JP 5363145 B2 2013.12.11

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基布の片面に透湿防水層が積層され、さらにその上に、総繊度が１６ｄｔｅｘ以下の加
工糸を用いてなる布帛Ａが積層されてなり、前記布帛Ａの上に透湿性樹脂が全面または部
分的に積層されてなることを特徴とする透湿防水性布帛。
【請求項２】
前記加工糸が捲縮率１０〜３０％の仮撚捲縮加工糸である、請求項１に記載の透湿防水
性布帛。
【請求項３】
前記加工糸がポリエステルからなる、請求項１または２に記載の透湿防水性布帛。
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【請求項４】
前記布帛Ａが、編密度が６０〜１２０コース／２．５４ｃｍかつ４０〜１００ウエール
／２．５４ｃｍの編物である、請求項１〜３のいずれかに記載の透湿防水性布帛。
【請求項５】
前記布帛Ａが、下記式により定義されるカバーファクターＣＦが３００〜５０００の織
物である、請求項１〜３のいずれかに記載の透湿防水性布帛。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【請求項６】
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前記基布が織物組織または編物組織を有する、請求項１〜５のいずれかに記載の透湿防
水性布帛。
【請求項７】
前記基布がポリエステル繊維で構成される、請求項１〜６のいずれかに記載の透湿防水
性布帛。
【請求項８】
前記基布に撥水加工が施されてなる、請求項１〜７のいずれかに記載の透湿防水性布帛
。
【請求項９】
前記透湿防水層が、厚さ２〜３０μｍの透湿防水性ポリエステルフィルムを含む、請求
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項１〜８のいずれかに記載の透湿防水性布帛。
【請求項１０】
前記透湿性樹脂がウレタン系樹脂である、請求項１〜９のいずれかに記載の透湿防水性
布帛。
【請求項１１】
請求項１〜１０のいずれかに記載の透湿防水性布帛を用いてなる、スポーツウェア、ア
ウトドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物
、鞄、カーテン、テント、寝袋、防水シート、およびカーシートの群より選ばれるいずれ
かの繊維製品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、軽量性に優れた透湿防水性布帛および該透湿防水性布帛を用いてなる繊維製
品に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、スポーツ衣料やユニフォーム衣料などに使用されている透湿防水性布帛において
、透湿性および防水性を備えた樹脂製の薄膜が広く使用されている。例えば、織編物など
の基布に、多孔質または無孔質ポリウレタンをコーティングしたものや、ポリウレタンな
どの多孔質または無孔質樹脂製フィルムを接着剤により基布にラミネーションしたものな
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どがある。多孔質樹脂製薄膜はその孔の大きさにより、また、無孔質樹脂製薄膜の場合は
孔が無いものの吸湿性物質を含有することで親水性とし、雨やその他の水を通さず、湿気
（水蒸気）を通すことにより透湿防水性を呈している。
【０００３】
これらの従来の透湿防水性布帛では、肌や内側の衣服との磨耗から透湿防水層を保護す
るため、透湿防水層の上にさらにトリコットや織物を積層する方法が採用されている（例
えば、特許文献１参照）。しかしながら、かかる透湿防水性布帛では、生地が重くなるた
め着用快適性が損なわれるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】

