
JP 2009-293136 A 2009.12.17

(57)【要約】
【課題】無縫製ニット製品やそれに類した成型丸編地製
品を構成するのに最適な長短複合紡績糸と、該紡績糸を
用いた無縫製ニット製品を提供すること。
【解決手段】芯にフィラメントが、鞘に短繊維束が配さ
れてなる芯鞘型の長短複合糸であり、前記フィラメント
は下記（ａ）式で示される撚係数Ａの範囲で実撚りＴ（
回／２．５４ｃｍ）が付与されており、前記短繊維束は
旋回気流によって前記フィラメントが有する実撚り方向
とは逆方向の撚り方向で加撚されてなる長短複合紡績糸
と該長短複合糸を用いて縫製された無縫製ニット製品。
　　　０．５≦Ａ≦１．７　　……………（ａ）式
　ここで、Ａ：撚係数
　　　　Ｎｅ：長短複合紡績糸の英式綿番手
　　　　　Ｔ：フィラメントの実撚り数Ｔ（回／２．５
４ｃｍ）、Ｔ＝Ａ√Ｎｅで表される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯にフィラメントが、鞘に短繊維束が配されてなる芯鞘型の長短複合糸であり、前記フ
ィラメントは下記（ａ）式で示される撚係数Ａの範囲で実撚りＴ（回／２．５４ｃｍ）が
付与されており、前記短繊維束は旋回気流によって前記フィラメントが有する実撚り方向
とは逆方向の撚り方向で加撚されてなることを特徴とする長短複合紡績糸。
　　　０．５≦Ａ≦１．７　　……………（ａ）式
　ここで、Ａ：撚係数
　　　　Ｎｅ：長短複合紡績糸の英式綿番手
　　　　　Ｔ：フィラメントの実撚り数Ｔ（回／２．５４ｃｍ）、Ｔ＝Ａ√Ｎｅで表され
る。
【請求項２】
　前記フィラメントが、ポリトリメチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフタレ
ート繊維及びポリトリメチレンテレフタレート／ポリエチレンテレフタレートの複合繊維
からなる群から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする請求項１記載の長短複合
紡績糸。
【請求項３】
　芯／鞘の重量比が、芯／鞘＝１５～８５／８５～１５であることを特徴とする請求項１
または２記載の長短複合紡績糸。
【請求項４】
　前記フィラメントの横断面形状が、非円形であることを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載の長短複合紡績糸。
【請求項５】
　前記短繊維が、レーヨン繊維であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
長短複合紡績糸。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の長短複合紡績糸を用いて無縫製ニット製品として編成
されてなることを特徴とする無縫製ニット製品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は長短複合紡績糸に関し、さらに詳しくは、ノントルク化されていて該糸を無縫
製ニット製品に仕上げた際に該製品が斜行することがない長短複合紡績糸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、差別化による製品価値の追求や省エネ・資源化の高まりの要請などに対応し、ソ
フトで肌触りが良く、嵩高性があり、吸水性に富み伸縮性や防しわ性を有し、薄くてゴワ
つかずに体にフィットし、快適な着心地感が得られる無縫製ニット（「ホールガーメント
」（登録商標、株式会社島精機製作所）とも呼ばれる）や丸編成型製品（シームレスニッ
トとも呼ばれる）が、高級アウターや高級インナー、高級スポーツ衣料用途で注目を集め
ている。
【０００３】
　このような無縫製ニットや丸編成型商品などのニット製品群は、編生地に型取りし裁断
した後に縫製（カットアンドソー）することによって製品化してきた従来のニット縫製品
とは全く異なり、編地を編成し終えた段階で、そのまま目的とする立体型を呈している製
品として編下げることができるため、型取り裁断は必要なく、ほとんど縫製することなく
、糸ロスや編地ロスの発生も最小限に止めることができ、生産面から省資源ニットとして
注目されている。
【０００４】
　しかも、それらのニット製品は、縫い目の存在によるゴワつき感がほとんどないため、
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着心地感が良く、身体にフィットした美しいシルエットが得られ、激しい動きにも追従し
