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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルロース系繊維フィラメント糸、エチレンテレフタレート単位を主体とするポリエステ
ルから構成されたポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊維からなる合撚複合糸であ
って、下記の要件（１）、（２）、（３）及び（４）を満足する合撚複合糸を、経糸及び
緯糸の少なくとも一方に用いて構成したストレッチ織物。
　（１）セルロース系繊維フィラメント糸の沸水収縮率（Ａ）とポリエステル繊維フィラ
　　　　メント糸の沸水収縮率（Ｂ）との沸水収縮率差（Ｂ－Ａ）が４．２～１３．８％
　（２）セルロース系繊維フィラメント糸の混率が５０～８７％
　　　　ポリエステル繊維フィラメント糸の混率が１０～４７％
        弾性繊維の混率が３～４０％
　（３）撚係数が５０００～２５０００
　（４）弾性繊維の破断伸度が４００～８００％
【請求項２】
合撚複合糸が、セルロース系繊維フィラメント糸、エチレンテレフタレート単位を主体と
するポリエステルから構成されたポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊維をエアー
交絡処理した後に、合撚することによる複合糸である請求項１に記載のストレッチ織物。
【請求項３】
セルロース系繊維フィラメント糸が、セルロースアセテート繊維フィラメント糸である請
求項１または請求項２に記載のストレッチ織物。



(2) JP 5752872 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルロース系繊維フィラメント糸を主材として用いたストレッチ織物に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　衣料製品における近年のファッショントレンドや消費者のニーズは極めて多様化、高級
化しており、消費者のニーズに沿った機能素材を市場に提供するためには、更なる風合い
の改良や特化された機能性の付与等が要求されている。特化された機能性の一つにストレ
ッチ性があるが、従来ストレッチ織物は、主にポリウレタン等の弾性繊維を用い、その優
れた着用快適性から衣料用途を中心に幅広く用いられている。
【０００３】
　また、フィラメント使いのストレッチ織物としては、例えば弾性繊維と非弾性繊維を引
き揃えて撚係数５０００～３００００の撚りを施した糸を用いたストレッチ織物が提案さ
れている（特許文献１）が、この提案では、満足すべき十分な膨らみ感や清涼感のある風
合いの織物を得るのは困難である。　
【０００４】
【特許文献１】特許第３３５０４７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、セルロース系繊維フィラメント糸を主材とし、膨らみ感、清涼感のある
風合いを有し、皺の発生が極めて少ないストレッチ織物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の要旨は、セルロース系繊維フィラメント糸、エチレンテレフタレート単位を主
体とするポリエステルから構成されたポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊維から
なる合撚複合糸であって、下記の要件（１）、（２）、（３）及び（４）を満足する合撚
複合糸を、経糸及び緯糸の少なくとも一方に用いて構成したストレッチ織物、にある。
　（１）セルロース系繊維フィラメント糸の沸水収縮率（Ａ）とポリエステル繊維フィラ
　　　　メント糸の沸水収縮率（Ｂ）との沸水収縮率差（Ｂ－Ａ）が４．２～１３．８％
　（２）セルロース系繊維フィラメント糸の混率が５０～８７％
　　　　ポリエステル繊維フィラメント糸の混率が１０～４７％
        弾性繊維の混率が３～４０％
　（３）撚係数が５０００～２５０００