40

【０００４】
【特許文献１】特開２００６−２４８０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は上記の背景に鑑みなされたものであり、その目的は軽量性に優れた透湿防水性
布帛および該透湿防水性布帛を用いてなる繊維製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、基布の片面に透湿防水層が積層された透湿防水性布帛において、細繊度
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の加工糸を用いてなる布帛を透湿防水層の上に積層することにより、軽量性に優れた透湿
防水性布帛が得られることを見出し、さらに鋭意検討を重ねることにより本発明を完成す
るに至った。
【０００７】
かくして、本発明によれば「基布の片面に透湿防水層が積層され、さらにその上に、総
繊度が１６ｄｔｅｘ以下の加工糸を用いてなる布帛Ａが積層されてなり、前記布帛Ａの上
に透湿性樹脂が全面または部分的に積層されてなることを特徴とする透湿防水性布帛。」
が提供される。
【０００８】
その際、前記加工糸が捲縮率１０〜３０％の仮撚捲縮加工糸であることが好ましい。ま
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た、前記加工糸がポリエステルからなることが好ましい。また、前記布帛Ａが、編密度が
６０〜１２０コース／２．５４ｃｍかつ４０〜１００ウエール／２．５４ｃｍの編物であ
ることが好ましい。また、前記布帛Ａが、下記式により定義されるカバーファクターＣＦ
が３００〜５０００の織物であることが好ましい。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【０００９】
本発明の透湿防水性布帛において、基布が織物組織または編物組織を有することが好ま
しい。また、前記基布がポリエステル繊維で構成されることが好ましい。また、前記基布
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に撥水加工が施されていることが好ましい。また、前記透湿防水層が、厚さ２〜３０μｍ
の透湿防水性ポリエステルフィルムを含むことが好ましい。その際、前記透湿性樹脂がウ
レタン系樹脂であることが好ましい。
【００１０】
また、本発明によれば、前記の透湿防水性布帛を用いてなる、スポーツウェア、アウト
ドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物、鞄
、カーテン、テント、寝袋、防水シート、およびカーシートの群より選ばれるいずれかの
繊維製品が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
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本発明によれば、軽量性に優れた透湿防水性布帛および該透湿防水性布帛を用いてなる
繊維製品が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本発明の透湿防水性布帛において、基布の片面に透湿防水層が積層され、さらにその上
に、総繊度が１６ｄｔｅｘ以下（好ましくは６〜１６ｄｔｅｘ）の加工糸を用いてなる布
帛Ａが積層されている。
ここで、前記加工糸の総繊度が１６ｄｔｅｘよりも大きい場合は透湿防水性布帛の軽量
性が損われるため好ましくない。また、該加工糸において、フィラメント数は特に限定さ
れないが、３本以上（より好ましくは３〜１００００本）であることが好ましい。
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【００１３】
前記加工糸の形態としては、空気加工糸、仮撚捲縮加工糸、サイドバイサイド型複合繊
維の潜在捲縮を発現させた捲縮糸などいずれでもよいが、嵩高性を上げて透湿防水層を保
護する上で、捲縮率１０〜３０％の仮撚捲縮加工糸であることが好ましい。なお、前記加
工糸の単繊維横断面形状は特に限定されず、丸、三角、扁平、中空など公知の断面形状で
よい。
【００１４】
前記加工糸を形成するポリマーの種類としては特に限定されず、ポリエステル、ポリア
ミド、ポリオレフィン、ポリ乳酸、ステレオコンプレックスポリ乳酸などの通常の繊維形
成性ポリマーでよい。なかでも、ポリエチレンテレフタレートやポリトリメチレンテレフ
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タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳酸、ステレオコンプレックスポリ乳酸、
第３成分を共重合させたポリエステルなどが好ましく例示される。かかるポリエステルと
しては、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルされたポリエステルであっても
よい。さらには、特開２００４−２７００９７号公報や特開２００４−２１１２６８号公
報に記載されているような、特定のリン化合物およびチタン化合物を含む触媒を用いて得
られたポリエステルでもよい。該ポリマー中には、本発明の目的を損なわない範囲内で必
要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染料可染剤、着色防止剤、熱安定剤、蛍光増白剤、
艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子が１種または２種以上含まれていてもよい。
【００１５】
布帛Ａは前記の加工糸のみで構成されることが最も好ましいが、布帛Ａの全重量に対し
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て３０重量％以下であれば他の繊維が含まれていてもよい。これら加工糸と他の繊維とは
、混繊糸として、また、交織や交編されて布帛Ａに含まれていてもよい。その際、他の繊
維がポリエステル仮撚捲縮加工糸であることが好ましい。
【００１６】
布帛Ａの布帛組織は特に限定されず織物、編物、不織布などいずれでもよい。なかでも
、摩耗耐久性の点で織物または編物が好ましい。特に軽量性を高める上で、前記布帛Ａが
、編密度が６０〜１２０コース／２．５４ｃｍかつ４０〜１００ウエール／２．５４ｃｍ
の編物であるか、下記式により定義されるカバーファクターＣＦが３００〜５０００（よ
り好ましくは３００〜１０００）の織物であることが好ましい。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
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［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【００１７】
ここで、織物組織および編物組織としては特に限定されないが、よこ編組織としては、
平編、ゴム編、両面編、パール編、タック編、浮き編、片畔編、レース編、添え毛編等が
例示され、たて編組織としては、シングルデンビー編、シングルアトラス編、ダブルコー
ド編、ハーフ編、ハーフベース編、サテン編、ハーフトリコット編、裏毛編、ジャガード
編等などが例示され、織物組織としては、平織、綾織、朱子織等の三原組織、変化組織、
たて二重織、よこ二重織等の片二重組織、たてビロードなどが例示されるがこれらに限定
されない。層数も単層でもよいし、２層以上の多層でもよい。
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【００１８】
また、布帛Ａの目付としては、軽量性の点で３０ｇｒ／ｍ２以下（より好ましくは２〜
３０ｇｒ／ｍ２）であることが好ましい。該目付が３０ｇｒ／ｍ２よりも大きいと、透湿
防水性布帛の軽量性が損われるおそれがある。
【００１９】
本発明の透湿防水性布帛において、基布を構成する繊維は特に限定されず、ポリエステ
ル繊維、アセテート繊維、ポリアミド繊維、アラミド繊維、炭素繊維、綿や羊毛などの天
然繊維などいずれでもよい。なかでも、ポリエチレンテレフタレートやポリトリメチレン
テレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳酸、ステレオコンプレックスポリ
乳酸、第３成分を共重合させたポリエステルなどからなるポリエステル繊維が５０重量％
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以上（特に好ましくは１００重量％）基布に含まれることがリサイクル性の点で好ましい
。なお、かかるポリエステルとしては、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクル
されたポリエステルであってもよい。さらには、特開２００４−２７００９７号公報や特
開２００４−２１１２６８号公報に記載されているような、特定のリン化合物およびチタ
ン化合物を含む触媒を用いて得られたポリエステルでもよい。該ポリマー中には、本発明
の目的を損なわない範囲内で必要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染料可染剤、着色防
止剤、熱安定剤、蛍光増白剤、艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子が１種または２種
以上含まれていてもよい。
【００２０】
前記基布を構成する繊維形態は特に限定されないが、透湿防水層との接着性の点で長繊

