
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　日光を遮断し、かつ防水および撥水のための遮光織物であって、
高バルキーなテクスチャー加工されたポリエステルフィラメント糸で、高密度に製織され
た後に、該織物の内面および外面が均一にポリテトラフルオロエチレンコーティング溶液
で処理される遮光織物

。
【請求項２】
　前記コーティング溶液がメラミン樹脂溶液をさらに含有する請求項１記載の遮光織物。

【請求項３】
　遮光織物の製造方法であって、
ポリエステルフィラメント糸を紡糸してテクスチャー加工する工程；
前記テクスチャー加工されたポリエステルフィラメント糸を糊付し、製織する工程；
製織された織物をポリテトラフルオロエチレンコーティング溶液で処理する工程；
を含む遮光織物の製造方法

。
【請求項４】
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であって、さらに前記ポリエステルフィラメント糸に用いられる原
料樹脂溶液が、押出し紡糸工程において紡糸前に、染料または顔料で染色される遮光織物

　

であって、さらに、前記ポリエステルフィラメント糸に用いら
れる原料樹脂溶液が、押出し紡糸工程において紡糸前に、染料または顔料で染色される工
程を含む遮光織物の製造方法



　前記コーティング溶液がメラミン樹脂溶液をさらに含有する請求項 記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は遮光織物およびその製造方法に関し、より詳細には日光耐性および耐変色性に優
れた遮光織物およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
遮光織物は、米国および多くのヨーロッパ諸国では光線を遮断するために、そして、外部
の周囲雰囲気を考慮して屋外遮光スクリーンまたはカーテン、およびパラソル用生地とし
て長い間使用されている。最近、韓国においては、大都市で、そのような遮光カーテンが
、高級レストランやコーヒーショップのような娯楽ビジネス施設の建物の外部一面に設置
されて、建物内部への日光を遮断し、かつ雨や雪も防ぎ、種々の独特な色相と形態を現す
ことで、他企業との視覚的な差別効果を付与することができ、その企業に対する認識を強
く消費者に伝達する広告効果も兼ねるために多く用いられている。
【０００３】
遮光織物は、主として建物の外部に設置されるため、長期間少なくとも５年間は日光によ
って変色や脱色されないものでなければならなく、丈夫で耐候性に優れなければならない
。また、所望の程度の自然な屈曲のために一定の硬度を有しなければならなく、軽いなが
らも堅固でなければならない。
【０００４】
よって、丈夫な天然麻織物の厚地織物が最初用いられていたが、その場合、重量が重く多
様な色を出し難いのみならず、日光により容易に変色や脱色され、耐候性および耐久性が
劣るという欠点があるため、麻織物は合成繊維で代替された。
【０００５】
さらに、前記のとおり、単純な日光遮断目的のために用いられていた以前とは異なり、最
近では、遮光織物製の遮光スクリーンまたはカーテンが設置された店で提供するサービス
や商品の質を示す商標としての機能がもっと要求されている。そのため、その遮光織物製
品自体の品質にも多くの考慮を傾注しており、高級なイメージを創出することができるよ
うに合成繊維のなかでも染色が容易で主にステープル糸（ｓｔａｐｌｅ　ｙａｒｎ）に製
造されるアクリル繊維が遮光織物として多く用いられている。
【０００６】
アクリル繊維製の織物は、重量が天然麻織物より軽いながらも強度も優れ、外観が単調で
はなく、触感とドレープ（ｄｒａｐｅ）性に優れるため、高級な雰囲気を演出することが
でき、色相も他の合成繊維とは異なり、種々の色に染色することができるので、これまで
に多く用いられている。
【０００７】
しかし、アクリル繊維製の遮光織物の場合、何よりも単価が高いため広く普及するには限
界があった。
【０００８】
【特許文献１】
特開平６－２４０２号公報
【特許文献２】
米国特許第５３１６６０８号明細書
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような遮光織物における問題点を認識したうえで、アクリル繊維製の織物
のような雰囲気を演出しながらも値段を安価にすることができる遮光織物を開発するため
に意図されたもので、アクリル繊維よりも強度および引張強度に優れ、かつ日光耐性およ
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び耐変色性に優れた遮光織物である。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
すなわち、本発明によれば、既存の遮光織物として避けられたポリエステルフィラメント
糸を、特殊加工処理して独特な雰囲気を演出するよう開発することにより、アクリル繊維
よりも日光耐性、耐変色性、耐候性および撥水性に優れ、そして、基本的な物性において
もアクリル繊維にはみられなかった優れた強度、引張強度、硬度、ドレープ性を具備した
耐久性の優れた遮光織物を製造することができる。
【００１１】
　本発明は、日光を遮断し、かつ防水および撥水のための遮光織物であって、
高バルキー（ｂｕｌｋｙ）なテクスチャー加工された（ｔｅｘｔｕｒｉｚｅｄ）ポリエス
テルフィラメント糸で、高密度に製織された後に、該織物の内面および外面が均一にポリ
テトラフルオロエチレンコーティング溶液で処理される遮光織物

