
JP 2014-136849 A 2014.7.28

(57)【要約】
【課題】香料成分を吸収後、長時間が経っても香気が持続する残香性繊維を提供すること
。
【解決手段】香料成分の吸収から４８時間後における香料成分の総放散量が０．１μｇ／
ｇ・ｈ以上１０００μｇ／ｇ・ｈ以下であることを特徴とする残香性ポリウレタン系繊維
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　香料成分の吸収から４８時間後における香料成分の総放散量が０．１μｇ／ｇ・ｈ以上
１０００μｇ／ｇ・ｈ以下であることを特徴とする残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項２】
　前記ポリウレタン系繊維が、ポリウレタン繊維及び／又はポリウレタンウレア繊維であ
ることを特徴とする請求項１に記載の残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項３】
　前記ポリウレタン系繊維のウレタン基濃度及びウレア基濃度の合計が１．０ｍｏｌ／ｋ
ｇ以上５．０ｍｏｌ／ｋｇ以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の残香性ポ
リウレタン系繊維。
【請求項４】
　前記ポリウレタン系繊維の１ｇ当たりの繊維表面積が０．０２ｍ２以上０．２ｍ２以下
及び／又はポリウレタン繊維の単繊維繊度が３デシテックス以上３００デシテックス以下
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残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項５】
　前記香料成分が炭素数３以上１５以下、分子量５０以上３５０以下、沸点２０℃以上２
００℃以下の化合物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残香性ポリ
ウレタン系繊維。
【請求項６】
　前記香料成分の吸収が香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤による水浴中での洗
浄によるものであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の残香性ポリウレタ
ン系繊維。
【請求項７】
　前記香料成分の吸収が香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤によるドライクリー
ニング溶剤中での洗浄によるものであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載
の残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項８】
　前記香料成分の吸収が香料成分を含む液体状物質の噴霧によるものであることを特徴と
する請求項１～５のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維を有することを特徴とする
残香性布帛。
【請求項１０】
　香料成分の吸収から４８時間後における香料成分の総放散量が０．０１μｇ／ｇ・ｈ以
上１０００μｇ／ｇ・ｈ以下であることを特徴とする請求項９に記載の残香性布帛。
【請求項１１】
　残香性ポリウレタン系繊維の含有量が２重量％以上１００重量％以下であることを特徴
とする請求項９又は１０に記載の残香性布帛。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させて得
られる残香性ポリウレタン系繊維素材。
【請求項１３】
　香料成分を吸収させることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の残香性ポリウ
レタン系繊維の使用。
【請求項１４】
　請求項１～８のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させる過
程を有することを特徴とする、残香性ポリウレタン系繊維の香気保持方法。
【請求項１５】
　請求項１～８のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させる工
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程を有することを特徴とする、残香性ポリウレタン系繊維素材の製造方法。
【請求項１６】
　前記香料成分を吸収させる工程を２回以上有することを特徴とする、請求項１５に記載
の残香性ポリウレタン系繊維素材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤等に対する香気持続性に優れた
ポリウレタン系繊維に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日常生活の中で香りを楽しみたいという要望が高まっており、衣服用布帛をはじめ、寝
具等種々の繊維構造物に対して香りが付着しやすく、付着後も揮発等により消失せず、ま
た少量でも香りの強い香料類、香料処方、香料をカプセル化する技術の研究や開発が成さ
れている。
【０００３】
　そして、近年、日常の洗濯時に香りを付与することが好んで行われる様になった。その
代表的手段は香料を付与した洗濯柔軟剤や洗剤により、布帛や衣類が乾燥途中であっても
、さらに当然ながら、乾燥後の長期間に渡り心地よい香りが持続する洗剤、柔軟剤を使用
することである。それらに適用する香料組成物が多々発明されてきた。
【０００４】
　香りそのものである香料類、香料処方、それらを適用した柔軟剤、洗剤、洗濯専用香料
パッケージ、洗濯後噴霧型香料パッケージ等、香料側の発明は多種、多義に渡る。
【０００５】
　消費者が家庭等において洗濯時に香りを付与する利点を挙げると、まず、ターゲットと
する好みの香りを、洗濯の度に繰り返し付与することが出来る点が重要である。また、異
なった香料を付与した衣類に着替えることで異なった香りにリセット出来る点が優れてい
る。そして、近年の香りの嗜好が、軽快な香りを重視する傾向にある点が重要である。軽
快な香り成分の香料類は低分子で高揮発性を有する場合が多い。すなわち、香水やコロン
では、肌に直接噴霧することを前提としており、高揮発性の香料成分は直ぐ揮発してしま
い（トップノート、数分程度の香水の第一印象）、それを長時間に生かすことは困難であ
り、軽快な香り、さわやかな好ましい香りを持続させることが難しかった。香水やコロン
の主機能となる香り（ミドルノート、ベースノート、香水の余韻香）は重い香りと言われ
、フォーマルな印象と傾向が強いと言われる。
【０００６】
　しかしながら、香りを付与される対象物である布帛側にはこの要望に応える試みはなさ
れてこなかった。すなわち、繊維構造物側の素材を改良追求することによる香料吸着率を
高め、香りが長く続くことを狙った技術思想はなかった。特に軽快な香りを長く続かせる
ことを狙った技術思想は全くなかった。
【０００７】
　これに近い試みとして、繊維や繊維構造物に、その製造時に香り成分又は消臭成分等を
付与しておく例が挙げられる（特許文献１及び特許文献２）。また、芳香剤に用いられる
香料基材の例として特許文献３が挙げられる。
【０００８】
　すなわち、初期から特定の香料を具備するものである。特許文献１及び特許文献２には
繊維物質に製造時に香料を付与するものが記載されている。しかし、残念ながら、香りは
嗜好性が非常に高く、個人の感性に結びつくものであり、これに合わせ、予め、多種類の
香りを示す製品を取りそろえることは大変不経済である。そして、製造時に予め特定の香
料を付与しておくことは好みの香料を消費者が後ほど洗濯時等に付与した場合に、予め付
与された香料が残存することによって好みの香気が得られない等本件目的を阻害する場合
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もある。更に、この手法は前述の繰り返し香りをリセットする要求、軽快な香りに対する
要求も満たさない。
【０００９】
　出願人の知る限り、香気持続性を備えた香料類の報告はあるが、香気持続性を備えた布
帛を得ることができたとは、未だ報告されていないのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２－０１２７１０号公報
【特許文献２】特開２０１１－１６２９０６号公報
【特許文献３】特表２００８－５１９１４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記の通り、満足できる香気持続性を備えた布帛は報告されていない。
　本発明は、製造時に予め香料を付着させることなく、上記香りを受容する繊維構造物側
の問題点に鑑みて、香りを付与される対象物である布帛を構成する繊維を改良することに
より、香料成分を吸収後、長時間（例えば、４８時間程度）が経っても香気が持続する残
香性繊維を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者等は、本発明のポリウレタン系繊維からなる衣服、特に下着や中衣は、肌より
低温で香料成分を穏やかに揮発させることが可能であり、そのような衣服の構成素材を香
料の含浸基材、特に高揮発性香料吸収基材として活用することにより、高揮発香料の軽快
な香りを持続させるという驚くべき効果が得られることを見いだした。本発明は、このよ
うな知見に基づき、更に鋭意開発を重ねて完成に至ったものである。すなわち、本発明は
以下の発明に関する。
【００１３】
［１］香料成分の吸収から４８時間後における香料成分の総放散量が０．１μｇ／ｇ・ｈ
以上１０００μｇ／ｇ・ｈ以下であることを特徴とする残香性ポリウレタン系繊維。
［２］前記ポリウレタン系繊維が、ポリウレタン繊維及び／又はポリウレタンウレア繊維
であることを特徴とする前記［１］に記載の残香性ポリウレタン系繊維。
［３］前記ポリウレタン系繊維のウレタン基濃度及びウレア基濃度の合計が１．０ｍｏｌ
／ｋｇ以上５．０ｍｏｌ／ｋｇ以下であることを特徴とする前記［１］又は［２］に記載
の残香性ポリウレタン系繊維。
［４］前記ポリウレタン系繊維の１ｇ当たりの繊維表面積が０．０２ｍ２以上０．２ｍ２

以下及び／又はポリウレタン繊維の単繊維繊度が３デシテックス以上３００デシテックス
以下であることを特徴とする前記［１］～［３］のいずれかに記載の残香性ポリウレタン
系繊維。
［５］前記香料成分が炭素数３以上１５以下、分子量５０以上３５０以下、沸点２０℃以
上２００℃以下の化合物であることを特徴とする前記［１］～［４］のいずれかに記載の
残香性ポリウレタン系繊維。
［６］前記香料成分の吸収が香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤による水浴中で
の洗浄によるものであることを特徴とする前記［１］～［５］のいずれかに記載の残香性
ポリウレタン系繊維。
［７］前記香料成分の吸収が香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤によるドライク
リーニング溶剤中での洗浄によるものであることを特徴とする前記［１］～［５］のいず
れかに記載の残香性ポリウレタン系繊維。
［８］前記香料成分の吸収が香料成分を含む液体状物質の噴霧によるものであることを特
徴とする前記［１］～［５］のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維。



(5) JP 2014-136849 A 2014.7.28

10

20

30

40

50

［９］前記［１］～［８］のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維を有することを
特徴とする残香性布帛。
［１０］香料成分の吸収から４８時間後における香料成分の総放散量が０．０１μｇ／ｇ
・ｈ以上１０００μｇ／ｇ・ｈ以下であることを特徴とする前記［９］に記載の残香性布
帛。
［１１］残香性ポリウレタン系繊維の含有量が２重量％以上１００重量％以下であること
を特徴とする前記［９］又は［１０］に記載の残香性布帛。
［１２］前記［１］～［８］のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を
吸収させて得られる残香性ポリウレタン系繊維素材。
［１３］香料成分を吸収させることを特徴とする前記［１］～［８］のいずれかに記載の
残香性ポリウレタン系繊維の使用。
［１４］前記［１］～［８］のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を
吸収させる過程を有することを特徴とする、残香性ポリウレタン系繊維の香気保持方法。
［１５］前記［１］～［８］のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を
吸収させる工程を有することを特徴とする、残香性ポリウレタン系繊維素材の製造方法。
［１６］前記香料成分を吸収させる工程を２回以上有することを特徴とする、前記［１５
］に記載の残香性ポリウレタン系繊維素材の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のポリウレタン系繊維は、優れた残香性、特に香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び
／又は洗剤等の残香機能を助け、該ポリウレタン繊維、該ポリウレタン繊維を含有する布
帛及び該布帛を使用した衣類において、洗濯乾燥後の長期間に渡り心地よい香りが持続す
る。更に、本発明のポリウレタン繊維は、そのような優れた機能が劣化しないか劣化の度
合いが小さく、例えば、洗濯等に対する耐久性の面で、非常に優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明における香料成分の総放散量を測定する装置を示す模式図である。
【図２】実施例１９におけるＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムである。
【図３】実施例２０におけるＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムである。
【図４】比較例１９におけるＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムである。
【図５】比較例２０におけるＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の残香性ポリウレタン系繊維を詳細に説明する。
【００１７】
　本発明の残香性ポリウレタン系繊維は、香料成分の吸収から４８時間後における香料成
分の総放散量が０．１μｇ／ｇ・ｈ以上１０００μｇ／ｇ・ｈ以下であることを特徴とす
る。
【００１８】
　本発明において、残香性とは、付与された香気が長時間持続することを表す。本発明の
ポリウレタン系繊維が残香性を備える場合、本発明のポリウレタン繊維を含有する布帛等
において、洗濯時に付与された好ましい香気が、例えば、乾燥後約２４時間以上経っても
感知可能であり、好ましくは、４８時間以上、より好ましくは、約７２時間以上、さらに
好ましくは約１４４時間以上経っても感知可能である。本発明のポリウレタン系繊維又は
布帛の香気が良好に感知されることの目安としては、例えば、下記の６段階臭気強度表示
法（官能試験１）による評価が２．５以上、好ましくは３．０以上であることが挙げられ
る。また、下記の９段階快・不快度表示法（官能試験２）による評価としては、２以上で
あるものが好ましく、３以上であるものがより好ましい。機能保持耐久試験における９段
階快・不快度表示法（官能試験３）による評価としても、２以上であるものが好ましく、
３以上であるものがより好ましい。
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【００１９】
　また、前記残香性は、例えば、繊維又は布帛が香料成分に暴露され、香料成分を吸収す
る工程（例えば、洗濯工程等）の後、乾燥を経て４８時間後における香料成分の総放散量
で表すことが出来る。このような総放散量としては、例えば、繊維又は布帛から発生した
香料成分を捕集し、ガスクロマトグラフィー等で捕集量を分析して得られた値を用いてよ
い。前記総放散量は、通常、約１８℃～４５℃で測定されたものを用い、好ましくは、約
２０℃～２５℃で測定されたものを用いる。より好ましくは、約２２℃～２４℃で測定さ
れたものを用いる。前記総放散量は、０．１μｇ／ｇ・ｈ以上１０００μｇ／ｇ・ｈ以下
であることが好ましく、０．２μｇ／ｇ・ｈ以上５００μｇ／ｇ・ｈ以下であることがよ
り好ましく、０．３μｇ／ｇ・ｈ以上２００μｇ／ｇ・ｈ以下であることが最も好ましい
。但し、μｇ／ｇ・ｈとは、本発明のポリウレタン系繊維又は該繊維を有する本発明の布
帛１ｇが１時間当たりに放散する香料成分の総放散量（μｇ）を示す。０．１μｇ／ｇ・
ｈ未満であると、想定される布帛の残香性、臭気強度は不満足なものになる。１０００μ
ｇ／ｇ・ｈより大きいと、臭気強度自体が高すぎるため、好ましい香りが得られない場合
がある。
【００２０】
　本発明のポリウレタン系繊維は、例えば、ポリオール、ジイソシアネート化合物、ジア
ミン化合物及びジオール化合物等から重合されるものであってもよいが、本発明において
は特に限定されるものではない。また、その合成法も特に限定されるものではない。前記
ポリウレタン系繊維は、例えば、
ポリマージオール、ジイソシアネート及び低分子量ジアミン等から重合されてなるポリウ
レタンウレア繊維であってもよく、また、ポリマージオール、ジイソシアネート及び低分
子量ジオール等から重合されてなるポリウレタン繊維（ポリウレタンウレタン繊維）であ
ってもよい。さらに、鎖伸長剤として水酸基とアミノ基を分子内に有する化合物を使用し
たポリウレタンウレア繊維であってもよい。本発明の効果を妨げない範囲で３官能性以上
の多官能性のグライコールやイソシアネート等が使用されることも好ましい。ポリマージ
オールはポリエーテル系、ポリエステル系ジオール、ポリカーボネートジオール等が好ま
しい。そして、特に溶解性の異なる、親水性香料及び親油性香料を効率よく糸に付与する
観点からポリエーテル系ジオールが使用されることが好ましい。
【００２１】
　本発明で使用するポリオールは、分子量比が約０．５以上であり、かつ、重量平均分子
量／数平均分子量の比が約１．８以上が好ましい。このようなポリオールを使用すること
により機械物性の観点、香料を効率よく糸に付与する観点、香料吸収放散機能の保持率の
観点から、優れたポリウレタン系繊維を得ることが出来る。好ましくは、分子量比が約１
．５以上３以下、重量平均分子量／数平均分子量の比が約２以上１０以下である。
【００２２】
　尚、ポリオールの分子量比は、以下の式（１）によって求めることができる。
【００２３】
【数１】