　（４）弾性繊維の破断伸度が４００～８００％
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、セルロース系繊維フィラメント糸を主材としながら、膨らみ感、清涼
感のある風合いを有し、皺の発生が極めて少ないストレッチ織物を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明におけるセルロース系繊維フィラメント糸としては、キュプラ、ビスコースレー
ヨン等の再生セルロース繊維のフィラメント糸、セルロースジアセテート繊維、セルロー
ストリアセテート繊維等のセルロースアセテート繊維のフィラメント糸等が挙げられ、ま
た、これらセルロース系繊維フィラメント糸は、その単繊維の断面形状が円形断面、異形
断面のいずれでもあってよく、また艶消剤等の任意の添加剤を含むものであってもよい。
【０００９】
　本発明におけるポリエステル繊維フィラメント糸は、エチレンテレフタレート単位を主
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体とするポリエステルから構成されたフィラメント糸、或いはエチレンテレフタレート単
位を主体とする共重合ポリエステルから構成されたフィラメント糸であってもよい。共重
合ポリエステルにおける共重合成分としては、イソフタル酸、５スルホネートイソフタル
酸、ジフェニルジカルボン酸、ナフタレンジカルボン酸等の芳香族ジカルボン酸、シュウ
酸、アジピン酸、セバチン酸、ドデカン二酸等の脂肪族ジカルボン酸、１，３－プロパン
ジオール、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコー
ル、３－メチルペンタン－１，５－ジオール、１，９－ノナンジオール、ペンタエリスリ
トール等の脂肪族多価アルコール、１，４－（β－オキシエトキシ）ベンゼン、ポリエチ
レングリコール、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレングリコール、ポリブチレン
グリコール等が挙げられる。また、ポリエステル繊維フィラメント糸は、その単繊維の断
面形状が円形断面、異形断面のいずれでもあってよく、また艶消剤等の任意の添加剤を含
むものであってもよく、また、太細糸、仮撚加工糸等の糸形態のものであってもよい。
【００１０】
　また、本発明における弾性繊維は、ポリウレタン系、ポリエーテルエステル系、ポリオ
レフィン系等のエラスチックポリマーからなる弾性繊維である。例えば、ポリウレタン系
弾性繊維としては、乾式紡糸又は湿式紡糸によって製造されたものが使用可能であり、弾
性繊維を得る紡糸方法については特に限定されない。用いられる弾性繊維の繊度は、好ま
しくは１５～８０デシテックス、より好ましくは１５～３３デシテックスである。弾性繊
維の伸縮特性としては、破断伸度が４００～８００％であることが伸縮性に優れることか
ら好ましく、さらに弾性繊維は、染色加工時の熱セット工程の処理温度１７０～１９０℃
で伸縮性を損なわない高耐熱性タイプであることがより好ましい。
【００１１】
　本発明においては、セルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメント
糸及び弾性繊維からなる合撚複合糸にて織物が構成される。セルロース系繊維フィラメン
ト糸、ポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊維からなる合撚複合糸は、好ましくは
弾性繊維を伸長率１．５～６倍に伸長させた状態でセルロース系繊維フィラメント糸及び
ポリエステル繊維フィラメント糸と合撚、カバーリング若しくは合糸後合撚することによ
って得た複合糸であることが好ましい。弾性繊維の伸長率は、弾性繊維の巻糸体周上の糸
を周上の長さに対して伸ばす倍率をいう。
【００１２】
　弾性繊維とセルロース系繊維フィラメント糸及びポリエステル繊維フィラメント糸を合
撚、カバーリング若しくは合糸する際には、弾性繊維の送り速度をセルロース系繊維フィ
ラメント糸及びポリエステル繊維フィラメント糸の巻取速度よりも遅らせることで弾性繊