に関する。
【００１２】
　前記コーティング溶液がメラミン樹脂溶液をさらに含有することが好ましい。
【００１３】
　本発明はまた、遮光織物の製造方法であって、
ポリエステルフィラメント糸を紡糸してテクスチャー加工する工程；
前記テクスチャー加工されたポリエステルフィラメント糸を糊付し（ｓｉｚｉｎｇ）、製
織する工程；
製織された織物をポリテトラフルオロエチレンコーティング溶液で処理する工程；
を含む遮光織物の製造方法

に関する。
【００１４】
前記コーティング溶液がメラミン樹脂溶液をさらに含有することが好ましい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明によれば、高バルキーなテクスチャー加工されたポリエステルフィラメント糸で、
高密度に製織された後に、織物の内面および外面を均一にポリテトラフルオロエチレンコ
ーティング溶液で処理することによって製造される遮光織物は、染色のバランスならびに
耐変色性および日光耐性がかなり高いため、日光による変色と脱色がなく、耐候性および
耐久性ならびに撥水性に優れるため、ヨット用カバー、日除けスクリーンなどとして、日
光を遮断し雨や雪を防ぐことができる。
【００１７】
また、本発明にしたがう遮光織物の製造方法は、
ポリエステルフィラメント糸を紡糸してテクスチャー加工する工程；
前記テクスチャー加工されたポリエステルフィラメント糸を糊付し、製織する工程；
製織された織物をポリテトラフルオロエチレン含有コーティング溶液で処理する工程；
を含む。
【００１８】
前記加工工程において、前記コーティング溶液にメラミン樹脂がさらに含有される場合、
製織された織物の触感を向上させることができ、前記ポリテトラフルオロエチレンとの相
乗作用により遮光織物として要求される物性をより一層向上させる利点がある。
【００１９】
さらに、前記遮光織物は通常と同様に先染または後染することができ、特にフィラメント
への押出し紡糸の際に、原液樹脂溶液の段階で染色することができる。その結果、織物の
内面および外面が均一に染色されて、耐候性ならびに耐光性および耐変色性を含む優れた
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であって、さらに、前記ポリエステルフィラメント糸に用いら
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耐久性を有することになる。
【００２０】
本発明にしたがう遮光織物用ポリエステルフィラメント糸は、多価塩基酸またはその誘導
体と、多価アルコールとの重縮合による高分子化合物（たとえば、周知のＴｅｔｏｒｏｎ
、ＴｅｒｙｌｅｎｅまたはＤａｃｒｏｎという商品名のテレフタル酸ジメチルとエチレン
グリコールの通常のポリエチレンテレフタレート；テレフタル酸ジメチルと１，４－シク
ロヘキサンジメタノールの重縮合物であるＫｏｄｅｌ（商品名）（米国イーストマンケミ
カル社製）；テレフタル酸ジメチル／イソフタル酸メチルとエチレングリコールの混合エ
ステル型重縮合物であるＶｙｃｒｏｎ（商品名）（米国ノースアメリカンレイオン社製）
、その他の高分子化合物）からなる。
【００２１】
本発明の一態様によれば、このようなポリエステルフィラメント糸はエアーテクスチャー
工程（ａｉｒ‐ｔｅｘｔｕｒｉｚｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）に供される。その工程におい
て、フィラメント糸は圧縮空気に露出されて、その滑らかな表面周囲が、空気および水と
摩擦することにより、その表面にコイル（ｃｏｉｌ）、カール（ｃｕｒｌ）、クリンプ（
ｃｒｉｍｐ）、ループ（ｌｏｏｐ）などの毛羽が立つようになる。
【００２２】
