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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２本以上のフィラメント糸からなる複合加工糸であって、少なくとも１本のフィラメン
ト糸が糸長手方向に繊度差を設けた熱可塑性樹脂からなるマルチフィラメント糸で構成さ
れており、且つ、該熱可塑性樹脂からなるマルチフィラメント糸の構成フィラメントが太
さが一様であり中間染色部より太い濃色染色部、太さが一様であり中間染色部より細い淡
色染色部及びその中間の太さであり、太さが一様な中間色染色部を有し、濃色染色部の前
後に隣接して淡色染色部を有していることを特徴とする流体複合加工糸。
【請求項２】
　糸長手方向に、交絡部が５～１５０個／ｍ、及び、毛羽及び／又はループが５０～１０
００個／ｍ、のうちの少なくとも一方を満たしている請求項１に記載の流体複合加工糸。
【請求項３】
　フィラメント糸の一部又は全てに仮撚捲縮が付与されている請求項１又は２に記載の流
体複合加工糸。
【請求項４】
　熱可塑性樹脂からなる高配向未延伸マルチフィラメント糸を、ピンヒータ温度１４０～
２５０℃、且つ、ピンヒータ接触領域の設定延伸倍率１．０５～１．８０倍の条件下で、
ピンヒータに間歇接触延伸して糸の長さ方向に繊度差を付与した後、他のフィラメント糸
と流体複合処理を施すことを特徴とする請求項１～３に記載の流体複合加工糸の製造方法
。
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【請求項５】
　流体複合処理の前又は後で、緩和率３～３０％の条件下で熱緩和処理を行う請求項４に
記載の流体複合加工糸の製造方法。
【請求項６】
　流体複合処理の前又は後で、加工糸繊度当たりの仮撚加撚張力０．０２～０．１８ｃＮ
の条件下で仮撚捲縮加工を行う請求項４又は５に記載の流体複合加工糸の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～３に記載の流体複合加工糸を含む織編物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、染色意匠効果に富んだ流体複合加工糸及びその製造方法並びに同加工糸を含む
織編物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
織編物に染色意匠効果を付与可能な糸条として、染色特性の異なる糸条を複合した加工糸
はよく知られている。その中でも、染色濃淡差をも同時に付与可能なシックアンドシン糸
を複合した加工糸は、特異、且つ、ナチュラルな染色意匠効果を織編物に付与可能なこと
から、例えば特許３１５５１７９号公報や特開平２－８０６３１号公報や特開平１０－２
２６９３２号公報等多数提案されている。しかしながら、昨今の消費者ニーズは多様化、
高度化が著しく、従来の単純な染色濃淡差では満足せず、新しい染色意匠効果が付与され
たものが望まれている。
そこで特開昭６１－２８９６３０号公報や特開平５－２５７３２号公報には、濃、中、淡
色染色効果を付与可能な糸が提案されているが、ややもすると、濃色染色部と中間色染色
部と淡色染色部が織編物表面で渾然一体と見え、複雑、且つ、効果的に染色効果を発揮す
るためには、濃、中、淡色染色部のパターン設計や染色工程管理が煩雑となっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、上記問題点を解消することを目的になされたものであり、濃、中、淡色
の染色意匠効果が効果的に発揮され、且つ、ふくらみ感や、ソフト感のある流体複合加工
糸及びその製造方法並びに同加工糸を含む織編物を提供しようとするものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、２本以上のフィラメント糸から構成された流体複合加工糸であって、構成糸
条の少なくとも１本のフィラメント糸を、濃、中、淡色染色部を有する熱可塑性樹脂から
なるマルチフィラメント糸とし、且つ、各染色部を適正に配置することによって、布帛と