やすいなど、機能・官能両面で優れており、時代にマッチしたニット製品として高く評価
されている。
【０００５】
　一方、高度な編成技術を駆使したそれらのニット製品を製造するために供給される紡績
糸には、糸特性として、糸トルクがないか、糸トルクがほとんど発生しない紡績糸が望ま
れている。その理由は、ほとんど縫製することなく製品となる該ニット製品群は、糸トル
クによって編成時に発生した斜行が、ニット製品の捩りとして現れ、製品としての価値（
商品価値）を著しく失ってしまうからである。
【０００６】
　特に、高級アウターや高級インナー、高級スポーツ用途に向けた該ニット製品群には、
高機能・高官能な製品表現が求められている。ソフトで肌触りが良く、嵩高性があり、吸
水性に富み、伸縮性や防しわ性を有し、しかも薄くて軽い編み表現が可能で、しかも糸ト
ルクがないか、ほとんど発生しない紡績素材とマッチした製品は、市場には現在、存在し
ていないこともあって強いニーズが出ている。
【０００７】
　これらのニーズを満たすべく各種の取組みが行われてきた。
【０００８】
　例えば、前述した機能・官能の紡績糸表現には、鞘にウールなど天然繊維やセルロース
系の短繊維を配し、芯に伸縮性を有する合成繊維フィラメントを組合せて、リング紡績法
にて長短複合紡績した紡績糸が有望視され、ヒートセットによる所謂撚り止めによって無
縫製ニット化の試行錯誤が行われた。しかし、ヒートセットによる撚り止めは、ヒートセ
ット直後の段階ではその効果が認められたが、ヒートセット以降、編立てまでの編成工程
中の張力の影響で、糸が伸長することに伴って、繊維形状が変形して、セット性に乏しい
セルロース繊維の場合には形状保持性は失われてしまい、編下がりの製品は、捩りが現れ
て期待した効果は得られなかった。
【０００９】
　また、空気渦流を応用した紡績法にて長短複合化を試み、芯となるフィラメントが実質
上、無撚りである糸構造から解撚方向に発生するトルクを減少させる試みもあった。しか
し、該紡績法にて得られる長短複合紡績糸においても、芯繊維は無撚りであっても、鞘繊
維の短繊維には紡績糸を構成するための巻き付き歪みを内存しており、芯繊維の構成比率
によっては大きなトルクを発生させてしまい、編地斜行や捩りに対して、商品価値を維持
できてかつ改善するには至らなかった。
【００１０】
　もちろん、長短複合紡績糸の有するトルクと反対方向に撚糸することによって相互の単
糸が持ち得るトルクを打ち消し合った双糸にて編立て、斜行や捩り防止をした商品化の試
みもあった。しかし、双糸化した場合、商品の風合いが粗硬になるとともに嵩高性を失い
、また、細く紡績した糸をさらに撚糸しなければならないため生産コストが増加するとと
もに、比較的肉厚な製品しか生産できず、薄手の無縫製ニット製品化をするためには、超
細番手の紡績単糸を供給することが必須となり、糸供給面やコスト高という点でも問題と
なる。従って、紡績糸での実現の要請が強いにも拘わらず、問題を解消するに十分な提案
はなく、無縫製ニット等の分野にて求められている性能を最大限発揮できる最適な紡績糸
は実現されていないのが現状である。
【００１１】
　特に、無縫製ニット等に関係して先行特許として従来なされてきた提案は、主に編機や
編み方に関係するものであり（特許文献１－４）、特に、無縫製ニットやシームレスニッ
トの長所を最大限発揮できて、無縫製ニット用編糸とでも言うべき最適な糸スペックにつ
いての具体的な考察・検討はなされていないのが実状である。
【００１２】
【特許文献１】特開平１０－１８５２号公報
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【特許文献２】特開平１０－５３９４３号公報
【特許文献３】特開２００５－２４２６１１号公報
【特許文献４】特開２００６－３２２０８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、上述したような点に鑑み、無縫製ニット製品やそれに類した成型丸編
地製品を構成するのに最適な長短複合紡績糸を提供することにある。
【００１４】
　特に、無縫製ニット製品やそれに類した成型丸編地製品の斜行や捩りに繋がる編糸トル
クは、芯と鞘の２つの構造を持ちかつ長繊維（フィラメント）と短繊維の組合せからなる
という特異な複合構造の長短複合紡績糸においては、撚り構造や芯鞘比率等をうまく制御
することにより、ほとんど問題をなくすことができ、本発明は、そのような長短複合紡績
