びに対する荷重の変
化量（曲線の接線の傾き）が著しく変化する特異点をもつことにより、二次ヤング率が低
くソフト風合いの優れる繊維となる。
【００２７】
　潜在捲縮性複合繊維の形態は、長繊維であるフィラメントであってもよいし、短繊維で
あるステープル繊維やショートカット繊維であってもよく、用途に応じて適宜選択するこ
とができる。
【００２８】
　潜在捲縮性複合繊維の単繊維繊度は特に限定されず、例えば０．５～４．０ｄｔｅｘで
あることが好ましく、０．８～３．０ｄｔｅｘであることがより好ましい。単糸繊度が０
．５ｄｔｅｘ以上であると、捲縮性能の発現がいっそう良好となり、さらに紡糸性にも優
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れる。一方、単糸繊度が４ｄｔｅｘ以下であると、ソフト風合いにより優れる。また、潜
在捲縮性複合繊維の断面形状は特に限定されず、円形、楕円形、扁平形、トリローバル形
などの任意の形状を選択することができる。
【００２９】
［捲縮性複合繊維］
　上記のような本発明の潜在捲縮性複合繊維を、例えば熱処理等に付し、捲縮を顕在化さ
せることで、本発明の捲縮性複合繊維を得ることができる。本発明の捲縮性複合繊維は、
下記（Ｉ）～（ＩＩ）の物性を同時に満足する。
（Ｉ）捲縮率が５０％以上
（ＩＩ）捲縮弾性率が７５％以上
【００３０】
　上記（Ｉ）について述べる。まず、本発明における顕在捲縮と潜在捲縮性について説明
する。本発明の捲縮性複合繊維は顕在捲縮を有しており、この顕在捲縮はスパイラル状の
ものである。詳しくは、スパイラル状の捲縮とは、捲縮の形態が３次元の螺旋状構造を呈
する捲縮である。本発明の捲縮性複合繊維は、複合繊維を構成する単繊維の各々がスパイ
ラル状の捲縮を呈しているとともに、これらの単繊維からなる複合繊維としてもスパイラ
ル状の捲縮を呈している。本発明の捲縮性複合繊維は、潜在捲縮が顕在化されることによ
り、顕在捲縮を有するものとなり、ストレッチバック性に優れた布帛を得ることができる
。
【００３１】
　捲縮率が５０％以上であると、他素材と組み合わせて用いたり、種々の加工を施したり
する場合においても、優れた捲縮性を有する布帛とすることが可能となる。捲縮率は６０
％以上であることがより好ましく、７５％以上であることがさらに好ましい。捲縮率の上
限は特に限定されないが、例えば８５％以下であると、表面平滑性などがより良好となる
ため好ましい。
【００３２】

　捲縮率は以下のようにして算出される。潜在捲縮性複合繊維を、検尺機を用いて５回か
せ取りした後、１／６８００（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛けたまま３０分間放置し、次
いでこの状態を維持したまま沸水中に入れ３０分間処理することで、捲縮を顕在化させて
、本発明の捲縮性複合繊維を得る。その後、３０分間風乾し、１／５７０（ｃＮ／ｄｔｅ
ｘ）の荷重を掛け、長さ（ａ）を測定する。次に１／５７０（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を
外した後、１／１２（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛けて、その長さ（ｂ）を測定し、次式
により捲縮率を求める。
捲縮率（％）＝〔（ｂ－ａ）／ｂ〕×１００
【００３３】
上記（Ｉ）の物性は、例えば、上記の潜在捲縮性複合繊維において、ポリエステルＡとポ
リエステルＢとを特定の組成とし、紡糸速度を２，５００ｍ／分～３，５００ｍ／分にす
ることで達成できる。
【００３４】
　上記（ＩＩ）について、捲縮弾性率が７５％以上であると、ソフト風合いに優れるもの
となる。捲縮弾性率は７８％以上であることがより好ましく、８０％以上であることがさ
らに好ましい。捲縮弾性率の上限は特に限定されないが、例えば９０％以下であると、仮
撚り加工性や織工程時の寸法安定性などがより良好となるため好ましい。
【００３５】

　捲縮弾性率は以下のようにして算出される。潜在捲縮性複合繊維を、検尺機を用いて５
回かせ取りした後、１／６８００（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛けたまま３０分間放置し
、次いでこの状態を維持したまま沸水中に入れ３０分間処理し、捲縮性を顕在化させて、
本発明の捲縮性複合繊維を得る。その後、３０分間風乾し、１／５７０（ｃＮ／ｄｔｅｘ
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）の荷重を掛け、長さ（ａ）を測定する。次に１／５７０（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を外
