
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方がポリトリメチレンテレフタレートを主体としたポリエステルである２種類のポリエ
ステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせた複合繊維フィ
ラメントであって、該フィラメントの単糸繊度が０．０５～１５デシテックスの範囲で混
繊されている混繊糸で構成され、平均伸長率が１０％以上、平均伸長回復率が７０％以上
であることを特徴とする織・編物。
【請求項２】
サイドバイサイド型複合繊維の混繊が紡糸混繊で製造されている特許請求の範囲第１項記
載の織・編物。
【請求項３】
単繊維繊度が太いフィラメントが中心部に、細いフィラメントが外層部に紡糸混繊で製造
されている請求項１または２記載の織・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、着用感が快適な高ソフトストレッチを有する織物または編物（本発明において
、これらを総称して「織・編物」という）に関するものである。
【０００２】
ポリエステルは、機械的特性をはじめさまざまな優れた特性を有しているため、幅広く展
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開されているが、近年のストレッチブームによりポリエステル系織・編物にもより優れた
ストレッチ性を付与することが望まれている。
【０００３】
ポリエステル系繊維にストレッチ性を付与する手段として、仮撚加工糸や、弾性繊維の混
用の他に、サイドバイサイド型複合繊維が種々提案されている。サイドバイサイド型複合
繊維は、仮撚加工糸のようなガサツキ、フカツキ感もなく、またポリウレタン系のような
弾性繊維の混用のように、風合いやドレープ性、染色性に劣るといった問題もない。
【０００４】
例えば、特公昭４４－２５０４号公報や特開平４－３０８２７１号公報には固有粘度差あ
るいは極限粘度差を有するポリエチレンテレフタレート（以下、ＰＥＴと略す）のサイド
バイサイド複合糸、特開平５－２９５６３４号公報には非共重合ＰＥＴとそれより高収縮
性の共重合ＰＥＴのサイドバイサイド複合糸が記載されている。このようなサイドバイサ
イド型複合繊維を用いれば、ある程度のストレッチ性のある糸を得ることはできるが、織
物にした際のストレッチ性が不充分となり、満足なストレッチ性織物が得られにくいとい
う問題があった。これは、上記したようなサイドバイサイド型複合糸は織物拘束中での捲
縮発現能力が低い、あるいは捲縮が外力によりヘタリ易いためである。サイドバイサイド
型複合糸はポリウレタン系繊維のように繊維自身の伸縮によるストレッチ性を利用してい
るのではなく、複合ポリマ間の収縮率差によって生じる３次元コイルの伸縮をストレッチ
性に利用している。このため、例えば、ポリマーの収縮が制限される織物拘束下で熱処理
を受けるとそのまま熱固定され、それ以上の収縮能を失うためコイルが十分に発現せず、
上記問題が発生するものと考えられる。
【０００５】
一方、従来のサイドバイサイド型複合繊維を用いた織物において、たとえある程度のスト
レッチ性を得ることができたとしても、風合いは必ずしも満足し得るものではないという
問題があった。特に薄地の織・編物では風合いが硬く、ドレープ性に欠けて婦人のブラウ
スやワンピースあるいは外衣、スポーツ用途においては全く満足するものではなかった。
【０００６】
これに対して、例えば構成糸の単繊維繊度を小さくすることが考えられるが、一様にタラ
タラした風合いとなり、反発性に乏しくシワになるという問題がある。また、光沢はピカ
ピカしたものとなり、優雅な光沢は得られない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、上述のような従来技術では得られなかった、着用時の快適性に優れた
高いストレッチ性と回復性を有し、かつソフトで腰がある風合いで、優雅な光沢を有する
ポリエステル系ストレッチ織・編物を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前記した課題を解決するため本発明のポリエステル系ストレッチ織物は、次の構成を有す
る。
【０００９】
すなわち、一方がポリトリメチレンテレフタレートを主体としたポリエステルである２種
類のポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせた複
合繊維フィラメントであって、該フィラメントの単繊維繊度が０．０５～１５デシテック
スの範囲で混繊されている混繊糸で構成され、平均伸長率が１０％以上、平均伸長回復率
が７０％以上であることを特徴とする織・編物である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、さらに詳しく本発明の織・編物について説明する。
【００１１】
本発明の織・編物には、ポリエステル系のサイドバイサイド型複合繊維を用いる。