維を伸ばすことが好ましい。弾性繊維を伸長する装置は、例えば回転する２本のローラー
間上に弾性繊維の巻糸体を置いて、回転するローラーの速度と同一速度で弾性繊維を引き
出す転がし方式が挙げられるが、特に限定するものではない。 
【００１３】
セルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊維からな
る合撚複合化する手段としては、一般的に使われる撚糸機を用いることによって、セルロ
ース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊維を合撚するこ
とによって複合糸とすればよく、撚糸機としては、イタリー撚糸機、ダブルツイスター、
リング撚糸機、合撚機、カバーリング機等が使用可能である。
【００１４】
　また、セルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性繊
維を合撚して複合糸とする際、セルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィ
ラメント糸及び弾性繊維を予めエアー交絡処理した後に、合撚することがより好ましい。
この場合、セルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメント糸及び弾性
繊維をエアー交絡処理し、パーンやボビンに巻き取った後、ダブルツイスターやイタリー
撚糸機等で合撚する二工程方式、或いはリング撚糸機上にエアー交絡処理装置を取り付け
、エアー交絡処理と合撚を一度に行う一工程方式等が挙げられる。
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【００１５】
　本発明におけるセルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメント糸及
び弾性繊維からなる合撚複合糸の繊度は、特に限定されるものではないが、取り扱い性及
び織物にした時の繊細さを表現するためには、好ましくは５０～２５０ｄｔｅｘ、より好
ましくは６０～２２０ｄｔｅｘである。
【００１６】
　特に、本発明におけるセルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメン
ト糸及び弾性繊維からなる合撚複合糸は、要件（１）として、セルロース系繊維フィラメ
ントの沸水収縮率（Ａ）とポリエステル繊維フィラメント糸の沸水収縮率（Ｂ）との沸水
収縮率差（Ｂ－Ａ）が３％以上、好ましくは３～３０％であることを満足する必要である
。沸水収縮差が３％未満であると、セルロース系繊維フィラメント糸とポリエステル繊維
フィラメント糸間の異収縮差が得られず、織物にしたときに膨らみ感ある風合いが得られ
ない。また、沸水収縮差が３０％を超えると、異収縮差が発現し過ぎてしまい、織物にし
たときに風合いがフカつき、清涼感が損なわれる傾向にある。
【００１７】
　また、本発明におけるセルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメン
ト糸及び弾性繊維からなる合撚複合糸は、要件（２）として、セルロース系繊維フィラメ
ント糸の混率が５０～８７％、ポリエステル繊維フィラメント糸の混率が１０～４７％、
弾性繊維の混率が３～４０％であることを満足する必要である。より好ましい混率は、セ
ルロース系繊維フィラメント糸６０～８０％、ポリエステル繊維フィラメント糸１５～３
５％、弾性繊維５～２５％である。なお、混率は質量％で示される。
【００１８】
　セルロース系繊維フィラメント糸の混率が５０％未満では、織物にしたときに、セルロ
ース系繊維フィラメント糸特有の清涼感のある風合いが得られ難く、混率が８７％を超え
ると、染色時における押し込み皺が入り易く品位の低下を招く。ポリエステル繊維フィラ
メント糸の混率が１０％未満では、織物にしたとき、染色時における押し込み皺が入り易
く、また織物に適度なハリ・コシが得られず、混率が４７％を超えると、織物の風合いが