したときに効果的な染色意匠効果を付与可能とした流体複合加工糸である。
　すなわち、本発明は２本以上のフィラメント糸からなる複合加工糸であって、構成糸条
の少なくとも１本のフィラメント糸が糸長手方向に繊度差を設けた熱可塑性樹脂からなる
マルチフィラメント糸で構成されており、且つ、該熱可塑性樹脂からなるマルチフィラメ
ント糸の構成フィラメントが太さが一様であり中間染色部より太い濃色染色部、太さが一
様であり中間染色部より細い淡色染色部、及びその中間の太さであり、太さが一様な中間
色染色部を有し、且つ、上記濃色染色部の前後に隣接して淡色染色部を有していることを
特徴とする流体複合加工糸にある。
　又、本発明は、熱可塑性樹脂からなる高配向未延伸マルチフィラメント糸を、ピンヒー
タ温度１４０～２５０℃、且つ、延伸倍率１．０５～１．８０倍の条件下で、ピンヒータ
に間歇接触延伸して糸の長さ方向に繊度差を付与した後、他のフィラメント糸と流体複合
処理を施すことを特徴とする流体複合加工糸の製造方法にある。
　更に、本発明は、上記の流体複合加工糸を含む織編物にある。
【０００５】
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【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　本発明の流体複合加工糸は、２本以上のフィラメント糸からなる流体複合加工糸であっ
て、少なくとも１本のフィラメント糸が糸長手方向に繊度差を設けた熱可塑性樹脂からな
るマルチフィラメント糸（以下、単に熱可塑性マルチフィラメント糸と称す。）で構成さ
れており、且つ、該熱可塑性マルチフィラメント糸の構成フィラメントが太さが一様であ
り中間染色部より太い濃色染色部、太さが一様であり中間染色部より細い淡色染色部及び
濃色染色部と淡色染色部の中間の太さであり、太さが一様な中間色染色部を有し、且つ、
上記濃色染色部の前後に隣接して淡色染色部を有していることが必要である。
【０００６】
本発明の流体複合加工糸に含まれる繊度差を有する熱可塑性マルチフィラメント糸は、図
１に模式的糸形態に示すごとく、糸長手方向に中間色染色部２を介して、濃色染色部１の
前後に淡色染色部３が存在している。この熱可塑性マルチフィラメント糸は染色したとき
に視覚的に染色濃度が異なる３種の染色部が存在することによって、従来の濃、淡色染色
意匠糸と比較して、複雑な染色意匠効果を得ることが可能となる。更に、濃色染色部１の
前後に淡色染色部３を配置することによって、濃色染色部１と淡色染色部３の視覚的な濃
度差が強調され、より効果的に染色意匠効果を得ることが可能となる。
【０００７】
　図２は、本発明の流体複合加工糸に含まれる繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラメン
ト糸の糸長手方向の繊度変化を示すグラフの一例であり、計測器工業製のイーブネステス
ター「ＫＥＴ８０－Ｃ」で糸長手方向の糸の質量変動を測定し、得られたもののチャート
である。
　本発明で用いる熱可塑性マルチフィラメント糸は、質量変動の平均値を示す中間色染色
部に該当するチャート部分：ｂを介して、質量変動の平均値よりも大きい濃色染色部に該
当するチャート部分：ａの前後に質量変動の平均値よりも小さい淡色染色部に該当するチ
ャート部分：ｃが存在していることを示す特徴のあるチャート形態を示す。
【０００８】
本発明の流体複合加工糸を構成する糸の長さ方向に繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラ
メント糸を構成するフィラメントは、各濃、中、淡色の染色部内では実質的に一様な太さ
（繊度）であることが必要であり、マルチフィラメント糸を構成する単繊維の太さ（繊度
）が一様でない場合には各染色部内で染色斑が生じ、濃色染色部と中間色染色部と淡色染
色部が織編物表面で渾然一体に見えてしまい本発明の目的を達成しない。
【０００９】
　本発明の流体複合加工糸は、流体処理を施されているために、交絡部及び、毛羽及び／
又はループを形成しており、ふくらみ感やソフト感を有し、梳毛調の風合を発現させるこ