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【００１２】
サイドバイサイド型の複合繊維は、固有粘度や共重合成分、共重合率等が異なる重合体を
貼り合わせ、それらの弾性回復特性や収縮特性の差によって、捲縮を発現するものである
。固有粘度差を有するサイドバイサイド型複合の場合、紡糸、延伸時に高固有粘度側に応
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
び織物の熱処理工程での熱収縮率差により高粘度側が大きく収縮し、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
言ってもよく、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。
【００１３】
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）、コイルの耐へたり性が良い（伸縮回
数に応じたコイルのへたり量が小さく、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）等で
ある。これらの要求を全て満足しつつ、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
とすることができる。
【００１４】
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性が要求される。
【００１５】
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ことを見出した。
【００１６】
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特性を
有しつつ、弾性回復性、伸長回復性が極めて優れている。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られる。
【００１７】
ここで、本発明においてＰＴＴとは、テレフタ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％以下、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などのジカルボン酸類、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など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、抗酸化剤としてヒンダードフェノール誘導体
、着色顔料などを添加してもよい。
【００１８】
また、低収縮成分（低粘度成分）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用いることができ、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
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あるＰＥＴが好ましい。
【００１９】
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。
【００２０】
本発明に用いられるサイドバイサイド型複合繊維の断面形状は、丸断面、三角断面、マル
チローバル断面、偏平断面、ダルマ型断面、Ｘ型断面その他の異形断面であってもよいが
、捲縮発現性と風合いのバランスから、丸断面の半円状サイドバイサイドや軽量、保温を
狙った中空サイドバイサイド、ドライ風合いを狙った三角断面サイドバイサイド等が好ま
しく用いられる。
【００２１】
また、本発明はかかる複合繊維のフィラメントの単繊維繊度差があるものを複数種類のも
とに混繊したものである。すなわち、従来の混繊しない繊度が均一なものはストレッチ性
、風合い、光沢が均一となり、単調であり、平凡なものしか得られない。ストレッチ性で
は太繊度のものはストレッチパワーは大きいが、風合いは硬くなる。また、細繊度のもの
は一様に風合いはペラペラし、張り、腰がなくなる、といった次第で、混繊する意義を有
するものである。
【００２２】
ここで、混繊する単繊維繊度としては本発明の効果をより発揮せしめ得る点で、０．０５
～１５デシテックスの範囲で混繊されていることが好ましい。０．０５デシテックス未満
では細すぎて風合い、染色性が低くなること、また、１５デシテックスを越えると風合い
がザラツいて、これらのバランスからいずれも好ましくないので、上述した範囲が最適で
ある。
【００２３】
かかる混繊糸の混繊本数（混繊グループ数）、繊度構成については特に限定されるもので
はないが、混繊本数は２～５者に混繊することが本発明の効果と紡糸がしやすい点から好
ましい。具体的には、例えば混繊が３者混の場合、１デシテックスのものが２０フィラメ
ント／３デシテックスのものが１０フィラメント／５デシテックスのものが４フィラメン
トなどとする。この場合は総繊度：７０デシテックス、３４フィラメント、平均単繊維繊