糸と無縫製ニット製品を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述した目的を達成する本発明の長短複合紡績糸は、以下の（１）の構成からなる。
【００１６】
（１）芯にフィラメントが、鞘に短繊維束が配されてなる芯鞘型の長短複合糸であり、前
記フィラメントは下記（ａ）式で示される撚係数Ａの範囲で実撚りＴ（回／２．５４ｃｍ
）が付与されており、前記短繊維束は旋回気流によって前記フィラメントが有する実撚り
方向とは逆方向の撚り方向で加撚されてなることを特徴とする長短複合紡績糸。
　　　０．５≦Ａ≦１．７　　……………（ａ）式
　ここで、Ａ：撚係数
　　　　Ｎｅ：長短複合紡績糸の英式綿番手
　　　　　Ｔ：フィラメントの実撚り数Ｔ（回／２．５４ｃｍ）、Ｔ＝Ａ√Ｎｅで表され
る。
【００１７】
　また、かかる本発明の長短複合紡績糸において、具体的構成としてより好ましい態様は
、以下の（２）～（５）のいずれかの構成からなるものである。
【００１８】
（２）前記フィラメントが、ポリトリメチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフ
タレート繊維及びポリトリメチレンテレフタレート／ポリエチレンテレフタレートの複合
繊維からなる群から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする上記（１）記載の長
短複合紡績糸。
【００１９】
（３）芯／鞘の重量比が、芯／鞘＝１５～８５／８５～１５であることを特徴とする上記
（１）または（２）記載の長短複合紡績糸。
【００２０】
（４）前記フィラメントの横断面形状が、非円形であることを特徴とする上記（１）～（
３）のいずれかに記載の長短複合紡績糸。
【００２１】
（５）前記短繊維が、レーヨン繊維であることを特徴とする上記（１）～（４）のいずれ
かに記載の長短複合紡績糸。
【００２２】
　また、上述した目的を達成する本発明の無縫製ニット製品は、下記（６）の構成を有す
るものである。
【００２３】
（６）上記（１）～（５）のいずれかに記載の長短複合紡績糸を用いて無縫製ニット製品
として編成されてなることを特徴とする無縫製ニット製品。
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【発明の効果】
【００２４】
　請求項１にかかる本発明の長短複合紡績糸によれば無縫製ニット製品やそれに類した成
型丸編地製品を構成するのに最適な長短複合紡績糸を提供でき、特に、それら製品で本来
生じやすい斜行や捩りという問題が解消できる紡績糸の編糸が提供されるものである。
【００２５】
  請求項６にかかる本発明の無縫製ニット製品によれば、紡績糸使いのものでありながら
、斜行や捩りなどの製品品位の問題がなく、該無縫製ニット製品が持つ本来の特徴を十二
分に発揮できるニット製品が提供されるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、更に詳しく本発明の長短複合紡績糸、無縫製ニット製品について、説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の長短複合紡績糸Ｙの外観をモデル的に示した概略側面図であり、中央
部においてその外観として芯鞘構造を図示しており、その左右の両端側は、鞘繊維Ｓの束
を描かずに（すなわち、鞘繊維Ｓを除去した状態）、芯繊維Ｃの束の形態を露出させて図
示したものである。
【００２８】
　本発明の長短複合紡績糸はＹ、芯にフィラメントＣが、鞘に短繊維束Ｓが配されてなる
芯鞘型の長短複合糸であり、該フィラメントＣは下記（ａ）式で示される撚係数Ａの範囲
で実撚りＴ（回／２．５４ｃｍ）が付与されていて、かつ、該短繊維束Ｓは旋回気流によ
って、該フィラメントが有する実撚り方向とは逆方向の撚り方向１で加撚されてなるもの
である。
　　　０．５≦Ａ≦１．７　　……………（ａ）式
　ここで、Ａ：撚係数
　　　　Ｎｅ：長短複合紡績糸の英式綿番手
　　　　　Ｔ：フィラメントの実撚り数Ｔ（回／２．５４ｃｍ）、Ｔ＝Ａ√Ｎｅで表され
る。
【００２９】
　本発明において、該フィラメントＣの撚係数Ａが０．５未満であれば、ノントルク化の
効果が乏しく、結局、編地斜行や捩りを生じた製品となることが多く好ましくない。また
、撚係数Ａが１．７よりも大きいときは逆方向のトルクが作用するようになり、ノントル