硬くなる上に、ポリエステル繊維フィラメント糸特有のぬめり感が出てしまう。また、弾
性繊維の混率が３％未満では、織物にしたときに、織物のストレッチ性が不十分となり、
混率が４０％を超えると、合撚複合糸の伸縮性が強くなり、織物にしたとき、染色加工時
の取り扱いが困難となる上、織物の風合いが硬くなる。
　
 
【００１９】
　さらに、本発明におけるセルロース系繊維フィラメント糸、ポリエステル繊維フィラメ
ント糸及び弾性繊維からなる合撚複合糸は、要件（３）として、撚係数が５０００～２５
０００、好ましくは７０００～１５０００であることを満足する必要である。撚係数が５
０００未満では、弾性繊維とセルロース系繊維フィラメント糸及びポリエステル繊維フィ
ラメント糸との収束性が悪くなり、セルロース系繊維フィラメント糸及びポリエステル繊
維フィラメント糸の弾性繊維への被覆が不十分となるため、織物にしたときに、弾性繊維
が織物の表面に出る目ムキ欠点やシボ欠点が生じ易くなり、また、清涼感ある風合いが得
られ難く、撚係数が２５０００を超えると、膨らみ感のない硬い織物になる。
【００２０】
　なお、本発明において、撚係数とは、合撚複合糸の繊度（ｄｔｅｘ）の平方根に１ｍ当
たりの撚数を乗じた数値であり、例えば、弾性繊維２２ｄｔｅｘを伸長率２．５倍で伸長
しつつ、セルロース系繊維フィラメント糸６６ｄｔｅｘ及びポリエステル繊維フィラメン
ト糸２２ｄｔｅｘを１０００回／ｍで合撚した糸は、合撚糸の繊度は、２２／２．５＋２
２＋６６＝９６．８ｄｔｅｘとなる。従い、撚係数は√９６．８×１０００＝９８３８．
７となる。
【００２１】
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　本発明における織物の組織は、特に限定されるものではなく、平組織、綾組織、朱子組
織、またこれらの組織を組み合わせた組織を用途に応じて適宜選定すればよい。また、製
織方法、織機についても、特に限定されるものではなく、適宜選定すれがよい。
【実施例】
【００２２】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明する。なお、実施例中の各特性値の評価は、
下記の方法に拠った。
【００２３】
　［沸水収縮率（ＢＷＳ）］　
　１ｄｔｅｘ当たり０．０３４ｃＮの張力下で試長１ｍの１０回巻カセを準備し、１ｄｔ
ｅｘ当たり０．０３４ｃＮの荷重を負荷して初期カセ長（Ｌ０）を測定し、そのカセを無
荷重状態で沸騰水中に３０分間浸漬した後、再び荷重をかけて測定カセ長（Ｌ１）を測定
し、次式より算出した。
　沸水収縮率（％）＝［（Ｌ０－Ｌ1）／Ｌ０］×１００
【００２４】
［織物の染色］
　織物に分散染料にて下記条件で染色加工を行った。
　染料：Ｄｉａｎｉｘ　Ｒｅｄ　２ＢＳＬ－ＦＳ（ダイスタージャパン社製）
　染料濃度：２％ （対繊維重量）
　浴比：１：２０
　温度、時間：１２０℃×４０分
【００２５】
　（実施例１）
　セルロース系繊維フィラメント糸としてＢＷＳが３．０％のセルローストリアセテート
フィラメント糸６６ｄｔｅｘ／４０フィラメント（ｆ）（三菱レイヨン社製商品名ソアロ
ン）、ポリエステル繊維フィラメント糸としてＢＷＳが７．２％のポリエチレンテレフタ
レートフィラメント糸２２ｄｔｅｘ／１２ｆ（三菱レイヨン社製商品名ソルーナ）、弾性
繊維としてポリウレタン系弾性繊維２２ｄｔｅｘ（旭化成工業社製商品名ロイカ）２２ｄ
ｔｅｘを用い、合糸機上で、セルローストリアセテートフィラメント糸とポリエチレンテ
レフタレートフィラメント糸と弾性繊維とを、弾性繊維を伸長率２．５倍に伸長しつつ、
エアー交絡処理を施し、パーンに巻き取った。次いで、ダブルツイスターを用い、撚数１
４００回／ｍ（撚係数１３７７５）、撚方向Ｓで合撚を施し、合撚混合糸条を作成した。
得られた合撚混合糸における各繊維の混率は、セルローストリアセテートフィラメント糸
６８．２％、ポリエチレンテレフタレートフィラメント糸２２．７％、ポリウレタン系弾
性繊維９．１％であった。
【００２６】
　得られた合撚複合糸を経糸及び緯糸に用い、通し幅２０８ｃｍ、織機上の経密度８０本