した後、１／２３（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛けて、その長さ（ｃ）を測定する。その
後、２分間放置した後に１／２３（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を外し、１／５７０（ｃＮ／
ｄｔｅｘ）の荷重を掛け、長さ（ｄ）を測定する。次式により捲縮弾性率を求める。捲縮
弾性率（％）＝〔（ｃ－ｄ）／（ｃ－ａ）〕×１００
【００３６】
　上記（ＩＩ）の物性は、例えば、上記の潜在捲縮性複合繊維において、ポリエステルＡ
とポリエステルＢとを特定の組成とし、紡糸速度を２，５００ｍ／分～３，５００ｍ／分
にすることで達成できる。
【００３７】
　本発明の捲縮性複合繊維は、上記の物性（Ｉ）および（ＩＩ）を同時に満足するために
、捲縮性、風合いに優れる。
【００３８】
[潜在捲縮性複合繊維の製造方法]
　本発明の潜在捲縮性複合繊維の製造方法の一例について、以下に説明する。例えば、通
常の複合紡糸型溶融紡糸機を用いて製造することができる。まず、紡糸口金の背面で２種
類のポリエステル成分（ポリエステルＡ、ポリエステルＢ）をサイドバイサイド型又は偏
心芯鞘型となるように合流させ、同一紡糸孔から吐出し紡糸する。その際、紡糸温度はポ
リエステル成分の極限粘度によって適宜選定されるが、通常、２８０～３１０℃の範囲が
好ましい。紡出された糸条は、冷却固化後、必要に応じて紡糸油剤を付与し、例えば２，
５００～３，５００ｍ／分の速度で引き取り、一旦捲取る。その後、別工程で延伸機によ
り熱延伸を施すことにより、本発明の潜在捲縮性複合繊維を得ることができる。
【００３９】
　そして、本発明の潜在捲縮性複合繊維は、他の糸と混繊されてもよい。また、本発明の
潜在捲縮性複合繊維は、仮撚加工が施されてもよいし、仮撚混繊されてもよい。さらに実
撚を付与したり実撚混繊したりしてもよく、またこれら加工を組み合わせて採用してもよ
い。
【００４０】
[布帛]
　本発明の布帛は、本発明の捲縮性複合繊維を含むものである。布帛の形態は特に限定さ
れず、通常の織物、編物などが挙げられる。布帛の製造方法についても特に限定されるも
のではないが、工程通過性等の作業性を考慮すると、本発明の捲縮性複合繊維を製編織等
により布帛にした後、熱処理を施して潜在捲縮を顕在化させることが好ましい。なかでも
染色工程で沸水処理を行い、顕在化させることが好ましい。
【００４１】
　本発明の布帛は、本発明の捲縮性複合繊維のみからなるものでもよいし、本発明の効果
を損なわない範囲で用途や目的に応じて他の繊維を含むものであってもよい。本発明の布
帛は、例えば、各種の衣料分野等において好適に用いられる。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例に従って本発明を具体的に説明する。本発明はこの実施例に限定されない
。本発明の実施例における測定方法、又は評価方法は、以下の通りである。
【００４３】
（１）ポリエステルＡの各構成成分の含有率
　ポリエステルの原料チップを、重水素化ヘキサフルオロイソプロパノールと重水素化ク
ロロホルムとを容量比１／２０で混合した溶媒に溶解させ、日本電子社製のＬＡ－４００
型ＮＭＲ装置を用いて１Ｈ－ＮＭＲを測定した。得られたチャートにおいて、各共重合成
分のプロトンのピークの積分強度から、含有率を求めた。
【００４４】
（２）相対粘度
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　フェノール／四塩化エタンの等質量混合溶液（濃度０．５質量％）を溶媒とし、ウベロ
ーデ粘度計を使用して、温度２０℃で測定した。
【００４５】
（３）捲縮率

　潜在捲縮性複合繊維を、検尺機にて５回かせ取りした後、１／６８００（ｃＮ／ｄｔｅ
ｘ）の荷重を掛けたまま３０分間放置し、次いでこの状態を維持したまま沸水中に入れ３
０分間処理し、捲縮を顕在化させて捲縮性複合繊維を得た。その後、３０分間風乾し、１
／５７０（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛け、長さ（ａ）を測定した。次に１／５７０（ｃ
Ｎ／ｄｔｅｘ）の荷重を外した後、１／１２（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛けて、その長
さ（ｂ）を測定し、次式により捲縮率を求めた。捲縮率（％）＝〔（ｂ－ａ）／ｂ〕×１
００
【００４６】
（４）初期ヤング率、二次ヤング率
　上記（３）のようにして捲縮性を顕在化させた捲縮性複合繊維において、ＪＩＳ－Ｌ－
１０１３に基づいて以下のようにして算出した。エー・アンド・デイ社製の引っ張り試験
機（テンシロン－ＲＴＣ１２１０）を用い０．２９４ｃＮ×試料繊度（ｄｔｅｘ）の初期
張力をかけ、荷重－伸び曲線を得、得られた曲線において、伸び０．０５％～０．２５％