ク効果が消失する方向なので好ましくない。
【００３０】
　いずれしても、本発明の長短複合紡績糸によれば、トルクを有さない編糸用紡績糸とす
ることを目的にトルクを低減化させるための熱処理を施すことなどがないので、加熱によ
り例えば伸長回復率を低下させてしまうことなどの不都合を招くことがなく、該編糸紡績
糸の特性を十分に発揮させることができる。
本発明の長短複合紡績糸は、旋回気流を用いた紡績機（たとえば、「ＭＶＳ（ムラタボル
テックススピナー）」（村田機械株式会社））を使用して得られた長短複合紡績糸に、ノ
ントルク化するために鞘繊維束の有する撚り方向と反対方向の撚り方向で追撚し、実撚り
を付与することにより製造することができる。
【００３１】
　本発明においては、芯のフィラメント束が、この鞘繊維束の有する撚り方向と反対方向
の撚り方向で実撚りを有していることによって鞘繊維の有する結束性は若干緩むこととな
るが、鞘繊維の短繊維端部は芯のフィラメント束中に撚りこまれた構造を呈しているので
、該鞘繊維が剥離して離脱するということはなく、芯繊維の発生する解撚トルク（図１で
は、Ｓ方向に撚りを有するのでトルクはＺ方向）と鞘繊維の有する逆方向のトルク（図１
では、Ｚ方向に撚りを有するのでトルクはＳ方向）とが打ち消し合ってノントルクの長短
複合紡績糸となるのである。
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【００３２】
　本発明において、好ましくは、芯／鞘の重量比が芯／鞘＝１５～８５／８５～１５であ
り、この範囲を外れる場合には、長短両繊維を使用したことによる複合効果は得られ難く
なる。
【００３３】
　特に、本発明の長短複合糸は、上述のように、苛酷な加熱処理などを施すことを要せず
してノントルクの編糸用長短複合紡績糸とすることができることから、本来、加熱処理に
供されることが好ましくない繊維種を使用している紡績糸においてより効果的なものとな
る。具体的には、短繊維がレーヨン繊維である場合や、あるいは、前述したように、鞘の
フィラメントＣが、ポリトリメチレンテレフタレート繊維またはポリトリメチレンテレフ
タレート／ポリエチレンテレフタレートの複合繊維のフィラメントであること、あるいは
ポリブチレンテレフタレート繊維のフィラメントであることであり、これらの芯鞘の組合
せはさらに複合効果が大きい。
【００３４】
　フィラメントの横断面形状は、円形である場合だけに限られず、非円形であることも好
ましく、具体的には、三角断面やＴ字型断面などのものが、天然繊維ライクな風合いを実
現や、あるいはフィラメントＣが、ポリトリメチレンテレフタレート繊維またはポリトリ
メチレンテレフタレート／ポリエチレンテレフタレートの複合繊維のフィラメントである
こと、あるいはポリブチレンテレフタレート繊維のフィラメントであるときはフィラメン
トの断面２次モーメントが高くなり、結果として曲げ剛性が高くなることから良好な布帛
の張り、腰を実現でき好ましい。
【００３５】
　本発明において、フィラメントの単繊維繊度、特に限定されないが、１．１～１０デシ
テックスが好ましく、より好ましくは１．１～６デシテックスである。１．１デシテック
ス以上にすることで、捲縮によるストレッチ性の実効を得ることができる。短繊維の繊度
についても特に限定されないが、紡積性を考慮すると０．６～５デシテックスの範囲内に
することが好ましい。繊維長については各種紡績方法に応じた繊維長とするのがよいが、
空気精紡を用いる場合は、その紡績原理を考慮すると２５ｍｍ～５１ｍｍ程度が好適に使
用でき、さらには３０ｍｍ～４４ｍｍの範囲内とするのがさらに好ましい。
【００３６】
　染色方法についても、糸染めでも布帛にした後に染めてもよく、使用する染色機も特に
限定されるものではないが、染色中の湿温による糸の収縮を妨げないような形状で染色す
るのが好ましい。また糸染めにする場合、染前準備としてカセ取り、また、糸染め後のカ
セ取りを行うが、本発明の長短複合糸で作成したカセは、カセ戻りがなく、カセ取りも非
常にスムーズで、粗密の少ないカセを作成することができ染色斑が軽減できる。また糸染
め後のカセも、コーンアップ工程時の糸同士の毛羽やトルクによる絡みによる張力変動も
少ないため解叙張力が安定した編立性の優れたコーンを得ることができる。
【００３７】
　なお、本発明において、芯のフィラメントの撚り数Ｔは、ＪＩＳ　Ｌ１０９３　Ａの方
法により測定したものであり、撚り係数Ａは、該撚り数をベースにして次式で求めたもの
である。