／吋、緯密度８０本／吋の平織組織で製織し織物生機を作成した。次に、得られた生機に
、精練－熱セット－染色－乾燥－仕上げの一連の染色仕上げ加工を施し、最終仕上げ幅１
３９ｃｍ、仕上げ経密度１２０本／吋、緯密度１００本／吋の織物を得た。得られた織物
は、鮮明な赤色を呈し、適度な膨らみ感、ハリコシ感及び清涼感を有し、また染色時の押
し込み皺の少ないストレッチ織物であった。
【００２７】
　（実施例２）
　セルロース系繊維フィラメント糸としてＢＷＳが２．８％のセルローストリアセテート
フィラメント糸１３５ｄｔｅｘ／３３ｆ（三菱レイヨン社製）、ポリエステル繊維フィラ
メント糸としてＢＷＳが７．２％のポリエチレンテレフタレートフィラメント糸２２ｄｔ
ｅｘ／１２ｆ（三菱レイヨン社製）、弾性繊維としてポリウレタン系弾性繊維３３ｄｔｅ
ｘ（旭化成工業社製）を用い、合糸機上で、セルローストリアセテートフィラメント糸と
ポリエチレンテレフタレートフィラメント糸と弾性繊維とを、弾性繊維を伸長率２．５倍
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に伸長しつつ、エアー交絡処理を施し、パーンに巻き取った。次いでダブルツイスターを
用い、撚数１０００回／ｍ（撚係数１３０５０）、撚方向Ｓで合撚を施し、合撚複合糸を
作成した。得られた合撚混合糸における各繊維の混率は、セルローストリアセテートフィ
ラメント糸７９．３％、ポリエチレンテレフタレートフィラメント糸１２．９％、ポリウ
レタン系弾性繊維７．８％であった。
【００２８】
　得られた合撚複合糸を経糸及び緯糸に用い、通し巾２０８ｃｍ、織機上の経密度１１０
本／吋、緯密度６７本／吋で３／１の綾織組織で製織し織物生機を作成した。次に、得ら
れた生機に、精練－熱セット－染色－乾燥－仕上げの一連の染色仕上げ加工を施し、最終
仕上げ幅１４３ｃｍ、仕上げ経密度１６０本／吋、緯密度９０本／吋の織物を得た。得ら
れた織物は、鮮明な赤色を呈し、適度な膨らみ感、ハリコシ感及び清涼感を有し、また染
色時の押し込み皺の少ないストレッチ織物であった。
【００２９】
　（実施例３）
　セルロース系繊維フィラメント糸としてＢＷＳが２．７％のセルローストリアセテート
フィラメント糸５０ｄｔｅｘ／３４ｆ（三菱レイヨン社製）と、ポリエステル繊維フィラ
メント糸としてＢＷＳが１６．５％のポリエチレンテレフタレートフィラメント糸３３ｄ
ｔｅｘ／２４ｆ（三菱レイヨン社製）とを、エアー交絡処理し、混繊糸を作成した。この
混繊糸と、弾性繊維として用いたポリウレタン系弾性繊維３３ｄｔｅｘ（旭化成工業社製
）とを、弾性繊維を伸長率２．５倍に伸長しつつ、合糸機上でエアー交絡処理を施し、パ
ーンに巻き取った。次いでダブルツイスターを用い、撚数１０００回／ｍ（撚係数９８０
８）、撚方向Ｓで合撚を施し、合撚複合糸を作成した。得られた合撚混合糸における各繊
維の混率は、セルローストリアセテートフィラメント糸５２．０％、ポリエチレンテレフ
タレートフィラメント糸３４．３％、ポリウレタン系弾性繊維１３．７％であった。
【００３０】
　得られた合撚複合糸を経糸及び緯糸に用い、通し巾１２５ｃｍ、織機上の経密度１３５
本／吋、緯密度１１０本／吋で二重織組織で製織し織物生機を作成した。次に、得られた
生機に、精練－熱セット－染色－乾燥－仕上げの一連の染色仕上げ加工を施し、最終仕上
げ幅８０ｃｍ、仕上げ経密度２１０本／吋、緯密度１８５本／吋の織物を得た。得られた
織物は、鮮明な赤色を呈し、適度な膨らみ感、ハリコシ感及び清涼感を有し、また染色時
の押し込み皺の少ないストレッチ織物であった。
【００３１】
　（比較例１）
　実施例１において、ポリエステル繊維フィラメント糸として、ＢＷＳ３．０％のポリエ
チレンテレフタレートフィラメント糸２２ｄｔｅｘ／１２ｆ（三菱レイヨン社）を用いた
以外は、実施例１と同様にして合撚複合糸を作成し、製織し、染色仕上げ加工を施し、最
終仕上げ幅１４３ｃｍ、仕上げ密度１６０本／吋、緯密度９０本／吋の織物を得た。得ら
れた織物は、染色時の押し込みシワは少ないものの、膨らみ感の少ないストレッチ織物で
あった。
【００３２】