範囲での接線の傾きから初期引張抵抗度を算出し、それを初期ヤング率とした。また、こ
の曲線において、伸びが２～４％の範囲での接線の傾きから引張抵抗度を算出し、これら
のうち最も低い値を二次ヤング率とした。
【００４７】
（５）捲縮弾性率
　潜在捲縮性複合繊維を、検尺機を用いて５回かせ取りした後、１／６８００（ｃＮ／ｄ
ｔｅｘ）の荷重を掛けたまま３０分間放置し、次いでこの状態を維持したまま沸水中に入
れ３０分間処理し、捲縮を顕在化させて捲縮性複合繊維を得た。その後、３０分間風乾し
、１／５７０（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛け、長さ（ａ）を測定した。次に１／５７０
（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を外した後、１／２３（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛けて、そ
の長さ（ｃ）を測定した。その後、２分間放置した後に１／２３（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷
重を外し、１／５７０（ｃＮ／ｄｔｅｘ）の荷重を掛け、長さ（ｄ）を測定した。次式に
より捲縮弾性率を求めた。
捲縮弾性率（％）＝〔（ｃ－ｄ）／（ｃ－ａ）〕×１００
【００４８】
（６）染色評価
　潜在捲縮性複合繊維を用い、編機（株式会社小池機械製作所製筒編機、針数３００本、
釜径３．５インチ）にて、筒編地を作製した。この編地を、精練後に１００℃の沸水中で
３０分間処理することで、捲縮を顕在化させ、次いで風乾させて捲縮性複合繊維を含む編
物を得た。この編物に対し、分散染料（住友化学社製スミカロン）を用いて１３０℃、３
０分の条件で染色し、目視により下記の基準で評価した。
○：染色ムラが少なく、外観品位に優れている。
△：染色ムラが普通レベルである。
×：染色ムラが目立ち、外観品位に劣る。
【００４９】
（７）風合評価
　潜在捲縮性複合繊維に１５００Ｔ／Ｍの加撚（Ｓ撚、撚係数Ｋ１１０００）を施し、引
き続き８０℃、４０分間の条件で真空熱セットを行った。この糸を経糸と緯糸に用いて経
密度１１０本／２．５４ｃｍ、緯密度８０本／２．５４ｃｍの平織の織物を製織した。さ
らに精練した後、１００℃の沸水中で３０分間処理して捲縮を顕在化させ、次いで風乾し
て、捲縮性複合繊維を含む織物を得た。この織物に対し、触感で風合いを判定し、以下の
基準で評価した。
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◎：風合いが非常にソフトで、特に優れている。
○：風合いがソフトで、良好である。
×：風合いが普通であるか、または不良である。
【００５０】
（実施例１）
　ポリエステルＡとして、ハードセグメントにエチレンテレフタレート単位を主体とした
ポリエステルを用い、ソフトセグメントにＰＴＭＧ（平均分子量１０００）を用い、ハー
ドセグメント／ソフトセグメントの共重合比（質量比）が９２／８でブロック共重合して
なるポリエステルを使用した。このポリエステルＡの相対粘度は１．４８２であった。ポ
リエステルＢとして、相対粘度１．２５８のポリエチレンテレフタレートを用いた。
【００５１】
　こうしたポリエステルＡ及びポリエステルＢを用い、繊維横断面の形状が図１の(ロ）
で示されるサイドバイサイド型となるような複合紡糸口金を使用し、ポリエステルＡとポ
リエステルＢの質量比５０／５０で溶融紡糸を行った。この時、紡糸温度２８５℃、単糸
吐出量１．２８６ｇ／分、紡糸速度３，２５０ｍ／分の条件にて複合紡糸を行い、総繊度
１００ｄｔｅｘ、総フィラメント２４本である半未延伸糸（ＰＯＹ）の糸条を得た。得ら
れた糸条を、延伸倍率１．７９０、延伸温度７５℃で延伸した後に、１６０℃で緊張熱処
理を行い、実施例１の潜在捲縮性複合繊維（５６ｄｔｅｘ、総フィラメント２４本）を得
た。
【００５２】
実施例２
　ポリエステルＡにおけるＰＴＭＧの量を、８質量％から２０質量％へ変更した以外は、
実施例１と同様の操作を行って、実施例２の潜在捲縮性複合繊維を得た。
【００５３】
実施例３
　ポリエステルＡにおけるＰＴＭＧの量を、８質量％から５質量％へ変更した以外は、実
施例１と同様の操作を行って、実施例３の潜在捲縮性複合繊維を得た。
【００５４】
実施例４
　重合工程において、重合度を制御することでポリエステルＡの相対粘度を１．４８２か
ら１．７５９へ変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って、実施例４の潜在捲縮性
複合繊維を得た。
【００５５】
実施例５
　重合工程において、重合度を制御することでポリエステルＢの相対粘度を１．２５８か
ら１．３０７へ変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って、実施例５の潜在捲縮性