　Ｔ＝Ａ√Ｎｅ
　　　Ｔ　：１インチ当たりの撚り数
　　　ｋ　：撚り係数
　　　Ｎｅ：英式綿番手
【実施例】
【００３８】
　以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
【００３９】
（１）編成工程通過性
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　　評価は無縫製編機での糸切れ本数（本／編地重量ｋｇ）により判断し、判定基準は本
数が、×：０．５本以上、△：０．２本以上～０．５本未満、○：０．２本未満、の３段
階評価で行った。
【００４０】
（２）布目曲がり率
　　編み地の耳端から編み地の経て方向から直角に１ｍ間隔で２本の線Ａ、Ｂを引き、一
方の線（Ａ線）上の編み地のほぼ中心に点ａを印する。その点ａからウエール（編み目）
にそってもう１方の線（Ｂ線）との交点ｂを印する。
　　次に点ａから垂線（Ｃ線）を引き、一方の線（Ｂ線）との交点をｃとし、ｂとｃとの
距離を斜行距離Ｘ（ｃｍ）とする。
　　斜行距離Ｘ（ｃｍ）の測定は、異なる３箇所で実施して、その最大値を使用して、下
記計算式で、編み地の経て方向の曲がりを表す布目曲がり率を算出する。
　　布目曲がり率（％）＝Ｘ／１００×１００
【００４１】
（３）編み地捩れ評価
　　評価は編み地の斜行：布目曲がり率（％）により判断し、判定基準は、×：１０．０
％以上、△：１．１％以上～９．９％以下、○：１．０％以下の３段階評価で行った。
【００４２】
（４）官能評価
　　得られた編み地について、風合いの柔らかさ、ソフトストレッチ性、回復性を１０人
の官能評価により実施し、その判定結果の平均を評価結果とした。なお評価の判定基準は
、×：全く感じない、△：ほとんど感じない、○：感じる、の３段階評価で行った。
【００４３】
（５）総合評価
　　編成工程通過性、編み地捩れ評価と官能評価の結果を総合して評価した。まず、判定
結果について、×：１点、△５点、○：１０点のように配点し、官能評価の３項目（風合
い柔らかさ、ソフトストレッチ性、回復率）の相加平均値に、編成工程通過性、編み地の
捩れ評価の点数を掛けたものを総合点とみなして総合評価を行った。なお、評価の基準は
、×：かなり悪い（総合点２５０点未満）、△：やや悪い（総合点２５０～４９９点）、
○：良い（総合点５００～７４９点）、◎：優れている（総合点７５０点以上）の４段階
で行った。
【００４４】
実施例１～３
　固有粘度が（ＩＶ）が１．４０のポリトリメチレンテレフタレートと固有粘度（ＩＶ）
が０．６０のポリエチレンテレフタレート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で吐出し、紡糸速度１４００ｍ／
ｍｉｎで引き取り、１６５ｄｔｅｘ、２４フィラメントのサイドバイサイド型の複合構造
未延伸糸を得た。さらに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、５５ｄ
ｔｅｘ、２４フィラメントの延伸糸を得た。
【００４５】
　次に、長短複合紡績糸の短繊維として、１．３ｄｔｅｘ、繊維長が３８ｍｍのレーヨン
繊維を使用し、前述のサイドバイサイド型複合繊維フィラメントとの混率が表１に示すも
のになるよう、通常の紡績方法で１．０ｇ／ｍの太さのスライバーを作成した。このスラ
イバーをローラー方式のドラフト機構を有する空気精紡機に仕掛け、フィラメント用のフ
ィードローラー装置と糸道ガイドを介して、前述のサイドバイサイド型複合繊維フィラメ
ントを空気精紡機のフロントトップローラー～セカンドトップローラー間から短繊維束の
幅方向中心位置に供給し、綿式番手で３０’ｓで短繊維の結束方向がＺ方向となる表１に
示すような長短複合紡績糸を得た。紡績性は良好であり、糸切れの発生もなかった。なお
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、用いた空気精紡機の糸形成部は中空のエアーノズルを有し、短繊維束の中心部にサイド
バイサイド型複合繊維フィラメントが保持された状態で、エアーノズル内の空気流により
短繊維束が結束し、実質無撚りの紡績糸を形成する機構となっている。次に、得られた長
短複合紡績糸を通常のリング撚糸機に仕掛けて、撚り方向はＳ向き、表１に示すような撚
係数で撚糸（追撚）してノントルク化された長短複合紡績糸とした。
【００４６】
　これらの糸を編糸に用いて、（株）島精機製作所製の無縫製編機を用いて、婦人用セー