50

(5)

JP 5363145 B2 2013.12.11

維（マルチフィラメント糸）であることが好ましい。単繊維の断面形状も特に限定されず
、丸、三角、扁平、中空など公知の断面形状でよい。また、通常の空気加工、仮撚捲縮加
工が施されていてもさしつかえない。単糸繊維繊度、総繊度、フィラメント数は特に限定
されないが、ソフトな風合いを得る上で、それぞれ単糸繊維繊度０．１〜２．０ｄｔｅｘ
、総繊度３０〜２００ｄｔｅｘ、フィラメント数３０〜２００本の範囲内であることが好
ましい。
【００２１】
前記基布の布帛組織は特に限定されず織物、編物、不織布などいずれでもよい。なかで
も、引裂き強力の強さの点で織物または編物が好ましい。特に織物が好ましい。織物組織
としては、平織、綾織、朱子織等の三原組織、変化組織、たて二重織、よこ二重織等の片
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二重組織、たてビロードなどが例示されるがこれらに限定されない。層数は単層でもよい
し、２層以上の多層でもよい。前記基布の目付けとしては、３０〜９００ｇ／ｍ２（より
好ましくは４０〜７００ｇ／ｍ２）の範囲内であることが好ましい。
【００２２】
また、前記基布には、通常の染色加工、減量加工、起毛加工、撥水加工、蓄熱加工、吸
汗加工などの後加工を適宜施しても良い。その際、染色に用いる染料は分散染料、カチオ
ン性染料など特に限定はされないが、カチオン性染料はカチオン性染料で染色可能な繊維
を選択する必要があるため、より汎用性が高い分散染料を染色に用いるほうが好適である
。また、撥水加工に用いられる撥水剤としては、パラフィン系撥水剤やポリシロキサン系
撥水処理剤、フッ素系撥水処理剤などの公知のものが使用でき、その処理も一般に行われ
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ているパディング法、スプレー法などの公知の方法で行えばよい。
【００２３】
本発明の透湿防水性布帛において、基布の片面に積層される透湿防水層としては、透湿
性を有するウレタン樹脂からなるフィルム、ウレタン樹脂コーティング、アクリル樹脂コ
ーティング、ポリテトラフロロエチレン樹脂フィルム、ポリエステルフィルムなどがあげ
られが限定されるものではない。特に、ケミカルリサイクル処理により再度ポリエステル
の原料として再生可能であり何度でもリサイクル使用できる点で省資源かつ環境保全でき
る点より、より好ましくは無色透明のポリエステルフィルムであるほうがよい。
【００２４】
かかるポリエステルフィルムとしては、ポリエーテル−エステル系エラストマーやＰＢ
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Ｔ（ポリブチレンテレフタレート）からなるポリエステルフィルムが好適に用いられる。
また、上記フィルムは透湿性を有するが、該フィルムは多孔質でもよいが、透湿性を有す
るポリエステルを主成分とする無孔質フィルムであることが好ましい。多孔質フィルムで
ある場合、無色透明にはなり得ないからである。ポリエステルに透湿性を付与するには、
特に限定されるものではないが、ポリエチレングリコールなどの吸湿性材料をポリエステ
ルに共重合する方法が好適に用いられる。
【００２５】
上記ポリエーテル−エステル系エラストマーは、長鎖エステル単位および短鎖エステル
単位からなり、該短鎖エステル単位は、全ポリエーテル−エステル系エラストマーの３０
〜７０重量％の範囲にあることが好ましい。上記短鎖エステル単位の割合が、３０重量％
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未満であるポリエーテル−エステル系エラストマーは比較的低融点であって、加工性が不
良であり、また、該短鎖エステル単位が、７０重量％を超えるポリエーテル−エステル系
エラストマーの場合には、比較的高融点であり、加工性が不良である。
【００２６】
前記ポリエーテル‑エステル系エラストマーの酸成分は、テレフタル酸、イソフタル酸
、フタル酸、ナフタレン−２，６−ジカルボン酸、ナフタレン−２，７−ジカルボン酸、
ジフェニル−４，４