すなわち、それぞれの巻糸軸架（ｃｒｅｅｌ）に巻き取られている前記ポリエステルフィ
ラメント糸の多数の糸筋が同時に解糸されながら、一つのノズルを通過して互いに合わせ
た後に、高圧空気に露出されてその表面が高圧空気との摩擦により傷が生じ掻かれて裂け
ることにより、その表面に多数の小さい毛羽が生成されてバルキー性（ｂｕｌｋｙ　ｐｒ
ｏｐｅｒｔｙ）が大きくなり紡績糸のような外観を有するようになる。
【００２３】
この工程中ノズルを通じてポリエステルフィラメント糸の表面に水を供給すると、静電気
の発生を防ぐことができ、かつフィラメント糸の表面をやや湿潤にして摩擦効果を高める
ことができるため、所定量の水を一定に供給してやるのが望ましい。
【００２４】
本発明による遮光織物は、非常に緻密に織られて、それ自体がある程度の防水機能を具備
するようになる。さらに、この製織物はポリテトラフルオロエチレンを主にして構成され
たコーティング溶液で処理されることにより、撥水性と遮光特性が向上される。前記ポリ
テトラフルオロエチレンは、処理される織物の量によって多少異なるが、水１００Ｌに３
～９重量％の量で添加するのが望ましい。前記量の下限より少ない場合、撥水効果および
遮光特性が微弱であり、前記量の上限を超える場合、処理の費用が多くなり好ましくない
。また、この際、メラミン樹脂が水１００Ｌに５～１２重量％の割合で触媒とともに前記
コーティング溶液に追加され適用される場合、硬度をより細密に調整することができる。
その適用量が前記量の下限より少ない場合、所望の硬度が得られなく、前記量の上限を超
える場合、製織物の表面が固くなり過ぎるため、前記範囲内で添加しなければならない。
すなわち、メラミン樹脂を添加する主な目的は、製造された織物の触感をより固くするた
めのものであるが、メラミン樹脂は本発明の遮光織物に特徴を付与する前記ポリテトラフ
ルオロエチレンと共に作用して防水性および撥水性、耐光性、耐候性および耐熱性を高め
、耐薬品性と光沢を上昇させる効果があるため、遮光織物として最適の作用効果を発揮す
るに一助する。
【００２５】
また、本発明による遮光織物の染色方法とこれに適用される染料および顔料は、特別なも
のは要求されず、通常のポリエステル繊維への適用と同一にされるが、日光および高温に
も充分に耐える耐変色性に優れた染料と染法が適用されるのが望ましい。すなわち、製造
工程のうち通常の方式のとおり、必要によって前記ポリエステルフィラメント糸がテクス
チャー加工された後、ただちに染色される先染方式とポリエステルフィラメント糸がテク
スチャー工程を経た後に製織されて染色される後染方式により均一に染色される。
【００２６】
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しかも、本発明による遮光織物の場合、エステル系重合体の原液を押出して紡糸する際に
、押出し機に顔料や染料を添加してこれら着色料をフィラメントと均一に混合するように
して紡糸することによって均一に染色する原液着色方式を採択することもできる。この場
合、ポリエステルフィラメント糸の内面および外面が全体的に同一の分布で均一に染色さ
れ得るため、その後に遮光織物がテントなどに用いられた場合、耐変色性により優れ、耐
候性も向上するため、原液着色方式で彩色されるのが最も望ましい。
【００２７】
【実施例】
以下、本発明による遮光織物およびその製造方法の特徴をより容易に理解し得るように実
施例をあげて説明する。しかし、この実施例は単に本発明の理解を助けるためのものであ
って、本発明の精神および特許請求の範囲に記載された範囲内でその変更および改変が可
能であるのは、発明の属する技術分野において通常の知識を有するものであればただちに
理解し得る。
【００２８】
実施例１
１００Ｄ（デニール）のポリエステルフィラメント糸（東洋ナイロン社（Ｄｏｎｇ　Ｙａ