とも可能である。特に糸長手方向に、交絡部が５～１５０個／ｍ、及び、毛羽及び／又は
ループが５０～１０００個／ｍ、のうちの少なくとも一方を満たしていると、より好まし
いふくらみ感やソフト感を併せ持つ流体複合加工糸を得ることができる。
【００１０】
又、本発明の流体複合加工糸において、そのフィラメント糸の一部又は全てに仮撚捲縮が
付与されていると、布帛としたときに仮撚捲縮によるふくらみ感、ソフト感といった風合
を付与することが可能となり、より好ましいものとなる。
【００１１】
本発明の流体複合加工糸を構成する糸長手方向に繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラメ
ント糸は、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポリプロピレン、ポリトリメチレン
テレフタレート、アクリロニトリル系重合体等の熱可塑性樹脂からなる合成繊維であれば
特に限定されるものではなく、使用用途や必要な糸物性等を考慮して適宜選択する。又、
共重合系熱可塑性樹脂からなる合成繊維、或いはサイドバイサイド型や芯鞘型等に複合紡
糸された合成繊維であってもよい。
なお、熱可塑性フィラメント糸には、酸化チタン、導電性物質、酸化防止剤、耐候剤、帯
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電防止剤等の他成分が含有されていても特に問題はなく、本発明の目的である染色意匠効
果に他の機能効果が付与され、実用的により好ましいものとなる。更に構成フィラメント
の断面も特に限定されるものではなく、多角形断面糸、多葉型断面糸、扁平断面糸、凹凸
糸や中空糸等を用いることができ、目的とする織編物の風合や光沢、外観等を考慮して適
宜決定する。
【００１２】
一方、本発明の流体複合加工糸を構成する糸長手方向に繊度差を設けた熱可塑性マルチフ
ィラメント糸に複合する他のフィラメント糸としては、特に限定するものではなく天然繊
維、上述の熱可塑性樹脂からなる合成繊維等やアセテート繊維等セルロース系繊維の何れ
でもよく、又、そのフィラメント糸の断面形態、フィラメント糸の側面形態も限定されず
、更に、マルチフィラメント糸、モノフィラメント糸の何れであってもよく、目的とする
織編物の風合や光沢、外観等を考慮して決定する。
【００１３】
更に、本発明の流体複合加工糸はその形態は特に限定されることはなく、追撚糸であって
もよい。
【００１４】
本発明の流体複合加工糸を構成する糸長手方向に繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラメ
ント糸において、濃色染色部及び淡色染色部の平均長さは特に限定されるものではないが
、濃色染色部の平均長さは１～５０ｃｍの範囲が好ましく、３～３０ｃｍに設定すると更
に好ましい。又、淡色染色部の平均長さは０．５～４０ｃｍの範囲が好ましく、２～２５
ｃｍの範囲に設定すると更に好ましい。又、濃色染色部の平均長さが淡色染色部の平均長
さより大であると濃色染色部と淡色染色部の視覚的な濃度差が強調され好ましい。
【００１５】
又、その中間色染色部の長さや糸長手方向の占有率は、目的とする染色意匠効果等を考慮
して適宜設定すればよいが、中間色染色部の長さは０．０５～１０ｍが好ましく、０．１
～５ｍに設定すると更に好ましい。糸長手方向における中間色染色部の占有率は５０～９
９．５％が好ましく、更に好ましくは６５．０～９５．０％に設定すると、染色意匠効果
に特に効果のある淡色染色部～濃色染色部～淡色染色部で構成された染色部群が効果的に
配置されて、より好ましい染色意匠効果を得ることができる。
【００１６】
次に本発明の流体複合加工糸の製造方法について説明する。図３は本発明に使用する装置
の一例を示すものである。
熱可塑性高配向未延伸マルチフィラメント糸４を、フィードローラー９及びフィードロー
ラー１０の間で、間歇的にピンヒータ６に接触させながら延伸して繊度差を形成させ、フ
ィードローラー１０と引き取りローラー１３の間で、フィードローラー１１により供給さ