【００２４】
　また重量平均分子量、数平均分子量はＧＰＣで測定してポリスチレンにより換算した結
果を用いる。
【００２５】
　本発明で用いるポリオールは単一であってもよいし、分子量の異なる２種以上のポリオ
ール（相対的に高分子量のポリオールと低分子量のポリオール）をブレンドすることによ
り上記の範囲の中の所望の分子量にしても良いが、分子量の異なる２種以上のポリオール
をブレンドして所定の分子量にすることが好ましい。ブレンドすることにより伸度、応力
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特性に優れたポリウレタン繊維を得やすくなる。混合するポリオールの分子量は特に規定
されるものではなく、例えば分子量が約６００未満のポリオールと分子量が約１６００よ
り大きいポリオールとを混合してもよいし、混合する別のポリオールよりも分子量が低い
ものの分子量が約６００以上であるポリオールと、混合する別のポリオールよりも分子量
が高いものの分子量が約１６００以下であるポリオールとを混合してもよい。但し、ブレ
ンドする複数種のポリオールの分子量が大きく解離しているとポリオールそれぞれの反応
性が異なってしまうので、ブレンドする複数種のポリオールの分子量差は約１０００以内
に留めておくことが好ましい。分子量差が約６００以内であるとより好ましい。
【００２６】
　ポリエーテル系ポリオールとして、例えばポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコ
ール、ポリエチレングリコールの誘導体、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレ
ンエーテルグリコール（以下、ＰＴＭＧと略す）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）及び３
－メチルテトラヒドロフランの共重合体である変性ＰＴＭＧ（以下、３Ｍ－ＰＴＭＧと略
する）、ＴＨＦ及び２，３－ジメチルＴＨＦの共重合体である変性ＰＴＭＧ、特許第２６
１５１３１号公報等に開示される側鎖を両側に有するポリオール、ＴＨＦとエチレンオキ
サイド及び／又はプロピレンオキサイドが不規則に配列したランダム共重合体等が挙げら
れる。これらを２種以上混合もしくは共重合して用いてもよいが、糸の強伸度と回復力の
観点からＰＴＭＧ、３Ｍ－ＰＴＭＧ、この２種をブレンドしたポリオール等を用いること
が好ましい。ＰＴＭＧ、３Ｍ－ＰＴＭＧ、もしくはこの２種をブレンドしたポリオール等
に対して特性を損なわない程度に他のポリオールを混合もしくは共重合しても何ら構わな
い。
　特に、水系洗濯時に親水性香料を受容する場合はエチレンオキシドを含有するグリコー
ル等の使用が好まれ、ポリエチレンオキシドグリコール、ポリエチレングリコールの誘導
体等の含有が好適であり、親油性香料を受容、吸収する場合はポリプロピレングリコール
、ＰＴＭＧ、３Ｍ－ＰＴＭＧ等の使用が好適である。
【００２７】
　次に本発明に使用される有機ジイソシアネート化合物としては、芳香族、脂環族及び脂
肪族ジイソシアネート化合物等を用いることが出来る。芳香族ジイソシアネート化合物と
して、例えばジフェニルメタンジイソシアネート（以下、ＭＤＩと略す）、トリレンジイ
ソシアネート、１，４－ジイソシアネートベンゼン、キシリレンジイソシアネート、２，
６－ナフタレンジイソシアネート等が挙げられる。脂環族、脂肪族ジイソシアネートとし
て、例えば、メチレンビス（シクロヘキシルイソシアネート）（以下、Ｈ１２ＭＤＩと称
する。）、イソホロンジイソシアネート、メチルシクロヘキサン２，４－ジイソシアネー
ト、メチルシクロヘキサン２，６－ジイソシアネート、シクロヘキサン１，４－ジイソシ
アネート、ヘキサヒドロキシリレンジイソシアネート、ヘキサヒドロトリレンジイソシア
ネート及びオクタヒドロ１，５－ナフタレンジイソシアネート等が挙げられる。これらの
有機ジイソシアネート化合物は単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。こ
れらの有機ジイソシアネート化合物のうち、繊維の強度や耐熱性等に優れることから芳香
族ジイソシアネート化合物等を用いることが好ましく、ＭＤＩ等を用いることがさらに好
ましい。ＭＤＩに対して他の１種又は２種以上の芳香族ジイソシアネート化合物等を混合
して用いてもよい。
【００２８】
　ポリオールと有機ジイソシアネート化合物の反応当量比（モル比）は約８以下であるこ
とが好ましい。この範囲であると強伸度及び回復力に優れるだけでなく、加工性にも優れ
た繊維を得ることが出来る。すなわち、約８を超えると重合プロセスによってはゲルが生
成するため紡糸性に問題が生じるおそれがある。さらにはゲルの部分が弱糸になることが
あり品質が安定しにくくなる。特に重合プロセスが溶液中の場合は、約８以下であること
が好ましく、約６以下がより好ましく、約３以下が最も好ましい。一方、１未満であると
耐熱性が悪くなりかつ破断強伸度も低くなり易くなるため品質に問題が生じるおそれがあ
る。したがって、下限としては、約１以上であることが好ましく、約１．４以上であるこ
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とがより好ましい。
【００２９】
　次に、ポリウレタン系樹脂を構成する構造単位の鎖伸長剤としては、低分子量ジアミン
及び低分子量ジオールのうち少なくとも１種又は２種以上を使用するのも好ましい。なお
、エタノールアミンのように、水酸基とアミノ基の両方を分子中に有するものであっても
よい。
【００３０】
　好ましい低分子量ジオールとしては、エチレングリコール（以下、ＥＧと略す）、１，
３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、ビスヒドロキシエトキシベンゼン、ビ
スヒドロキシエチレンテレフタレート、１－メチル－１，２－エタンジオール等は代表的
なものである。特に好ましくはＥＧ、１，３－プロパンジオール及び１，４－ブタンジオ
ール等である。これらを用いると、ジオール伸長のポリウレタン系樹脂としては耐熱性が
高く、また、ポリウレタン系繊維とした場合に強度を高くすることができる。
【００３１】
　本発明のポリウレタン系繊維の鎖伸長剤として好ましいジアミン化合物を挙げる。ジア
ミン化合物を用いることにより、高い回復力を達成することが可能となると共に、生成し
たウレア基の強力な水素結合力により水親和性の香料類までも捕捉し易く、香気持続性に
寄与することが可能となる。ジアミン化合物として、低分子量ジアミン化合物、例えばヒ
ドラジン、エチレンジアミン、１，２－プロパンジアミン、１，３－プロパンジアミン、
２－メチル－１，５－ペンタンジアミン、１，２－ジアミノブタン、１，３－ジアミノブ
タン、１－アミノ－３，３，５－トリメチル－５－アミノメチルシクロヘキサン、２，２
－ジメチル－１，３－ジアミノプロパン、１，３－ジアミノ－２，２－ジメチルブタン、
２，４－ジアミノ－１－メチルシクロヘキサン、１，３－ペンタンジアミン、１，３－シ
クロヘキサンジアミン、ビス（４－アミノフェニル）ホスフィンオキサイド、ヘキサメチ
レンジアミン、１，３－シクロヘキシルジアミン、ヘキサヒドロメタフェニレンジアミン
、２－メチルペンタメチレンジアミン及びビス（４－アミノフェニル）ホスフィンオキサ
イド等を挙げることができる。これらの中から１種もしくは２種以上を混合して使うこと
が可能である。また特性を損なわない程度にエチレングリコール等の低分子量ジオール化
合物等を併用してもよい。ジアミン化合物において好ましいのは炭素数が２から５のジア
ミン化合物であり、伸度及び弾性回復性等に優れた繊維を製造するという観点からすると
、エチレンジアミン等を用いることが特に好ましい。これらの鎖伸長剤の他に、架橋構造
を形成することのできるトリアミン化合物（例えばジエチレントリアミン等）等を、本発
明の効果を失わない程度であれば併用してもよい。得られるポリウレタンの分子量を制御
するために、鎖伸長反応時に鎖末端停止剤を併用することが好ましい。紡糸後の糸特性が
安定することから鎖停止剤に対する鎖伸長剤のモル比は約１０～２０の間であることが好
ましい。より好ましくは約１４～１８の間である。
　かかる鎖末端停止剤としては、ｎ－ブタノールのようなモノアルコール化合物及びジメ
チルアミン、ジエチルアミン、シクロヘキシルアミン、ｎ－ヘキシルアミンのようなモノ
アミン化合物等を用いることができる。好ましくはモノアミン化合物であり、更に好まし
くはジエチルアミンである。鎖末端停止剤は、通常、鎖伸長剤と混合して使用される。
【００３２】
　以上のようなポリオールと有機ジイソシアネート化合物とジアミン化合物等から重合さ
れるポリウレタンの重合方法は特に限定されるものではなく、溶融重合法、溶液重合法の
いずれでもよく、他の方法でもよいが、より好ましいのは溶液重合法である。溶液重合法
の場合には、ポリウレタン中にゲル等の異物の発生が少ない利点がある。
【００３３】
　溶液重合法の場合、例えば、ＤＭＡｃ、ＤＭＦ、ＤＭＳＯ及びＮＭＰ等やこれらを主成
分とする溶剤の中で、ポリオールと有機ジイソシアネート化合物、及びジアミン化合物等
の原料を用い重合を行なうことによりポリウレタン溶液を得ることができる。その反応方
法についても特に限定されるものではなく、例えば溶剤中に各原料を投入して溶解させ、
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適度な温度に加熱し反応させるワンショット法、ポリオールと有機ジイソシアネート化合
物とをまず無溶媒下で反応させてプレポリマーとし、しかる後に、該プレポリマーを溶剤
に溶解、ジアミン化合物で鎖伸長反応させ、ポリウレタンを合成するプレポリマー法等が
挙げられるが、好ましくはプレポリマー法である。
【００３４】
　なお、かかるポリウレタンの合成に際し、アミン系触媒や有機金属触媒等の触媒が１種
もしくは２種以上混合して使用されることも好ましい。アミン系触媒としては、例えば、
Ｎ，Ｎ－ジメチルシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン、トリエチル
アミン、Ｎ－メチルモルホリン、Ｎ－エチルモルホリン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメ
チルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－１，３－プロパンジアミン
、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルヘキサンジアミン、ビス－２－ジメチルアミノエチ
ルエーテル、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－ペンタメチルジエチレントリアミン、テトラメチルグ
アニジン、トリエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルピペラジン、Ｎ－メチル－Ｎ’－
ジメチルアミノエチル－ピペラジン、Ｎ－（２－ジメチルアミノエチル）モルホリン、１
－メチルイミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエタノ
ール、Ｎ，Ｎ，Ｎ’－トリメチルアミノエチルエタノールアミン、Ｎ－メチル－Ｎ’－（
２－ヒドロキシエチル）ピペラジン、２，４，６－トリス（ジメチルアミノメチル）フェ
ノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノヘキサノール及びトリエタノールアミン等が挙げられる
。
　また、有機金属触媒としては、オクタン酸スズ、二ラウリン酸ジブチルスズ及びオクタ
ン酸鉛ジブチル等が挙げられる。
【００３５】
　得られたポリウレタン溶液中のポリウレタンの濃度は、特に限定されるものではないが
、ポリウレタンの分子量及び溶液粘度、得られる繊維の伸縮特性から、約２０～６０重量
％の間であることが好ましい。より好ましくは約３０～５０重量％の間であり、更に好ま
しくは約３５～４５重量％の間である。
【００３６】
　得られたポリウレタン溶液中、ポリウレタンのジアミン化合物に由来する末端基濃度は
、ポリウレタンに対して約５～５０ｍｅｑ／ｋｇであることが好ましい。より好ましくは
約１０～４５ｍｅｑ／ｋｇの間である。末端基濃度が約５０ｍｅｑ／ｋｇよりも高くなる
とポリマーの分子量が小さく、応力、回復力が却って低くなり易いため、衣服等に用いる
のに適さない繊維となるおそれがある。また、約５ｍｅｑ／ｋｇ未満であると分子量が高
くなるため、一部がゲル化してしまい伸度、強度の低い部分が生じてしまい、品質が安定
しない、溶液粘度の観点から濃度を高くすることが困難となり生産性が低下してしまうと
いった問題が生じやすい。
【００３７】
　なお、ポリウレタンのジアミン化合物に由来する末端基濃度を測定するには次のように
行うことができる。ポリウレタン溶液にＤＭＡｃを加え、ポリウレタン濃度が約１．７７
重量％の溶液とする。そして、三菱化学（株）製自動滴定装置ＧＴ－１００を用いて、ｐ
－トルエンスルホン酸（０．０１Ｎ）で電位差滴定をして、第１級アミンと２級アミンと
の含量合計（Ａ）を求める。次いで、同様に調製したポリウレタン溶液にサリチルアルデ
ヒド（２０％イソプロピルアルコール溶液）を添加して、第１級アミンと反応させた後、
第２級アミンをｐ－トルエンスルホン酸（０．０１Ｎ）で電位差滴定し、第２級アミン含
量（Ｂ）を求める。次式によりジアミン化合物に由来する末端基濃度を算出することがで
きる。
【００３８】
【数２】

【００３９】
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　そして、本発明で使用されるポリウレタン系樹脂として特に好ましいのは、工程通過性
も含め、実用上の問題がなく、かつ、高耐熱性に優れたものを得る観点から、ポリマージ
オールとジイソシアネートとを反応させて得られるものを含有し、かつ高温側の融点が約
１５０℃以上３００℃以下の範囲となるものである。ここで、高温側の融点とは、示差走
査熱量計（ＤＳＣ）で測定した際のポリウレタン又はポリウレタンウレアのいわゆるハー
ドセグメント結晶の融点が該当する。
【００４０】
　さらに、残香性の観点から、本発明で使用されるポリウレタン系繊維におけるウレタン
基濃度とウレア基濃度の合計は、好ましくは約１．０ｍｏｌ／ｋｇ以上５．０ｍｏｌ／ｋ
ｇ以下、より好ましくは約１．０ｍｏｌ／ｋｇ以上４．５ｍｏｌ／ｋｇ以下、より好まし
くは、約１．２ｍｏｌ／ｋｇ以上４．０ｍｏｌ／ｋｇ以下である。該ウレタン基濃度及び
ウレア基濃度は、以下の式に従って求めることができる。
【００４１】
【数３】

【００４２】
【数４】

【００４３】
　さらに、本発明で使用されるポリウレタンには、後述の各種添加剤類を添加することが
好ましい場合がある。
【００４４】
　特に残香性を向上させる観点から、ポリウレタン系樹脂を構成するウレタン基濃度とウ
レア基濃度の総計を調整するために第３級窒素含有ジオール及び／又は第３級窒素含有ジ
アミン並びに有機ジイソシアネートを含有するポリウレタン及び／又はポリウレタンウレ
ア重合体を添加することが挙げられる。さらには、これらの重合体等にＮ，Ｎ－ジアルキ
ルセミカルバジド末端基を持たせた重合体を添加することも挙げられる。第３級窒素を主
鎖に有し、かつ末端にＮ，Ｎ－ジアルキルセミカルバジドを有する化合物は低濃度のＮ，
Ｎ－ジアルキルセミカルバジドであっても染色時における高耐熱性を発揮することができ
、未配合の場合より高強伸度なものにできる。
【００４５】
　前記第３級窒素含有ジオールの好ましい具体的としては、例えば、Ｎ－メチル－Ｎ，Ｎ
－ジエタノールアミン、Ｎ－メチル－Ｎ，Ｎ－ジプロパノールアミン、Ｎ－メチル－Ｎ，
Ｎ－ジイソプロパノールアミン、Ｎ－ブチル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミン、Ｎ－ｔ－ブ
チル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミン、Ｎ－オクタデカン－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミン、
Ｎ－ベンジル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミン、Ｎ－ｔ－ブチル－Ｎ，Ｎ－ジイソプロパノ
ールアミン等、及びビスヒドロキシエチルピペラジン、ビスヒドロキシイソプロピルピペ
ラジン等のピペラジン誘導体等も使用することができる。この中で特に好ましいのはＮ－
ｔ－ブチル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミン又はＮ－ベンジル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミ
ン等である。
【００４６】
　前記第３級窒素含有ジアミンの好ましい具体的としては、例えば、Ｎ－メチル－３，３
’－イミノビス（プロピルアミン）、Ｎ－ブチル－アミノビス－プロピルアミン、Ｎ－メ
チル－アミノビス－エチルアミン、Ｎ－ｔ－ブチル－アミノビス－プロピルアミン、ピペ
ラジン－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）及びピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビス（２－
アミノエチル）等を使用することができる。この中で特に好ましいのは、Ｎ－メチル－３
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，３’－イミノビス（プロピルアミン）又はピペラジン－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプ
ロピル）等である。
【００４７】
　前述の第３級窒素含有ジオール及び／又は第３級窒素含有ジアミン並びに有機ジイソシ
アネートを含有するポリウレタン及び／又はポリウレタンウレア重合体における有機ジイ
ソシアネートの好ましい具体的としては、例えば、メチレン－ビス（４－シクロヘキシル
イソシアネート）、イソホロンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、及びダイマ
ー酸から誘導されるＤＤＩ等の脂肪族ジイソシアネート等を使用することができる。この
中で特に好ましいのは、メチレン－ビス（４－シクロヘキシルイソシアネート）又はイソ
ホロンジイソシアネート等である。
　そして、ポリウレタン又はポリウレタンウレアの末端基はセミカルバジド基を形成せし
めたものも好ましい。有機ジイソシアネートと反応して末端セミカルバジド基とする場合
は、置換ヒドラジン等が用いられるのが好ましい。置換ヒドラジンの好ましい具体的とし
ては、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルヒドラジン、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドラジン、Ｎ，Ｎ－ジ
プロピルヒドラジン、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルヒドラジン、Ｎ，Ｎ－ジブチルヒドラジン
、Ｎ，Ｎ－ジイソブチルヒドラジン、Ｎ，Ｎ－ジヒドロキシエチルヒドラジン、及びＮ，
Ｎ－ジヒドロキシイソプロピルヒドラジン等を使用することができる。この中で特に好ま
しいのは、Ｎ，Ｎ－ジメチルヒドラジン及びＮ，Ｎ－ジヒドロキシエチルヒドラジン等で
ある。
【００４８】
　前述の第３級窒素含有ジオール及び／又は第３級窒素含有ジアミン並びに有機ジイソシ
アネートを含有するポリウレタン及び／又はポリウレタンウレア重合体として特に好まし
いのは、Ｎ－ｔ－ブチル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミンとメチレン－ビス（４－シクロヘ
キシルイソシアネート）の反応によって生成せしめたポリウレタン又はＮ－ｔ－ブチル－
Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミン、メチレン－ビス（４－シクロヘキシルイソシアネート）の
反応によって生成せしめたポリウレタンにＮ，Ｎ－ジメチルヒドラジンを末端に反応させ
たポリウレタン、及びＮ－メチル－３，３’－イミノビス（プロピルアミン）とメチレン
－ビス（４－シクロヘキシルイソシアネート）の反応によって生成せしめたポリウレア等
である。Ｎ－ｔ－ブチル－Ｎ，Ｎ－ジエタノールアミンとメチレン－ビス（４－シクロヘ
キシルイソシアネート）との反応比率は、本発明の効果を妨げない限り特に限定されない
が、例えば、約１：１．０５の反応によって生成せしめたものが好ましく、この場合の交
互共重合体のウレタン基濃度とウレア基濃度の総計は約５．１ｍｏｌ／ｋｇである。
【００４９】
　さらに、残香性を向上させる観点から、ステアリン酸マグネシウム等の金属石鹸、炭酸
カルシウム等の炭酸塩類も香料の吸収基材となり、有用に作用できる。
【００５０】
　さらに、残香性を向上させる観点から、本発明で使用されるポリウレタン系繊維には、
シクロデキストリン及び／又はその誘導体を含有することも好ましい。例えば、α－シク
ロデキストリン、β－シクロデキストリン、γ－シクロデキストリンやメチル化あるいは
ヒドロキシプロピル化されたシクロデキストリンのいずれも使用することができる。
【００５１】
　さらに、残香性を向上させる観点から、本発明で使用されるポリウレタン系繊維には、
無機系化合物を配合することも好ましい。特に、層状結晶構造の無機系化合物、層状の粘
土鉱物、天然及び合成ゼオライト、天然及び合成ハイドロタルサイト、金属化合物を配合
することも好ましい。層状無機系化合物としては、例えば、層状無機物及びその有機処理
物が挙げられる。層状無機系化合物は、固体であってもよいし、流動性を有していてもよ
い。層状無機系化合物は、１種のみであっても良いし、２種以上であっても良い。層状無
機物を形成できる無機物としては、例えば、ケイ酸塩、粘土鉱物等が挙げられる。中でも
、層状無機物としては、層状粘土鉱物が好ましい。層状粘土鉱物としては、例えば、モン
モリロナイト、バイデライト、ヘクトライト、サポナイト、ノントロナイト、スチーブン



(12) JP 2014-136849 A 2014.7.28

10

20

30

40

50

サイト等のスメクタイト；バーミキュライト；ベントナイト；カネマイト、ケニアナイト
、マカナイト等の層状ケイ酸ナトリウム等が挙げられる。このような層状粘土鉱物は、天
然の鉱物として産するものであっても良いし、化学合成法によって製造されたものであっ
ても良い。中でも好ましくはゼオライトが挙げられる。ゼオライトの特長は、無定形もし
くは蜂の巣状の無数のミクロン細孔を有しており比表面積が大きい点である。このため水
系洗濯工程では、水分がこの細孔中に吸い込まれ、さらに水分と同時に各種高揮発性、低
分子量香料が吸い込まれる。例えば、ハイドロタルサイト類化合物としては、Ｍｇ６Ａｌ

