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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
異種のポリエステル重合体が繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わされた
複合繊維フィラメントであって、該異種のポリエステル重合体のうちの少なくとも一方が
ポリトリメチレンテレフタレートを、他の一方が低収縮成分のポリエステルであり、３次
元コイル捲縮が発現され、延伸後に一旦引き取ることなく連続してリラックスすることに
より構成糸条の単繊維のコイル位相が異なっている複合繊維フィラメントを構成糸全体の
１０重量％以上含む編地を、８０℃以上でリラックス・精練熱処理して得られる、タテお
よびヨコ方向の平均伸長率が５５％以上、平均伸長回復率が６０％以上である編地からな
り、かつ該編地の破裂強力が０．２９ＭＰａ以上であることを特徴とする運動着。
【請求項２】
サイドバイサイド型に貼り合わされた複合繊維フィラメントの単糸繊度が０．１～１１デ
シテックス、総繊度が２２～１６５デシテックスであることを特徴とする請求項１に記載
の運動着。
【請求項３】
前記編地の密度が２２～８２ウエル／インチおよび２８～１３０コース／インチ、かつ目
付が８０～３３０ｇ／ｍ２であることを特徴とする請求項１または２に記載の運動着。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、ストレッチ性と回復性に優れた運動着に関するものである。さらに詳しくは、
ランニングシャツ・パンツ、競技シャツ・パンツ、トレーニングウエア、野球ユニフォー
ムなど、あるいは、より大きなストレッチ性を必要とするレオタード、サイクルパンツな
どとして快適に着用できる運動着に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
編物は織物に比べ、その生地構造上からストレッチ性を出しやすく、身体の動きに伴う動
き易さから運動着類に多く使用されている。
【０００３】
しかし、近年、さらに身体にフィットして動き易い運動着が望まれ、用いる繊維とか生地
について種々の技術的改良がされてきた。
【０００４】
特に、高いストレッチ性と回復性を得るためにスパンデックスと呼ばれるポリウレタン系
弾性繊維をナイロン繊維、ポリエステル繊維、綿糸などと組み合わせた編地を用い、運動
着とすることが多くされている。
【０００５】
しかし、ポリウレタン系弾性繊維は高いストレッチ性を有するものの、これを混用した場
合、ポリウレタン固有の性質として風合いが硬くなり、この編地による運動着の風合いや
ドレープ性が低下する傾向にある。また、ポリエステル繊維に混用した場合、ポリエステ
ル用の分散染料には染まり難く、洗濯液汚染の問題、および運動着の湿摩擦堅牢度低下の
問題がつきまとう。そのため還元洗浄の強化など染色工程が複雑になるばかりか、所望の
色彩に染色することが困難であった。さらに、耐熱性が劣るため、編地表面の荒れ、ひい
ては運動着表面の荒れの問題がある。また、ポリウレタン系弾性繊維のコストも非常に高
いものである。
【０００６】
また、例えば、ポリエステル繊維、またはナイロン繊維に仮撚加工を施し、加撚／解撚に
よるトルクを発現させた繊維を混用することによりストレッチ性を付与する方法が一般的
に行われているが、従来からのストレッチ性の範囲にとどまるものである。
【０００７】
また、例えば、ポリブチレンテレフタレート繊維を混用する方法も採られてきた。しかし
、この繊維を混用しても、まだ十分に満足されるストレッチ性を持った運動着を得ること
ができない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述したかかる従来技術の問題点を解決し、機械強度、耐薬品性、染色加工性
、ソフト感、ふくらみ感等を維持しながら優れたストレッチ性と回復性を有する編地から