−ジカルボン酸、ジフェノキシエタンジカルボン酸、３−スルホイ

ソフタル酸ナトリウムなどの芳香族ジカルボン酸、１，４−シクロヘキサンジカルボン酸
などの脂環式ジカルボン酸、コハク酸、シュウ酸、アジピン酸、セバシン酸、ドデカンジ
酸、ダイマー酸などの脂肪族ジカルボン酸、または、これらのエステル形成性誘導体から
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選ばれた少なくとも１種が挙げられるが、好ましくは、テレフタル酸、イソフタル酸、ナ
フタレン−２，６−ジカルボン酸、またはこれらのエステル形成性誘導体が例示される。
【００２７】
もちろん、このような酸成分の一部（通常は、全酸成分を基準として３０モル％以下）
は、他のジカルボン酸成分やオキシカルボン酸成分で置換されていてもよい。
なお、上記ポリマー中には、各種安定剤、紫外線吸収剤などが必要に応じて配合されて
いてもよい。
【００２８】
次に、前記ポリエーテル−エステル系エラストマーの長鎖エステル単位のグリコール成
分としては、ポリエチレングリコール、ポリ１，２−プロピレングリコール、ポリ１，３
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−プロピレングリコール、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合体、エチレ
ンオキシドとテトラヒドロフランとの共重合体などのポリアルキレングリコールのうち少
なくとも１種が挙げられるが、満足できる透湿性を得るためにはポリエチレングリコール
が最も好ましく例示され、その平均分子量が６００〜８,０００の範囲にあるものが好ま
しい。上記平均分子量が６００未満であると、満足できる機械的物性が得られず、一方、
該平均分子量が８,０００を超えた場合には、相分離のためにポリエーテル‑エステルの調
製において問題を引き起こす場合がある。
【００２９】
また、ポリエーテル−エステル系エラストマーの短鎖エステル単位のグリコール成分は
、エチレングリコールおよびテトラメチレングリコールからなり、該エチレングリコール
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およびテトラメチレングリコール中に占めるテトラメチレングリコールのモル分率が７０
モル％未満のものが好ましく使用される。上記テトラメチレングリコールが７０モル％を
超えると、コート層又はフィルム層自体は柔軟となるが、布帛とのモジュラス差が大きす
ぎるため、耐揉み性が悪く、コート層およびフィルム層と布帛の界面に剥離が生じやすい
。
上記テトラメチレングリコールのモル分率のさらに好ましい範囲は、７０モル％未満〜
５０モル％以上の範囲である。
【００３０】
このようなポリエーテル−エステル系エラストマーが少なくとも布帛の片側面の一部に
コーティングされるか、若しくは、ポリエーテル−エステル系エラストマーからなるフィ
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ルムが少なくとも基布の片側面にラミネートされていることが好ましい。
ポリエーテル−エステル系エラストマーを布帛の片側面の一部にコーティングする方法
としては、ポリエーテル−エステル系エラストマーを該エラストマーが溶解可能な溶剤で
溶解した後に、該布帛表面上にコーティングし、乾式法、若しくは、湿式法により溶剤を
除去することにより得られる。
【００３１】
該ポリエーテル−エステル系エラストマーが溶解可能な溶剤としては、ジメチルホルム
アミド、ジオキサン、エチレンホルマール、トルエン、クロロホルム、塩化メチレンの１
種、又は、２種以上の有機溶剤が挙げらが、低沸点および毒性を考慮した場合、エチレン
ホルマールを使用するものが最も好ましい。
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エチレンホルマールを用いる場合は、該ポリエーテル−エステル系エラストマーを２〜
３０重量％、好ましくは、５〜２０重量％の範囲で使用して、５０〜６０℃の温度でエチ
レンホルマールに溶解させ溶液を調合する。
【００３２】
また、布帛上にコーティングする方法としては、通常のコーティング法、例えば、ナイ
フコーター等を用いて行えばよいが、コーティングの量としては、コーティング層が５〜
５０μｍ、好ましくは、１０〜２０μｍの範囲となるように行えばよい。該コーティング
層が５μｍ未満の場合には、均一な皮膜を形成することが困難であり、また、５０μｍを
超える場合には風合として弾性が強くなり、また、透湿性も低下するので好ましくない。
【００３３】