２（ＯＨ）１６ＣＯ３・４Ｈ２Ｏ及びＭｇ４．５Ａｌ２（ＯＨ）１３ＣＯ３・３．５Ｈ２

Ｏ等が好ましい。また、ハンタイトとハイドロマグネサイトの混合物であるＭｇ２Ｃａ（
ＣＯ３）４及びＭｇ４（ＣＯ３）４・Ｍｇ（ＯＨ）３・４Ｈ２Ｏの混合物も好ましい。ま
た、金属化合物ではＣａ、Ｍｇ、ＡｌもしくはＢａから選ばれた金属の炭酸塩としては、
炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸バリウム等が好ましい。酸化物としては、酸化
マグネシウム、酸化アルミニウム等が好ましく、水酸化物としては、水酸化カルシウム、
水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム等が好ましい。複合酸化物としては、ＭｇＯ・
Ａｌ２Ｏ３等が好ましい。上記無機系化合物の中でも、特には、ハイドロタルサイト類化
合物Ｍｇ６Ａｌ２（ＯＨ）１６ＣＯ３・４Ｈ２Ｏ、ハンタイトとハイドロマグネサイトの
混合物、複合酸化物ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３が好ましい。こうした無機系化合物を含有させる
ことにより、残香性の効果を高めることができる。
【００５２】
　これら無機系化合物は、ポリウレタン系繊維の紡糸溶液中に配合されるので、紡糸安定
性の観点から、平均粒径約２μｍ以下であることが好ましく、平均粒径約１μｍ以下であ
ることがより好ましい。本発明において平均粒径とは、ふるい分け法によって測定した粒
度分布の積算重量が５０重量％に到達する粒径で定義される値を示す。また、これら無機
系化合物の糸中への分散性をさらに向上させ、紡糸を安定化させる等の目的で、例えば、
脂肪酸、脂肪酸エステル、リン酸エステル、ポリオール系有機物等の有機物、シラン系カ
ップリング剤、チタネート系カップリング剤、水ガラス、脂肪酸金属塩又はこれらの混合
物等で表面処理された無機系化合物を用いることも好ましい。
【００５３】
　各種添加剤類の添加方法としては、任意の方法が採用できる。その代表的な方法として
は、スタティックミキサーによる方法、攪拌による方法、ホモミキサーによる方法、２軸
押し出し機を用いる方法等各種の手段が採用できる。ここで、添加される各種添加剤類は
、ポリウレタン系繊維を溶液重合により合成する場合、均一な添加を行う観点から、溶液
にして添加することが好ましい。
【００５４】
　なお、各種添加剤類のポリウレタン溶液への添加により、添加後の混合溶液の溶液粘度
が添加前のポリウレタン溶液粘度に比べ予想以上に高くなる現象が発生する場合がある。
この現象を防止する観点から、ジメチルアミン、ジイソプロピルアミン、エチルメチルア
ミン、ジエチルアミン、メチルプロピルアミン、イソプロピルメチルアミン、ジイソプロ
ピルアミン、ブチルメチルアミン、イソブチルメチルアミン、イソペンチルメチルアミン
、ジブチルアミン、ジアミルアミン等のモノアミン、エタノール、プロパノール、ブタノ
ール、イソプロパノール、アリルアルコール、シクロペンタノール等のモノオール、フェ
ニルイソシアネート等のモノイソシアネート等の末端封鎖剤を１種又は２種以上混合して
使用することも好ましい。
【００５５】
　さらに、本発明で使用されるポリウレタン系繊維には、必要に応じ、本発明の効果を損
なわない範囲内で、各種安定剤や顔料等が含有されていてもよい。例えば、ジビニルベン
ゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタクロール”（登録商標）２３
９０）等の安定剤；耐光剤；酸化防止剤等として、いわゆるＢＨＴや住友化学工業（株）
製の“スミライザー”ＧＡ－８０等をはじめとする両ヒンダードフェノール系薬剤；チバ
ガイギー社製“チヌビン”等のベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系薬剤；住友化学
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工業（株）製の“スミライザー”Ｐ－１６等のリン系薬剤；各種のヒンダードアミン系薬
剤；酸化チタン、カーボンブラック等の無機顔料；フッ素系樹脂粉体又はシリコーン系樹
脂粉体；銀や亜鉛やこれらの化合物等を含む殺菌剤；消臭剤；シリコーン、鉱物油等の滑
剤；硫酸バリウム、酸化セリウム、ベタイ及びリン酸系等の各種の帯電防止剤等を添加し
てもよいし、またポリマーと反応させて存在させてもよい。抗菌剤としては、有機系・無
機系等の各種抗菌剤が挙げられ、有機窒素硫黄系化合物、第４級アンモニウム系化合物、
リン酸エステル系化合物及び金属イオンを含有する無機系化合物等のいずれか1種以上よ
りなるものであることが好ましい。有機系抗菌剤としては、有機窒素硫黄系化合物、フェ
ノール系化合物、有機錫化合物、有機銅化合物、有機銀化合物等の抗菌性金属イオンを有
する有機抗菌剤、各種有機シリコーン系第４級アンモニウム塩、アルキルリン酸エステル
の第４級アンモニウム塩（例えば、セチルジメチルアンモニウムクロライド等）、塩化ベ
ンザルコニウム、アルキルアリールスルホネート、ハロフェノール及び酢酸フェノール第
二水銀等有機系抗菌剤、ポリフェノール類、キトサン等が挙げられる。また、消臭剤とし
ては、ゼオライト、アパタイト（リン灰石）、活性炭、活性アルミナ、活性シリカゲル、
ベントナイト、又はセピオライト等のセラミックス粉末、及び絹繊維含有物等又は鉄、銅
等の金属塩並びにこれらの混合物等を挙げることができる。これらの消臭剤は、消臭作用
のみならず吸湿作用をも兼ね備えているため、１成分で布帛に脱臭、吸湿の両機能を付与
することができる。そして、特に光や各種の酸化窒素等への耐久性をさらに高めるために
は、例えば、日本ヒドラジン（株）製のＨＮ－１５０等の酸化窒素捕捉剤、住友化学工業
（株）製の“スミライザー”ＧＡ－８０等の熱酸化安定剤、住友化学工業（株）製の“ス
ミソーブ”３００＃６２２等の光安定剤等を含有させてもよい。
【００５６】
　また、これら無機系添加剤を配合する場合には、その糸中への分散性を向上させ、紡糸
を安定化させる等の目的で、例えば、脂肪酸、脂肪酸エステル、ポリオール系有機物等の
有機物、シラン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤又はこれらの混合物で表
面処理された無機薬品を用いることも好ましい。
【００５７】
　本発明においてポリウレタン系繊維は公知である湿式紡糸法、溶融紡糸法、乾式紡糸法
のいずれの方法でも紡糸することが可能であるが、生産性や得られる弾性繊維の特性の観
点から、ポリウレタンを乾式もしくは溶融紡糸することが好ましい。そして、残香性の観
点から乾式紡糸することがより好ましい。主要な香料類は親油性であり、乾式紡糸法によ
るポリウレタン繊維は繊維表面が親油性となること、さらには、乾式紡糸法によるポリウ
レタン繊維は単糸繊度を制御し易く、繊維表面積を制御し易いのである。
【００５８】
　また、本発明のポリウレタン系繊維には、紡糸後、必要に応じて油剤等の処理剤を適用
してもよい。処理剤は、例えば、オイリングローラー等によって塗布されうる。前記油剤
としては、得られる繊維が残香性に優れる点から、例えば、シリコーン及び鉱物油等を用
いることが好ましい。本発明のポリウレタン系繊維は、所望の香料成分を洗濯等の方法で
後から吸収させて用いるため、該香料成分の好ましい香気を阻害しないよう、香料成分を
吸収させる前の状態では、他の香料成分を含有していないことが好ましい。
【００５９】
　本発明のポリウレタン系繊維としては、例えば、織編物１ｇ当たりの繊維表面積が約０
．０２ｍ２以上０．２ｍ２以下であるものが好ましく、約０．１ｍ２以上０．２ｍ２以下
であるものがより好ましく、約０．１２ｍ２以上０．２ｍ２以下であるものがさらに好ま
しい。また、本発明の合成繊維としては、例えば、単繊維繊度が約３デシテックス（ｄｔ
ｅｘ）以上３００デシテックス以下であるものが好ましく、１０デシテックス以上１５０
デシテックス以下であるものがさらに好ましい。このような繊維表面積及び／又は単繊維
繊度を有するものは、軽快な香りをより長時間保持することができる。
【００６０】
　本発明のポリウレタン系繊維を含有する繊維素材又は布帛は、他の繊維を含有するもの
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であってよく、特に、他の合成繊維を含有するものが好ましい。他の合成繊維としては、
本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、例えば、ポリエステル系繊維、ポリア
ミド系繊維、ポリアクリルニトリル系繊維、ポリビニルアルコール系繊維及びポリ塩化ビ
ニル系繊維等が挙げられ、好ましくは、ポリエステル系繊維等が挙げられる。
【００６１】
　香料吸収の原因であるポリウレタン繊維との組み合わせで、ポリエステル繊維は香料吸
収、とりわけ、親油性香料の吸収を助け、残香性に有用に作用する。
【００６２】
　例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、又はエチレンテ
レフタレート単位を主たる繰り返し成分とするもの（好ましくは繰り返し単位の約９０モ
ル％以上のもの）、ブチレンテレフタレート単位を主たる繰り返し成分とするもの（好ま
しくは繰り返し単位の約９０モル％以上のもの）等からなる繊維を好ましく用いることが
できる。中でも、エチレンテレフタレート単位が約９０モル％以上繰り返し成分とするポ
リエステルからなる繊維が好ましく、エチレンテレフタレート単位が約９５モル％以上繰
り返し成分とするポリエステルからなる繊維であることがより好ましい。エチレンテレフ
タレート単位が約１００モル％繰り返し成分とするポリエステル、すなわち、ポリエチレ
ンテレフタレートからなる繊維であることはさらに好ましい。このポリエチレンテレフタ
レート系繊維は、良好な風合い、光沢を有し、またしわになりにくい等のイージーケア性
があり、伸縮性を有する布帛を構成する繊維素材として好適である。また、ポリエチレン
テレフタレート系繊維は、本発明で好ましく用いられるポリウレタンウレア繊維との組合
せで用いる場合に好適であって、良好な布帛とすることが可能である。
【００６３】
　本発明において、ポリエステル繊維の断面形態は丸形、異形を問わない。また、吸水速
乾性ポリエステル繊維糸等が好ましく用いられる。吸水速乾性のポリエステル繊維として
は、中空繊維の壁面に更に小さな孔が多数設けられている繊維や、繊維表面等に多くの溝
や孔等が設けられて、吸水性はこれら繊維自体の微小な孔、繊維表面の溝、繊維間、糸間
の空隙に水分が吸収されるようにした異形断面形状の繊維等で、合成繊維メーカーにより
、吸水速乾性繊維として各種市販されているものを用いることができる。例えば、吸水速
乾性ポリエステル繊維としては、インビスタ社製“クールマックス”、東レ株式会社製“
セオα”、帝人ファイバー株式会社製“ウエルキイ”、東洋紡績株式会社製“ドライファ
スト”、旭化成せんい株式会社製“テクノファイン”等が挙げられる。
【００６４】
　吸水速乾性を付与するには、前述したようにポリエステル繊維やアクリル繊維等重合体
自体として吸湿性の少ない素材を用い、中空繊維状にしてその壁面に更に小さな孔が多数
設けられている繊維の形状にしたものや、繊維表面等に多くの溝や孔等が設けられて、吸
水性はこれら繊維自体の微小な孔、繊維表面の溝、繊維間、糸間の空隙に水分が吸収され
るようにした異形断面形状の繊維等、水分の入り込む微小な孔や空隙を設けたもの等が挙
げられる。
【００６５】
　また、必要なら帯電防止性の合成繊維として、ポリエステル導電性繊維等を用いてもよ
い。導電性繊維としては、導電性物質として例えばカーボンブラックを用いた複合ポリエ
ステル繊維（例えばカネボウ合繊株式会社製“ベルトロン”）、白色のヨウ化銅や金属複
合酸化物（例えば、ＴｉＯ２・ＳｎＯ２・Ｓｂ２Ｏ２）を用いた複合ポリエステル繊維等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００６６】
　さらに、本発明で用いるポリエステル繊維も前述ポリウレタン同様、必要に応じ、本発
明の効果を損なわない範囲内で、各種安定剤や顔料等が含有されていてもよい。例えば、
ジビニルベンゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタクロール”（登
録商標）２３９０）等の安定剤；ｔ－ブチルジエタノールアミンとメチレン－ビス－（４
－シクロヘキシルイソシアネ－ト）の反応によって生成せしめたポリウレタン（デュポン
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社製“メタクロール”（登録商標）２４６２）；耐光剤；酸化防止剤等として、いわゆる
ＢＨＴや住友化学工業（株）製の“スミライザー”ＧＡ－８０等をはじめとする両ヒンダ
ードフェノール系薬剤；チバガイギー社製“チヌビン”等のベンゾトリアゾール系、ベン
ゾフェノン系薬剤；住友化学工業（株）製の“スミライザー”Ｐ－１６等のリン系薬剤；
各種のヒンダードアミン系薬剤；酸化チタン、カーボンブラック等の無機顔料；フッ素系
樹脂粉体又はシリコーン系樹脂粉体；ステアリン酸マグネシウム等の金属石鹸；また、銀
や亜鉛やこれらの化合物等を含む殺菌剤；消臭剤；シリコーン、鉱物油等の滑剤；硫酸バ
リウム、酸化セリウム、ベタインやリン酸系等の各種の帯電防止剤等を添加してもよいし
、またポリマーと反応して存在させてもよい。そして、特に光や各種の酸化窒素等への耐
久性をさらに高めるためには、酸化窒素捕捉剤、例えば日本ヒドラジン（株）製のＨＮ－
１５０、熱酸化安定剤、例えば、住友化学工業（株）製の“スミライザー”ＧＡ－８０等
、光安定剤、例えば、住友化学工業（株）製の“スミソーブ”３００＃６２２等の光安定
剤等を含有させてもよい。
【００６７】
　本発明のポリウレタン系繊維を有する布帛も、本発明の一態様である。かかる布帛は、
例えばポリエステル糸やナイロン糸等を混用した混用弾性布帛においても本発明の効果を
発現することができる。
【００６８】
　本発明の布帛は、例えば、前記ポリウレタン系繊維及びその他の合成繊維等から常法に
従って布帛を製造することにより得られるものであってもよく、特に前記ポリウレタン系
繊維を含有することが好ましく、前記ポリウレタン系繊維を含む２種以上の合成繊維を含
有することがさらに好ましい。本発明の布帛は、織物、編物もしくは不織布のいずれであ
ってもよい。例えば、ポリウレタン繊維に合成繊維をカバーリングしてカバーリング繊維
として布帛を得てもよいし、合成繊維にポリウレタン繊維を裸糸（ベア）のまま織り・編
みこんで交編織編地としてもよい。
【００６９】
　布帛化する際に従来であれば、例えば４４デシテックスの糸でなければ達成出来なかっ
た着圧を、本発明において、ウレタン濃度及び／又はウレア濃度の高いポリウレタン繊維
を使用した場合、繊度が３３デシテックス～２２デシテックス程度の繊維で達成すること
もできる。この場合、より薄く、より軽い布帛で快適な着圧、フィット感を達成すること
が可能となり、布帛の薄地、軽量化が可能となることにより、衣服の着用感も改善するこ
とが可能となる。
【００７０】
　混用布帛におけるポリウレタン繊維の混率は、相手糸や編組織、織組織によるが、例え
ば、約２％から４０％の範囲であってもよい。かかる混率であれば、締め付け感、フィッ
ト感に優れ、かつ、従来に比べて薄く、軽い布帛とすることが可能である。
【００７１】
　本発明の布帛が織物の場合、合成繊維のみで製織されていてもよく、また、それ以外の
繊維が交織されていてもよい。前記合成繊維としては、前記ポリウレタン系繊維を含む２
種以上が含有されることが好ましい。ポリウレタン繊維を織物の組織は、平織、斜文織、
朱子織等の三原組織、変化平織、変化斜文織、変化朱子織等の変化組織、蜂の巣織、模紗
織、梨地織等の特別組織、たて二重織、よこ二重織等の片二重組織、風通織、袋織、二重
ビロード等の二重織組織、ベルト織等の多層組織、たてビロード、タオル、シール、ベロ
ア等のたてパイル織、別珍、よこビロード、ベルベット、コール天等のよこパイル織、絽
、紗、紋紗等のからみ組織等が好ましい。
【００７２】
　製織は、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、有杼織機（フライシャット
ル織機等）又は無杼織機（レピア織機、グリッパー織機、ウォータージェット織機、エア
ージェット織機等）等によって行われるのが好ましい。
【００７３】
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　また、本発明の布帛が編物の場合も、合成繊維のみで製編されていてもよく、また、こ
れら以外の繊維が交編されていてもよい。前記合成繊維としては、前記ポリウレタン系繊
維を含む２種以上が含有されることが好ましい。編物の種類は、よこ（緯）編物であって
もよく、また、たて（経）編物等であってもよい。編物の組織は、よこ編は、平編、ゴム
編、両面編、パール編、タック編、浮き編、片畦編、レース編及び添毛等が好ましく、た
て編は、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、ハーフトリコット
編、裏毛編及びジャカード編等が好ましい。層数も単層でもよいし、２層以上の多層でも
よい。
【００７４】
　製編は、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、丸編機、横編機、コットン
式編機のような平型編機、トリコット編機、ラッシェル編機、ミラニーズ編機等によって
行われるのが好ましい。
【００７５】
　さらに、本発明の布帛は、例えば、コート、着物、スーツ、ユニフォーム、セーター、
スカート、スラックス、カーディガン、スポーツウェア、ドレスシャツ、カジュアルウェ
ア等の外衣、タイツ、ストッキング、パンティストッキング、ソックス等の靴下類、パジ
ャマ、ショーツ、ランジェリー、ファンデーション、ホージャリー等の下着類、シーツ、
布団カバー、布団側地、毛布、枕カバー等の寝装具類、ソファーカバー、テーブルクロス
等のインテリア類、及び手袋、ネクタイ、スカーフ、ショール等の小物類等に対して用い
られ、香料成分の放散の点で、特に、下着類、靴下類及び寝装具類等に対して好適に用い
られる。
【００７６】
　本発明の布帛としては、例えば、前記合成繊維を約２～１００重量％含有するものが好
ましく、約５０～１００重量％含有するものがさらに好ましく、約８０～１００重量％含
有するものがさらに好ましい。また、香気持続性が特に優れる点から、繊維成分が合成繊
維のみであるものも好ましい。また、香気持続性に優れる点から、合成繊維全体に対し、
ポリウレタン繊維を約１～３０重量％含有するものが好ましく、約５～２０重量％含有す
るものがさらに好ましい。
【００７７】
　また、本発明の布帛は、香気持続性が特に優れる点から、目付が８０～１０００ｇ／ｍ
２であることが好ましく、１００～５００ｇ／ｍ２であることがより好ましく、１００～
２８０ｇ／ｍ２であることがさらに好ましい。また、伸長率がタテ方向及び／又はヨコ方
向とも５％以上であることが好ましい。
【００７８】
　本発明における香料成分としては、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、
高い香気持続性を示しうることから、ウレア基やウレタン基と相互作用を持つ官能基を有
することが好ましいが、布帛が香料を放散する観点から単純な炭化水素系化合物、含窒素
系化合物、含硫黄系化合物等でも好ましい。
【００７９】
　本発明における香料成分としては、公知の香料成分等を広く用いることができ、様々な
文献、例えば「パーヒューム・エンド・フレーバー・ケミカルズ（Perfume and Flavor C
hemicals）（アロマ・ケミカルズ）」ステフェン・アークタンダー、Ｖｏｌ．Ｉａｎｄ 
ＩＩ（１９９４）、「香りの百科」、日本香料協会編、朝倉書店（１９８９）等に記載さ
れたものであってもよい。以下に香料の代表例を挙げるが、これらに限定されるものでは
ない。
【００８０】
　アルコール系化合物としては、３－メチル－１－ペンタノール、ゲラニオール、セドロ
ール、シトロネロール、ロジノール、ネロール、ジヒドロリナロール、リナロール、テト
ラヒドロリナロール、ジメチルオクタノール、テトラヒドロムゴール、ムゴール、ミルセ
ノール、ジヒドロミルセノール、オシメノール、テトラヒドロミルセノール、ラバンジュ
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ロール、イソジヒドロラバンジュロール、ヒドロキシシトロネロール、ノナディル（６，
８－ジメチル－２－ノナノール）、エチルリナロール、イソプレゴール、テルピネオール
、ジヒドロテルピネオール、テルピネオール－４、ペリラアルコール、４－ツヤノール、
３－ツヤノール、ファルネソール、ネロリドール、α－ビサボロール、β－カリオフィレ
ンアルコール、サンタロール、ベチベロール、セドレノール、３－ｌ－メントキシプロパ
ン－１，２－ジオール、パチュリアルコール、ジヒドロカルベオール、フィトール、イソ
フィトール、スクラレオール、カルベオール、メントール、エチルアルコール、プロピル
アルコール、ブタノール、イソアミルアルコール、１－ヘプタノール、２－ヘプタノール
、３－ヘプタノール、１－オクタノール、２－オクタノール、３－オクタノール、２－エ
チルヘキサノール、１－ノナノール、２－ノナノール、イソノニルアルコール（３，５，