なる運動着を提供すること、およびかかる運動着を効率的に低コストで提供することを目
的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明は、以下の構成を採用する。すなわち、（１）異種
のポリエステル重合体が繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わされた複合
繊維フィラメントであって、該異種のポリエステル重合体のうちの少なくとも一方がポリ
トリメチレンテレフタレートを、他の一方が低収縮成分のポリエステルであり、３次元コ
イル捲縮が発現され、延伸後に一旦引き取ることなく連続してリラックスすることにより
構成糸条の単繊維のコイル位相が異なっている複合繊維フィラメントを構成糸全体の１０
重量％以上含む編地を、８０℃以上でリラックス・精練熱処理して得られる、タテおよび
ヨコ方向の平均伸長率が５５％以上、平均伸長回復率が６０％以上である編地からなり、
かつ該編地の破裂強力が０．２９ＭＰａ以上であることを特徴とする運動着。
【００１０】
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（２）サイドバイサイド型に貼り合わされた複合繊維フィラメントの単糸繊度が０．１～
１１デシテックス、総繊度が２２～１６５デシテックスであることを特徴とする前記（１
）に記載の運動着。
【００１１】
（３）前記編地の密度が２２～８２ウエル／インチおよび２８～１３０コース／インチ、
かつ目付が８０～３３０ｇ／ｍ２　であることを特徴とする前記（１）または（２）に記
載の運動着。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の運動着用の編地は、、異種のポリエステル重合体が繊維長さ方向に沿ってサイド
バイサイド型に貼り合わされた複合繊維フィラメントを構成糸に含むものである。
【００１３】
サイドバイサイド型の複合繊維は、ポリマの種類や固有粘度、共重合成分、共重合率等が
異なる重合体を貼り合わせ、それらの弾性回復率や収縮特性の差によって、捲縮を発現す
るものである。粘弾性が異なるポリマの組み合わせの場合、紡糸、延伸時に高粘度側に応
力が集中するため、２成分間で内部歪みが異なる。そのため、延伸後の弾性回復率差およ
び編地の熱処理工程での熱収縮率差により高粘度側が収縮し、単繊維内で歪みが生じて３
次元コイル捲縮の形態をとる。この３次元コイルの径および単位繊維長当たりのコイル数
は、高収縮成分と低収縮成分との収縮差（弾性回復率差を含む）によって決まるといって
よく、収縮差が大きいほどコイル径が小さく、単位繊維長当たりのコイル数が多くなる。
【００１４】
運動着用ストレッチ素材として要求されるコイル捲縮は、コイル径が小さく、単位繊維長
さ当たりのコイル数が多い（伸長特性に優れ、見映えが良い）、コイルの耐ヘタリ性が良
い（伸長回復に応じたコイルのヘタリ量が小さく、ストレッチ保持性に優れる）、さらに
はコイルの伸長回復時におけるヒステリシスロスが小さい（弾発性に優れ、フィット感が
よい）などである。このコイルの直径は２５０μｍ以下が好ましく、２００μｍ以下がよ
り好ましい。
【００１５】
　また、フィラメント糸条の長さ方向に形成されるコイルの位相は、糸条を構成させる全
単繊維のコイル位相が揃った場合、一本のフィラメント糸条は一本のバネ状の糸条となる
。この糸条を用いた編地はフクラミを持ったソフト感を有し、その表面は、細かなシボが
立ち美しい表面の編地からなる運動着が得られる。逆に、糸条を構成させる全単繊維のコ
イル位相が異なった場合、一本のフィラメント糸条は一本のフクラミを持つ仮撚／解撚し
た仮ヨリ状の糸条となる。この糸条を用いた編地はさらにフクラミを持ったソフト感を有
し、その表面は、フラットな美しい表面の編地からなる運動着が得られる。本発明の運動
着は、コイル位相が異なる後者のフィラメント糸条を用いたフラットな美しい表面をもっ
た編地からなる。
【００１６】
これらの要求を満足しつつ、ポリエステルとしての特性、例えば適度な張り腰、ドレープ