50

(7)

JP 5363145 B2 2013.12.11

該エチレンホルマールを除去する方法としては、乾式法と湿式法とがあるが、乾式法に
おいては、温度：７０〜１７０℃の乾熱条件下、好ましくは、温度：７０〜１５０℃の範
囲で行われる。湿式法においては、ポリエステル 系エラストマーが不溶で、エチレンホ
ルマールが可溶な溶液、例えば、温水中にてエチレンホルマールを抽出した後、乾燥を行
う。
【００３４】
また、ポリエーテル−エステル系エラストマーからなるフィルムを作成する方法として
は、公知の方法、例えば、インフレーション法やダイ押出し法により得た、厚さが好まし
くは２〜３０μｍ、さらに好ましくは５〜２０μｍの均一なフィルムを使用するものがよ
い。上記フィルムの厚さが２μｍ未満の場合には、ラミネートの作業が困難となり均一な
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耐水圧が得られないおそれがあり、また透湿防水層の強度が著しく低下してしまい、一方
、フィルムの厚さが３０μｍを超える場合には、透湿性が低下するおそれがあり、また防
水透湿層の曲げ硬さが硬くなってしまうことで布帛全体が硬くなってしまう。
【００３５】
なお、ポリエステルフィルムに用いられるポリエステルとしては、上記以外に、例えば
「主として結晶性芳香族ポリエステル単位からなるハードセグメントと、主として脂肪族
ポリエーテル単位および／または脂肪族ポリエステル単位からなるソフトセグメントとを
主たる構成成分とするポリエステルブロック共重合体」であってもよい。このポリエステ
ルブロック共重合体の詳細は、例えば特開平１１−１７０４６１号公報の段落「０００９
」〜「００１５」に詳述されている。
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得られたフィルムは、種々の方法、例えば、熱処理、ミシン掛け、あるいは、接着剤の
使用により、基布となる布帛とラミネートすることができる。好ましくは、接着剤である
。
【００３６】
上記基布となる布帛と透湿防水性フィルムとの接着剤としては、ポリエーテルエステル
系エラストマーなどのポリエステル樹脂からなる接着剤がリサイクル効率の上で好適では
あるが、重量比率が少ないので、ポリウレタン系接着剤であってもよい。
また、前記透湿防水層の上に、例えば無機微粒子を含む透湿性高分子樹脂が全面にまた
は部分的に積層されていてもよい。また、透湿防水層には目止めテープが貼られていても
よい。
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【００３７】
本発明の透湿防水性布帛において、前記透湿防水層上に前記布帛Ａが積層されている。
すなわち、本発明の透湿防水性布帛において、基布、透湿防水層、布帛Ａがこの順に配さ
れている。
その際、布帛Ａを積層する方法としては縫製でもよいが、ウレタン系接着剤などの接着
剤で接着させることが好ましい。
【００３８】
本発明の透湿防水性布帛において、前記布帛Ａの上に、さらにウレタン系樹脂などの透
湿性樹脂をコーテイング等により積層すると、前記布帛Ａの保護となり好ましい。布帛Ａ
の上に透湿性樹脂を積層しない場合、洗濯や着用の際の摩擦により前記布帛Ａが剥離し耐
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久性が損われるおそれがある。
【００３９】
本発明の透湿防水性布帛において、透湿防水性布帛をケミカルリサイクルし、再度、ポ
リエステル原料として再生する上で、布帛全体のポリエステルが重量比５０％以上（さら
に好ましくは７０％以上）でることが好ましい。ポリエステルの重量比率が５０％より小
さいとリサイクル効率が低下してしまいコストアップやエネルギー消費量アップしてしま
う。リサイクル効率を上げるためにはできる限りポリエステル比率を高めるほうがよい。
そのため、透湿防水性布帛の構成は特に限定されるものではないが、ポリエステル繊維の
みからなる基布およびポリエステルフィルムおよびポリエステル繊維からなる布帛Ａで構
成することが好ましい。また、基布とフィルムをラミネーションする接着剤もポリエステ
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ル系樹脂であることが好ましい。さらに、透湿防水層の上にさらに樹脂を積層する場合も
該樹脂がポリエステル系樹脂であることが好ましい。
【００４０】
本発明の透湿防水性布帛において、基布の片面に透湿防水層が積層され、さらにその上
に、細繊度の加工糸で構成される布帛Ａが積層されているので、優れた透湿防水性を呈す
るだけでなく、軽量性にも優れる。
【００４１】
次に、本発明によれば、前記の透湿防水性布帛を用いてなる、スポーツウェア、アウト
ドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物、鞄
、カーテン、テント、寝袋、防水シート、およびカーシートの群より選ばれるいずれかの
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繊維製品が提供される。
【００４２】
ここで、繊維製品がスポーツウェア、アウトドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦
人衣服、作業衣、防護服の場合、通常、布帛Ａが人体側となるよう使用される。
かかる繊維製品は前記の透湿防水性布帛を用いているので、優れた透湿防水性を呈する
だけでなく、軽量性にも優れる。
【実施例】
【００４３】
次に、本発明の実施例および比較例を詳述するが、本発明はこれらによって限定される
20