ｎｇ　Ｎｙｌｏｎ　Ｃｏ．，）（韓国）製）５糸筋を、それぞれの巻糸軸架から同時に解
糸しながらエアーテクスチャー加工機のノズルに導入した。導入したポリエステルフィラ
メント糸を合わせて、１糸筋にしながら前進させた。そして、その前進させる過程中に滑
らかなフィラメントの表面を、ノズルの一側から供給した高圧空気と水によりその表面を
やや湿潤にすることによって、圧縮空気との摩擦によりその周囲に多くの傷を生じさせた
。これによって、フィラメント糸筋の表面の傷から、多数の良質のカールやループなどを
形成して、表面全体に毛羽を多く形成した。その結果、単糸は５４０Ｄを上回るようにな
った。その外観容積がかなり増大することにより豊かな感じの紡績糸のような形状になっ
た。
【００２９】
このようにして作製したテクスチャー加工糸に糊付けした後、２本の糸筋を縦糸と横糸に
使用して、非常に緻密な製織物を形成した。その形成した生地を、通常の方式通り染色し
た後に水洗し、テフロン（登録商標）と水とを０．０６：１の割合で混合したコーティン
グ溶液に浸漬した後、テンターに張って（ｔｅｎｔｅｒｉｎｇ）乾燥し、最後に巻き取っ
た。
【００３０】
得られた織物を、一定条件下で耐候性、引張強度、撥水性および弾力性などの各種物性な
らびに耐変色性および日光耐性をそれぞれ試験した。その結果、遮光織物としての基準を
かなり上回るほどに優秀であった。
【００３１】
実施例２
テフロン（登録商標）と水とを０．０６：１の割合で混合した実施例１と同一のコーティ
ング溶液に、３５％濃度のメラミン樹脂溶液を、処理液１：０．０８の割合で一定量さら
に加えた以外は、実施例１と同一の手順にしたがって遮光織物を製造した。
【００３２】
得られた織物を、実施例１と同一の方法で試験した。その結果、実施例１における遮光織
物より日光耐性と撥水性が優れた。よって、メラミン樹脂でさらに処理するのが遮光織物
としてより望ましいことを見出した。
【００３３】
実施例３
ポリエステル溶融物を押出し紡糸する際に、顔料を紡糸原液が導入された押出し機のホッ
パーに添加して、均一に充分に混合した後に、フィラメントを紡糸した以外は、実施例１
と同一の方式で遮光織物を製造した。
【００３４】
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この遮光織物用生地を、実施例１と同一の方法で試験した。その結果、基本的な物性は実
施例１で得られた織物とほとんど同一であったが、染色のバランスならびに耐変色性およ
び日光耐性が、実施例１で得られた織物よりもいくらか優れていた。よって、原液着色の
場合、染色のバランスおよび耐性の面においてずっと優れていることを見出した。
【００３５】
【発明の効果】
以上のとおり、本発明によれば、何よりも触感と感じが優れた外観を有し、高級な雰囲気
を演出し得る遮光織物を、既存の他の織物よりずっと低廉な値段で製造することができる
。また、遮光織物において要求される重量、強度および引張強度と硬度が適合し、かつ防
水性、とくに撥水性に優れるため、遮光テントの下の熱い空気や湿気は上部に通過させな
がらも日光と雨や雪を遮断することができる。耐候性および耐久性が優れるため、ヨット
用カバー、屋外用遮光テント、カーテン、パラソルなどに適用される遮光織物として最適
に用いることができる。
【００３６】
さらに、最近の傾向に合わせて、種々の色相に染色が可能であり、その色相のバランスが
良いため消費者の視線を引くことができるように多彩に製造することができ、織物の内面
および外面が均一に染色されて耐変色性と日光耐性が優れることから、とくに屋外用広告
板の基本となる織物としても使用可能である。
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