性、高染色堅牢性を有することで、トータルバランスに優れたストレッチ素材からなる運
動着とすることができる。ここで、前記のコイル特性を満足するためには高収縮成分（高
粘度成分）の特性が重要となる。コイルの伸縮特性は、低収縮成分を支点とした高収縮成
分の伸縮特性が支配的となるため、高収縮成分に用いる重合体には高い伸長性および回復
特性が要求される。
【００１７】
そこで、本発明者らはポリエステルの特性を損なうことなく前記特性を満足させるために
鋭意検討した結果、高収縮成分にポリトリメチレンテレフタレート（以下ＰＴＴと略記す
る）を主体としたポリエステルを用いるのが好ましいことを見出した。ＰＴＴ繊維は、代
表的なポリエステル繊維であるポリエチレンテレフタレート（以下ＰＥＴと略記する）や
ポリブチレンテレフタレート（以下ＰＢＴと略記する）繊維と同等の力学的特性や化学的
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特性を有しつつ、伸長回復性に極めて優れている。これは、ＰＴＴの結晶構造においてア
ルキレングリコール部のメチレン鎖がゴーシュ－ゴーシュの構造（分子鎖が９０度に屈曲
）であること、さらにはベンゼン環同士の相互作用（スタッキング、並列）による拘束点
密度が低く、フレキシビリティーが高いことから、メチレン基の回転により分子鎖が容易
に伸長・回復するためと考えている。
【００１８】
ここで、ＰＴＴとは、テレフタール酸を主たる酸成分とし、１．３－プロパンジオールを
主たるグリコール成分として得られるポリエステルである。ただし、２０モル％、より好
ましくは１０モル％以下の割合で他のエステル結合の形成が可能な共重合成分を含むもの
であってもよい。共重合可能な化合物として、例えば、イソフタル酸、コハク酸、シクロ
ヘキサンジカルボン酸、アジピン酸、ダイマ酸、セバシン酸、５－ナトリウムスルホイソ
フタル酸等のジカルボン酸類、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ブタンジオ
ール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール、ポリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール等のジオール類を挙げることができるが、これらに限定され
るものではない。また、必要に応じて、艶消し剤となる二酸化チタン、滑剤としてのシリ
カやアルミナの微粒子、抗酸化剤としてのヒンダードフェノール誘導体、着色顔料等を添
加してもよい。
【００１９】
また、低収縮成分には高収縮成分であるＰＴＴとの界面接着性が良好で、製糸性が安定し
ている繊維形成性ポリエステルであれば特に限定されるものではないが、力学的特性、化
学的特性および原料価格を考慮すると、繊維形成能のあるＰＴＴ、ＰＥＴ、ＰＢＴが好ま
しい。
【００２０】
また、ＰＴＴの紡糸温度における溶融粘度は、もう一方の低収縮成分の紡糸温度における
溶融粘度の１．０～５．０倍であることが好ましい。１．０倍以上、好ましくは１．１倍
以上とすることで、紡糸の繊維形成時においてＰＴＴがより大きな紡糸応力を受け、より
強い捲縮発現能力を得ることができる。一方、５．０倍以下、好ましくは４．０倍以下と
することで、複合形態の制御が容易となり、また口金下の吐出ポリマの曲がりも紡糸に問
題のない程度に抑えることができる。
【００２１】
また、両成分の複合比率は製糸性および繊維長さ方向のコイルの寸法均質性の点で、高収
縮成分：低収縮成分＝７５：２５～３５：６５（重量％）の範囲が好ましく、６５：３５
～４５：５５の範囲がより好ましい。
【００２２】
また、サイドバイサイド型複合繊維の繊維断面形状は、丸断面、三角断面、マルチローバ
ル断面、扁平断面、ダルマ型断面、Ｃ型断面、Ｍ型断面、Ｈ型断面、Ｘ型断面、Ｗ型断面
、Ｉ型断面、＋型断面を用いることができるが、捲縮発現性と風合いのバランスからは、
図２に示すような丸断面の半円状サイドバイサイド（ａ）、軽量性、保温性を狙う運動着