５－トリメチル－１－ヘキサノール）、１－デカノール、１－ウンデカノール、２－ウン
デカノール、１－ドデカノール、プレノール（３－メチル－２－ブテン－１－オール）、
２－メチル－３－ブテン－２－オール、β－ペンテノール（１－ペンテン－３－オール）
、リーフアルコール（ｃｉｓ－３－ヘキセノール）、ｔｒａｎｓ－２－ヘキセノール、ｔ
ｒａｎｓ－３－ヘキセノール、ｃｉｓ－４－ヘキセノール、２，４－ヘキサジエン－１－
オール、マツタケオール（１－オクテン－３－オール）、ｃｉｓ－６－ノネノール、キュ
カンバーアルコール（２，６－ノナジエノール）、アンドロール（１－ノネン－３－オー
ル）、ロザルバ（９－デセノール）、１－ウンデセノール、ウンデカベルトール（４－メ
チル－３－デセン－５－オール）、オシロール（３，７－ジメチル－７－メトキシ－２－
オクタノール）、サンタリノール（２－メチル－４－（２，２，３－トリメチル－３－シ
クロペンテン－１－イル）－２－ブテン－１－オール）、ｐ，α－ジメチルベンジルアル
コール、２，２，６－トリメチルシクロヘキシル－３－ヘキサノール、１，２－ペンタン
ジオール、ベンジルアルコール、アニスアルコール、β－フェニルエチルアルコール、ス
チラリルアルコール（１－フェニル－１－ヒドロキシエタン）、ヒドラトロパアルコール
、メチルβ－フェニルエチルアルコール、α－プロピルフェニルエチルアルコール、バニ
リルアルコール、デカヒドロβ－ナフトール、フルフリルアルコール、３－メチル－１－
フェニル－３－ペンタノール、アミルシンナミックアルコール、シンナミックアルコール
、フェノキサノール（３－メチル－５－フェニルペンタノール）、１，２－ペンタンジオ
ール、２－エチルヘキサノール、ジメトール（２，６－ジメチルヘプタノール）、３，６
－ジメチル－３－オクタノール、コヒノール（３，４，５，６，６－ペンタメチル－２－
ヘプタノール）、ブラハマノール（メチルトリメチルシクロペンテニルブタノール）、バ
クダノール（２－エチル－４－（２，２，３－トリメチル－３－シクロペンテン－１－イ
ル）－２－ブテン－１－オール）、サンダール（３－メチル－５－（２，２，３－トリメ
チルシクロペンタ－３－エン－イル）－ペンタン－２－オール）、サンダロール（３－メ
チル－５－（２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ペンタン－２
－オール）、シクロヘキシルエチルアルコール、アポパチョン（ｐ－イソプロピルシクロ
ヘキサノール）、フロラロール（２，４－ジメチル－３－シクロヘキセン－１－メタノー
ル）、パチョン（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキサノール）、ベルドール（ｏ－ｔｅｒ
ｔ－ブチルシクロヘキサノール）、マイヨー（ｐ－イソプロピルシクロヘキシルメタノー
ル）、シクロメチレンシトロネロール、アンブリノール（２，５，５－トリメチル－オク
タヒドロ－２－ナフトール）、メチルサンデフロール（５’ｏｒ６’－メチルノルボルン
－５’－エン－２－イル）－２－メチルペント－１－エン－３－オール）、チンベロール
（２，２，６－トリメチルシクロヘキシル－３－ヘキサノール）、ポリサントール（３，
３－ジメチル－５－（２，２，３－トリメチル－３－シクロペンテン－１－イル）－４－
ペンテン－２－オール）、ヒドロキシシトロネロール、ノナディル（６，８－ジメチル－
２－ノナノール）、イソプレゴール、イソシクロゲラニオール、ミルテノール、ノポール
（６，６－ジメチルビシクロ［３．１．１］ヘプト－２－エン－２－エタノール）、ピノ
カルベオール、α－フェンキルアルコール、ボルネオール、イソボルネオール、パチョミ
ント（２－（３，３－ジメチルビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イリデン）エタノー
ル）、カメコール（トリメチルノルボルナンメタノール）、ジメチルサイクロモル、サン
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タレックスＴ（イソカンフィルシクロヘキサノール）、ゲラニルリナロール、クミンアル
コール、２－メトキシフェニルエチルアルコール、フェノキシエチルアルコール（１－ヒ
ドロキシ－２－フェノキシエタン）、α，α－ジメチルフェニルエチルアルコール、イソ
ブチルベンジルカルビノール、ｐ－メチルベンジルカルビノール、ヒドロシンナミックア
ルコール、センチフォール（１，１－ジメチル－３－フェニルプロパノール－１）、ミュ
ゲットアルコール（２，２－ジメチル－３－フェニルプロパノール）、フェニルヘキサノ
ール、デカヒドロβ－ナフトール、ＡＲ－１（３，６－ジメチルオクタン－３－オール）
、アビトール（ヒドロアビエチルアルコール）、α－プロピルフェニルエチルアルコール
、ｐ－メチルジメチルベンジルカルビノール、ムゲタノール（１－（４－イソプロピルシ
クロヘキシル）エタノール）、フロロール（２－イソブチル－４－ヒドロキシ－４－メチ
ルテトラヒドロピラン）、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ヘキシレン
グリコール等が挙げられる。
【００８１】
　フェノール系及びフェノールエーテル系化合物としては、アニソール、エストラゴール
、チャビコール、アネトール、クレオゾール、カルバクロール、ｐ－クレゾール、ｐ－ク
レジルメチルエーテル、β－ナフトールメチルエーテル、β－ナフトールエチルエーテル
、β－ナフトールイソブチルエーテル、ベラトロール（１，２－ジメトキシベンゼン）、
１，３－ジメトキシベンゼン、１，４－ジメトキシベンゼン、カテコール、レゾルシノー
ル、グアヤコール、バルスパイス（４－メチルグアヤコール）、４－エチルグアヤコール
、オルシニル３（３－メトキシ－５－メチルフェノール）、チモール、メチルチモール、
プロペニルグアエトール（ｔｒａｎｓ－２－エトキシ－５－（１－プロペニル）－フェノ
ール）、ｏ－エチルフェノール、ｍ－エチルフェノール、ｐ－エチルフェノール、２－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェノール、シリンゴール（２，６－ジメトキシフェノール）、ハイドロ
キノンジメチルエーテル、レゾルシンジメチルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノー
ル、ジヒドロオイゲノール、メチルオイゲノール、メチルイソオイゲノール、エチルイソ
オイゲノール、ベンジルオイゲノール、ベンジルイソオイゲノール、ジオスフェノール、
ヒノキチオール、バニトロープ（１－エトキシ－２－ヒドロキシ－４－プロペニルベンゼ
ン）、ショーガオール、ジンゲロール、アセチルオイゲノール、アセチルイソオイゲノー
ルサフロール、イソサフロール、ジフェニルオキサイド、ベチバーエーテル（ｔｅｒｔ－
ブチルハイドロキノンジメチルエーテル）等が挙げられる。
【００８２】
　アルデヒド系化合物としては、シトロネラール、シトラール、３，７－ジメチル－１－
オクタナール、ヒドロキシシトロネラール、メトキシシトロネラール、ペリラアルデヒド
、ミルテナール、カリオフィレンアルデヒド、ｎ－ヘキサナール、２－メチルブタナール
、イソバレルアルデヒド、ｎ－バレルアルデヒド、アセトアルデヒド、ｎ－ヘプタナール
、ｎ－オクタナール、ｎ－ノナナール、２－メチルオクタナール、３，５，５－トリメチ
ルヘキサナール、１－デカナール、ウンデカナール、ドデカナール、２－メチルデカナー
ル、２－メチルウンデカナール、トリデカナール、テトラデカナール、２－ペンテナール
、ｃｉｓ－３－ヘキセナール、ｔｒａｎｓ－２－ヘキセナール、ｔｒａｎｓ－２－ヘプテ
ナール、４－ヘプテナール、ｔｒａｎｓ－２－オクテナール、ｔｒａｎｓ－２－ノネナー
ル、ｃｉｓ－６－ノネナール、メロナール（２，６－ジメチル－５－ヘプテナール）、ｔ
ｒａｎｓ－４－デセナール、ｃｉｓ－４－デセナール、ｔｒａｎｓ－２－デセナール、グ
リナール（２，５，６－トリメチル－４－ヘプテナール）、１０－ウンデセナール、ｔｒ
ａｎｓ－２－ウンデセナール、ｔｒａｎｓ－２－ドデセナール、マンダリンアルデヒド（
３－ドデセナール）、ｔｒａｎｓ－２－トリデセナール、アドキサール（２，６，１０－
トリメチル－９－ウンデセン－１－アール）、２，４－ヘキサジエナール、２，４－ヘプ
タジエナール、２，４－オクタジエナール、２，４－ノナジエナール、２，６－ノナジエ
ナール、２，４－デカジエナール、２，４－ウンデカジエナール、２，４－ドデカジエナ
ール、ゲラルデヒド（５，９－ジメチル－４，８－デカジエナール）、トリメナール（３
，７，９－トリメチル－２，６－デカジエン－１－アール）、オンシダール（２，６，１
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０－トリメチル－５，９－ウンデカジエナール）、ベルガマール（α－メチレンシトロネ
ラール）、カンフォレンアルデヒド、シクロシトラール、イソシクロシトラール、サフラ
ナール（２，６，６－トリメチル－１，３－シクロヘキサジエン－１－カルボキシアルデ
ヒド）、ミュゲアルデヒド（６，１０－ジメチル－３－オキサ－９－ウンデセナール）、
ゲラニルオキシアセトアルデヒド、トリプラール（ジメチルテトラヒドロベンズアルデヒ
ド）、クリサンタール（３－プロピルビシクロ［２．２．１］－５－ヘプテン－２－カル
ボキシアルデヒド）、センテナール（メトキシジシクロペンタジエンカルボキシアルデヒ
ド）、デュピカール（４－トリシクロデシリデンブタナール）、４－（４－メチル－３－
シクロヘキセニリデン－１）ペンタナール、マイラックアルデヒド（４（３）－（４－メ
チル－３－ペンテン－１－イル）－３－シクロヘキセン－１－カルボキシアルデヒド）、
セトナール（トリメチルシクロヘキセンメチルブタナール）、イノナール（２－メチル－
４－（２，６，６－トリメチル－１（２）－シクロヘキセニル）－ブテナール）、テレス
トラール（４－シクロオクテン－１－カルボキシアルデヒド）、ベンズアルデヒド、ｐ－
トリルアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、トリフェルナール（３－フェニルブタナ
ール）、クミンアルデヒド、ｐ－メチルフェニルアセトアルデヒド、ｐ－イソプロピルフ
ェニルアセトアルデヒド、ヒドラトロパアルデヒド、ｐ－メチルヒドラトロパアルデヒド
、ｐ－イソプロピルヒドラトロパアルデヒド、フェニルプロピオンアルデヒド、β－メチ
ルヒドロシンナミックアルデヒド、ジャスモランジ（２－メチル－３－（４－メチルフェ
ニル）－プロパナール）、ブルジェオナール（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルヒドロシンナミック
アルデヒド）、シクラメンアルデヒド（２－メチル－３－（ｐ－イソプロピルフェニル）
－プロピオンアルデヒド）、フロラロゾン（ｐ－エチル－α，α－ジメチルヒドロシンナ
ミックアルデヒド）、スザラール（ｐ－イソブチル－α－メチルヒドロシンナミックアル
デヒド）、シンナミックアルデヒド、サリチルアルデヒド、アニスアルデヒド、ｏ－メト
キシベンズアルデヒド、ｏ－メトキシシンナミックアルデヒド、カントキサール（２－メ
チル－３－（ｐ－メトキシフェニル）－プロパナール）、バニリン、エチルバニリン、メ
チルバニリン（３，４－ジメトキシベンズアルデヒド）、ヘリオトロピン、ヘリオナール
（α－メチル－３，４－メチレンジオキシヒドロシンナミックアルデヒド）、フェノキシ
アセトアルデヒド、ｐ－メチルフェノキシアセトアルデヒド、フルフラール、５－メチル
フルフラール、５－ヒドロキシメチル－２－フルフラール、フリルアクロレイン、リラー
ル（４（３）－（４－ヒドロキシ－４－メチルペンチル）－３－シクロヘキセン－１－カ
ルボキシアルデヒド）、ベルンアルデヒド（１－メチル－４－（４－メチルペンチル）－
３－シクロヘキセンカルボキシアルデヒド）、ホモマイラックアルデヒド（１－メチル－
４（４－メチル－３－ペンテニル）－３－シクロヘキセンカルボキシアルデヒド）、ジュ
ニパール（４（５）－ホルミル－７，７，９－トリメチルビシクロ［４．３．０］－ノネ
ン）、ヴェルトラール（オクタヒドロ－４，７－メタノインデンカルボキシアルデヒド）
、リリアール（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル－α－メチルヒドロシンナミックアルデヒド）、メ
フラナール（３－メチル－５－フェニルバレラルデヒド）、エグランタール（４－メチル
－２－フェニル－２－ペンテナール）、コカール（５－メチル－２－フェニル－２－ヘキ
セナール）、α－メチルシンナミックアルデヒド、α－ブチルシンナミックアルデヒド、
α－アミルシンナミックアルデヒド、α－ヘキシルシンナミックアルデヒド、ホルミルエ
チルテトラメチルテトラリン（６－エチル－７－フォルミル－１，１，４，４－テトラメ
チル－１，２，３，４－テトラヒドロナフタレン）等が挙げられる。
【００８３】
　アセタール系及びケタール系化合物としては、マグノラン（２，４－ジメチル－４，４
ａ，５，９ｂ－テトラヒドロインデノ［１．２ｄ］－１，３－ジオキサン）、アントキサ
ン（４－イソプロピル－５，５－ジメチル－１，３－ジオキサン）、インドフロール（ジ
ヒドロインデニル－２，４－ジオキサン）、ボアサンブレンフォルテ（ホルムアルデヒド
シクロドデシルエチルアセタール）、アセトアルデヒドジエチルアセタール、リーフアセ
タール（アセトアルデヒドエチルヘキセニルアセタール）、アセトアルデヒドエチルヘキ
シルアセタール、シトロネリルメチルアセタール、エリンタール（アセトアルデヒドエチ
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ルリナリルアセタール）、ボナロックス（２，４－ジオキサン－３－メチル－７，１０－
メタノスピロ［５．５］ウンデカン）、エフェタール（アセトアルデヒドエチルフェニル
アセタール）、アセトアルデヒドエチルイソオイゲニルアセタール、アセタールＲ（アセ
トアルデヒドフェニルエチルｎ－プロピルアセタール）、フロロパール（アセトアルデヒ
ド２－フェニル－２，４－ペンタンジオールアセタール）、スピロフロール（３－エチル
－２，４－ジオキサスピロ［５．５］ウンデセン－８－エン）、エチルジメチルジオキサ
スピロウンデセン、ヘルボキサン（２－ブチル－４，４，６－トリメチル－１，３－ジオ
キサン）、カラナール（２－（２，４－ジメチルシクロヘキ－３－セン－１－イル）－５
－メチル－５（１－メチルプロピル）１，３－ジオキサン）、ヘキサナールジメチルアセ
タール、ヘキサナールジエチルアセタール、ヘキサナールプロピレングリコールアセター
ル、カロティン（４，７－ジヒドロ－２－（３－ペンタニル）－１，３－ジオキセピン）
、２－ヘキセナールジエチルアセタール、ｃｉｓ－３－ヘキセナールジエチルアセタール
、ヘプタナールジメチルアセタール、ヘプタナールジエチルアセタール、ヘプタナールエ
チレングリコールアセタール、２－ヘキシル－５－メチル－１，３－ジオキソラン、５－
メチル－５－プロピル－２－（１－メチルブチル）－１，３－ジオキサン、オクタナール
ジメチルアセタール、オクタナールジエチルアセタール、ノナナールジメチルアセタール
、ノナナールジエチルアセタール、デカナールジメチルアセタール、デカナールジエチル
アセタール、２－メチルウンデカナールジメチルアセタール、ドデカナールジメチルアセ
タール、シトラールジメチルアセタール、シトラールジエチルアセタール、シトラールプ
ロピレングリコールアセタール、シトロネラールシクロモノグリコールアセタール、ヒド
ロキシシトロネラールジメチルアセタール、ヒドロキシシトロネラールジエチルアセター
ル、ｃｉｓ－３－ヘキセナールジエチルアセタール、ベンズアルデヒドジメチルアセター
ル、ベンズアルデヒドジエチルアセタール、ベンズアルデヒドプロピレングリコールアセ
タール、ベンズアルデヒドグリセリンアセタール、フェニルアセトアルデヒドジメチルア
セタール、フェニルアセトアルデヒドエチレングリコールアセタール、フェニルアセトア
ルデヒドジイソブチルアセタール、フェニルアセトアルデヒドプロピレングリコールアセ
タール、フェニルアセトアルデヒド２，３－ブチレングリコールアセタール、フェニルア
セトアルデヒドグリセリルアセタール、レセダボディ（フェニルアセトアルデヒド－２，
４－ジヒドロキシ－２－メチルペンタンアセタール）、３－フェニルプロピオンアルデヒ
ドジメチルアセタール、ヒドラトロパアルデヒドジメチルアセタール、ヒドラトロパアル
デヒドエチレングリコールアセタール、オスミナールＤＭＡ（アミルシンナミックアルデ
ヒドジメチルアセタール）、オスミナールＤＥＡ（アミルシンナミックアルデヒドジエチ
ルアセタール）、ヘリオトロピンジメチルアセタール、ヘリオトロピンジエチルアセター
ル、バニリンプロピレングリコールアセタール、ベルドキサン（２，２，５，５－テトラ
メチル－４－イソプロピル－１，３－ジオキサン）、アンバーセージ（４，７－ジヒドロ
－２－イソペンチル－２－メチル－１，３－ジオキセピン）、アセトケタール（２，５，
５－トリメチル－２－フェニル－１，３－ジオキサン）、ジャスモナン（２－ブチル－４
－ジオキサスピロ［４．４］ノナノン）、フレイストン（エチル－２，４－ジメチル－１
，３－ジオキソラン－２－アセテート）、フルクトン（エチル－２－メチル－１，３－ジ
オキソラン－２－アセテート）等が挙げられる。
【００８４】
　ケトン系化合物としては、アセチルカリオフィレン、カルボン、プレゴン、ピペリテノ
ン、ピペリトン、メントン、ショウ脳、オキソセドラン、イソロンギフォラノン、ヌート
カトン、２－ヘプタノン、２－ペンタノン、３－ヘキサノン、３－ヘプタノン、４－ヘプ
タノン、２－オクタノン、３－オクタノン、２－ノナノン、３－ノナノン、２－ウンデカ
ノン、２－トリデカノン、メチルイソプロピルケトン、エチルイソアミルケトン、メシチ
ルオキサイド、ブチリデンアセトン、メチルヘプタジエノン、メチルヘプテノン、ジメチ
ルオクテノン、コアボン（４－メチレン－３，５，６，６－テトラメチル－２－ヘプタノ
ン）、ゲラニルアセトン、ファルネシルアセトン、アセトイン、ブチロイン（５－ヒドロ
キシ－４－オクタノン）、メチルラベンダーケトン（３－ヒドロキシメチル－２－ノナン
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）、ジアセチル、２，３－ペンタジオン、２，３－ヘキサジオン、３，４－ヘキサジオン
、２，３－ヘプタジオン、アセチルイソバレリル、アミルシクロペンタノン、アミルシク
ロペンテノン、２－シクロペンチルシクロペンタノン、ヘキシルシクロペンタノン、フル
ウラモン（２－ｎ－ヘプチルシクロペンタノン）、ｃｉｓ－ジャスモン、ジヒドロジャス
モン、イソジャスモン、トリメチルペンチルシクロペンタノン、セダモン（２－ブチリデ
ン－３，５，５（３，３，５）－トリメチルシクロペンタノン）、サンデックス（３－メ
チル－５－（２，２，３－トリメチル－３－シクロペンテニル）－３－ペンテン－２－オ
ン）、シクロテン、コロノール（３，５－ジメチル－１，２－シクロペンタジオン）、メ
チルコリロン（３，４－ジメチル１，２－シクロペンタジオン）、ベルドン（２－ｔｅｒ
ｔ－ブチルシクロヘキサノン）、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキサノン、ヘルバック（
３，３－ジメチルシクロヘキシルメチルケトン）、フレスコメンテ（２－ｓｅｃ－ブチル
シクロヘキサノン）、アルテモン（１－アセチル－３，３－ジメチル－１－シクロヘキセ
ン）、セルリーケトン（３－メチル－５－プロピル－２－シクロヘキセノン）、クリプト
ン（４－イソプロピル－２－シクロヘキサノン）、オリボン（ｐ－ｔｅｒｔ－ペンチルシ
クロヘキサノン）、メチルシクロシトロン（２，３，５－トリメチル－４－シクロヘキセ
ニル－１－メチルケトン）、ネロン（１－（ｐ－メンテン－６－イル）－１－プロパン）
、ベチバール（４－シクロヘキシル－４－メチル－２－ペンタノン）、ハバノール（２－
（１－シクロヘキセン－１－イル）－シクロヘキサノン）、マルトール、エチルマルトー
ル、オキサイドケトン（ｃｉｓ－２－アセトニル－４－メチル－テトラヒドロピラン）、
エモキシフロン（５－エチル－３－ヒドロキシ－４－メチル－２［５Ｈ］－フラノン）、
ホモフロール（２－エチル－４－ヒドロキシ－５－メチル－３［２Ｈ］－フラノン ａｎ
ｄ ５－エチル－４－ヒドロキシ－２－メチル－３［２Ｈ］－フラノン）、ソトロン（３
－ヒドロキシ－４，５－ジメチル－２［５Ｈ］－フラノン）、フラネオール（２，５－ジ
メチル－４－ヒドロキシ－３［２Ｈ］－フラノン）、アセチルジメチルフラン、フルフラ
ールアセトン、２－アセチル－５－メチルフラン、２－アセチルフラン、メチルテトラヒ
ドロフラノン、ジベンジルケトン、ベンゾフェノン、メチルナフチルケトン、４－ダマス
コール（５－フェニル－５－メチル－３－ヘキサノン）、ベチコン（４－メチル－４－フ
ェニル－２－ペンタノン）、α－メチルアニサルアセトン、ヘリオトロピルアセトン、ア
ニシリデンアセトン、アニシルアセトン、ｐ－メトキシフェニルアセトン、ラズベリーケ
トン（４－（ｐ－ヒドロキシフェニル）－２－ブタノン）、ラバンドゾン（３－メチル－
４－フェニル－３－ブテン－２－オン）、ベンジリデンアセトン、ｐ－メトキシアセトフ
ェノン、ｐ－メチルアセトフェノン、プロピオフェノン、アセトフェノン、ダマセノン、
ダマスコン、イソダマスコン、α－ダイナスコン（１－（５，５－ジメチルシクロヘキセ
