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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチフィラメントで構成され、かつ通気度が１．０ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ以下の側地
用織物であって、ふっ素系撥水剤を用いた撥水加工およびカレンダー加工が施され、さら
にその上にシワの型を有するエンボス加工が施されることによりシワ外観を呈することを
特徴とする側地用織物。
【請求項２】
　前記マルチフィラメントにおいて、総繊度が８０ｄｔｅｘ以下であり、かつ単繊維繊度
が１．３ｄｔｅｘ以下である、請求項１に記載の側地用織物。
【請求項３】
　前記マルチフィラメントがポリエステルからなる、請求項１または請求項２に記載の側
地用織物。
【請求項４】
　下記式に定義するカバーファクターＣＦが１２００以上である、請求項１～３のいずれ
かに記載の側地用織物。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（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。］
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の側地用織物を用いてなる繊維製品。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低通気度を有し、かつシワ外観を呈する側地用織物および繊維製品に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ダウンジャケット、中綿入りジャケット、防寒服、寝袋、中綿入りふとん、羽毛
ふとんなど、側地用織物と中材（中綿、ダウンなど）とで構成される繊維製品は、広く使
用されている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３参照）。そして、前記側地
用織物としては、中材がもれないようにするため、また、蓄熱性を高めるため、低通気度
織物が用いられることが一般的である。
【０００３】
　他方、最近では、優れた意匠外観を呈する側地用織物の提案が求められている。
　しかしながら、側地用織物に、液流染色機で揉布する従来のシワ加工を施すと、織物の
通気度が大きくなってしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１３９５７５号公報
【特許文献２】特開２００７－１２６７７７号公報
【特許文献３】特開２００８－１０１２９５号公報
【特許文献４】特開平４－５９１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　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、低通気度を有し、かつシ
ワ外観を呈する側地用織物および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】
【０００６】
　本発明者は、液流染色機で揉布する従来のシワ加工にかえてエンボス加工を用いて側地
用織物にシワ加工を施すと、側地用織物の低通気度を損なわずにシワ外観を付与すること
ができることを見出し、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。
【０００７】
　かくして、本発明によれば「マルチフィラメントで構成され、かつ通気度が１．０ｃｃ
／ｃｍ２・ｓｅｃ以下の側地用織物であって、ふっ素系撥水剤を用いた撥水加工およびカ
レンダー加工が施され、さらにその上にシワの型を有するエンボス加工が施されることに
よりシワ外観を呈することを特徴とする側地用織物。」が提供される。
　その際、前記マルチフィラメントにおいて、総繊度が８０ｄｔｅｘ以下であり、かつ単
繊維繊度が１．３ｄｔｅｘ以下であることが好ましい。また、前記マルチフィラメントが
ポリエステルからなることが好ましい。また、下記式に定義するカバーファクターＣＦが
１２００以上であることが好ましい。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（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。］
【０００８】
　また、本発明によれば、前記の側地用織物を用いてなる繊維製品が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、低通気度を有し、かつシワ外観を呈する側地用織物および繊維製品が
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得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　まず、本発明の側地用織物はマルチフィラメントから構成される。かかるマルチフィラ
メントにおいて、後記のように織物にエンボス加工によりシワ加工を施す際の加工容易性
および織物の軽量性の点で、総繊度が８０ｄｔｅｘ以下（好ましくは２０～５０ｄｔｅｘ
、特に好ましくは２０～３５ｄｔｅｘ）でありかつ単繊維繊度が１．３ｄｔｅｘ以下（好
ましくは０．０００００１～１．３ｄｔｅｘ）であることが好ましい。その際、前記マル
チフィラメントはナノファイバーと称される単繊維径１０００ｎｍ以下の超極細繊維であ
ってもよい。
【００１１】
　前記マルチフィラメントにおいて、フィラメント数は１０～１００００本の範囲内であ
ることが好ましい。
　前記マルチフィラメントにおいて、繊維形態は特に限定されず、長繊維（マルチフィラ
メント糸）でもよいし、短繊維でもよい。なかでも、織物の組織間空隙を小さくして通気
度を下げる上で、紡績糸のように繊維が凝集しているよりも長繊維（マルチフィラメント
糸）のように嵩高であるほうが好ましい。単繊維の断面形状も特に限定されず、丸、三角
、扁平、くびれつき扁平、中空など公知の断面形状でよい。
【００１２】
　前記マルチフィラメントを形成するポリマーは特に限定されないが、ポリエステル系ポ