の場合は中空サイドバイサイド（ｄ）、ドライ風合いを狙う運動着の場合は三角断面サイ
ドバイサイド（ｇ）が好ましく用いられる。
【００２３】
サイドバイサイド型複合繊維は、単糸繊度が０．１～１１デシテックス、総繊度が１１～
３３０デシテックスのフイラメント糸条から構成されることが好ましい。
【００２４】
単糸繊度を１１デシテックス以下とすることで、編地の風合いをソフトなものとし、運動
着として好ましく使用することができる。また、０．１デシテックス以上、さらに好まし
くは、１．１デシテックス以上とすることで複合製糸が良好となり、また、捲縮構造が反
映され、良好なストレッチ性も得ることができる。さらに、異繊度混繊糸等の単糸繊度の
異なる糸を用いるようにしてもよい。このような異繊度混繊糸は、ソフトでかつ張りのあ
る編地からなる運動着を作る観点から好ましい。
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【００２５】
編地の構成糸に対するサイドバイサイド型複合繊維の混率は、１０重量％以上とするもの
であり、２０重量％以上が好ましく、３０重量％以上がさらに好ましい。この混率が１０
重量％未満の場合は、後述する運動着用の編地のタテおよびヨコ方向の平均伸長率、およ
び平均伸長回復率について良好な特性を得ることができにくくなる。サイドバイサイド型
複合繊維の編地への混用方法としては、他の素材との通常の交編、交撚、引き揃え、カバ
ーリング、混繊などを採用することができ、水着種別の狙い用途、編地形成法、編組織な
どに応じて適宜使い分ければよい。
【００２６】
他の素材としては、合成繊維であるポリエステル系繊維、ポリアミド系繊維、ポリアクリ
ルニトリル系繊維、ポリビニールアルコール系繊維、ポリ塩化ビニール系繊維、ポリプロ
ピレン系繊維、ポリウレタン系繊維、もしくは半合成繊維であるアセテート系繊維もしく
は再生繊維であるビスコース・レーヨン、キュプラを含むセルロース系繊維、牛乳蛋白繊
維、大豆蛋白繊維を含む蛋白質系繊維、ポリ乳酸系繊維、もしくはこれらのフィラメント
糸条使いや紡績糸使い、または、混紡糸使い、もしくは綿、麻を含む植物系天然繊維、も
しくは羊毛、カシミヤ、絹を含む動物系天然繊維、またはさらにこれらの混紡糸使いなど
がある。
【００２７】
また、本発明の運動着用の編地は、従来のようにポリウレタン系弾性繊維を混用せずとも
優れた伸長率および伸長回復率を得ることができることに特徴があるが、もちろんさらに
優れた編地の特性を得るために風合いや染色性等を損なわない範囲でポリウレタン系弾性
繊維を混用してもよい。
【００２８】
この運動着用の編地は、丸編地であるシングル丸編地やダブル丸編地、経編地であるシン
グルトリコット編地やダブルトリコット編地、シングルラッシェル編地やダブルラッシェ
ル編地があり、狙い運動着種などに応じ各々の専用編機にて製編することができる。編組
織は、丸編地の天竺組織、鹿の子組織、インターロック組織、メッシュ組織、片面凹凸変
化組織など、経編地のハーフ組織、サテン組織、メッシュ組織、片面凹凸変化組織などの
運動着として使用されている編組織のものが適用できる。
【００２９】
本発明の運動着用の編地は、密度が２２～８２ウエル／インチおよび２８～１３０コース
／インチで、かつ目付が８０～３３０ｇ／ｍ2 であることが好ましい。編地の密度が２２
ウエル／インチ以上および２８コース／インチ以上とすることで、運動着としての強度低
下や目ヨレの発生などがなくなり、また製編性もよくなる。また、密度が８２ウエル／イ
ンチいか、および１３０コース／インチ以下とすることで、編地の風合いが硬くならず、
軽量感を損なうことなく、さらに製編性も良好となり好ましい。
【００３０】
また、編地の目付を８０ｇ／ｍ2 以上とすることで、張りのある運動着となり、３３０ｇ
／ｍ2 以下とすることで、運動着の風合いが硬くならず、重く感じたり、、運動性が妨げ
られず、着用性も良好である。
【００３１】
この製編における編成条件は、通常糸使いの編成条件よりループ長やランナー長を若干大