ン－１－イル）－４－ペンテン－１－オン）、イリトン（４－（２，４，６－トリメチル
－３－シクロヘキセン－１－イル）－３－ブテン－２－オン ａｎｄ ４－３，５，６－ト
リメチル－３－シクロヘキセン－１－イル）－３－ブテン－２－オン）、ヨノン、プソイ
ドヨノン、メチルヨノン、メチルイリトン（３－メチル－４－（２，４，６－トリメチル
－３－シクロヘキセニル）－３－ブテン－２－オン）、シクロウッド（２，４－ジ－ｔｅ
ｒｔ－ブチルシクロヘキサノン）、イロン、アリルヨノン、２，６，６－トリメチル－２
－シクロヘキセン－１，４－ジオン、カメクＤＨ（２－アセチル－３，３－ジメチルノル
ボルナン）、フロレックス（６－エチリデンオクタヒドロ－５，８－メタノ－２Ｈ－１－
ベンゾピラン－２－オン）、プリカトン（４－メチルトリシクロ［６．２．１．０2.7］
ウンデカン－５－オン）、オキソセドラン、ベルトフィックス（９－アセチル－２，６，
６，８－テトラメチルトリシクロ［５．３．１1.7．０1.5］－８－ウンデセン）、ベルベ
ノン（４，６，６－トリメチル－（１Ｒ）－ビシクロヘプト－３－エン－２－オン）、フ
ェンコン、カロン（７－メチル－３，５－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾジオキセピン－３－オ
ン）、トリモフィックスＯ（２，６，１０－トリメチル－１－アセチル－２，５，９－シ
クロドデカトリエン）、ビタライド（アセチルジメチルテトラヒドロベンツインダン）、
エピトン（７（８）－アセチル－５－イソプロピル－２－メチルビシクロ［２．２．２］
オクト－２－エン）、アトリノン（４（５）－アセチル－７，７，９（７，７，９）－ト
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リメチルビシクロ［４．３．０］－１－ノネン）、カシュメラン（６，７－ジヒドロ－１
，１，２，３，３－ペンタメチル－４（５Ｈ）－インダノン）、ムスコン（３－メチルシ
クロペンタデカノン－１）、ムセノンデルタ（３－メチルペンタデカ－４－エノン）、シ
ベトン（シクロヘプタデカ－９－エン－１－オン）、エキザルトン（シクロペンタデカノ
ン）、ムスクＴＭ－ＩＩ（シクロヘキサデセノン）、ファントリド（５－アセチル－１，
１，２，３，３，６－ヘキサメチルインダン）、セレストリド（４－アセチル－６－ｔｅ
ｒｔ－ブチル－１，１－ジメチルインダン）、トラセオライド（５－アセチル－３－イソ
プロピル－１，１，２，６－テトラメチルインダン）、トナリド（６－アセチル－１，１
，２，４，４，７－ヘキサメチルテトラヒドロナフタレン）、ビタライド（アセチルジメ
チルテトラヒドロベンズインダン）、イソ・イー・スーパー（７－アセチル－１，２，３
，４，５，６，７，８－オクタヒドロ－１，１，６，７－テトラメチルナフタレン）、ジ
ヒドロカルボン、ジオスフェノール、ジンゲロン等が挙げられる。
【００８５】
　エーテル系化合物としては、メチルヘキシルエーテル、デシルメチルエーテル、デシル
ビニルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノ
エチルエーテル、シトロネリルエチルエーテル、ゲラニルエチルエーテル、α－テルピニ
ルメチルエーテル、ハーバベルト（３，３，５－トリメチルシクロヘキシルエチルエーテ
ル）、イソボルニルメチルエーテル、トリシクロデセニルメチルエーテル、イソプロキセ
ン（２－エチリデン－６－イソプロポキシビシクロ［２．２．１］ヘプタン）、ジュニパ
ローム（メトキシジメチルトリシクロ［５．２．１．０2.6］デカン）、シクロドデシル
メチルエーテル、マドロックス（１－メチルシクロドデシルメチルエーテル）、フィゼオ
ール（２－エトキシ－２，６，６－トリメチル－９－メチレンビシクロ［３．３．１］－
ノナン）、セドランバー（セドロールメチルエーテル）、メチルベンジルエーテル、メチ
ルフェニルエチルエーテル、エチル２－メトキシベンジルエーテル、アリルフェニルエチ
ルエーテル、イソアミルベンジルエーテル、アンサー（イソアミルフェニルエチルエーテ
ル）、ジャセン（２－メチル－２－ブテニルフェニルエチルエーテル）、ジベンジルエー
テル、シクロヘキシルフェニルエーテル、ミロオキサイド（オシメンエポキシド）、リモ
ネンオキサイド（ｐ－メンタ－８－エン－１，２－エポキシド）、ルボフィクス（スピロ
［１，４－メタノナフタレン－２（１Ｈ），２’－オキシラン］，－３，４，４ａ，５，
８，８ａ－ヘキサヒドロ－３’，７－ジメチル ａｎｄ スピロ［１，４－メタノナフタレ
ン－２（１Ｈ），２’－オキシラン］，－３，４，４ａ，５，８，８ａ－ヘキサヒドロ－
３’，６－ジメチル）、トリメチルシクロドデカトリエンエポキシド、カリオフィレンオ
キサイド、セドレンエポキシド、イソロンギフォレンエポキシド、リナロールオキサイド
、シトロオキサイド（２，２－ジメチル－５（１－メチル－１－プロペニル）－テトラヒ
ドロフラン）、ヘルボオキサイド（５－イソプロペニル－２－メチル－２－ビニルテトラ
ヒドロフラン）、ローズフラン（３－メチル－２－（３－メチル－２－ブテニル）－フラ
ン）、ヘプタベルト（２－ヘプチルテトラヒドロフラン）、メントフラン、テアスピラン
、オキシベット（２－オキサスピロ［４，７］ドデカン）、ムスコゲン（３－オキサビシ
クロ［１０．３．０］－６－ペンタデセン）、シクランバー（１３－オキサビシクロ［１
０．３．０］ペンタデカン）、アンブロキサン（デカヒドロ－３ａ，６，６，９ａ－テト
ラメチルナフト［２．１－ｂ］フラン）、グリサルバ（３ａ－エチルドデカヒドロ－６，
６，９ａ－トリメチルナフト［２．１－ｂ］フラン）、１，８－シネオール、１，４－シ
ネオール、ガラクソリド（１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロ－４，６，６，７，８
，８－ヘキサメチルシクロペンタ－γ－２－ベンゾピラン）、ローズオキサイド、ネロー
ルオキサイド、リメトール（２，２，６－トリメチル－６－ビニルテトラヒドロピラン）
、ジラン（２－ブチル－４，６－ジメチルジヒドロピラン）、ドレモックス（テトラヒド
ロ－４－メチル－２－フェニル－２Ｈ－ピラン）、ルボフロア（９－エチリデン－３－オ
キサトリシクロ［６．２．１．０2.7］ウンデカン）、ヘキサヒドロインデノピラン等が
挙げられる。
【００８６】
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　酸系化合物としては、ゲラン酸、酢酸、プロピオン酸、ピルビン酸、酪酸、イソ酪酸、
２－メチル酪酸、２－エチル酪酸、吉草酸、イソ吉草酸、２－メチル吉草酸、３－メチル
吉草酸、ヘキサン酸、イソヘキサン酸、２－ヘキサン酸、４－ペンテン酸、２－メチル－
２－ペンテン酸、ヘプタン酸、２－メチルヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸
、２－デセン酸、ウンデシレン酸、ドデカン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリ
ン酸、アントラニル酸、オレイン酸、レブリン酸、乳酸、安息香酸、フェニル酢酸、ケイ
皮酸、３－フェニルプロピオン酸、バニリン酸、バリン、アビエチン酸、ソルビン酸等が
挙げられる。
【００８７】
　ラクトン系化合物としては、ペンタリド（シクロペンタデカノリド）、ハバノリド（オ
キサシクロヘキサデセン－２－オン）、アンブレットリド、シクロヘキサデカノリド、１
０－オキサヘキサデカノリド、１１－オキサヘキサデカノリド、１２－オキサヘキサデカ
ノリド、エチレンドデカンジオエート、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、アン
ゲリカラクトン、γ－ヘキサラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オクタラクトン、γ－
ノナラクトン、ウイスキーラクトン（３－メチル－４－オクタノリド）、γ－デカラクト
ン、γ－ウンデカラクトン、γ－ドデカラクトン、γ－ジャスモラクトン、ジャスミンラ
クトン、シスジャスモンラクトン、ラクトジャスモン（４－メチル－４－デカノリド）、
ジャスモラクトン（テトラヒドロ－６－（３－ペンテニル）－２Ｈ－ピラン－２－オン）
、メンタラクトン（３，６－ジメチル－５，６，７，７ａ－テトラヒドロ－２（４Ｈ）－
ベンゾフラノン）、ｎ－ブチルフタリド、プロピリデンフタリド、ブチリデンフタリド、
δ－ヘキサラクトン、δ－オクタラクトン、トリバロン（４，６，６（４，４，６）－ト
リメチルテトラヒドロピラン－２－オン）、δ－ノナラクトン、δ－デカラクトン、δ－
２－デセノラクトン、δ－ウンデカラクトン、δ－ドデカラクトン、δ－トリデカラクト
ン、δ－テトラデカラクトン、ラクトスカトン（デカヒドロ－４，α－ヒドロキシ－２，
８，８－トリメチルナフタリン－２－カルボキシアシッド－δ－ラクトン）、クマリン、
ジヒドロクマリン、シクロヘキシルラクトン、６－メチルクマリン、ε－デカラクトン、
ε－ドデカラクトン等が挙げられる。
【００８８】
　エステル系化合物としては、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、ギ酸アミル、ギ
酸イソアミル、ギ酸ヘキシル、ギ酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、ギ酸オクチル、ギ酸リナリ
ル、ギ酸シトロネリル、ギ酸ゲラニル、ギ酸ネリル、ギ酸ロジニル、ギ酸テルピニル、ギ
酸セドリル、ギ酸カリオフェイレン、アフェルマート（α，３，３－トリメチルシクロヘ
キサンメチルフォーメート）、ギ酸オキシオクタリン、ギ酸ベンジル、ギ酸シンナミル、
ギ酸フェニルエチル、ギ酸アニシル、ギ酸オイゲニル、ギ酸デカヒドロ－β－ナフチル酸
メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、
酢酸２－メチルブチル、酢酸イソアミル、酢酸アミル、酢酸プレニル、酢酸ヘキシル、酢
酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、酢酸ｔｒａｎｓ－２－ヘキセニル、酢酸２－エチルヘキシル
、酢酸ヘプチル、酢酸オクチル、酢酸３－オクチル、酢酸オクテニル、酢酸ノニル、酢酸
デシル、酢酸トリメチルヘキシル、酢酸デセニル、酢酸ノナンジオール、酢酸ドデシル、
酢酸ジメチルウンデカジエニル、ジアセチル、ジアセチン、トリアセチン、エチレングリ
コールジアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、アリルアミル
グリコレート、酢酸オシメニル、酢酸ミルセニル、酢酸ジヒドロミルセニル、酢酸ジメチ
ルオクタニル、酢酸リナリル、酢酸シトロネリル、酢酸ロジニル、酢酸ゲラニル、酢酸ネ
リル、酢酸テトラヒドロムゴール、酢酸エチルリナリル、酢酸ラバンジュリル、酢酸イソ
ヒドロラバンジュリル、酢酸ネロリドール、酢酸カルビル、酢酸ジヒドロカルビル、酢酸
ジヒドロクミニル、酢酸テルピニル、酢酸イソプレゴール、酢酸メンチル、酢酸シトリル
、酢酸ミルテニル、酢酸ノピル、酢酸フェンキル、酢酸ボルニル、酢酸イソボルニル、酢
酸セドリル、カリオフィレンアセテート、酢酸サンタリル、酢酸ベチベリル、酢酸グアヤ
ック、シクロペンチリデン酢酸メチル、酢酸シクロヘキシル、酢酸ｐ－イソプロピルシク
ロヘキサニル、酢酸ｔｅｒｔ－アミルシクロヘキシル、酢酸ジヒドロテルピニル、酢酸シ
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クロヘキシルエチル、フロラレート（酢酸２，４－ジメチル－３－シクロヘキセニルメチ
ル）、ロザムスク（酢酸α，３，３－トリメチルシクロヘキサンメチル）、ベルテネック
ス（酢酸ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシル）、ベルドックス（酢酸ｏ－ｔｅｒｔ－ブ
チルシクロヘキシル）、酢酸１－エチニルシクロヘキシル、ジヒドロアンブレート（１－
アセトキシ－２－ｓｅｃ－ブチル－１－ビニルシクロヘキサン）、酢酸ミラルディル（４
（３）－（４－メチル－３－ペンテニル）－３－シクロヘキセニルメチルアセテート）、
酢酸トリシクロデセニル、酢酸トリシクロデシル、酢酸ベンジル、酢酸ｐ－クレジル、酢
酸フェニルエチル、酢酸スチラリル、酢酸ｐ－メチルベンジル、酢酸アニシル、酢酸ピペ
ロニル、アセチルバニリン、ローズフェノン、酢酸ヒドラトロピル、酢酸２，４－ジメチ
ルベンジル、酢酸シンナミル、酢酸フェニルプロピル、酢酸クミニル、酢酸ジメチルベン
ジルカルビニル、フェニルグリコールジアセテート、酢酸ジメチルフェニルエチルカルビ
ニル、酢酸フェニルエチルメチルエチルカルビニル、ベチコールアセテート（４－メチル
－４－フェニル－２－ペンチルアセテート）、酢酸α－アミルシンナミル、ジャスマロー
ル（ｔｒａｎｓ－デカヒドロ－β－ナフチルアセテート）、酢酸フルフリル、酢酸テトラ
ヒドロフルフリル、ジャスマール（酢酸３－ペンチルテトラヒドロピラニル）、ジャスメ
リア（酢酸５－メチル－３－ブチルテトラヒドロピラニル）、アセト酢酸エチル、ジェッ
サーテ（２－ヘキシルアセト酢酸エチル）、ベンジルアセト酢酸エチル、シクロヘキシル
酢酸アリル、シクロヘキセニル酢酸イソプロピル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸プ
ロピル、プロピオン酸アリル、プロピオン酸ブチル、プロピオン酸イソブチル、プロピオ
ン酸イソアミル、プロピオン酸ヘキシル、プロピオン酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、プロピ
オン酸ｔｒａｎｓ－２－ヘキセニル、プロピオン酸デセニル、プロピオン酸リナリル、プ
ロピオン酸シトロネリル、プロピオン酸ロジニル、プロピオン酸ゲラニル、プロピオン酸
ネリル、プロピオン酸カルビル、プロピオン酸テルピニル、プロピオン酸メンチル、プロ
ピオン酸ボルニル、プロピオン酸イソボルニル、プロピオン酸トリシクロデセニル、プロ
ピオン酸ベンジル、プロピオン酸スチラリル、プロピオン酸アニシル、プロピオン酸フェ
ニルエチル、プロピオン酸シンナミル、プロピオン酸フェニルプロピル、プロピオン酸ジ
メチルベンジルカルビニル、プロピオン酸フェノキシエチル、プロピオン酸プロピレング
リコールジプロピオネート、アリルシクロヘキサンプロピオネート、ラブダナックス（３
－ヒドロキシ－３フェニルプロピオン酸エチル）、フランプロピオン酸イソブチル、酪酸
メチル、酪酸エチル、酪酸プロピル、酪酸イソプロピル、酪酸アリル、酪酸ブチル、酪酸
イソブチル、酪酸アミル、酪酸イソアミル、酪酸ヘキシル、酪酸ヘプチル、酪酸ｃｉｓ－
３－ヘキセニル、酪酸ｔｒａｎｓ－２－ヘキセニル、酪酸オクチル、プロピレングリコー
ルジブチレート、酪酸リナリル、酪酸シトロネリル、酪酸ロジニル、酪酸ゲラニル、酪酸
ネリル、酪酸テルピニル、酪酸シクロヘキシル、酪酸ベンジル、酪酸シンナミル、酪酸フ
ェニルエチル、酪酸ジメチルベンジルカルビニル、酪酸テトラヒドロフルフリル、酪酸サ
ンタリル、イソ酪酸メチル、イソ酪酸エチル、イソ酪酸プロピル、イソ酪酸イソプロピル
、イソ酪酸ブチル、イソ酪酸イソブチル、イソ酪酸イソアミル、イソ酪酸ヘキシル、イソ
酪酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、イソ酪酸２，４－ヘキサジエニル、イソペンチレート（イ
ソ酪酸１，３－ジメチル－３－ブテニル）、イソ酪酸オクチル、イソ酪酸リナリル、イソ
酪酸シトロネリル、イソ酪酸ロジニル、イソ酪酸ゲラニル、イソ酪酸ネリル、イソ酪酸テ
ルピニル、イソ酪酸トリシクロデセニル、イソ酪酸ベンジル、イソ酪酸ｐ－クレジル、イ
ソ酪酸シンナミル、イソ酪酸フェニルエチル、イソ酪酸フェニルプロピル、イソ酪酸スチ
ラリル、イソ酪酸ジメチルカルビニル、イソ酪酸ジメチルフェニルエチルカルビニル、フ
ロラノール（イソ酪酸フェノキシエチル）、イソ酪酸デカヒドロ－β－ナフチル、２－メ
チル酪酸メチル、２－メチル酪酸エチル、２－メチル酪酸－２メチルブチル、シドラン（
２－メチル酪酸ヘキシル）、２－メチル酪酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、２－メチル酪酸ベ
ンジル、２－メチル酪酸フェニルエチル、２－エチル酪酸アリル、
【００８９】
　３－ヒドロキシ酪酸エチル、吉草酸メチル、吉草酸エチル、吉草酸ブチル、吉草酸イソ
ブチル、吉草酸アミル、吉草酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、吉草酸ベンジル、吉草酸フェニ
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ルエチル、吉草酸フルフリル、イソ吉草酸メチル、イソ吉草酸エチル、イソ吉草酸プロピ
ル、イソ吉草酸イソプロピル、イソ吉草酸アリル、イソ吉草酸ブチル、イソ吉草酸イソブ
チル、イソ吉草酸イソアミル、イソ吉草酸アミル、イソ吉草酸２－メチルブチル、イソ吉
草酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、イソ吉草酸ヘキシル、イソ吉草酸オクチル、イソ吉草酸リ
ナリル、イソ吉草酸シトロネリル、イソ吉草酸ゲラニル、イソ吉草酸メンチル、イソ吉草
酸テルピニル、イソ吉草酸シクロヘキシル、イソ吉草酸ベンジル、イソ吉草酸フェニルエ
チル、イソ吉草酸フェニルプロピル、イソ吉草酸シンナミル、マンザネート（２－メチル
吉草酸エチル）、フェニルサリシレート、ペラナト（２－メチル吉草酸２－メチルペンチ
ルエステル）、ヘキサン酸メチル、ヘキサン酸エチル、ヘキサン酸プロピル、ヘキサン酸
イソプロピル、ヘキサン酸アリル、ヘキサン酸ブチル、ヘキサン酸イソブチル、ヘキサン
酸アミル、ヘキサン酸イソアミル、ヘキサン酸ヘキシル、ヘキサン酸ｃｉｓ－３－ヘキセ
ニル、ヘキサン酸ｔｒａｎｓ－２－ヘキセニル、ヘキサン酸ヘプチル、ヘキサン酸リナリ
ル、ヘキサン酸シトロネリル、ヘキサン酸ゲラニル、ヘキサン酸シトロネリル、ヘキサン
酸ベンジル、イソヘキサン酸メチル、２－ヘキセン酸メチル、ｔｒａｎｓ－２－ヘキセン
酸エチル、３－ヘキセン酸メチル、３－ヘキセン酸エチル、３－ヒドロキシヘキサン酸メ
チル、３－ヒドロキシヘキサン酸エチル、２－エチルヘキサン酸エチル、メルサット（３
，５，５－トリメチルヘキサン酸エチル）、ベリフロ（エチル６－アセトキシヘキサノエ
ート）、ヘプタン酸メチル、ヘプタン酸エチル、ヘプタン酸プロピル、ヘプタン酸アリル
、ヘプタン酸オクチル、オクタン酸メチル、オクタン酸エチル、オクタン酸アミル、オク
タン酸ブチル、オクタン酸プロピル、オクタン酸アリル、オクタン酸イソアミル、オクタ
ン酸ヘキシル、オクタン酸ヘプチル、オクタン酸オクチル、オクタン酸リナリル、オクタ
ン酸ベンジル、オクタン酸フェニルエチル、オクタン酸ｐ－クレジル、２－オクテン酸エ
チル、ノナン酸メチル、ノナン酸エチル、ノナン酸フェニルエチル、ブーバルテート（２
－ノネン酸メチル）、３－ノネン酸メチル、デカン酸メチル、デカン酸エチル、デカン酸
イソプロピル、デカン酸ブチル、デカン酸イソアミル、２－デセン酸エチル、２，４－デ
カジエン酸エチル、２，４－デカジエン酸プロピル、ウンデシレン酸メチル、ウンデシレ
ン酸ブチル、ウンデシレン酸イソアミル、ドデカン酸メチル、ドデカン酸エチル、ドデカ
ン酸ブチル、ドデカン酸イソアミル、ミリスチン酸エチル、ミリスチン酸メチル、ミリス
チン酸イソプロピル、パルミチン酸エチル、ステアリン酸エチル、ステアリン酸ブチル、
オレイン酸メチル、オレイン酸エチル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、安息香酸プロ
ピル、安息香酸イソプロピル、安息香酸アリル、安息香酸イソブチル、安息香酸イソアミ
ル、安息香酸プレニル、安息香酸ヘキシル、安息香酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、安息香酸
リナリル、安息香酸ゲラニル、安息香酸ベンジル、安息香酸フェニルエチル、安息香酸シ
ンナミル、アニス酸メチル、アニス酸エチル、ｏ－メトキシ安息香酸メチル、ｏ－メトキ
シ安息香酸エチル、チグリン酸エチル、チグリン酸ヘキシル、チグリン酸ｃｉｓ－３－ヘ
キセニル、チグリン酸シトロネリル、
【００９０】
　チグリン酸ゲラニル、チグリン酸ベンジル、チグリン酸フェニルエチル、チグリン酸シ
ンナミル、アンゲリカ酸メチル、アンゲリカ酸ブチル、アンゲリカ酸イソブチル、アンゲ
リカ酸イソアミル、アンゲリカ酸プレニル、アンゲリカ酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、アン
ゲリカ酸３－メチルペンチル、アンゲリカ酸フェニルエチル、アクリル酸エチル、メタク
リル酸フェニルエチル、クロトン酸エチル、クロトン酸イソブチル、クロトン酸シクロヘ
キシル、フルチナト（４－メチル－ペンタン－２－オール－クロトネート）、ピロプルナ
ト（２－シクロペンチル－シクロペンチルクロトネート）、ダチラト（１－シクロヘキシ
ルエチルクロトネート）、レブリン酸エチル、レブリン酸ブチル、レブリン酸イソアミル
、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸アミル、乳酸イソブチル、乳酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル
、ブチリル乳酸ブチル、ピルビン酸エチル、ゲラン酸メチル、ゲラン酸エチル、シクロゲ