れた他の繊維であるフィラメント糸５と、流体複合加工処理装置１２を用いて流体複合処
理を施し、ガイド１４を介して、巻取装置１５にて巻き取る。なお、ピンヒータ６を間歇
的に熱可塑性高配向未延伸マルチフィラメント糸に接触させる方法は特に限定されるもの
ではないが、図３の例では、コンピュータ８等を含む装置で稼動条件を制御されたエアシ
リンダ７を用いて、ピンヒータに接触あるいは非接触処理を行う。
【００１７】
本発明の製造方法で用いられる熱可塑性高配向未延伸マルチフィラメント糸としては、前
述したポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポリプロピレン、ポリトリメチレンテレ
フタレート、アクリロニトリル系重合体等の熱可塑性樹脂からなる高配向未延伸マルチフ
ィラメント糸であれば特に限定されるものではない。例えば、複屈折率が２０×１０-3～
８０×１０-3のポリエチレンテレフタレートを主成分とした熱可塑性高配向未延伸マルチ
フィラメント糸等を好ましく用いることができる。
【００１８】
本発明の製造方法において、フィードローラー９とフィードローラー１０で設定された設
定延伸倍率及びピンヒータ６の設定温度は、濃色染色部、中間色染色部及び淡色染色部の
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形成並びに相対的な染色意匠効果の程度に重大な影響を与える条件であり、一定の延伸条
件下で適正な温度のピンヒータ６に間歇的に接触処理／非接触処理を施して熱可塑性高配
向未延伸マルチフィラメント糸の可塑化状態を瞬間的に変化させることによって、構成フ
ィラメントが一様に太い濃色染色部、構成フィラメントが一様に細い淡色染色部、及び構
成フィラメントが中間の太さを有する中間色染色部を有し、且つ、濃色染色部の前後に淡
色染色部が存在した糸長手方向に繊度差を有した熱可塑性マルチフィラメント糸を得るこ
とが可能となる。
【００１９】
本発明の製造方法におけるピンヒータ６の接触領域の設定延伸倍率は１．０５～１．８０
の範囲が好ましく、１．２～１．６５倍の範囲に設定すると更に好ましい。ピンヒータ６
の設定温度は、１４０～２５０℃の範囲が好ましく、１６０～２３０℃の範囲に設定する
と更に好ましい。延伸倍率が１．０５倍未満であると糸を延伸する応力が低いためにピン
ヒータ６に間歇的に接触したとしても繊度変化、すなわち、染色意匠効果は得られないも
のとなり、１．８０倍を超えると糸全体が一様に延伸されてしまうために繊度変化は得ら
れなくなる。一方、設定温度が１４０℃未満であると比較的低温であるために熱可塑性高
配向未延伸マルチフィラメント糸の可塑化状態を瞬間的に変化させることが困難となり、
従来の濃、中、淡色形成糸の如く濃色染色部と淡色染色部と中間色染色部がランダムに形
成されてしまい本発明の目的である染色意匠効果が得られなくなり、２５０℃を超えると
単純なシックアンドシン糸となって濃、中、淡色の３種類の染色部を形成することが困難
となる。
【００２０】
本発明の流体複合加工糸の流体複合処理に使用される流体複合処理装置としては特に限定
するものではなく、流体攪乱ノズル、インターレースノズル等の公知のものでよく、又、
流体複合処理時の流体圧力は、交絡状態や糸質維持等を考慮して適宜設定可能であり、目
的とする織編物の風合や光沢、外観等を考慮して決定すればよい。
【００２１】
又、繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラメント糸の染色意匠効果をより効果的に発現さ
せるためには、流体複合処理の前又は後で熱緩和処理を施すことも好ましく、熱緩和処理
を実施する場合には緩和率３～３０％の条件下が好ましく、７～２５％に設定すると更に
好ましい。緩和率が３％未満の場合には、殆ど熱緩和の効果が得られず、又、３０％以上
にすると糸たるみが発生して処理工程が不安定になる。なお、熱緩和処理時の温度は特に
限定されず、繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラメント糸の糸物性により適宜設定する