きめに取り編密度を粗くすることが好ましい。このことにより、サイドバイサイド型に貼
り合わされた複合繊維が染色加工工程を通ることで、その捲縮発現性が十分に発揮され優
れたストレッチ性とソフト感、ふくらみ感風合いを持った編地を得ることができる。
【００３２】
製編された生機編地の熱処理、精練や染色等の加工は、通常の編地の加工法に準じて行え
ばよいが、サイドバイサイド型複合繊維の潜在捲縮をスプリング構造としてより効果的に
発現させるために、リラックス・精練熱処理温度を８０℃以上とすることが好ましい。ま
た、染色段階での付帯加工として、撥水加工、防汚加工、抗菌加工、消臭加工、防臭加工
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、吸汗加工、吸湿加工、紫外線吸収加工、減量加工など、さらに、後加工としてカレンダ
ー加工、エンボス加工、シワ加工、起毛加工、プリント加工、オパール加工など、最終狙
い運動着種の要求特性に応じて適宜付与することが望ましい。
【００３３】
本発明のストレッチ編地は、タテおよびヨコ方向の平均伸長率が５５％以上、タテおよび
ヨコ方向の平均伸長回復率が６０％以上であることが重要である。
【００３４】
平均伸長率および平均伸長回復率は実施例に示す方法で測定することができるが、伸長率
とは、編地の伸びの程度を表すものであり、この数値が大きい程、運動着にして着用した
時、身体の動きに追従し易く、運動による激しい動きにも編地が追従し、動き易く、疲れ
難い。また、伸長回復率とは身体の動きで伸長した編地が、素早く元の状態に戻ろうとす
る回復程度を表すものであり、この数値が大きい程、運動着として着用した時、よりフィ
ット性に富み、動き易い。
【００３５】
この伸長率と伸長回復率は編地のタテ方向とヨコ方向の各々の数値を平均して考える必要
がある。これは、運動着にして実際着用して動く場合、編地のタテ方向あるいはヨコ方向
の一方向のみ伸長されるわけではなく、人間の身体の丸みに応じて三次元的に編地が伸長
されるためである。この三次元的な伸長特性が編地のタテ方向とヨコ方向の平均した伸長
率である平均伸長率、および平均伸長回復率と相関し、よく一致するものである。
【００３６】
本発明における編地のタテおよびヨコ方向の平均伸長率は、５５％以上あるものであり、
好ましくは７０％以上、さらに好ましくは８０％以上である。平均伸長率５５％未満であ
ると運動着として着用し、激しい運動を行った場合、身体の動きに運動着が追従し難く、
また、疲れ易いものとなり好ましくない。
【００３７】
また、本発明における編地のタテおよびヨコ方向の平均伸長回復率は、６０％以上が好ま
しく、７０％以上がより好ましく、８０％以上がさらに好ましい。平均伸長回復率が６０
％未満であると運動などにより伸長された編地が伸ばされた状態となり、身体へのフィッ
ト感に劣ることから身体の動きに追従しにくくなる。また、運動着としての見映えにも劣
ることになる。
【００３８】
本発明の運動着に用いる編地の破裂強力は、０．２９ＭＰａ以上であるものである。編地
の破裂強力が０．２９ＭＰａ未満では、着用中に破れたりするため使用に耐えられなくな
る。この破裂強力は一般的に高いもので２．９ＭＰａ程度であるが、この場合には太い糸
を用いた目付の重いものである。
【００３９】
本発明の運動着は、適宜選択することにより、次のように幅広く展開可能である。例えば
、ランニングシャツ・パンツ、競技シャツ・パンツ、ゴルフシャツ、テニスシャツ、サイ
クルシャツ、アウトドアシャツ、ポロシャツ、Ｔシャツ、野球用アンダーシャツ、トレー
ニングウエア、野球ユニフォームのシャツ・パンツ、スキーウエアなど、あるいは、より
大きなストレッチ性を必要とするレオタード、アスレ用アンダーハーフパンツ、サイクル
パンツ、スピードスケートウエアなどに好ましく使用できる。
【００４０】
【実施例】
以下、本発明を実施例を用いて説明する。実施例における各評価は次のとおり行った。
【００４１】
（１）溶融粘度
東洋精機（株）社製キャピログラフ１Ｂを用いて、チッソ雰囲気下で測定した。実施例中