　（比較例２）
　セルロース系繊維フィラメント糸としてＢＷＳが３．０％のセルローストリアセテート
フィラメント糸４０ｄｔｅｘ／９ｆ（三菱レイヨン社製）、ポリエステル繊維フィラメン
ト糸としてＢＷＳが９．６％のポリエチレンテレフタレートフィラメント糸５６ｄｔｅｘ
／２４ｆ（三菱レイヨン社製）、弾性繊維としてポリウレタン系弾性繊維２２ｄｔｅｘ（
旭化成工業社製）を用い、合糸機上で、セルローストリアセテートフィラメント糸とポリ
エチレンテレフタレートフィラメント糸と弾性繊維とを、弾性繊維を伸長率２．５倍に伸
長しつつ、エアー交絡処理を施し、パーンに巻き取った。次いで、ダブルツイスターを用
い、撚数１４００回／ｍ（撚係数１４３３２）、撚方向Ｓの合撚を施し、合撚複合糸を作
成した。得られた合撚混合糸における各繊維の混率は、セルローストリアセテートフィラ
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タン系弾性繊維８．４％であった。
【００３３】
　得られた合撚複合糸を経糸及び緯糸に用い、通し幅２０５ｃｍ、織機上の経密度８５本
／吋、緯密度７５本／吋で平織組織で製織し織物生機を作成した。次に、得られた生機に
、精練－熱セット－染色－乾燥－仕上げの一連の染色仕上げ加工を施し、最終仕上げ幅１
４１ｃｍに、仕上げ経密度１２５本／吋、緯密度９５本／吋の織物を得た。得られた織物
は、適度な膨らみ感があり、染色時の押し込み皺は少ないものの、赤色の鮮明性にやや欠
け、ポリエステル繊維フィラメント糸特有のぬめり感があり、清涼感に欠けたストレッチ
織物であった。
【００３４】
　（比較例３）
　セルロース系繊維フィラメント糸としてＢＷＳが３．０％のセルローストリアセテート
フィラメント糸８４ｄｔｅｘ／２０ｆ（三菱レイヨン社製）、弾性繊維としてポリウレタ
ン系弾性繊維２２ｄｔｅｘ（旭化成工業社製）を用い、合糸機上で、セルローストリアセ
テートフィラメント糸と弾性繊維とを、弾性繊維を伸長率２．５倍に伸長しつつ、エアー
交絡処理を施し、パーンに巻き取った。次いで、ダブルツイスターを用い、撚数１４００
回／ｍ（撚係数１３４８７）、撚方向Ｓの合撚を施し、合撚複合糸を作成した。得られた
合撚混合糸における各繊維の混率は、セルローストリアセテートフィラメント糸９０．５
％、ポリウレタン系弾性繊維９．５％であった。得られた合撚複合糸を用い、実施例１と
同様にして、製織し、染色仕上げ加工を施し、最終仕上げ幅１４１ｃｍ、仕上げ密度１１
８本／吋、緯密度１００本／吋の織物を得た。得られた織物は、鮮明な赤色を呈し、清涼
感はあるものの、膨らみ感、ハリコシ感が少なく、染色時の押し込み皺のあるストレッチ
織物であった。
【００３５】
　（比較例４）
　実施例２において、ダブルツイスターを用いて合撚する際、撚数を２０００回／ｍ（撚
係数２６０９２）とした以外は、実施例２と同様にして合撚複合糸を作成し、製織し、染
色仕上げ加工を施し、最終仕上げ幅１４３ｃｍ、仕上げ密度１６０本／吋、緯密度９０本
／吋の織物を得た。得られた織物は、染色時の押し込み皺は少ないものの、膨らみ感のな
い、風合いの硬いストレッチ織物であった。
【００３６】
　（比較例５）
　実施例２において、ダブルツイスターを用いて合撚する際、撚数を３５０回／ｍ（撚係
数４５６６）とした以外は、実施例２と同様にして合撚複合糸を作成し、製織し、染色仕
上げ加工を施し、最終仕上げ幅１４３ｃｍ、仕上げ密度１６０本／吋、緯密度９０本／吋
の織物を得た。得られた織物は、清涼感が少なく、織物表面がシボ立った目面の悪いスト
レッチ織物であった。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明のストレッチ織物は、セルロース系繊維フィラメント糸を主材としながらも、膨
らみ感、清涼感のある風合いを有し、皺の発生が極めて少ないストレッチ織物であり、着
用快適性に優れることから、特に衣料分野における多様化素材、高級化素材とし有用なる
ものである。
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