リマーが好ましい。かかるポリエステル系ポリマーとしては、例えば、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、第３成分を共重合させた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や、特開２００９－０９１６９４号公報に記載された、バイオ
マスすなわち生物由来の物質を原材料として得られたモノマー成分を使用してなるポリエ
チレンテレフタレートであってもよい。さらには、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。また、本発明の目的を損
なわない範囲内で必要に応じて、艶消し剤、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、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。
【００１３】
　前記マルチフィラメントは、例えば以下の製造方法により製造することができる。すな
わち、例えば、固有粘度が０．５５～０．８０の前記ポリエステルなどを、常法により紡
糸し、２０００～４３００ｍ／分の速度で未延伸糸（中間配向糸）として一旦巻き取り、
延伸するか、または、巻き取る前に延伸して、総繊度が８０ｄｔｅｘ以下のマルチフィラ
メントを得る。また、中間配向糸を、１８０～２００℃に加熱されたヒーターを用いて、
弛緩状態（オーバーフィード１．５～１０％）で熱処理することにより、加熱下で自己伸
長性を有する未延伸糸（中間配向糸）としてもよい。さらには、仮撚捲縮加工や空気加工
や撚糸などを施してもよい。
【００１４】
　本発明の側地用織物は、前記のマルチフィラメントで構成され、かつ通気度が１．０ｃ
ｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ以下（好ましくは、０．１～１．０ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ）であるこ
とが肝要である。通気度が１．０ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃよりも大きいと、中材がもれたり
、蓄熱性が損なわれるおそれがあるため好ましくない。
【００１５】
　このように、低通気度の織物を得るためには、下記式に定義する織物のカバーファクタ
ーＣＦを１２００以上（より好ましくは１３００～２５００）とするとよい。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
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［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。］
【００１６】
　また、かかる織物の織物組織は特に限定されず、例えば、平織、斜文織、朱子織等の三
原組織、変化組織、変化斜文織等の変化組織、経二重織、緯二重織等の片二重組織、たて
ビロード、リップストップ組織などが例示される。なかでも、引裂き強度の点でリップス
トップ組織が好ましい。層数も単層でもよいし、２層以上の多層でもよい。製織方法も通
常の織機（例えば、通常のウオータージェットルーム、エアージェットルームなど）を用
いた通常の方法でよい。
【００１７】
　次いで、本発明の側地用織物はシワ外観を呈することが肝要である。シワ外観を呈さな
い場合は、優れた意匠外観を呈する側地用織物とはいえず好ましくない。
　ここで、本発明でいうシワ外観とは複数のシワが模様状に形成されているという意味で
ある。かかる模様状のシワ外観により側地用織物が優れた意匠外観を呈する。
　織物表面全面がシワ外観を呈することが好ましいが、織物表面において、縞状もしく格
子状もしくは飛島状もしくは市松格子状パターンなど部分的にシワ外観を呈していてもよ
い。
【００１８】
　本発明の側地用織物は例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、前
記のようなマルチフィラメントを用いて前記のような織物を得た後、織物にエンボス加工
を施すことにより、シワ外観を付与する。
　ここで、エンボス加工とは、特開平４－１５３３５８号公報に記載されているように、
加熱加圧された彫刻ロールと軟質ロールとの間に布帛を通過させ、加熱による熱セット効
果を利用して布帛表面に彫刻ロールの型（模様）を付加するものである。その際、彫刻ロ
ールにシワ柄の模様を形成しておくことにより、布帛にシワ外観を付与することができる
。
　エンボス加工の条件としては、温度１５０～２００℃、線圧２～４０トン／ｍの範囲内
であることが好ましい。
【００１９】
　また、織物にエンボス加工を施す前に、織物にカレンダー加工および／または撥水加工
を施すと、組織間空隙が小さくなるため、低通気度がさらに向上し好ましい。撥水加工と
しては、例えば、特許第３１３３２２７号公報や特公平４－５７８６号公報に記載された
方法が好適である。すなわち、撥水剤として市販のふっ素系撥水剤（例えば、旭硝子（株
）製、アサヒガードＬＳ－３１７）を使用し、必要に応じてメラミン樹脂、触媒を混合し
て撥水剤の濃度が３～１５重量％程度の加工剤とし、ピックアップ率５０～９０％程度で
、該加工剤を用いて織物の表面を処理する方法である。加工剤で織物の表面を処理する方
法としては、パッド法、スプレー法などが例示され、なかでも、加工剤を織物内部まで浸
透させる上でパッド法が最も好ましい。なお、前記ピックアップ率とは、加工剤の織物（
加工剤付与前）重量に対する重量割合（％）である。また、カレンダー加工の条件として
は、温度１３０℃以上（より好ましくは１４０～１９５℃）、線圧２００～２００００Ｎ
／ｃｍの範囲内であることが好ましい。
【００２０】
　さらには、常法の染色加工、起毛加工、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、バッ
フィング加工またはブラシ処理加工を付加適用してもよい。
　かくして得られた側地用織物において、液流染色機で揉布する従来のシワ加工にかえて
エンボス加工を用いて側地用織物にシワ加工が施されているので、加工工程の際に織物の
組織間空隙が広がることがなく、低通気度が維持される。その際、通気度としては前記の