。例えば、ポリエステル高配向未延伸糸を用いた場合には、熱板ヒータ等を用い、１５０
～２２０℃の範囲に設定する。又、加熱装置の種類は特に限定されるものではなく、熱板
ヒータ等の公知の加熱装置を用いればよい。図４に流体複合加工処理に先立って熱緩和処
理を施す場合の工程図を掲げた。
【００２２】
更に、本発明の流体複合加工糸の製造方法において、流体複合加工糸にふくらみ感やソフ
ト感などの風合を付与するために、流体複合処理の前又は後に仮撚捲縮加工を施すことも
好ましく、仮撚捲縮加工を施す場合の仮撚加撚張力は、繊度当たりの加撚張力０．０２～
０．１８ｃＮが好ましく、０．０４～０．１２ｃＮの範囲に設定すると更に好ましい。加
撚張力が０．０２ｃＮ未満では仮撚張力不足のため、仮撚施撚体上部のバルーニング大き
くなり加工性が不安定となる。又、０．１８ｃＮを超えると形成された糸全体が一様に延
伸されてしまうため、繊度差を有する熱可塑性マルチフィラメント糸も延伸され、染色意
匠効果が消失或いは不十分なものとなってしまう。図５に流体複合処理の前に仮撚捲縮加
工を施す場合の工程図を例示した。
【００２３】
本発明の流体複合加工糸を含む織編物は、その混率並びに織編物組織を、目的の風合や製
品外観が得られる範囲で決定すればよい。又、本発明の流体複合加工糸単独からなる織編
物、又は該加工糸と他繊維との合撚糸からなる織編物、該加工糸を織編物の一部に用いた
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織編物でもよく、本発明の流体複合加工糸の効果が得られる範囲内で種々の織編物を得る
ことが可能である。
【００２４】
【実施例】
以下に本発明の実施例をあげて更に具体的に説明する。
実施例で得た流体複合加工糸の評価は次のようにして行った。
得られた流体複合加工糸を、１６ゲージの一口通編み機で製編し、この筒編地を常法によ
り精練、分散可染糸を染色する場合には分散染料を、カチオン可染糸を使用する場合には
カチオン染料を使用して染色後、目視にて染色意匠性の評価を行った。
なお、精練は適当な精練剤等を用いて７０℃で１５分間処理を行った。
次に染色条件を示す。
使用染料
分散染料：Ｔｅｒａｓｉｌ　Ｎａｖｙ　Ｂｌｕｅ　（日本チバガイギー社製）
カチオン染料：Ｃａｔｈｉｌｏｎ　ｂｌｕｅ　Ｋ－ＧＬＨ　（保土ケ谷化学社製）
染料濃度（質量％）：１．０％（筒編地質量に対して）
染色助剤：Ｕｌｔｒａ　ＭＴ－Ｎ２　（大和化学工業社製）０．５ｇ／Ｌ（染浴容積に対
して）
浴比　　１：３０
処理（温度、時間）　　１２０℃×３０分
流体複合加工糸における濃、中、淡色染色部の染色意匠性を持つ熱可塑性マルチフィラメ
ント糸における各染色部の長さの測定
上記手法にて得られた編地をほどいて、一端を固定し、他端に０．１ｇ／ｄｔｅｘの荷重
をかけて、各部分の長さをそれぞれ１０箇所測定して平均値を算出した。
糸長手方向の交絡部及び、毛羽及び／又はループの個数の測定
得られた流体複合加工糸の一端を固定し、他端に０．１ｇ／ｄｔｅｘの荷重をかけて、目
視にて１ｍ当たりの個数を５回測定した平均値を算出した。
【００２５】
（実施例１）
図３に示した工程図の装置を用い、熱可塑性高配向未延伸マルチフィラメント糸４として
ポリエステル高配向未延伸マルチフィラメント糸（複屈折率４２×１０-3、セミダル１３
５ｄｔｅｘ、３６フィラメント）を用いて、フィードローラー９、１０間のピンヒータ６
接触領域の設定延伸倍率１．５０倍、ピンヒータ６の温度２００℃、コンピュータ８から
指示されるエアシリンダ７の上下動（矢印）による（以下、各実施例で同じ。）ピンヒー
タ６への糸接触／非接触時間のランダム変動値０．５３～０．９３秒／０．０２～０．０
５秒の条件下で繊度差を形成し、他のフィラメント糸５としてジアセテートマルチフィラ
メント糸（ブライト８４ｄｔｅｘ、２１フィラメント）と共にフィードローラー１１で流
体複合処理装置１２へ供給した。なお、流体複合処理装置１２としてはエア交絡ノズルを
用い、エア圧力０．３ＭＰａ、流体複合処理時のオーバーフィード率を、繊度差を有する
ポリエステル高配向未延伸マルチフィラメント糸は１．５％、ジアセテートマルチフィラ