ラン酸メチル、シクロゲラン酸エチル、エチルメチルフェニルグリシデート、フルテート
（エチルトリシクロ［５．２．１．０2.6］デカン－２－イルカルボキシレート）、ジベ
スコン（エチル－２－エチル－６，６－ジメチル－２－シクロヘキセン－１－カルボキシ
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レート ａｎｄ エチル－２，３，６，６－テトラメチル－２－シクロヘキセンカルボキシ
レート）、エチルサフラネート（エチルデヒドロシクロゲラネート）、シクロヘキシルプ
ロピオン酸アリル、シクロガルバネート（アリルシクロヘキシルオキシアセテート）、カ
リクソール（エチル－２－メチル－６－ペンチル－４－オキソシクロヘキシ－２－エンカ
ルボキシレート）、タクリサーテ（メチル－１－メチル－３－シクロヘキセンカルボキシ
レート）、フロラメート（エチル－２－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシルカルボネート）
、ジャスマシクレート（メチルシクロオクチルカルボネート）、マハゴネート（１－メチ
ル－４－イソプロピル－２－カルボメトキシビシクロ［２．２．２］－オクト－５－エン
）、ピバル酸フェニルエチル、ジャスモン酸メチル、ヘディオン（ジヒドロジャスモン酸
メチル）、ベラモス（メチル－３，６－ジメチル－β－レゾルシレート）、フランカルボ
ン酸メチル、フランカルボン酸エチル、フランアクリル酸プロピル、ヘプチンカルボン酸
メチル、ヘプチンカルボン酸エチル、ヘプチンカルボン酸イソアミル、オクチンカルボン
酸メチル、オクチンカルボン酸エチル、デシンカルボン酸メチル、グリコメル（３－（ビ
シクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２－イル）－３メチルオキシランカルボキシア
シッドのメチルエステル）、フェニルグリシド酸メチル、フェニルグリシド酸エチル、ア
ルデヒドＣ－１６（３－メチル－３－フェニルグリシド酸エチル）、アルデヒドＣ－２０
（ｐ－メチル－β－フェニルグリシド酸エチル）、メチルｐ－トリルグリシド酸エチル、
シュウ酸エチルシトロネリル、コハク酸ジエチル、コハク酸ジメチル、マロン酸ジエチル
、酒石酸ジエチル、アジピン酸ジエチル、セバチン酸ジエチル、クエン酸トリエチル、フ
タル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フェニル酢酸メチル、フェニル
酢酸エチル、フェニル酢酸イソプロピル、フェニル酢酸ブチル、フェニル酢酸プロピル、
フェニル酢酸イソブチル、フェニル酢酸イソアミル、フェニル酢酸ヘキシル、フェニル酢
酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、フェニル酢酸シトロネリル、フェニル酢酸ロジニル、フェニ
ル酢酸ゲラニル、フェニル酢酸メンチル、フェニル酢酸ベンジル、フェニル酢酸フェニル
エチル、フェニル酢酸ｐ－クレジル、フェニル酢酸オイゲニル、フェニル酢酸イソオイゲ
ニル、ケイ皮酸メチル、ケイ皮酸エチル、ケイ皮酸プロピル、ケイ皮酸イソプロピル、ケ
イ皮酸アリル、ケイ皮酸イソブチル、ケイ皮酸イソアミル、ケイ皮酸リナリル、ケイ皮酸
ベンジル、ケイ皮酸シンナミル、ケイ皮酸フェニルエチル、サリチル酸メチル、サリチル
酸エチル、サリチル酸ブチル、サリチル酸イソブチル、サリチル酸アミル、サリチル酸イ
ソアミル、サリチル酸ヘキシル、サリチル酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、サリチル酸シクロ
ヘキシル、サリチル酸フェニル、サリチル酸ベンジル、サリチル酸フェニルエチル、シク
ロピデン（メチルシクロペンチリデンアセテート）、アバリン（メチルアビエテート）、
ハーコリン（メチルジヒドロアビエテート）、サリチル酸ｐ－クレジル、フェノキシ酢酸
アリル、フェニルプロピオン酸エチル、エチレンブラシレート、トリアセチン等が挙げら
れる。
【００９１】
　含窒素系化合物としては、アントラニル酸メチル、アントラニル酸エチル、アントラニ
ル酸ブチル、アントラニル酸ｃｉｓ－３－ヘキセニル、アントラニル酸フェニルエチル、
アントラニル酸シンナミル、Ｎ－メチルアントラニル酸メチル、オーランチオール（ヒド
ロキシシトロネラール－メチルアンスラニレートのシッフベース）、メバントラール（メ
チルプロピルアセトアルデヒド－メチルアンスラニレートのシッフベース）、ジャスメン
チン（α－アミルシンナミックアルデヒド－メチルアンスラニレートのシッフベース）、
リガントラール（メチル－（３，５－ジメチル－３－シクロヘキセン－１－イル）メチレ
ンアンスラニレート）、インドール、スカトール、クロナール（ドデカンニトリル）、タ
ンジェニール（２－トリデセンニトリル）、シトラルバ（ゲラニルニトリル）、シトロネ
リルニトリル、レモニール（３，７－ジメチル－２，６－ノナジエニトリル）、クミニル
ニトリル、シンナマルバ（シンナミルニトリル）、トリメチルアミン、ピリジン、３－エ
チルピリジン、２－アセチルピリジン、３－アセチルピリジン、２－イソブチルピリジン
、３－イソブチルピリジン、２－ｎ－ペンチルピリジン、５－エチル－２－メチルピリジ
ン、ニコチン酸メチル、４－（１，４，８－トリメチル－３，７－ノナジエニル）ピリジ
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ン、キノリン、イソキノリン、ｐ－メチルキノリン、テトラヒドロ－ｐ－メチルキノリン
、６－イソプロピルキノリン、イソブチルキノリン、２－イソブチルキノリン、６－ｓｅ
ｃ－ブチルキノリン、８－ｓｅｃ－ブチルキノリン、６（ｐ）－ｔｅｒｔ－ブチルキノリ
ン、２－ｔｅｒｔ－ブチルキノリン、Ｎ－置換－パラメンタン－３－カルボキサミド、ピ
ラジン、２－メチルピラジン、２，５－ジメチルピラジン、２，６－ジメチルピラジン、
２，３，５－トリメチルピラジン、２－エチルピラジン、２－エチル－３－メチルピラジ
ン、２－エチル－５－メチルピラジン、２－エチル－３，５（３，６）－ジメチルピラジ
ン、２，３－ジエチルピラジン、２，３－ジエチル－５－メチルピラジン、テトラメチル
ピラジン、２－メチル－５－ビニルピラジン、メトキシピラジン、２－メトキシ－３－メ
チルピラジン、２－メトキシ－３－エチルピラジン、２－メトキシ－３－イソプロピルピ
ラジン、２－イソブチル－３－メトキシピラジン、２－アセチルピラジン、２－アセチル
－３－エチルピラジン、メチルチオメチルピラジン、コリロンピラジン（５－メチル－６
，７－ジヒドロシクロペンタピラジン）、５－メチルキノキサリン、シクロヘキサピラジ
ン（５，６，７，８－テトラヒドロキノキサリン）、１－メチルピロール、２－アセチル
ピロール、ピロリジン、インドレン（インドール－ヒドロキシシトロネラールのシッフベ
ース）、２－メチルベンゾオキサゾール、デカヒドロシクロドデカオキサゾール、５－メ
チル－３－ヘプタノンオキシム、ブコキシム（ビシクロ［３．２．１］オクタン－８－オ
ン，１，５－ジメチル－，オキシム）、ガルダマイド（Ｎ－メチル－Ｎ－フェニル－２－
メチルブチルアミド）、ムスクキシロール、ムスクケトン、ムスクアンブレット、ムスク
チベテン、モスケン、２，６－ルチジン、ピペリジン、２－（１，４，８－トリメチル－
３，７－ノナジエニル）ピリジン、２－（２－ピネン－１０－イルメチル）ピリジン、４
－（２－ピネン－１０－イソメチル）ピリジン、ピペリン、カプサイシン、ノナン酸バニ
リルアミド、キニーネ、ペリラルチン（Ｌ－ペリラアルデヒド α－アンチ－アルドオキ
シム）、２－イソプロピル－４－メチルチアゾール、２－イソブチルチアゾール等が挙げ
られる。
【００９２】
　含硫黄系化合物としては、チアゾール、４－メチルチアゾール、４，５－ジメチルチア
ゾール、トリメチルチアゾール、２－メチル－５－メトキシチアゾール、２－イソプロピ
ル－４－メチルチアゾール、４－メチル－５－ビニルチアゾール、２－イソブチルチアゾ
ール、スルフロール（４－メチル－５－チアゾールエタノール）、スルフリールアセテー
ト（４－メチル－５－チアゾールエタノールアセテート）、２－アセチルチアゾール、５
－アセチル－２，４－ジメチルチアゾール、ベンゾチアゾール、プロピルメルカプタン、
硫化水素、イソプロピルメルカプタン、２－メチル－３－ブタンチオール、アリルメルカ
プタン、イソアミルメルカプタン、チオゲラニオール、リモネンチオール、スルフォック
ス（８－メルカプトメントン）フェニルメルカプタン、ｏ－チオクレゾール、２－エチル
チオフェノール、２－ナフチルメルカプタン、フルフリルメルカプタン、２－メチル－３
－フランチオール、ジメチルスルフィド、ジメチルジスルフィド、ジメチルトリスルフィ
ド、メチルプロピルジスルフィド、メチルプロピルトリスルフィド、プロピルジスルフィ
ド、ジプロピルトリスルフィド、ジアリルスルフィド、ジアリルジスルフィド、ジブチル
スルフィド、メチオノール（３－（メチルチオ）－１－プロパノール）、３－メチルチオ
－１－ヘキサノール、メチオナール（３－（メチルチオ）プロピオンアルデヒド）、ミン
トスルフィド、ジチオスピロフラン、フルフリルメチルスルフィド、２－メチル－５－メ
チルチオフラン、メチルフルフリルジスルフィド、フルフリルジスルフィド、チオフェン
、テトラヒドロチオフェン、３－チオフェンカルボキシアルデヒド、５－メチル－２－チ
オフェンカルボキシアルデヒド、テトラヒドロチオフェン－３－オン、トリチオアセトン
、チオグリコール酸、メチルチオ酢酸メチル、メチルチオ酢酸エチル、２－メルカプトプ
ロピオン酸、パイナップルメルカプタン（メチルメルカプトメチルプロピオネート）、３
－メチルチオプロピオン酸エチル、チオ酢酸エチル、チオ酢酸フルフリル、チオプロピオ
ン酸フルフリル、チオ酪酸メチル、メチルメタンチオスルフォネート、イソチオシアン酸
アリル、イソチオシアン酸ベンジル、チアルジン（２，４，６－トリメチル－４，５－ジ
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ヒドロ－１，３，５－ジチアゾン）、オキサン（２－メチル－４－プロピル－１，３－オ
キサチアン）等が挙げられる。
【００９３】
　天然系香料としては、アサフェチダレジノイド、アジョワンオイル、スターアニスオイ
ル、アビエスオイル、アミリスオイル、アンブレットシードオイル、アンバーグリスチン
キ、イランイランオイル、イランイランアブソリュート、イリスレジノイド、イリスアブ
ソリュート、イリスオイル、ウィンターグリーンオイル、エレミオレオレジン、エレミレ
ジノイドアブソリュート、エレミチンキ、オークモスコンクリート、オークモスアブソリ
ュート、オークモスレジン、オークモスレジノイド、オコティアオイル、オスマンサスア
ブソリュート、オスマンサスコンクリート、オポパナックスレジノイド、オポパナックス
アブソリュート、オポパナックスオイル、オリバナムレジノイド、オリバナムアブソリュ
ート、オリバナムオイル、オールスパイスオイル、オリガナムオイル、オレガノオイル、
オレガノオレオレジン、オレンジオイル、オレンジフラワーアブソリュート、オレンジフ
ラワーコンクリート、カナンガオイル、ガージュンバルサム、ガージュンバルサムオイル
、カスカリラバークオイル、カストリウムアブソリュート、カッシーアブソリュート、カ
ッシーフラワーオイル、カッシアオイル、ガーデニアアブソリュート、カーネションアブ
ソリュート、カブリューバオイル、カモミルオイル、カルダモンオイル、ガルバナムオイ
ル、ガルバナムレジン、ガルバナムレジノイド、キャラウェーシードオイル、キャロット
シードオイル、グァヤックウッドオイル、グァヤックレジン、グァヤックコンクリート、
クスノキオイル、クベバオイル、クミンオイル、クミンアブソリュート、クミンオレオレ
ジン、クラリセージオイル、グレープフルーツオイル、クローブオイル、コスタスオイル
、コパイババルサム、コパイババルサムオイル、コパイババルサムレジン、コリアンダー
オイル、サッサフラスオイル、サンダルウッドオイル、ジュネアブソリュート、シソオイ
ル、シトロネラオイル、ジャスミンオイル、ジャスミンアブソリュート、ジャスミンコン
クリート、ジュニパーベリーオイル、シベットアブソリュート、シベットチンキ、ジョン
キルアブソリュート、アガーウッドオイル、ジンジャーオイル、シナモンオイル、シナモ
ンバークオイル、シナモンリーフオイル、スギオイル、スチラックスオイル、スチラック
スレジノイド、スペアミントオイル、セイボリーオイル、セージオイル、セダーオイル、
セダーリーフオイル、ゼラニウムオイル、セロリーシードオイル、タイムオイル、タゲッ
トオイル、タラゴンオイル、チュベローズアブソリュート、ディルオイル、ティーツリー
オイル、トリーモスアブソリュート、トルーバルサム、ナツメッグオイル、ナルシサスア
ブソリュート、ネロリオイル、バイオレットリーフアブソリュート、パインオイル、パイ
ンニードルオイル、バジルオイル、パセリリーフオイル、パセリシードオイル、パセリハ
ーブオイル、パチョリオイル、ハッカオイル、バニラアブソリュート、ハネーサックルア
ブソリュート、パルマローザオイル、バレリアンオイル、ビターオレンジオイル、ヒソッ
プオイル、ヒバオイル、ヒヤシンスアブソリュート、フェンネルオイル、フィグアブソリ
ュート、プチグレンオイル、ブッチョオイル、ベイオイル、ベチバーオイル、ペニーロイ
ヤルオイル、ペッパーオイル、ペパーミントアブソリュート、ペパーミントオイル、ベル
ガモットオイル、ペルーバルサム、ベンゾインチンキ、ベンゾインレジノイド、ボアドロ
ーズオイル、ホウショウオイル、ホップオイル、ホップコンクリート、ホップアブソリュ
ート、マージョラムオイル、マンダリンオイル、ミカンオイル、ミモザコンクリート、ミ
モザアブソリュート、ミモザオイル、ミルレジノイド、ミルアブソリュート、ミルオイル
、ムスクアブソリュート、ムスクチンキ、ユーカリオイル、ユズオイル、ヨモギオイル、
ライムオイル、ラブダナムオイル、ラブダナムレジノイド、ラベンダーオイル、ラベンダ
ーアブソリュート、ラバンジンオイル、ラバンジンアブソリュート、リナロエオイル、レ
モンオイル、レモングラスオイル、ローズオイル、ローズアブソリュート、ローズコンク
リート、ローズマリーオイル、ロベージオイル、ローレルオイル、ローレルリーフオイル
、ワームウッドオイル、麝香、霊猫香、竜ぜん香、海狸香、ムスク・チバタ等が挙げられ
る。
【００９４】
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　炭化水素系化合物としては、オシメン、ジヒドロミルセン、ファルネセン、セドレン、
α－ピネン、β－ピネン、リモネン、ジペンテン、カンフェン、フェランドレン、テルピ
ネン、３－カレン、テルピノーレン、ビサボレン、β－カリオフィレン、カジネン、バレ
ンセン、ツヨプセン、グアイエン、アロオシメン、ミルセン、ロンギホレン、ベルドラシ
ン（１，３，５－ウンデカトリエン）、ｐ－サイメン、４－イソプロピル－１－メチル－
２－プロペニルベンゼン、ジフェニル、ジフェニルメタン、オレンジテルペン、レモンテ
ルペン、ベルガモットテルペン、ペパーミントテルペン、スペアミントテルペン、ライム
テルペン、ベチバーテルペン、ローズワックス、ジャスミンワックス、リモネンダイマー
、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ウンデカン、ドデカン、
トリデカン、テトラデカン、ペンタデカン、ヘキサデカン、ヘプタデカン、オクタデカン
、ノナデカン、イコサン、ヘンイコサン、ドコサン、トリコサン、テトラコサン、ペンタ
コサン、ヘキサコサン、ヘプタコサン、オクタコサン、ノナコサン、トリアコンタン等が
挙げられる。
【００９５】
　更に、本発明の香料成分は、香料用溶剤を含有するものであってもよく、該香料用溶剤
としては、水、アルコール類（エタノール、３－メトキシ－３－メチルブタノ―ル、トリ
エチルシトレ―ト等）、アセチン（トリアセチン）、ＭＭＢアセテート（３－メトキシ－
３－メチルブチルアセテート）、エチレングリコールジブチレート、ヘキシレングリコー
ル、ジブチルセバケート、デルチールエキストラ（イソプロピルミリステート）、メチル
カルビトール（ジエチレングリコールモノメチルエーテル）、カルビトール（ジエチレン
グリコールモノエチルエーテル）、ＴＥＧ（トリエチレングリコール）、安息香酸ベンジ
ル、プロピレングリコール、フタル酸ジエチル、トリプロピレングリコール、アボリン（
ジメチルフタレート）、デルチルプライム（イソプロピルパルミテート）、ジプロピレン
グリコールＤＰＧ－ＦＣ（ジプロピレングリコール）、ファルネセン、ジオクチルアジペ
ート、トリブチリン（グリセリルトリブタノエート）、ヒドロライト－５（１，２－ペン
タンジオール）、プロピレングリコールジアセテート、セチルアセテート（ヘキサデシル
アセテート）、エチルアビエテート、アバリン（メチルアビエテート）、シトロフレック
スＡ－２（アセチルトリエチルシトレート）、シトロフレックスＡ－４（トリブチルアセ
チルシトレート）、シトロフレックスＮｏ．２（トリエチルシトレート）、シトロフレッ
クスＮｏ．４（トリブチルシトレート）、ドゥラフィックス（メチルジヒドロアビエテー
ト）、ＭＩＴＤ（イソトリデシルミリステート）、ポリリモネン（リモネンポリマー）、
プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール等が挙げられる。
【００９６】
　上記溶剤のうちエタノール、エチレングリコールジブチレート、ヘキシレングリコール
、メチルカルビトール（ジエチレングリコールモノメチルエーテル）、カルビトール（ジ
エチレングリコールモノエチルエーテル）、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ールＤＰＧ－ＦＣ（ジプロピレングリコール）、プロピレングリコール、１，３－ブチレ
ングリコール等の香料用溶剤が香気力価を調整する為に用いることができる。これら溶剤
の使用量は、上記香料及び該溶剤からなる香料組成物中に約０．１～９９質量％配合され
るが、好ましくは、約１～４０質量％配合される。
【００９７】
　本発明における香料配合洗剤、柔軟剤、香剤等には、かかる香料組成物が、通常、約０
．００００１～５０質量％配合されるが、好ましくは、約０．０００１～３０質量％配合
される。配合量が約０．００００１質量％未満だと十分な香味が得られない場合があり、
約５０質量％を超えると香気が強すぎ、洗濯時の作業性を低下させてしまう場合がある。
【００９８】
　本発明における香料成分としては、布帛に対し好ましい軽快な香りを付与する面からは
、高揮発性のものが好ましく、特に、軽快な香りに好感をもたれ、さわやかな香りである
ものが好ましい。そのような香料としては、例えば、α－ピネン、β－ピネン、リナロ―
ル、フェニルエチルアルコ―ル、リモネン、ベンジルアセテ―ト、シトロネロ―ル、ゲラ
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ニオ―ル、タ―ピネオ―ル、タ―ピニルアセテ―ト、オイゲノ―ル、メチルジャスモネ―
ト、ベンジルアルコ―ル、α-イオノン、β-イオノン、α-メチルイオノン、β-メチルイ
オノン等の合成香料が好ましく挙げられる。また天然香料としては、３ｍｍＨｇ前後，約
３２～１００℃の減圧蒸留で得られる留分が概ね本発明の香料に合致する。
【００９９】
　高揮発性香料成分としては、例えば、アネトール、ベンズアルデヒド、酢酸ベンジル、
ベンジルアルコール、ギ酸ベンジル、酢酸イソボルニル、カンフェン、cis－シトラール
（ネラール）、シトロネラール、シトロネロール、酢酸シトロネリル、ｐ－クメン、デカ
ナール、ジヒドロリナロール、ジヒドロミルセノール、ジメチルフェニルカルビノール、
オイカリプトール、ゲラニアール、ゲラニオール、酢酸ゲラニル、ゲラニルニトリル、酢
酸cis－３－ヘキセニル、ヒドロキシシトロネラール、ｄ－リモネン、リナロール、リナ
ロールオキシド、酢酸リナリル、プロピオン酸リナリル、アントラニル酸メチル、α－メ
チルヨノン、メチルノニルアセトアルデヒド、酢酸メチルフェニルカルビニル、酢酸ラエ
ボ－メンチル、メントーン、イソメントーン、ミルセン、酢酸ミルセニル、ミルセノール
、ネロール、酢酸ネリル、酢酸ノニル、フェニルエチルアルコール、α－ピネン、β－ピ
ネン、γ－テルピネン、α－テルピネオール、β－テルピネオール、酢酸テルピニル、及
びベルテネックス（酢酸ｐ－ｔ－ブチルシクロヘキシル）等が挙げられる。また、天然油
で高揮発性香料成分を高割合で含有するものも好ましく挙げられ、例えば、ラバンジンは
、主成分としてリナロール、酢酸リナリル、ゲラニオール及びシトロネロールを含有し、
好ましい。また、レモン油及びオレンジテルペンも、両方ともｄ－リモネンを、例えば約
95％含有し、好ましい。
【０１００】
　中揮発性香料成分としては、例えば、アミルケイ皮アルデヒド、サリチル酸イソアミル
、β－カリオフィレン、セドレン、ケイ皮アルコール、クマリン、酢酸ジメチルベンジル
カルビニル、エチルバニリン、オイゲノール、イソオイゲノール、酢酸フロル、ヘリオト
ロピン、サリチル酸３－cis－ヘキセニル、サリチル酸ヘキシル、リリアール（ｐ－ｔ－
ブチル－α－メチルヒドロケイ皮アルデヒド）、γ－メチルヨノン、ネロリドール、パッ
チュリアルコール、フェニルヘキサノール、β－セリネン、酢酸トリクロロメチルフェニ
ルカルビニル、クエン酸トリエチル、バニリン、及びベラトルムアルデヒド等が挙げられ
る。シダー材テルペンは、主としてα－セドレン、β－セドレン、及び他のＣ１５Ｈ２４