とおり、１ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ以下（好ましくは０．１～１．０ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ
）であることが肝要である。
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【００２１】
　また、該側地用織物の目付けが１００ｇ／ｍ２以下（より好ましくは３０～８０ｇ／ｍ
２）であることが好ましい。軽量性の点では目付けは小さいほどよいが、目付けがあまり
小さくなると蓄熱性が低下するおそれがあるので、３０～８０ｇ／ｍ２の範囲が好ましい
。
【００２２】
　次に、本発明の繊維製品は前記の側地用織物を用いてなるものである。かかる繊維製品
は通常、前記側地用織物と、中綿やダウンなどの中材とを含む。かかる繊維製品は前記の
側地用織物を用いているので、軽量性を損なわずに優れた蓄熱性を有する。なお、かかる
繊維製品には、ダウンジャケット、中綿入りジャケット、スポーツウエア、アウトドアウ
エア、作業衣、防護服、防寒服、寝袋、布団などが含まれる。
【実施例】
【００２３】
　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。
（１）目付
　ＪＩＳＬ１０９６　６．４により測定した。
（２）通気性
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６　６．２７．１　Ａ法（フラジール法）により通気性（ｃｃ／ｃｍ
２・ｓｅｃ）を測定した。
（３）織物のカバーファクターＣＦ
　下記式により、織物のカバーファクターＣＦを算出した。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（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。］
（４）シワ外観
　試験者３人の目視により、複数のシワが模様状に形成され意匠性に優れている場合「シ
ワ外観に優れている。」と判定し、そうでない場合「シワ外観に劣る。」と判定した。
【００２４】
　　［実施例１］
  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（総繊度２２ｄｔｅｘ／１８ｆ
ｉｌ）を経糸および緯糸に用いて公知のリップストップ組織の生機を織成した。
　そして、該織物に通常の染色仕上げ加工（分散染料により青色に染色）を行い、撥水加
工したあとでファイナルセットを施し、カレンダー加工を行った。その際、撥水加工は下
記の加工剤を使用し、ピックアップ率７０％で搾液し、１３０℃で３分間乾燥後１７０℃
で４５秒間熱処理を行った。また、カレンダー加工は、ロール温度１６０℃の条件でカレ
ンダー加工を行った。
＜加工剤組成＞
・ふっ素系撥水剤　１０．０ｗｔ％　
（旭硝子（株）製、アサヒガードＬＳ－３１７）　
・メラミン樹脂　　０．３ｗｔ％
（住友化学（株）製、スミテックスレジンＭ－３）
・触媒　　　　　　０．３ｗｔ％
（住友化学（株）製、スミテックスアクセレレータＡＣＸ）
・水　　　　　　　８９．４ｗｔ％
【００２５】
　次いで、ナチュラルなシワの型（模様）を有するエンボス加工を施し織物表面全面にシ
ワ外観を付与した。その際、金属ロールの温度は１８０℃、ローラ線圧は４トン／ｍであ
った。
　得られた側地用織物において、目付け４４ｇｒ／ｍ２、ＣＦ１８２０であり、シワ外観
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に優れたものであった。また、通気性は０．７ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃであった。
次いで、該側地用織物を用いて中綿入りジャケットを得て着用したところ、意匠外観に優
れたものであった。
【００２６】
　　［比較例１］
　実施例１において、エンボス加工によりシワ外観を付与するかわりに、液流染色機で揉
布する従来のシワ加工を行うこと以外は実施例１と同様にした。
　得られた側地用織物において、シワ外観に優れたものであったが、通気性は２．８ｃｃ
／ｃｍ２・ｓｅｃであり、側地用織物として使用不可であった。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明によれば、低通気度を有し、かつシワ外観を呈する側地用織物および繊維製品が
提供され、その工業的価値は極めて大である。



(7) JP 5770983 B2 2015.8.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００８－１３３５５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２６７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３７２６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４３６２７６５（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開昭６３－２９５７３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３９５７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３１４９１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５１－０７０３９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－０４７４７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－１５３３５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－２１１６４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｄ０３Ｄ　１／００－２７／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