ものではない。
＜目付＞
ＪＩＳＬ１０９６

６．４により測定した。

＜捲縮率＞
供試フィラメント糸条を、周長が１．１２５ｍの検尺機のまわりに巻きつけて、乾繊度
が３３３３ｄｔｅｘのかせを調製した。前記かせを、スケール板の吊り釘に懸垂して、そ
の下部分に６ｇの初荷重を付加し、さらに６００ｇ（５８８ｃＮ）の荷重を付加したとき
のかせの長さＬ０を測定する。その後、直ちに、前記かせから荷重を除き、スケール板の
吊り釘から外し、このかせを沸騰水中に３０分間浸漬して、捲縮を発現させる。沸騰水処
理後のかせを沸騰水から取り出し、かせに含まれる水分をろ紙により吸収除去し、室温に
おいて２４時間風乾する。この風乾されたかせを、スケール板の吊り釘に懸垂し、その下
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部分に、６００ｇ（５８８ｃＮ）の荷重をかけ、１分後にかせの長さＬ１ａを測定し、そ
の後かせから荷重を外し、１分後にかせの長さＬ２ａを測定する。供試フィラメント糸条
の捲縮率（ＣＰ）を、下記式により算出する。
ＣＰ（％）＝（（Ｌ１ａ−Ｌ２ａ）／Ｌ０）×１００
＜カバーファクターＣＦ＞
下記式により、カバーファクターＣＦを求めた。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
40