度：２．１デシテックス、繊度差倍率：１／３／５倍である。
【００２４】
これらの繊度構成はね所望とする風合いなどに応じて適宜変え得るものであるが、細繊度
のものはフィラメント数を多く、太細繊度のものはフィラメント数を少なくすることが風
合いとイラツキ（染色差、光沢差）を発生させないことから、好ましい。特に好ましい例
としては３者混で例示すると、０．７～１．２／１．５～４／５～１２デシテックスに、
また、フィラメント数は１５～４０／１４～６／５～２２フィラメントに混繊することが
好ましい。薄地の場合は、これらの混繊する総繊度を３０～８０デシテックスに、厚地の
場合は総繊度を９０～５００デシテックスに適宜設定する。
【００２５】
なお、５者混を越えると、均一な質感となり、平凡になってしまう傾向にあるので、好ま
しくない。
【００２６】
かかるフィラメントの混繊方法は紡糸混繊あるいは紡糸後混繊のいずれの方法でもよく、
限定されるものではないが、風合い、光沢、ストレッチパワーおよび製造効率などの観点
から、紡糸混繊法が好ましい。紡糸混繊では一つの口金からそれぞれの繊度が異なるフィ
ラメントがサイドバイサイドに張り合わせる方法で容易に製造することができる。これに
より、構造的に単繊維繊度の太いフィラメントが中心部に、細いフィラメントが外層部に
混繊、配列でき、表面がソフトで、張り腰のある風合い、マイルドな光沢、バランスの良
いストレッチ性が発現できるからである。
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【００２７】
なお、それぞれ単独糸を紡糸した後に糸加工で混繊する、いわゆる後混繊法では製造効率
から２～３者混はできるので、この場合は太繊度糸を芯糸に、細繊度を鞘糸にする、芯鞘
複合の加工糸にすることが好ましい。
【００２８】
次に紡糸後の糸形態としては、通常の方法にて３倍程度に延伸して延伸糸とするもの、あ
るいは半延伸して後で仮撚り加工する加工糸として用いることが品質面から好ましい。
【００２９】
また、薄地ではこのサイドバイサイド型複合繊維を実質的に無撚～甘撚りで用いることが
ストレッチ性と風合いから好ましい。実質的に無撚とは、製織、製編性を向上するために
糸に施す５００回／ｍ以下の甘撚であり、特に好ましくは、３００回／ｍ以下である。
【００３０】
厚地の場合は１０００～２０００回／ｍ程度に実撚を施すと大きなふくらみが発現するこ
とから、適用することが好ましい。
【００３１】
本発明にかかるポリエステル系ストレッチ織・編物は平均伸長率は１０％以上でかつ平均
伸長回復率は７０％以上のものである。織物の場合は、経緯の少なくとも一方向について
、織物伸長率が１０％以上である。織物伸長率とは、実施例中の測定方法にて定義される
ストレッチ性のパラメータである。織物伸長率が１０％未満である場合には、人体の運動
時の皮膚の伸縮に追随できず、満足の行く着心地のものが得られない。
【００３２】
また、本発明の織物は伸長回復率は７０％以上でなければならない。織物伸長回復率が７
０％未満である場合には、着用時に生地が回復せず、膝や肘部がたるみを惹起し、シワと
なり、好ましくない。なお、本発明でいう平均伸長率、回復率とは織物、編物のいずれの
場合も布帛の経、緯の平均値をいう。
【００３３】
本発明ではかかるサイドバイサイド型複合繊維を１００％使うことが好ましいが、他の繊
維と交織したり、交編しても構わないが、この場合は本複合繊維の混用率は２０％以上と
するものが本発明の効果が発揮されるので、好ましいことである。
【００３４】
また、他の繊維と合撚することや混繊することも何ら構わないものである。
【００３５】
次いで、得られた糸条を通常の方法で製織するが、薄地はウォータージェット、あるいは
エアージェットで、厚地はレピア織機で製織することがストレッチ性の安定性と品位から
適用することが好ましい。
編物では薄地はハイゲージで、厚地はローゲージで同様の利点から好ましく適用できる。
【００３６】
組織は限定するものではないが、織物ではストレッチ性から綾織、平織、二重織が好まし
く、編物ではスムース、天竺、モツクミラノリブが好ましい。
【００３７】
製織、製編後は通常のリラックス熱処理、アルカリ減量、中間セット、染色し、仕上げる
。リラックス熱処理においては、サイドバイサイド型複合繊維の捲縮を、織物拘束力に打
ち勝って充分に発現させるため、液中温度を８０℃以上とすることが好ましい。染色は通
常の分散染料を用いて１３０℃で染色する。仕上げは通常の制電加工や撥水加工、コーテ
ィング加工など適用できるが、よりストレッチ性を生かすような平滑剤、柔軟剤を少量添
加することも好ましいことである。
【００３８】
このように、本発明の用途は上記の点からブラウス、ワンピース、シャツなどの薄地、お
よびスラックス、スカート、ジャケットなどの厚地まで広汎に適用できる利点がある。
【００３９】
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以上のように、かくして得られた織・編物は、従来技術では得られなかった、着用快適性