メント糸は０．５％に設定し、加工速度４００ｍ／分の条件において、引き取りローラー
１３よりガイド１４を経て巻取装置１５にて巻取りを行った。
【００２６】
得られた流体複合加工糸は、濃色染色部の前後に淡色染色部が配置された意匠効果の高い
濃、中、淡色染色意匠効果が得られ、ふくらみ感やソフト感のあるものであった。
得られた加工糸を構成する繊度差を有する熱可塑性マルチフィラメント糸の各染色部の長
さを測定、評価したところ、濃色染色部平均長さは５．７ｃｍ、淡色染色部平均長さ４．
９ｃｍ、中間色染色部の長さが０．９ｍ～１．６ｍ、糸長手方向の中間色染色部占有率が
９６．２％であった。又、糸長手方向に交絡部を５７個／ｍ、ループ及び／又は毛羽は０
個／ｍであった。
【００２７】
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（実施例２）
図４の装置を用い、熱可塑性高配向未延伸ポリエステルマルチフィラメント糸（複屈折率
４２×１０-3、セミダル９０ｄｔｅｘ、３６フィラメント）４を用いて、ピンヒータ６の
接触領域の設定延伸倍率１．５０倍、ピンヒータ６の温度２００℃、ピンヒータ６への糸
接触／非接触時間のランダム変動値０．２７～０．４８秒／０．０４～０．０９秒の条件
下で繊度差を形成し、熱板ヒータ１８の温度１９０℃、熱板ヒータでの緩和率１０％にて
熱緩和処理を行い、流体複合処理装置１２に供給した。他のフィラメント糸５として熱収
縮性能に差を有するポリマーを張り合わせ紡糸したポリエステルサイドバイサイド型コン
ジュゲート糸（セミダル５６ｄｔｅｘ、１２フィラメント）をフィードローラー２０を経
て上記繊度差を設けた熱可塑性フィラメント糸と共に流体複合処理装置１２へ供給した。
なお、流体複合処理装置１２としてエア交絡ノズルを用い、流体圧力０．３ＭＰａ、流体
複合処理のオーバーフィード率を繊度差を有するポリエステル高配向未延伸マルチフィラ
メント糸４は１．０％、ポリエステルサイドバイサイド型コンジュゲート糸５は０．５％
、加工速度４００ｍ／分の条件において流体複合加工して引き取りローラー２１よりガイ
ド２２を経て巻取装置１５にて巻取りを行った。
【００２８】
得られた加工糸は構成フィラメントが一様に太い濃色染色部、構成フィラメントが一様に
細い淡色染色部、及び、構成フィラメントが中間の太さを有する中間色染色部を有し、且
つ、濃色染色部の前後に淡色染色部が存在した染色意匠性を有していた。
この加工糸の各染色部の長さを測定、評価したところ、濃色染色部の平均長さは６．９ｃ
ｍ、淡色染色部の平均長さは３．１ｃｍ、中間色染色部の長さが０．６ｍ～１．７ｍ、糸
長手方向の中間色染色部占有率が９１．２％であった。又、糸長手方向に交絡部を６２個
／ｍ、ループ及び／又は毛羽は０個／ｍであった。
【００２９】
（実施例３）
　図５に示した装置を用い、熱可塑性高配向未延伸マルチフィラメント糸４としてカチオ
ン可染ポリエステル高配向未延伸マルチフィラメント糸（複屈折率４８×１０-3、セミダ
ル１２２ｄｔｅｘ、３６フィラメント）を用いて、フィードローラー間（２３～２４）の
延伸倍率１．５０倍、ピンヒータ６の温度２３０℃、ピンヒータ６への糸接触／非接触時
間のランダム変動値０．２５～０．５０秒／０．０６～０．１０秒、続いてこのカチオン
可染ポリエステルポリエステル高配向未延伸マルチフィラメント糸４と他のフィラメント
糸５としてカチオン可染ポリエステルマルチフィラメント糸（セミダル５６ｄｔｅｘ、２
４フィラメント）をフィードローラー２４に引揃え導入し、ガイド２５を介して、加工速
度２００ｍ／分（デリベリーローラー換算）、仮撚施撚体２７の回転数（仮撚方向：Ｚ）
２４００Ｔ／ｍ、上部熱板ヒータ２６の温度１６０℃、下部熱板ヒータ２９の温度１８０
℃、上部ヒータ２６と仮撚施撚体２７間の仮撚加撚張力０．１ｃＮ、仮撚後の熱セット時
の緩和率１２％で、その後エア交絡ノズル１２のエア圧力０．４ＭＰａ、流体複合時のオ
ーバーフィード率を５％で流体複合加工し、引き取りローラー３１から巻取装置３２にて
巻取りを行った。
【００３０】
得られた加工糸を前記カチオン染料を用い評価を行ったところ、構成フィラメントが一様