に示す温度（実施例１においては２７５℃）を測定温度とし、歪み速度６０８０ｓｅｃ-1

での測定を３回行い、平均値を溶融粘度とした。
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【００４２】
（２）平均伸長率
まず、伸長率の試験法はＪＩＳ Ｌ １０１８「メリヤス生地試験方法」の定速伸長法のグ
ラブ法に準じて行った。すなわち、１０ｃｍ×約１５ｃｍの試験片をタテ、ヨコ方向にそ
れぞれ３枚ずつ採取した。自記記録装置付定速伸長形引張試験機を用い、上下つかみとも
表側は２．５４ｃｍ×２．５４ｃｍ、裏側は２．５４ｃｍ×５．０８ｃｍのものを取り付
け、つかみ間隔を７．６ｃｍとして試験片のたるみや、張力を除いてつかみに固定した。
これを引張速度１０ｃｍ／ｍｉｎで１７．７Ｎ（１．８Ｋｇ）荷重まで引伸ばし、その時
のつかみ間隔を測った。次に即、荷重を取り除く方向へ元のつかみ間隔である７．６ｃｍ
まで戻した。この荷重－除重による挙動を自記記録計に荷重－伸長－回復曲線として描い
た（図１を参照）。
これを基に、次の式により伸長率ＬＡ（％）を求め、３枚の平均値で表した。
伸長率ＬＡ（％）＝［（Ｌ１－Ｌ）／Ｌ］×１００
Ｌ　：つかみ間隔（ｍｍ）
Ｌ１：１７．７Ｎまで伸ばした時のつかみ間隔（ｍｍ）
編地のタテ方向、ヨコ方向の各々についての伸長率を加算し、さらにその加算値を１／２
にして平均伸長率とした。
【００４３】
（３）平均伸長回復率
また、伸長回復率ＬＢ（％）は、前記自記記録計で描いた荷重－伸長－回復曲線を基に、
回復曲線がゼロ荷重になった時点から残留歪み率Ｌ２（％）を求め、次の式により伸長回
復率ＬＢ（％）を算出し、３枚の平均値で表した。
伸長率回復率ＬＢ（％）＝（Ｌ３／Ｌ１）×１００
編地のタテ方向、ヨコ方向の各々についての伸長回復率を加算し、さらにその加算値を１
／２にして平均伸長回復率とした。
【００４４】
（４）破裂強力
ＪＩＳ　Ｌ　１０１８「メリヤス生地試験方法」に準じて行った。
１５ｍｍ×１５ｍｍの試験片を５枚採取する。試験片の表を上にして張力を加えずに普通
の状態で、ミューレン型破裂試験機に取り付けて破裂強力を測定し、５枚の平均値で示し
た。
【００４５】
（５）着用評価（着用時の動き易さ）
それぞれの編地からトレーニングウエア上下を作製し、２０℃×６５％ＲＨの室内で５名
の被験者が、このトレーニングウエア上下を着用した状態でトレッドミルを使い時速１２
Ｋｍのジョギング運動を１０分間行った後の、被験者の自己申告で運動のし易さを次の３
段階評価で行った。

（６）総合評価
次のように２段階表示した。

［実施例１］
固有粘度（ＩＶ）が１．４０、２７５℃における溶融粘度が７５０ｐｏｉｓｅのホモＰＴ
Ｔと固有粘度（ＩＶ）が０．６０、２７５℃における溶融粘度が６５０ｐｏｉｓｅのホモ
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ＰＥＴをそれぞれ別々に溶融し、紡糸温度２７５℃で４８孔の複合紡糸口金から複合比（
重量％）５０：５０で吐出し、紡糸速度１４００ｍ／分で引取り、サイドバイサイド型複
合構造未延伸糸を得た。さらにホットロール－熱板系延伸機を用いて延伸し次いで一旦引
き取ることなく、連続してリラックスして巻き取り、１６７デシテックス４８フィラメン
トの延伸糸を得た（繊維断面は図２のａ）。
【００４６】
２２Ｇの両面丸編機にて、図３の編方図における構成糸イ、ロとも上記のＰＴＴ／ＰＥＴ
のサイドバイサイド複合フィラメント糸を用い、編方図の給糸口Ｆ１、Ｆ２各々に給糸し
、ＰＴＴ／ＰＥＴサイドバイサイド複合フィラメント糸１００％からなるインターロック
組織編地を編成した。
【００４７】
この生機を通常のポリエステル丸編地の染色加工法にしたがい、リラックス・精練、染色
、仕上げセットを行い２５０ｇ／ｍ2 の編地を得た。得られた編地は、タテおよびヨコの
平均伸長率が７８％、平均身長回復率が８３％とストレッチ特性に優れたものであった。
また、破裂強力も０．６１ＭＰであった。この編地を使用したトレーニングウエアによる