に優れた高いストレッチ性と回復性を有し、かつソフトで腰がある風合いで、優雅な光沢
を有するポリエステル系ストレッチ織・編物を提供することができた。
【００４０】
【実施例】
以下、本発明を実施例で詳細に説明する。実施例での評価方法を次に示す。
（評価方法）
（１）織物平均伸長率
ＪＩＳ　Ｌ－１０９６の伸長率Ａ法（定速伸長法）で測定した。値が高いほど、ストレッ
チ性が高く良好なものである。織・編物の経方向、緯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。
（２）平均伸長回復率
ＪＩＳ　Ｌ－１０９６の伸長回復率Ａ法（繰り返し定速伸長法）で測定した。値が高い程
、ストレッチ性が高く良好なものである。織・編物の経方向、緯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。
（３）風合い
染色仕上げ後の生地を手に持ち、１０名による官能評価で次のように３段階評価で行った
。
【００４１】
判定表示　○：ソフト感があり、且つ張り、腰があり非常に良い。
【００４２】
△：ソフト感が一般織・編物並である。
【００４３】
×：ソフト感がなく、且つ張り、腰がなく悪い。
（４）風合い
染色仕上げ後の生地を手に持ち、１０名による官能評価で次のように３段階評価で行った
。
【００４４】
判定表示　○：マイルドな柔らかい優雅な光沢で、非常に良い。
【００４５】
△：普通である。
【００４６】
×：均一で強い光沢であり、悪い。
実施例１
（製糸）
固有粘度（ＩＶ）が１．４０のホモＰＴＴと固有粘度（ＩＶ）が０．６０のホモＰＥＴを
それぞれ別々に溶融し、紡糸温度２７５℃で２４孔の複合紡糸口金から複合比（重量％）
５０：５０でそれぞれ下述の３者混繊糸に吐出し、紡糸速度１４００ｍ／分で引取り１９
６デシテックス、２４フィラメントのサイドバイサイド型複合構造未延伸糸を得た。この
場合の紡糸混繊の単繊維繊度とフィラメント構成は３．３デシテックス：１２フィラメン
ト／９．８デシテックス：８フィラメント／１９．６デシテックス：４フィラメントであ
り、細繊度のものを口金の外層に～太繊度のものを中心部になるように混繊紡糸した。次
いで、ホットロール－熱板系延伸機（接糸長：２０ｃｍ、表面粗度：３Ｓ）を用い、ホッ
トロール温度７５℃、熱板温度１７０℃、延伸倍率３．３倍で延伸し、次いでいったん引
き取ることなく、連続して０．９倍でリラックスして巻き取り、６６デシテックス、２４
フィラメントの延伸糸を得た。
【００４７】
延伸後の混繊糸の単繊維繊度とフィラメント構成は１．１デシテックス：１２フィラメン
ト／３．３デシテックス：８フィラメント／６．６デシテックス：４フィラメントである
（単糸平均繊度：２．８デシテックスの３者混、単繊維繊度差：１／３／６倍）。なお、
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紡糸、延伸とも製糸性は良好であり、糸切れは発生しなかった。
（製織）
経糸、緯糸とも得られたサイドバイサイド型複合繊維に２００ｔ／ｍの撚をかけ、次いで
、エアージェット織機にて経緯が１１２×８８本／２．５４ｃｍの生機密度で２／２のツ
イル織物に製織した。織り上げ目付は１２１ｇ／平方メートルであった。
（染色仕上げ）
得られた生機をオープンソーパーで９５℃でリラックス熱処理し、乾燥後、乾熱１８０℃
で中間セットし、アルカリ減量加工を行った（減量率：１２％）。次いで、ブルーの分散
染料で１３０℃で６０分で染色した。その後１７０℃の乾熱でピンテンター方式により仕
上セットした。仕上反の密度は経緯で１４１×１１１本／２．５４ｃｍであった。仕上げ
目付は１３７ｇ／平方メートルであった。
比較例１
ポリエステル（ＰＥＴ）１００％の混繊しない単独糸の延伸糸：６６デシテックス、２４
フィラメント（単繊維繊度：２．８デシテックス）を用いた以外は実施例１に従って織物
を仕上げた。
比較例２
ポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴＴ）１００％の混繊しない単独糸の延伸糸：６６
デシテックス、２４フィラメント（単繊維繊度：２．８デシテックス）を用いた以外は実
施例１に従って織物を仕上げた。
比較例３
ポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴＴ）とポリエステル（ＰＥＴ）を５０：５０でサ
イドバイサイド型複合糸を混繊しない延伸糸：６６デシテックス、２４フィラメント（単
繊維繊度：２．８デシテックス）を用いた以外は実施例１に従って織物を仕上げた。
（評価結果）
実施例１で得られた織物の平均伸長率は２４％（経糸方向：２２％、緯糸方向：２６％）
であり、平均伸長回復率は８８％（経糸方向：８６％、緯糸方向：９０％）であり、非常
に優れたストレッチ性を示していた。また、ソフトで張り、腰がある非常に良好な風合い
であり（風合い評価：○）、同時に、マイルドな優雅な光沢（光沢評価：○）のブルーの
ツイル織物であった。この織物の糸断面を走査型顕微鏡で観察した結果、細繊度のものが