セスキテルペンからなる。
【０１０１】
　低揮発性香料成分としては、例えば、ベンゾフェノン、サリチル酸ベンジル、エチレン
ブラシレート、ガラキソライド（1,3,4,6,7,8－ヘキサヒドロ－4,6,6,7,8,8－ヘキサメチ
ルシクロペンタ－γ－２－ベンゾピラン）、ヘキシルケイ皮アルデヒド、リラール（４－
（４－ヒドロキシ－４－メチルペンチル）－３－シクロヘキセン－10－カルボキシアルデ
ヒド）、メチルセドリロン、メチルジヒドロジャスモネート、メチル－β－ナフチルケト
ン、ムスクインダノン、ムスクケトン、ムスクチベテン、及び酢酸フェニルエチルフェニ
ル等が挙げられる。
【０１０２】
　本発明における香料成分としては、布帛に対し好ましい軽快な香りを付与することから
沸点約２５０℃以下の化合物であることが好ましく、沸点約２０℃以上２００℃以下であ
るものを含有することがより好ましい。また、炭素数３以上１５以下程度のものも好まし
く、分子量５０以上３５０以下程度のものも好ましい。特に、炭素数３以上５以下かつ分
子量５０以上３５０以下かつ沸点２０℃以上２００℃以下の香料成分が好ましい。そのよ
うな香料成分としては、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、例えば、１，
８－シネオール、１，４－シネオール、α-イオノン、β-イオノン、リリアール等が挙げ
られる。前記沸点及び分子量等は、例えば、前記の「パーヒューム・エンド・フレーバー
・ケミカルズ（Perfume and Flavor Chemicals）（アロマ・ケミカルズ）」等、公知の文
献に記載のものを参考にしてもよい。
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【０１０３】
　前記洗濯用柔軟剤及び洗剤等は、香料成分を含むものであれば特に限定されず、最初か
ら香料成分を含むものであってもよく、市販の香剤等の香料成分を添加したものであって
もよい。洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤等に香料成分を添加する方法としては、特に限定さ
れないが、例えば、洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤等に予め混合して用いることができる。
【０１０４】
　本発明における洗濯用柔軟剤としては、衣料用洗濯柔軟剤組成物等、各種柔軟剤を適用
することができ、特に限定されるものではないが、例えば、ワックスエマルジョン、両性
界面活性剤系、カチオン性界面活性剤系、ノニオン界面活性剤系、油脂系及び多価アルコ
ール系の柔軟剤等を用いることができる。本発明の洗濯用柔軟剤は、水系洗濯用であって
もよく、溶剤洗濯用であってもよい。
　特にアミノ基含有シリコーン、オキシアルキレン基含有シリコーン、界面活性剤を含有
するものを使用することが好ましい。界面活性剤としては、カルボン酸塩系のアニオン界
面活性剤；スルホン酸塩系のアニオン界面活性剤；硫酸エステル塩系のアニオン界面活性
剤；リン酸エステル塩系のアニオン界面活性剤（特にアルキルリン酸エステル塩）等のア
ニオン界面活性剤；ソルビタン脂肪酸エステル、ジエチレングリコールモノステアレート
、ジエチレングリコールモノオレエート、グリセリルモノステアレート、グリセリルモノ
オレート、プロピレングリコールモノステアレート等の多価アルコールモノ脂肪酸エステ
ル；Ｎ－（３－オレイロキシ－２－ヒドロキシプロピル）ジエタノールアミン、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビット蜜ロウ、ポリオキシエチレンソ
ルビタンセスキステアレート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリオキシエチレン
ソルビタンセスキステアレート、ポリオキシエチレングリセリルモノオレート、ポリオキ
シエチレンモノステアレート、ポリオキシエチレンモノラウレート、ポリオキシエチレン
モノオレエート、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエー
テル等の非イオン系界面活性剤；第４級アンモニウム塩、アミン塩又はアミン等のカチオ
ン界面活性剤；カルボキシ、スルホネート、サルフェートを含有する第２級若しくは第３
級アミンの脂肪族誘導体；及び複素環式第２級若しくは第３級アミンの脂肪族誘導体等の
両性イオン界面活性剤等を挙げることができる。残香性の観点から、最も好ましい界面活
性剤は、非イオン系界面活性剤である。
【０１０５】
　本発明における洗剤としては、衣料用洗剤組成物等、各種洗剤を適用することができ、
特に限定されるものではないが、例えば、通常の粉体又は液体の配合組成となる衣料用の
洗剤組成物を用いることができ、好ましくは、非イオン系界面活性剤を含有する粉体又は
液体の洗剤組成物が挙げられる。本発明の洗剤は、水系洗濯用であってもよく、溶剤洗濯
用であってもよい。
【０１０６】
　前記香料成分を保持させる目的での本発明のポリウレタン系繊維の使用も、本発明に包
含される。本発明のポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させることで、前記洗濯用柔軟
剤及び／又は洗剤等に含有される好ましい香気を有する香料成分を、有効に保持すること
ができ、その結果、好ましい香気が長時間持続する、香気持続性を示す。
【０１０７】
　本発明のポリウレタン系繊維に対し、香気成分を吸収させる過程を有する、布帛の香気
保持方法も、本発明に包含される。香料成分を吸収させる方法としては、好ましくは、洗
濯による方法が挙げられ、該洗濯とは、水浴中での洗浄（水系洗濯）であっても、ドライ
クリーニング溶剤中での洗浄（溶剤洗濯）であってもよいが、各家庭で日常的に行われる
面では、水系洗濯が好ましい。また、香料成分を吸収させる方法の他の態様としては、香
料成分を含む液体状物質の噴霧等が挙げられる。また、本発明のポリウレタン系繊維に香
料成分を吸収させて得られる繊維素材も本発明に包含される。このような繊維素材として
本発明品を提供する場合、残香性に優れる点から、香料を吸収させる工程を２回以上行っ
て得られるものが好ましい。
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【０１０８】
　前記洗濯とは、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、例えば、洗浄工程、
すすぎ工程及び乾燥工程を有していてもよく、前記洗浄工程及び／又はすすぎ工程は、必
要に応じ、複数回行ってもよい。乾燥方法としては、例えば、吊干し等による自然乾燥及
びタンブラー乾燥等が挙げられる。前記水系洗濯としては、香料成分を含有する洗濯用柔
軟剤及び／又は洗剤を用いるものであれば、特に限定されないが、洗濯機を用いてもよく
、手洗いであってもよい。また、前記溶剤洗濯とは、水以外の溶剤を媒液とする洗浄法で
あり、前記溶剤としては、本発明の効果を妨げない限り特に限定されないが、パラフィン
、ナフテン及び芳香族炭化水素等の石油系溶剤；並びにテトラクロロエチレン、ジクロロ
ペンタフルオロプロパン等の合成溶剤等が挙げられる。前記洗濯に関し、温度、時間等の
諸条件は、布帛の種類等によっても異なるが、適宜設定することができる。
【０１０９】
　また、洗濯により本発明のポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させる場合、該香料成
分は、洗剤に含まれていても、洗濯用柔軟剤に含まれていてもよく、その両方であっても
よい。また、香料成分を含有する香剤を洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤と併用する形態であ
ってもよい。特に、洗濯時の最終すすぎ工程で香料成分を吸収させることが好ましく、こ
の場合、前記洗濯用柔軟剤を含有するすすぎ水等を用いることが好ましい。また、香料成
分が、前記洗濯用柔軟剤及び／又は洗剤に約０．０００１～１重量％配合されることが好
ましく、約０．０１～０．５重量％配合されることがより好ましい。洗濯時間としては、
特に限定されないが、例えば、数分間から乾燥工程を含めて約４８時間であってもよく、
数分間から乾燥工程を含めて約２４時間であることが好ましい。
【０１１０】
　本発明で洗濯対象となる布帛及び該布帛を使用した衣料は、洗濯の対象となるものであ
れば、特に限定されるものではない。本発明の洗濯方法では、イオン性又はイオン交換性
の官能基やそれを含む添加剤を含有する繊維への影響、すなわち、洗剤組成物によるイオ
ン性又はイオン交換性能（イオン性香料の吸収能）の低下を防止するために、衣料用洗剤
組成物中に含有せしめる界面活性剤としてＨＬＢ１０～１７の非イオン系界面活性剤を用
いることが好ましいものとなる。非イオン系界面活性剤としては、例えば、直鎖状又は分
岐型のアルコールエトキシレートのエチレンオキシド付加体又はプロピレンオキシド付加
体、あるいはエチレンオキシド・プロピレンオキシド付加体（ブロック体、ランダム体）
等が挙げられる。
【０１１１】
　そのような非イオン系界面活性剤としては、例えば、炭素数６～２２、好ましくは、８
～１８の脂肪族アルコールに炭素数２～４のアルキレンオキシドを平均３～３０モル、好
ましくは７～２０モル付加したポリオキシアルキレンアルキル（又はアルケニル）エーテ
ルが挙げられ、この中でも、ポリオキシエチレンアルキル（又はアルケニル）エーテル、
ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキル（又はアルケニン）エ－テルポリオキ
シエチレンアルキル（又はアルケニル）フェニルエーテルが特に好ましい。また、長鎖脂
肪酸アルキルエステルのエステル結合間にアルキレンオキシドが付加した化合物、ポリオ
キシエチレンソルビット脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、及び炭素数６～１
８の脂肪酸と、炭素数５～６の単糖類又はそのモノアルキルエーテルとのエステル等から
選ばれる糖エステル系非イオン系界面活性剤等が挙げられる。
【０１１２】
　また、その他に用いることができる非イオン系界面活性剤として、エチレンオキシド基
／プロピレンオキシド基を含有するものが好ましく、エチレンオキシドの平均付加モル数
ｎが３～２０であり、ｎ＝０である未反応アルコールの量が１０質量％以下で示される非
イオン系界面活性剤、炭素数１０～１６の第２級アルコールにエチレンオキシドを平均５
～１５モル付加した化合物、最も短い分岐鎖の炭素数が５以下である総炭素数８～２２の
分岐アルキル基又はアルケニル基を有する第１級アルコールにエチレンオキシドを平均５
～１５モル付加した非イオン系界面活性剤が挙げられる。
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　更に用いることができる非イオン系界面活性剤として、脂肪酸エステルあるいは硬化ヒ
マシ油を基本骨格とするＨＬＢ１０～１６の非イオン系界面活性剤が挙げられ、この界面
活性剤は上記基本骨格に対して親水基が付加されたものであり、例えば、ソルビタン脂肪
酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、モノステプリン酸ポリエチ
レングリコール、イソステプリン酸ポリエチレングリコール、イソステプリン酸ポリオキ
シエチレングリセリル、トリイソステアリシ酸ポリオキシエチレングリセリル、トリオレ
イン酸ポリオキシエチレングリセリル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエ
チレンヒマシ油、ラフリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、イソステプリン酸ポリオ
キシエチレン硬化ヒマシ油等が用いられる。
【０１１３】
　本発明方法において、ＨＬＢが１０～１７の範囲を外れる非イオン系界面活性剤では、
各種汚れに対する洗浄効果が低下し、好ましくない。ＨＬ非イオン系界面活性剤の含有量
は、好ましくは、洗剤組成物全量に対して、１０～６０質量％である。なお、本発明方法
に用いる衣料用洗剤組成物には、上記各種のＨＬＢ１０～１７の非イオン系性界面活性剤
の他、通常洗剤原料に配合されている成分、例えば、非晶質シリカ等の多孔質無機酸化粉
体、モンモリロナイトやヘクトライト等の粘土化合物、アルミノ珪酸塩、炭酸ナトリウム
等の無機質アルカリビルダー、蛍光剤、酵素、牛脂石鹸、粉砕助剤、流動性改善剤等を適
宜配合することができる。
【０１１４】
　洗剤成分も柔軟剤成分も本件残香性への影響は小さいが、残香性を有効に発揮するため
には洗剤成分は強いすすぎ工程や脱水でできるだけ除去することが好ましい。
【０１１５】
　香料成分を含む液体状物質を噴霧することで本発明のポリウレタン系繊維に香料成分を
吸収させる場合、該液体状物質としては、本発明の効果を妨げない限り特に限定されない
が、前記香料用溶剤を含有する液体であってよく、香料成分が約０．０００１～１重量％
配合される液体が好ましく、約０．０１～０．５重量％配合される液体がより好ましい。
【実施例】
【０１１６】
　以下、実施例と比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に
制限されるものではない。なお、以下に単に「％」とあるのは、「重量％」を意味する。
【０１１７】
　各実施例において、各香料の付与は下記の通り行った。
【０１１８】
（モデル香料の付与方法）
　モデル香料としては、シネオール、α－イオノン及びリリアールを、０．１５ｇずつエ
タノール１００ｍｌに溶解した溶液を用いた。この溶液２０ｍｌを水９８０ｍｌで希釈し
た希釈液を２回目すすぎ水として使用した。２回目すすぎ水９０ｍｌ中の絶対量としては
、以下のような組成とする。
　・シネオール　　　　　　２７００μｇ
　・α－イオノン　　　　　２７００μｇ
　・リリアール　　　　　　２７００μｇ
　・エタノール　　　　　　１．８ｇ
　・純水　　　　　　　　　残り
　洗濯操作として、１００ｍｌのメジューム瓶に、試験片３．００ｇ、ＪＡＦＥＴ標準洗
剤０．１２ｍｌ、純水９０ｍｌを入れ、初期温度４０℃で５分間、振盪機で振盪させた。
その後、脱水操作として、３０００ｒｐｍで２分間遠心分離を行った。１回目すすぎ操作
として、１００ｍｌのメジューム瓶に脱水操作後の試験片及び純水９０ｍｌを入れ、初期
温度４０℃で２分間、振盪機で振盪させ、前記脱水操作を行った。２回目すすぎ操作とし
て、１００ｍｌのメジューム瓶に試験片及び２回目すすぎ水９０ｍｌを入れ、初期温度２
３℃で２分間、振盪機で振盪させた後、前記脱水操作を行った。機能保持耐久試験として
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機能保持率を評価するために複数回洗濯する場合には１回目の脱水の工程を省略し、１回
とする以外は同様に、この洗浄処理を繰り返した。このように洗浄処理を行った後、相対
湿度６５％で、室温にて２４時間吊り干しを行うことにより、乾燥させた。
【０１１９】
（市販香料の付与方法）
　市販の綿タオル（綿１００％）１０枚（質量１０００±１００ｇ）、サイズＬＬ（男性
用）相当シャツ状縫製物２枚（シャツ状縫製物の胴部を適宜、裁断除去して合計質量４０
０±４０ｇに調整）及び洗剤をを、全自動洗濯機（東芝社製、「ＡＷ－８０ＶＣ（ＷＬ）
」）に投入し、水量を１２Ｌに設定し、柔軟剤を柔軟剤ケースに入れ、お任せコ－スで洗
浄（６分間）、すすぎ２回、脱水（６分間）を順次行う洗浄処理を行った。なお、洗濯に
用いる水には、水道水を用いた。機能保持耐久試験として機能保持率を評価するために複
数回洗濯する場合にはこの洗浄処理を所定回数繰り返した。洗浄処理後、２４時間の吊り
干しにより、乾燥を行った。
　　　　　洗剤：ＪＡＦＥＴ標準洗剤（無香料）１６ｍＬ
　　　　　　　　　レノアハピネスアロマジュエル　ルビー（Ｐ＆Ｇ社製）５ｇ
　　　　　柔軟剤：なし
【０１２０】
　各実施例において、各官能試験は下記の通り行った。
【０１２１】
（官能試験１：６段階臭気強度表示法）
　臭気判定士４名が、以下に記載の６段階臭気強度に基づき、各試料の臭気を０．５刻み
で評価し、各判定士の評価の平均値を採用した。なお、本官能試験は、柔軟剤臭を嗅ぎ分
けたものであり、前記臭気強度は、柔軟剤臭のみに関する強度である。評価は、乾燥後２
４時間経過時点、４８時間経過時点及び７２時間経過時点の３点で行った。
　　　臭気強度
　　　０：　無臭
　　　１：　やっと感知できるにおい
　　　２：　何のにおいかがわかる弱いにおい
　　　３：　らくに感知できるにおい
　　　４：　強いにおい
　　　５：　強烈なにおい
【０１２２】
（官能試験２：９段階快・不快度表示法）
　臭気判定士４名が、以下に記載の９段階快・不快度に基づき、各試料の臭気を０．５刻
みで評価し、各判定士の評価の平均値を採用した。また、臭いの質が具体的にどのような
ものであるか評価した。なお、本官能試験は、試料の臭気全体に関するものであり、柔軟
剤臭及び布帛臭を含有する臭気が評価対象となっている。評価は、乾燥後４８時間経過時
点で行った。
　　　快・不快度
　　　＋４：　極端に快
　　　＋３：　非常に快
　　　＋２：　快
　　　＋１：　やや快
　　　　０：　快でも不快でもない
　　　－１：　やや不快
　　　－２：　不快
　　　－３：　非常に不快
　　　－４：　極端に不快
【０１２３】
（官能試験３：機能保持耐久試験）
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　布帛試料として洗浄処理５０回実施後の布帛を用いる以外は、官能試験２と同じ試験を
行った。
【０１２４】
（香料成分の総放散量の測定）
　各実施例において、香料成分の総放散量の測定は下記の通り行った。
　機器分析試験はガスクロマトグラフィー質量分析法（以下ＧＣ／ＭＳと略する。）によ
り行った。
具体的には、乾燥後４８時間経過した試料から、それぞれ１０ｃｍ×２０ｃｍ角の布片を
２枚切り出して秤量し、ガラス容器（インピンジャー）に入れた。このガラス容器に室温
（２３℃±３℃）又は４０℃で空気（ＡｉｒｚｅｒｏＡ）を１００ｍＬ／ｍｉｎで１時間
流し、発生ガスを吸着管（吸着剤　Ｔｅｎａｘ－ＧＲ）に捕集した。標準芳香剤単体を測
定する場合も、上記と同様に発生ガスを捕集した。捕集時に使用した装置の模式図を図１
に示す。発生ガスを捕集した吸着管について、熱脱離ＧＣ／ＭＳ法により以下に示す条件
で測定した。
【０１２５】
　検量線はトルエンの標準品０．１１５２ｇを１００ｍＬメスフラスコに採取し、メタノ
ールで定容して標準溶液を作成した。この溶液を適宜希釈して作成した３水準の標準溶液
から１μｌを採取して吸着管に注入した。これらの吸着管を下記ＧＣ／ＭＳ測定の条件で
分析した。注入した成分の絶対量（μｇ）とＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムの
ピーク面積との関係から検量線を作成した。試料のＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグ
ラムより検出された全ピークの総面積からトルエン検量線より総放散量を求めた。
【０１２６】
　　　熱脱離装置　：ＪＴＤ－５０５II型（日本分析工業社製）
　一次熱脱離条件　：脱離温度２６０℃，トラップ温度－６０℃、１５分間
　二次熱脱離条件　：２８０℃、１８０秒間
　　　　ＧＣ装置　：ＨＰ５８９０（Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ社製）
　　　　　カラム　：ＤＢ－５ＭＳ（Ｊ＆Ｗ社製）　３０ｍ×０．２５ｍｍＩＤ　膜厚０
．５μｍ
　　　カラム温度　：４０℃（４ｍｉｎ）　２８０℃（昇温速度　６℃／ｍｉｎ）
　　　　ＭＳ装置　：ＪＭＳ－ＳＸ１０２Ａ　質量分析計（日本電子社製）
　　イオン化方法　：ＥＩ
　　　　走査範囲　：ｍ／ｚ　１０～５００（１．２ｓｅｃ／ｓｃａｎ）
ＴＩＣ　質量範囲　：ｍ／ｚ　２９～５００”
【０１２７】
（評価基準）
　各実施例品及び比較例品に関し、乾燥後４８時間経過時点での官能試験１による臭気強
度が２．０以上かつ室温（２３℃±３℃）で測定した香料成分の総放散量が０．１μｇ／
ｇ・ｈ以上のものを、「○」、そうでないものを「×」として、表３及び表４に示した。
【０１２８】
［実施例１］
　分子量３５００のテトラメチレンエーテルジオール１モルに対し４，４’－ＭＤＩを２
．０６モルになるように容器に仕込み、触媒としてトリエチルアミンを用い、９０℃で反
応せしめ、得られた反応生成物をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）に十分に撹
拌し、溶解させて溶液を得た。次に、鎖伸長剤としてエチレンジアミン(ＥＤＡと略す。)
を含むＤＭＡｃ溶液を、前記反応物を溶解させた溶液に添加し、さらに末端封鎖剤として
ジエチルアミンを含むＤＭＡｃ溶液を添加して、その後、安定剤として、ジビニルベンゼ
ンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタクロール”（登録商標）２３９
０）を固形分比１％添加して、全固体分が３３重量％であるポリウレタンウレア溶液、Ｐ
ＵＵ－Ａを調製した。得られた溶液は４０℃で約２８００ポイズの粘度を有していた。重
合体はＤＭＡｃ中で０．５ｇ／１００ｍｌの溶液濃度で２５℃で測定すると、０．９８の
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極限粘度であった。
【０１２９】
　ＰＵＵ－Ａを紡糸口金から高温（３５０℃）の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメ
ントで吐出し、この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるよう
にエアージェット式撚糸機を通し、４フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経てオイ
リングローラー上で処理剤を付与した。なお、オイリングローラーへ付与された処理剤は
、２５℃での粘度が１０センチストークスのシリコーン油９６重量％、ステアリン酸マグ
ネシウム４重量％からなる油剤であった。また、油剤の付着量が繊維に対し５重量％にな
るようオイリングロールの回転数を調整した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、４フ
ィラメント、３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維ＰＵＵ－１を製造した。ＰＵＵ－１
を構成するポリウレタンウレアのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．００ｍ
ｏｌ／ｋｇであり、有効末端アミン濃度は３４ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ＰＵＵ－１
の高温側融点は２５３℃であった。
【０１３０】
　ＰＵＵ－１のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は４．
０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は３．５６μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１３１】
［実施例２］
　分子量１８００のテトラメチレンエーテルジオール１モルに対し４，４’－ＭＤＩを１
．７０モルになるように容器に仕込み、９０℃で反応せしめ、得られた反応生成物をＮ，
Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）に十分に撹拌し、溶解させて溶液を得た。次に、
鎖伸長剤としてエチレンジアミン(ＥＤＡと略す。)を含むＤＭＡｃ溶液を、前記反応物を
溶解させた溶液に添加し、さらに末端封鎖剤としてジエチルアミンを含むＤＭＡｃ溶液を
添加して、その後、安定剤として、ジビニルベンゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体（
デュポン社製“メタクロール”（登録商標）２３９０）を固形分比１％添加して、全固体
分が３０重量％であるポリウレタンウレア溶液、ＰＵＵ－Ｂを調製した。得られた溶液は
４０℃で約３０００ポイズの粘度を有していた。重合体はＤＭＡｃ中で０．５ｇ／１００
ｍｌの溶液濃度で２５℃で測定すると、１．０５の極限粘度であった。
【０１３２】
　ＰＵＵ－Ｂにｔ－ブチルジエタノールアミンとメチレン－ビス－（４－シクロヘキシル
イソシアネ－ト）の反応によって生成せしめたポリウレタン（デュポン社製“メタクロー
ル”（登録商標）２４６２）を固形分比２％添加して後、紡糸口金から高温（３５０℃）
の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメントで吐出し、この高温ガス中の通過により乾
燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエアージェット式撚糸機を通し、複数フィラ
メントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリングローラー上で処理
剤を付与した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、４フィラメント合着で３３ｄｔｅｘ
、４４ｄｔｅｘ、５５ｄｔｅｘ、及び２フィラメント合着で２２ｄｔｅｘのポリウレタン
ウレア繊維、ＰＵＵ－２を製造した。ＰＵＵ－２を構成するポリウレタンウレアのウレタ
ン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．５１ｍｏｌ／ｋｇであり、有効末端アミン濃度
は１９ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ＰＵＵ－２の高温側融点は２８０℃であった。
【０１３３】
　３３ｄｔｅｘのＰＵＵ－２のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）
の１口筒編み機に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃ
ｍの筒編み地（３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／
ｍ２の編地２枚重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３
及び香料成分の総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の
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臭気強度は５．０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は２２．４μｇ／ｇ・ｈで
あった。
【０１３４】
［実施例３］
　脱水されたテトラヒドロフラン８７．５モルと脱水された３－メチル－テトラヒドロフ
ラン１２．５モルとを撹拌機付き反応器に仕込み、窒素シール下、温度１０℃で、触媒（
過塩素酸７０重量％及び無水酢酸３０重量％の混合物）の存在下で８時間重合反応を行な
い、反応終了液に水酸化ナトリウム水溶液で中和する共重合方法により得られた、数平均
分子量２０００の共重合テトラメチレンエーテルジオール（３－メチル－テトラヒドロフ
ラン由来の構造単位（ａ）を１２．５モル％含む）を、ポリアルキレンエーテルジオール
として用いた。この共重合テトラメチレンエーテルジオール１モルに対しＭＤＩを４．９
モルになるように容器に仕込み、９０℃で反応せしめ、得られた反応生成物をＮ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）に十分に溶解させた。次に、鎖伸長剤としてＭＢＡを含
むＤＭＡｃ溶液を、前記反応物が溶解した溶液に添加して、その後、安定剤として、ジビ
ニルベンゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタクロール”（登録商
標）２３９０）を固形分比１％添加して、全固体分が３２重量％であるポリウレタンウレ
ア溶液ＰＵＵ－Ｃを調製した。
【０１３５】
　ＰＵＵ－Ｃを紡糸口金から高温(３５０℃)の不活性ガス（Ｎ2）中に３フィラメントで
吐出し、この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエア
ージェット式撚糸機を通し、３フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１
と同様にオイリングローラー上で処理剤を付与した。５００ｍ／分のスピードで巻き取り
、３フィラメント合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維、ＰＵＵ－３を製造した
。なお、ＰＵＵ－３を構成するポリウレタンのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和
は３．００ｍｏｌ／ｋｇであり、有効末端アミン濃度は３２ｍｅｑ／ｋｇであった。なお
、ＰＵＵ－３の高温側融点は２６６℃であった。
【０１３６】
　ＰＵＵ－３のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は５．