複合繊維を得た。
【００５６】
実施例６
　ポリエステルＡ成分とポリエステルＢ成分との質量比を、ポリエステルＡ／ポリエステ
ルＢ＝６０／４０に変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って、実施例６の潜在捲
縮性複合繊維を得た。
【００５７】
実施例７
　ポリエステルＡ成分とポリエステルＢ成分との質量比を、ポリエステルＡ／ポリエステ
ルＢ＝４０／６０へ変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って、実施例７の潜在捲
縮性複合繊維を得た。
【００５８】
実施例８
　ポリエステルＡ成分とポリエステルＢ成分との質量比を、ポリエステルＡ／ポリエステ
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ルＢ＝７０／３０へ変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って実施例８の潜在捲縮
性複合繊維を得た。
【００５９】
実施例９
　ポリエステルＡ成分とポリエステルＢ成分との質量比を、ポリエステルＡ／ポリエステ
ルＢ＝３０／７０へ変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って実施例９の潜在捲縮
性複合繊維を得た。
実施例１０
　紡糸速度を３２５０ｍ／分から３５００ｍ／分に変更した以外は、実施例１と同様の操
作を行って実施例１０の潜在捲縮性複合繊維を得た。
実施例１１
　分子量が１０００であるＰＴＭＧに代えて、分子量が２０００であるＰＴＭＧを用いた
以外は、実施例１と同様の操作を行って、実施例１１の潜在捲縮性複合繊維を得た。
【００６０】
比較例１
　ポリエステルＡ成分を、相対粘度が１．７５９であるポリブチレンテレフタレート（Ｐ
ＢＴ）へ変更した以外は、実施例１と同様の操作を行って、比較例１の潜在捲縮性複合繊
維を得た。
【００６１】
比較例２
　ポリエステルＡ成分を、相対粘度１．３８５がポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
へ変更した以外は、実施例１同様の操作を行って、比較例２の潜在捲縮性複合繊維を得た
。
比較例３
　紡糸速度を３２５０ｍ／分から４０００ｍ／分に変更した以外は、実施例１と同様の操
作を行って比較例３の潜在捲縮性複合繊維を得た。
【００６２】
　実施例１～１１、比較例１～３で得られた潜在捲縮性複合繊維の評価を表１にまとめて
示す。
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【表１】

【００６３】
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　表１から明らかなように、本発明の潜在捲縮性複合繊維は、捲縮を顕在化した場合の捲
縮性、染色性及び風合いの何れにも優れていた。特に、実施例１においては、実施例２又
は３と対比すると、ポリエステルＡにおけるＰＴＭＧの量が好ましい範囲であったために
、風合いにより優れていた。また、実施例１は、実施例５と対比するとポリエステルＡと
ポリエステルＢとの粘度差がより好ましい範囲であったために、捲縮率がより高く好まし
いものであった。また、実施例１は、実施例８又は９と対比すると、ポリエステルＡとポ
リエステルＢとの質量比がより好ましい範囲であったために、風合いにより優れていた。
【００６４】
　実施例４においては、実施例１と対比すると、ポリエステルＡとポリエステルＢとの粘
度差が特に好ましい範囲であったために、捲縮率がより高く捲縮性により優れていた。
【００６５】
　比較例１においては、ポリエステルＡとしてＰＢＴを用いたために、染色ムラが目立つ
とともに、二次ヤング率が本発明の範囲を満足しておらず風合いに劣っていた。なお、図
４は比較例１の複合繊維についての荷重－伸び曲線を示したものであり、図５は図４の曲
線において、伸びの範囲０～５０ｍｍの部分を拡大した図である。図４および図５から、
二次ヤング率が３５ｃＮ／ｄｔｅｘを超える繊維は、特異点を有していないことが十分に
理解できる。
【００６６】
　比較例２においては、ポリエステルＡとしてＰＴＭＧを含有しないＰＥＴを用いたため
に、染色ムラが目立つとともに、二次ヤング率が本発明の範囲を満足しておらず、風合い
に劣っていた。比較例３においては、紡糸速度が４０００ｍ／分と過度に速かったために
、捲縮率、捲縮弾性率、および二次ヤング率が、本発明の範囲を満足しておらず、風合い
に劣っていた。
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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