ターを編んだ。
【００４７】
　得られた無縫製編み地は、本発明のノントルク化長短複合紡績糸を使用したものは、工
程通過性は良好であり、糸切れの発生もなかった。また商品全体としての斜行もなく、ま
た捩れもなく、風合い、ソフトストレッチ性や回復率も良好な商品価値を有するものであ
った。
【００４８】
比較例１
　空気精紡機で得られた長短複合紡績糸に表１に示すようにリング撚糸機で撚糸（追撚）
しない以外は、実施例１と同様な方法で編み地を得た。得られた編み地の評価した結果を
表１に示す。得られた編み地の風合い、ソフトストレッチバック性や回復率などの官能評
価は良好であったが編み地の捩れがあり、満足できるものではなかった。
【００４９】
比較例２、比較例３
空気精紡機で得られた長短複合紡績糸にリング撚糸機で表２に示す撚係数で撚糸（追撚）
した以外は、実施例１と同様な方法で編み地を得た。得られた編み地の評価した結果を表
２に示す。比較例１と同様に得られた編み地の風合い、ソフトストレッチバック性や回復
率などの官能評価は良好であったが編み地の捩れがあり、満足できるものではなかった。
【００５０】
比較例４
　用いるフィラメントをポリトリメチレンテレフタレートとポリエチレンテレフタレート
のサイドバイサイド型複合繊維の１６８ｄｔｅｘ、４８フィラメントとする以外は、実施
例１と同様な方法で編地を得た。得られた編地の評価した結果を表２に示す。フィラメン
トの比率が高いため、鞘繊維の短繊維の剥離があるばかりか、トルクのバランスが悪いた
め、得られた編地は斜行があり満足できるものではなかった。
【００５１】
比較例５
　実施例１と同様な短繊維を用い、通常の紡績方法で０．５ｇ／ｍの粗糸を作成した。こ
の粗糸をローラー方式のドラフト機構を有するリング精紡機に仕掛け、フィラメント用の
フィードローラー装置と糸道ガイドを介して、実施例１と同様なサイドバイサイド型複合
繊維フィラメントをリング精紡機のフロントトップローラー～セカンドトップローラー間
から短繊維束の幅方向中心位置に供給し、綿式番手で３０’ｓで短繊維の撚り方向がＺ方
向、撚係数３．４で紡績して長短複合紡績糸を得た。
　次に得られた長短複合紡績糸を通常のリング撚糸機に仕掛けて、撚り方向はＳ向き、表
２に示すような撚係数で撚糸（追撚）して、長短複合紡績糸を得た。
　得られた長短複合紡績糸を用いて、実施例１と同様な方法で編み地を得た。編成工程通
過時にフィラメントと短繊維の剥離が発生して、糸切れが多発し、編み地の品位が悪化し
た。
【００５２】
比較例６
　フィラメントに解撚方向Ｚ撚方向のウーリー加工仮撚糸を用い、ＭＶＳ精紡機で得られ
た長短複合紡績糸にリング撚糸機で撚糸しない以外は、実施例１と同様な方法で編地を得
た。フィラメントに実撚りが加撚されていないため、ノントルク化が十分ではないため得
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られた編地は斜行があり、満足できるものではなかった。
【００５３】
比較例７
　空気精紡機で得られた長短複合紡績糸に表３に示すような熱セットをした以外は、実施
例１と同様な方法で編地を得た。得られた長短複合紡績糸および編地を評価した結果を表
３に示す。編地の捩れは良好だったが、編み地の風合い、ソフトストレッチバック性や回
復率などの官能評価は不足しており、満足できるものではなかった。
【００５４】
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【００５５】
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【表２】

【００５６】
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【表３】

【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】図１は、本発明の長短複合紡績糸Ｙの外観をモデル的に示した概略側面図であり
、中央部においてその外観として芯鞘構造を図示しており、その左右の両端側は、鞘繊維
Ｓの束を描かずに（すなわち、鞘繊維Ｓを除去した状態）、芯繊維Ｃの束の形態を露出さ
せて図示したものである。
【符号の説明】
【００５８】
　Ｙ　長短複合紡績糸
　Ｓ　短繊維（鞘）
　Ｃ　フィラメント（芯）
　１　フィラメントの実撚り
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