に太い濃色染色部、構成フィラメントが一様に細い淡色染色部、及び、構成フィラメント
が中間の太さを有する中間色染色部を有し、且つ、濃色染色部の前後に淡色染色部が存在
した染色意匠性を有していた。
得られた加工糸の各染色部の長さを測定、評価したところ、濃色染色部の平均長さは２３
．２ｃｍ、淡色染色部の平均長さは９．１ｃｍ、中間色染色部の長さが０．７ｍ～１．４
ｍ、糸長手方向の中間色染色部の占有率が７２．８％であった。又、糸長手方向に交絡部
を１個／ｍ、ループ及び／又は毛羽は４７８個／ｍであった。
【００３１】
（比較例１）
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ピンヒータ間歇接触時のピンヒータ６の温度を１２５℃とする以外は実施例１と同様条件
で加工を行い、得られた加工糸の評価を行ったところ、濃色染色部と淡色染色部と中間色
染色部がランダムに形成された布帛表面となり、染色濃度差が渾然一体となった染色意匠
効果の乏しいものであった。
【００３２】
（比較例２）
ピンヒータ間歇接触時のピンヒータ６の温度を２６０℃とする以外は実施例１と同様条件
で加工を行い、得られた加工糸の評価を行ったところ、濃、淡色染色効果を発現する従来
のシックアンドシン糸を用いた布帛と同様の染色意匠効果が得られるのみであった。
【００３３】
（比較例３）
ピンヒータ６の接触領域の設定延伸倍率を１．００倍とする以外は実施例１と同様条件で
加工を行い、得られた加工糸の評価を行ったところ、糸長手方向に染色濃度差が認められ
ず、布帛表面に染色意匠効果の乏しいものとなった。
【００３４】
（比較例４）
ピンヒータ６の接触領域の設定延伸倍率を２．００倍とする以外は実施例１と同様条件で
加工を行い、得られた加工糸の評価を行ったところ、糸長手方向に染色濃度差が認められ
ず、布帛表面に染色意匠効果の乏しいものであった。
【００３５】
（比較例５）
流体複合加工を実施しない以外は実施例１と同様条件で加工を行ったが、後工程通過性が
悪く、製編不可能で評価は行えなかった。
【００３６】
【発明の効果】
本発明の流体複合加工糸は、濃色染色部、中間色染色部、淡色染色部が効果的に発揮され
るとともに、ふくらみ感やソフト感といった風合を織編物に付与することが可能な流体複
合加工糸及び該流体複合加工糸を含む織編物であって、優れた染色意匠効果に富み、良好
な風合を兼備し、衣料用織編物として甚だ好適なものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の流体複合加工糸を構成する繊度差を有する熱可塑性マルチフィラメント
糸の糸形態の模式的な一例を示す。
【図２】本発明の流体複合加工糸に含まれる繊度差を有する熱可塑性マルチフィラメント
糸の糸長手方向における太さ変化を示すグラフの一例を示すものである。
【図３】本発明の流体複合加工糸の製造方法の一例を示す工程図である。
【図４】　本発明の流体複合加工糸の製造において繊度差を設けた熱可塑性マルチフィラ
メントを緩和処理する他の製造方法の一例を示す工程図である。
【図５】本発明の流体複合加工糸として仮撚捲縮加工を施した糸を流体複合加工する製造
方法の一例を示す工程図である。
【符号の説明】
１，ａ　　　濃色染色部
２，ｂ　　　中間色染色部
３，ｃ　　　淡色染色部
４　　　熱可塑性高配向未延伸マルチフィラメント糸
５　　　他のフィラメント糸
６　　　ピンヒータ
７　　　エアシリンダ
８　　　コンピュータ
９，１０，１１，１６，１７，１９，２０，２３，２４，２８，３０
フィードローラー
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１２　　　流体複合処理装置
１３，２１，３１　　　引き取りローラー
１４，２２，２５　　　ガイド
１５，３２　　　巻取装置
１８，２６，２９　　　熱板ヒータ
２７　　　仮撚施撚体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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