着用評価結果も、動き易く運動着として優れていると判断されるものであった。詳細結果
を表１に示す。
【００４８】
［実施例２］
繊度、フィラメント数が異なる他は実施例１と同様のＰＴＴ／ＰＥＴのサイドバイサイド
複合フィラメント糸（繊維断面は図２のａ）を用いて、２８Ｇのシングルトリコット機に
て、図４の編方図のＢａｃｋ側構成糸ハに上記ＰＴＴ／ＰＥＴのサイドバイサイド複合フ
ィラメント糸を配し、Ｆｒｏｎｔ側構成糸ニに通常糸であるポリエステルフィラメント糸
（東レ（株）製“テトロン”）８３デシテックス３６フィラメントを配し、ハーフ組織編
地を編成した。この編地設計における糸混率（重量％）は、ＰＴＴ／ＰＥＴサイドバイサ
イド複合糸が２５％、通常糸が７５％であった。
【００４９】
この生機を通常のポリエステル経編地の染色加工法にしたがい、リラックス・精練、染色
、仕上げセットを行い２１０ｇ／ｍ2 の編地を得た。得られた編地は、タテおよびヨコの
平均伸長率が７２％、平均身長回復率が７８％とストレッチ特性に優れたものであった。
また、破裂強力も０．５１ＭＰであった。この編地を使用したトレーニングウエアによる
着用評価結果も、動き易く運動着として優れていると判断されるものであった。詳細結果
を表１に併せて示す。
【００５０】
［比較例１］
実施例１と同じ丸編機を用い、図３の編方図における構成糸イ、ロとも通常糸であるポリ
エステルフィラメント仮ヨリ加工糸１６７デシテックス４８フィラメント糸を用い、編方
図の給糸口Ｆ１、Ｆ２各々に給糸し、通常糸１００％からなるインターロック組織編地を
編成した。
【００５１】
この生機を実施例１と同一の染色加工法を行い、２１０ｇ／ｍ2 の編地を得た。得られた
編地は、タテおよびヨコの平均伸長率が６５％であるものの、平均身長回復率が５３％と
劣るものであった。また、破裂強力は０．５０ＭＰであった。この編地を使用したトレー
ニングウエアによる着用評価結果は、動き難く運動着としては不適と判断されるものであ
った。詳細結果を表１に併せて示す。
【００５２】
［比較例２］
実施例２と同一の経編機を用い、図４の編方図のＢａｃｋ側構成糸ハ、およびＦｒｏｎｔ
側構成糸ニに通常糸であるポリエステルフィラメント糸４４デシテックス３６フィラメン
トを配し、通常糸１００％からなるハーフ組織編地を編成した。
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【００５３】
この生機を実施例２と同一の染色加工法を行い、１５０ｇ／ｍ2 の編地を得た。得られた
編地は、タテおよびヨコの平均身長回復率が５１％、平均伸長率が５６％と劣るものであ
った。また、破裂強力も０．２７ＭＰと低いものであった。この編地を使用したトレーニ
ングウエアによる着用評価結果は、動き難く運動着としては不適と判断されるものであっ
た。詳細結果を表１に併せて示す。
【００５４】
【表１】

【００５５】
【発明の効果】
本発明の運動着は、従来の運動着に比べ、伸長率、伸長回復率に優れ、かつ、運動着とし
ての十分な破裂強力を具備し、薄地のシャツから中厚地の野球ユニフォームまで含めた幅
広い分野に適応できるものであり、効率よく低コストで製造可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】荷重－伸長回復曲線の説明図である。
【図２】本発明に使用する繊維の繊維横断面形状の一例を示すモデル図である。
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【図３】実施例１、比較例１の編地の編方図の一例である。
【図４】実施例２、比較例２の編地の編方図の一例である。
【符号の説明】
Ｌ１：編地の伸び
Ｌ２：編地の歪み伸び
Ｌ３：編地の回復伸び
ａ～ｇ：繊維横断面形状
Ｆ１～Ｆ２：編機の給糸口ＮＯ
イ～ハ：編地構成糸

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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