＜布帛Ａの剥離テスト＞
ＪＩＳ

Ｌ０２１７

１０３法により洗濯を２４時間行い、布帛Ａの剥離状況を目視判

定した。
【００４４】
［実施例１］
基布としてポリエチレンテレフタレートマルチフィラメント仮撚捲縮加工糸８４ｄｔｅ
ｘ／７２ｆｉｌを経糸および緯糸に用いて公知の平組織の生機を織成した後、撥水加工を
含む通常の染色工程にて分散染料により黒色に染色することにより、基布としてポリエス
テル織物（目付９３ｇｒ／ｍ２）を得た。その後、デュポン(株)製無孔質透湿性透明ポリ
エステルフィルム（商品名：アクティブレイヤー、厚み１０μｍ）を、ウレタン系接着剤
を用いて前記基布の片面にラミネーションすることにより透湿防水層を形成した。
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【００４５】
一方、ポリエチレンテレフタレートを２３０℃で６時間固相重合行ったペレットを紡糸
温度２９０℃で吐出させ、油剤を付与し、紡糸速度１２００ｍ／分で一旦捲取り、固有粘
度０．７５の３９ｄｔｅｘ／６ｆｉｌの未延伸糸を得た。次いで、加熱ローラーと取り出
しローラー間の延伸倍率を３．０倍として、取り出しローラーの周速度８００ｍ／ｍｉｎ
、弛緩率１．５％、リング撚糸装置９のスピンドル回転数７５００ｒｐｍ、加熱ローラー
の温度９０℃、加熱ヒーターの温度２６０℃（ヒーター長１３０ｍｍ）、インターレース
ノズルの圧空圧１．０ｋｇ／ｃｍ２（９．８Ｎ／ｃｍ２）、仮撚装置として外接フリクシ
ョンディスク方式の仮撚装置を使用しディスク周速度と糸速度の比（Ｄ／Ｙ）２．０で仮
撚加工を実施し、１３ｄｔｅｘ／６ｆｉｌ、捲縮率２３％の仮撚捲縮加工糸を得た。該加
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工糸を経糸および緯糸に用いて公知の平組織の生機を織成した後、通常の染色工程にて分
散染料により灰色に染色することにより、布帛Ａとしてポリエステル織物（カバーファク
ターＣＦ５９５、目付１０ｇｒ／ｍ２）を得た。
【００４６】
その後、基布を含む透湿防水布帛に前記布帛Ａをウレタン系接着剤で接着し、さらに布
帛Ａ側に透湿性ウレタン系樹脂を全面にコーティングを行い、透湿防水布帛を得た（目付
１４０ｇｒ／ｍ２）。
得られた布帛は、軽量性に優れており、洗濯２４時間でも布帛Ａの剥離がなく非常に良
好なものであった。
次いで、前記透湿防水性布帛を用いて、布帛Ａを基布よりも人体側に位置するようスポ
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ーツウェアを縫製して着用したところ、透湿防湿性に優れ、また、軽量性にも優れるもの
であった。
【００４７】
［実施例２］
布帛Ａ側に透湿性ウレタン系樹脂をコーティングしない以外は実施例１と同様に行った
。
得られた布帛（目付１３５ｇｒ／ｍ２）は軽量性に優れるものの、洗濯２４時間で織物
Ｂの剥離が発生し耐久性にやや劣るものであった。
【００４８】
［比較例１］
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実施例１において、布帛Ａとして、総繊度３３ｄｔｅｘ／１２ｆｉｌのポリエチレンテ
レフタレートマルチフィラメントからなるトリコット（目付４０ｇｒ／ｍ２）を使用した
以外は実施例１と同様に行った。
得られた布帛（目付１７０ｇｒ／ｍ２）は、洗濯２４時間でも布帛Ａの剥離がなかった
が、軽量性が損なわれたものであった。
【００４９】
［実施例３］
実施例１において、布帛Ａの組織をトリコット編物（８０コース／２．５４ｃｍ、７０
ウエール／２．５４ｃｍ、目付２０ｇｒ／ｍ２）に変更すること以外は実施例１と同様に
して透湿防水布帛を得た（目付１５０ｇｒ／ｍ２）。
得られた布帛は、軽量性に優れており、洗濯２４時間でも布帛Ａの剥離がなく非常に良
好なものであった。
次いで、前記透湿防水性布帛を用いて、布帛Ａを基布よりも人体側に位置するようスポ
ーツウェアを縫製して着用したところ、透湿防湿性に優れ、また、軽量性にも優れるもの
であった。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
本発明によれば、軽量性に優れた透湿防水性布帛および該透湿防水性布帛を用いてなる
繊維製品が提供され、その工業的価値は極めて大である。
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