繊維表面の外層に、太繊度のものが繊維の中心部になることを確認した。
【００４８】
なお、比較例１では織物平均伸長率は、２．４％（経方向：２、０％、緯方向：２、６％
）であり、全く不満足であった。
【００４９】
比較例２では織物平均伸長率は、６．８％（経方向：６．４％、緯方向：７．２％）であ
り、また、平均伸長回復率は４２％（経方向：４３％、緯方向：４１％）であり、劣るも
のであった。
【００５０】
比較例３では織物平均伸長率は、１６．３％（経方向：１６．４％、緯方向：１６．２％
）であり、また、平均伸長回復率は７８％（経方向：７９％、緯方向：７７％）であり、
ストレッチ性は得られたが、風合いは硬く（風合い評価：△）、また、光沢は均一で強い
光沢であり（光沢評価：×）、劣るものであった。
【００５１】
実施例１で得た織物をブラウスに縫製し、長期に着用したが、織物の評価と同様に、優れ
た着用快適性と風合い、光沢を示しているものであった。
実施例２
（紡糸、製糸、製編）
実施例１と同様に紡糸したサイドバイサイド複合繊維延伸糸３８デシテックス、４８フィ
ラメントの延伸糸を得た。
混繊糸の単繊維繊度とフィラメント構成は０．１１デシテックス：２４フィラメント／０
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．８８デシテックス：１６フィラメント／２．６４デシテックス：８フィラメントである
（単糸平均繊度：０．７９デシテックスの３者混、単繊維繊度差：１／８／２４倍）を撚
糸機で１０００回／ｍの撚をかけ、８０℃でスチーム下で撚止めセットし、ウエル糸密度
：４２本／吋、コース密度：４０本／吋で天竺編物に製編した。
（染色加工）
かかる編物を通常の精練（熱水１２０℃）、セツト（乾熱１９０℃）し、次いで液流染色
機でアルカリ減量処理を行った。編物の減量率は８％であった。次いで、黒色の分散染料
で１３０℃、６０分で高圧高温染色をし、仕上げた。仕上げ密度はウエル糸密度：５２本
／吋、コース密度：４８本／吋であった。
比較例４
ポリエステル（ＰＥＴ）１００％の混繊しない単独糸の延伸糸：３８デシテックス、４８
フィラメント（単繊維繊度：０．７９デシテックス）を用いた以外は実施例２に従って編
物を仕上げた。
（評価結果）
実施例２で得られた編物の平均伸長率は４６％（経糸方向：４２％、緯糸方向：５０％）
であり、平均伸長回復率は９２％（経糸方向：９０％、緯糸方向：９４％）であり、非常
に優れたストレッチ性を示していた。また、非常にソフトでありながら、張り、腰がある
良好な風合いであり（風合い評価：○）、同時に、マイルドな優雅な光沢（光沢評価：○
）の素晴らしい黒の天竺編物であった。
【００５２】
なお、比較例４では織物平均伸長率は、６．２％（経方向：４、２％、緯方向：８、２％
）であり、ストレッチは低く、風合い、光沢も平凡で全く不満足であった。
実施例３
（紡糸、製糸、製織）
実施例１と同様の方法で紡糸したサイドバイサイド複合繊維延伸糸１０６デシテックス、
４６フィラメントの延伸糸を得た。
混繊糸の単繊維繊度のフィラメント構成は０．８８デシテックス：２０フィラメント／２
．２デシテックス：２０フィラメント／５．５デシテックス：４フィラメント／１１デシ
テックス：２フィラメントである（単糸平均繊度：２．３デシテックスの４者混、単繊維
繊度差：１／２．５／６．３／１２．５倍）を２本合糸し、撚糸機で４００回／ｍの撚を
かけ、８０℃でスチーム下で撚止めセットし、レピア織機にて経緯が８８×７８本／２．
５４ｃｍの生機密度でタテ二重織物に製織した。織り上げ目付は３０７ｇ／平方メートル
であった。
（染色仕上げ）
得られた生機を液流染色機で１２０℃でリラックス熱処理し、乾燥後、乾熱１８０℃で中
間セットし、アルカリ減量加工を行った（減量率：２２％）。次いで、分散染料で１３０
℃で６０分で染色した。その後１７０℃の乾熱でピンテンター方式により仕上セットした
。仕上反の密度は経緯で１１０×９８本／２．５４ｃｍであった。仕上げ目付は３１６ｇ
／平方メートルであった。
【００５３】
実施例３で得られた織物の平均伸長率は２９％（経糸方向：２８％、緯糸方向：３０％）
、平均伸長回復率は９１％（経糸方向：８８％、緯糸方向：９４％）であり、また、表面
はソフトで腰、反発性に優れた風合いであった（風合い評価：○）。また、光沢はマイル
ドで、優雅な光沢（光沢評価：○）を兼備している高級な二重織物であった。これを婦人
のジャケットに縫製し、着用した結果、織物と同様の評価の着用快適性に優れた素晴らし
い質感のあるストレッチ織物であった。
【００５４】
【発明の効果】
本発明は、従来技術では得られなかった、着用快適性に優れた高いストレッチ性と回復性
を有し、かつソフトで腰がある風合いで、優雅な光沢を有するポリエステル系ストレッチ
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織・編物ができる。
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