０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は42.5μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１３７】
［実施例４］
　脱水されたテトラヒドロフラン８５．５モルと脱水された３－メチル－テトラヒドロフ
ラン１４．５モルとを撹拌機付き反応器に仕込み、窒素シール下、温度１０℃で、触媒（
過塩素酸７０重量％及び無水酢酸３０重量％の混合物）の存在下で８時間重合反応を行な
い、反応終了液に水酸化ナトリウム水溶液で中和する共重合方法により得られた、数平均
分子量１０００の共重合テトラメチレンエーテルジオール（３－メチル－テトラヒドロフ
ラン由来の構造単位（ａ）を１４．５モル％含む）を、ポリアルキレンエーテルジオール
として用いた。この共重合テトラメチレンエーテルジオール１モルに対しＭＤＩを５．３
モルになるように容器に仕込み、９０℃で反応せしめ、得られた反応生成物をＮ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）に十分に溶解させた。次に、鎖伸長剤としてジエチルア
ミンとＭＢＡを含むＤＭＡｃ溶液を、前記反応物が溶解した溶液に添加して、その後、安
定剤として、ジビニルベンゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタク
ロール”（登録商標）２３９０）を固形分比１％添加して、全固体分が３２重量％である
ポリウレタンウレア溶液、ＰＵＵ－Ｄを調製した。
【０１３８】
　ＰＵＵ－Ｄを紡糸口金から高温(３５０℃)の不活性ガス（Ｎ2）中に３フィラメントで
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吐出し、この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエア
ージェット式撚糸機を通し、３フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１
と同様にオイリングローラー上で処理剤を付与した。５００ｍ／分のスピードで巻き取り
、３フィラメント合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維、ＰＵＵ－４を製造した
。なお、ＰＵＵ－４を構成するポリウレタンのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和
は４．５０ｍｏｌ／ｋｇであり、有効末端アミン濃度は２１ｍｅｑ／ｋｇであった。なお
、ＰＵＵ－４の高温側融点は２８８℃であった。
【０１３９】
　ＰＵＵ－４のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は４．
０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は２．６μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１４０】
［実施例５］
　分子量１８００のテトラメチレンエーテルジオール１モルに対し４，４’－ＭＤＩを２
．６０モルになるように容器に仕込み、８０℃で反応せしめ、得られた反応生成物をＮ，
Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）に十分に撹拌し、溶解させて溶液を得た。次に、
鎖伸長剤としてエチレングリコール、触媒として無水酢酸を含むＤＭＡｃ溶液を、前記反
応物を溶解させた溶液に添加し、さらに末端封鎖剤としてブタノールを含むＤＭＡｃ溶液
を添加して、その後、安定剤として、ジビニルベンゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体
（デュポン社製“メタクロール”（登録商標）２３９０）を固形分比１％添加して、全固
体分が３５重量％であるポリウレタンウレタン溶液、ＰＵ－Ｅを調製した。得られた溶液
は４０℃で約３５００ポイズの粘度を有していた。重合体はＤＭＡｃ中で０．５ｇ／１０
０ｍｌの溶液濃度で２５℃で測定すると、１．１０の極限粘度であった。
【０１４１】
　このポリウレタンウレタン溶液ＰＵ－Ｅを、紡糸口金から高温（３５０℃）の不活性ガ
ス（窒素ガス）中に２フィラメントで吐出し、この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥
途中の糸が撚り合わされるようにエアージェット式撚糸機を通し、２フィラメントを合着
させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリングローラー上で処理剤を付与した
。６００ｍ／分のスピードで巻き取り、２フィラメント合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタ
ンウレタン繊維、ＰＵ－５を製造した。ＰＵ－５を構成するポリウレタンウレタンのウレ
タン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．９５ｍｏｌ／ｋｇであった。なお、ＰＵ－５
の高温側融点は２２０℃であった。
【０１４２】
　ＰＵ－５のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機に
供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（３
８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚重
ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の総
放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は５．０
であった。４８時間経過時点の香料放散量１は１０．２μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１４３】
［実施例６］
　分子量２０００のテトラメチレンエーテルジオール０．５モルと分子量２０００のポリ
エチレングリコール０．５モルとに対し４，４’－ＭＤＩを５．３０モルになるように容
器に仕込み、８０℃で反応せしめ、得られた反応生成物をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
（ＤＭＡｃ）に十分に撹拌し、溶解させて溶液を得た。次に、鎖伸長剤としてエチレング
リコール、触媒として無水酢酸を含むＤＭＡｃ溶液を、前記反応物を溶解させた溶液に添
加し、さらに末端封鎖剤としてブタノールを含むＤＭＡｃ溶液を添加して、その後、安定
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剤として、ジビニルベンゼンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタクロ
ール”（登録商標）２３９０）を固形分比１％添加して、全固体分が３５重量％であるポ
リウレタンウレタン溶液ＰＵ－Ｆを調製した。得られた溶液は４０℃で約３５００ポイズ
の粘度を有していた。重合体はＤＭＡｃ中で０．５ｇ／１００ｍｌの溶液濃度で２５℃で
測定すると、０．９０の極限粘度であった。
【０１４４】
　このポリウレタンウレタン溶液ＰＵ－Ｆを、紡糸口金から高温（３５０℃）の不活性ガ
ス（窒素ガス）中に２フィラメントで吐出し、この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥
途中の糸が撚り合わされるようにエアージェット式撚糸機を通し、２フィラメントを合着
させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリングローラー上で処理剤を付与した
。６００ｍ／分のスピードで巻き取り、２フィラメント合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタ
ンウレタン繊維、ＰＵ－６を製造した。ＰＵ－６を構成するポリウレタンウレタンのウレ
タン基濃度およびウレア基濃度の総和は３．９５ｍｏｌ／ｋｇであった。なお、ＰＵ－６
の高温側融点は２４０℃であった。
【０１４５】
　ＰＵ－６のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機に
供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（３
８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚重
ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の総
放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は４．５
であった。４８時間経過時点の香料放散量１は８．２８μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１４６】
［実施例７］
　実施例１で使用したＰＵＵ－Ａに、ｔ－ブチルジエタノールアミンとメチレン－ビス－
（４－シクロヘキシルイソシアネ－ト）の反応によって生成せしめたポリウレタン（デュ
ポン社製“メタクロール”（登録商標）２４６２）を固形分対比、２０％を添加して後、
紡糸口金から高温（３５０℃）の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメントで吐出し、
この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエアージェッ
ト式撚糸機を通し、４フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様に
オイリングローラー上で処理剤を付与した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、４フィ
ラメント合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維、ＰＵＵ－７を製造した。ＰＵＵ
－７を構成するポリウレタンウレアのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．８
２ｍｏｌ／ｋｇであり、有効末端アミン濃度は２４ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ＰＵＵ
－７の高温側融点は２４６℃であった。
【０１４７】
　ＰＵＵ－７のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は４．
５であった。４８時間経過時点の香料放散量１は10.3μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１４８】
［実施例８］
　実施例２で使用したＰＵＵ－Ｂに、ｔ－ブチルジエタノールアミンとメチレン－ビス－
（４－シクロヘキシルイソシアネ－ト）の反応によって生成せしめたポリウレタン（デュ
ポン社製“メタクロール”（登録商標）２４６２）、Ｎ－メチル－３，３’－イミノビス
（プロピルアミン）とメチレン－ビス（４－シクロヘキシルイソシアネート）の反応によ
って生成せしめたポリウレアを固形分対比、それぞれ２％、２％を添加して後、紡糸口金
から高温（３５０℃）の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメントで吐出し、この高温
ガス中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエアージェット式撚糸
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機を通し、４フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリン
グローラー上で処理剤を付与した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、４フィラメント
合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維、ＰＵＵ－８を製造した。ＰＵＵ－８を構
成するポリウレタンウレアのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．５２ｍｏｌ
／ｋｇであり、有効末端アミン濃度は１９ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ＰＵＵ－８の高
温側融点は２８５℃であった。
【０１４９】
　ＰＵＵ－８のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は５．
０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は46.8μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１５０】
［実施例９］
　実施例２で使用したＰＵＵ－Ｂに、ｔ－ブチルジエタノールアミンとメチレン－ビス－
（４－シクロヘキシルイソシアネ－ト）の反応によって生成せしめたポリウレタン（デュ
ポン社製“メタクロール”（登録商標）２４６２）、イソフラボン誘導体抽出物と分岐型
マルトシルα- サイクロデキストリンを主成分とするサイクロデキストリン(イソエリー
トＰ、塩水港精糖社製)を固形分対比、それぞれ２％、２％を添加して後、紡糸口金から
高温（３５０℃）の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメントで吐出し、この高温ガス
中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエアージェット式撚糸機を
通し、４フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリングロ
ーラー上で処理剤を付与した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、４フィラメント合着
で３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維、ＰＵＵ－９を製造した。ＰＵＵ－９を構成す
るポリウレタンウレアのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．４８ｍｏｌ／ｋ
ｇであり、有効末端アミン濃度は１９ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ＰＵＵ－９の高温側
融点は２８０℃であった。
【０１５１】
　ＰＵＵ－９のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は５．
０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は39.2μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１５２】
［実施例１０］
　実施例２で使用したＰＵＵ－Ｂに、ｔ－ブチルジエタノールアミンとメチレン－ビス－
（４－シクロヘキシルイソシアネ－ト）の反応によって生成せしめたポリウレタン（デュ
ポン社製“メタクロール”（登録商標）２４６２）、金属化合物として、ハイドロタルサ
イト(戸田工業(株)製ＮＡＯＸ－１９)を９００℃で焼成して得られた複合酸化物ＭｇＯ・
Ａｌ２Ｏ３を固形分対比、それぞれ２％、２％を添加して後、紡糸口金から高温（３５０
℃）の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメントで吐出し、この高温ガス中の通過によ
り乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるようにエアージェット式撚糸機を通し、４フィ
ラメントを合着させ、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリングローラー上で処
理剤を付与した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、４フィラメント合着で３３ｄｔｅ
ｘのポリウレタンウレア繊維、ＰＵＵ－１０を製造した。ＰＵＵ－１０を構成するポリウ
レタンウレアのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は１．４８ｍｏｌ／ｋｇであり
、有効末端アミン濃度は１９ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ＰＵＵ－１０の高温側融点は
２８０℃であった。
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【０１５３】
　ＰＵＵ－１０のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み
機に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地
（３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２
枚重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分
の総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は５
．０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は44.9μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１５４】
［比較例１］
　ポリエチレンテレフタレート糸（Ｅ）（４４ｄｔｅｘ、３６ｆｉｌ）のみを使用し、３
２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機に供給して編成し、１２０℃に
て１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（５５ｇ／ｍ２）、ｐｅｔ－１を
得た。これを開反しないままサンプルとした（５５ｇ／ｍ２の編地２枚重ねに相当する）
。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の総放散量の測定を
実施した。その結果を表３に示す。
【０１５５】
［比較例２］
　ウーリーナイロン糸（Ｎ）（４４ｄｔｅｘ、３４ｆｉｌ）のみを使用し、３２０針、釜
径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機に供給して編成し、１２０℃にて１分間の
スチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（５５ｇ／ｍ２）、ｎｙ－２を得た。これを
開反しないままサンプルとした（５５ｇ／ｍ２の編地２枚重ねに相当する）。表３に記載
の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の総放散量の測定を実施した。そ
の結果を表３に示す。
【０１５６】
［比較例３］
　精練を行ったコットン原綿繊維（インド綿）をから豊田自動織機社製リング織精紡機を
使用して、３０番手英式綿番手の紡績糸を作成した。作成した紡績糸より丸編み生地（釜
径３８インチ、２４ゲージ、１１４フィーダー）を作成し、１２０℃１分間のスチームセ
ットを行い、布帛ｃｏ－３を得た。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３
及び香料成分の総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。
【０１５７】
［比較例４］
　分子量３５００のテトラメチレンエーテルジオール１モルに対し４，４’－ＭＤＩを１
．０５モルになるように容器に仕込み、触媒としてトリエチルアミンを用い、９０℃で反
応せしめ、得られた反応生成物をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）に十分に撹
拌し、溶解させて溶液を得た。次に、鎖伸長剤としてエチレンジアミン(ＥＤＡと略す。)
を含むＤＭＡｃ溶液を、前記反応物を溶解させた溶液に添加し、さらに末端封鎖剤として
ジエチルアミンを含むＤＭＡｃ溶液を添加して、その後、安定剤として、ジビニルベンゼ
ンとｐ－クレゾールとの付加重合体（デュポン社製“メタクロール”（登録商標）２３９
０）を固形分比１％添加して、全固体分が３３重量％であるポリウレタンウレア溶液、ｐ
ｕｕ－ｇを調製した。得られた溶液は４０℃で約２８００ポイズの粘度を有していた。重
合体はＤＭＡｃ中で０．５ｇ／１００ｍｌの溶液濃度で２５℃で測定すると、０．９８の
極限粘度であった。
【０１５８】
　ｐｕｕ－ｇを紡糸口金から高温（３５０℃）の不活性ガス（窒素ガス）中に４フィラメ
ントで吐出し、この高温ガス中の通過により乾燥し、乾燥途中の糸が撚り合わされるよう
にエアージェット式撚糸機を通し、４フィラメントを合着させ、ゴデローラーを経てオイ
リングローラー上で処理剤を付与した。なお、オイリングローラーへ付与された処理剤は
、２５℃での粘度が１０センチストークスのシリコーン油９６重量％、ステアリン酸マグ
ネシウム４重量％からなる油剤であった。また、油剤の付着量が繊維に対し５重量％にな
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るようオイリングロールの回転数を調整した。５４０ｍ／分のスピードで巻き取り、２フ
ィラメント合着で３３ｄｔｅｘのポリウレタンウレア繊維ｐｕｕ－４を製造した。ｐｕｕ
－４を構成するポリウレタンウレアのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は０．５
０ｍｏｌ／ｋｇであり、有効末端アミン濃度は３４ｍｅｑ／ｋｇであった。なお、ｐｕｕ
－４の高温側融点は２５３℃であった。
【０１５９】
　ｐｕｕ－４のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は１．
５であった。４８時間経過時点の香料放散量１は０．０４８８μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１６０】
［比較例５］
　Ｌ/Ｄが４０の２軸押出機に、分子量２０００のＰＴＭＧ１モルに対し４，４’－ＭＤ
Ｉを７．５０モル、鎖伸長剤として１，４－ブタンジオールを窒素シール下で連続的に供
給し、ワンショット法により反応させた。反応温度は２４０℃とし、生成ポリウレタンを
約３ｍｍφのストランドとして吐出し、水冷した後、切断してペレット化した。得られた
ポリウレタン（ｐｕ－ｈ）の重量平均分子量はポリスチレン換算で１７万であり、２２０
℃における溶融粘度は剪断速度１０００ｓｅｃ－１で２００ポイズであった。
【０１６１】
　得られたペレットを真空バッチ式乾燥機にて、８０℃ で、１２時間予備乾燥した。乾
燥後、ペレットを一軸スクリュー押出機にて溶融し、ギヤポンプで計量し、口金から冷却
空気が流れている紡糸筒に吐出せしめ、ゴデローラーと巻取機の速度比を１．４とし、ゴ
デローラーを経て、比較例１と同様にオイリングローラー上で処理剤を付与した。毎分２
２０ｍの速度で溶融紡糸し、２フィラメント合着で３３ｄｔｅｘの糸を巻き取り、８０℃
で、２４時間加熱熟成、ポリウレタンウレタン繊維（ｐｕ－５）を製造した。ｐｕ－５を
構成するポリウレタンのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は５．５０ｍｏｌ／ｋ
ｇであり、得られた糸の特性を表２に示す。なお、ｐｕ－５の高温側融点は２４５℃であ
った。
【０１６２】
　ｐｕ－５のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機に
供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（３
８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚重
ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の総
放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は２．０
であった。４８時間経過時点の香料放散量１は０．０６７３μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１６３】
［比較例６］
　Ｌ/Ｄが４０の２軸押出機に、分子量２０００のＰＴＭＧ１モルに対し４，４’－ＭＤ
Ｉを９．５０モル、鎖伸長剤として１，４－ブタンジオールを窒素シール下で連続的に供
給し、ワンショット法により反応させた。反応温度は２４０℃とし、生成ポリウレタン（
ｐｕ－ｉ）を約３ｍｍφのストランドとして吐出し、水冷した後、切断してペレット化し
た。２２０℃における溶融粘度は剪断速度１０００ｓｅｃ－１で３５０ポイズであった。
【０１６４】
　得られたペレットを真空バッチ式乾燥機にて、８０℃ で、１２時間予備乾燥した。乾
燥後、ペレットを一軸スクリュー押出機にて溶融し、ギヤポンプで計量し、口金から冷却
空気が流れている紡糸筒に吐出せしめ、ゴデローラーと巻取機の速度比を１．１とし、ゴ
デローラーを経て、実施例１と同様にオイリングローラー上で処理剤を付与した。毎分１
１０ｍの速度で溶融紡糸し、２フィラメント合着で３３ｄｔｅｘの糸を巻き取り、８０℃
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で、２４時間加熱熟成、ポリウレタンウレタン繊維（ｐｕ－６）を製造した。ｐｕ－６を
構成するポリウレタンのウレタン基濃度およびウレア基濃度の総和は７．００ｍｏｌ／ｋ
ｇであり、得られた糸の特性を表２に示す。なお、ｐｕ－６の高温側融点は２５５℃であ
った。
【０１６５】
　ｐｕ－６のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機に
供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（３
８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚重
ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の総
放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は１．５
であった。４８時間経過時点の香料放散量１は０．０１８９μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１６６】
［比較例７］
　実施例１のポリウレタンウレア繊維（ＰＵＵ－１）と同一の操作を行い、油剤種のみ変
更した。２５℃での粘度が１０センチストークスの鉱物油９２重量％、リモネン８重量％
からなる油剤を用いた。
　４８時間経過時点の臭気強度は、５．０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は
４．６３μｇ／ｇ・ｈであった。しかしながら、＜残香性試験２＞９段階快・不快度では
－３．０であり、においの質として非常に不快な、熟しきった柑橘類様の香りであった。
【０１６７】
［比較例８］
　実施例１のポリウレタンウレア繊維（ＰＵＵ－１）と同一の操作を行い、油剤種のみ変
更した。２５℃での粘度が１０センチストークスの鉱物油９８重量％、ヒノキチオール２
重量％からなる油剤を用いた。
　４８時間経過時点の臭気強度は、４．０であった。しかしながら、＜残香性試験２＞９
段階快・不快度では－４．０であり、においの質として極端に不快な臭気で、市販香料と
の香気バランスを著しく損ねるものであった。
【０１６８】
［比較例９］
　"Pebax"4033（ARKEMA社、融点160℃）のペレットを真空バッチ式乾燥機にて、８０℃で
、１２時間予備乾燥した。乾燥後、ペレットを一軸スクリュー押出機にて溶融し、ギヤポ
ンプで計量し、口金から冷却空気が流れている紡糸筒に吐出せしめ、ゴデローラーと巻取
機の速度比を２．００とし、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオイリングローラー
上で処理剤を付与した。毎分１１０ｍの速度で溶融紡糸し、２フィラメント合着で３３ｄ
ｔｅｘの糸を巻き取り、８０℃で、２４時間加熱熟成、ｐａｅ－９を製造した。得られた
糸の特性を表２に示す。なお、ｐａｅ－９の高温側融点は１６５℃であった。
【０１６９】
　ｐａｅ－９のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は２．
０であった。４８時間経過時点の香料放散量１は０．０２２２μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１７０】
［比較例１０］
　"Pellethane"2102-90A（Dow Chemicals社、融点214℃）のペレットを真空バッチ式乾燥
機にて、８０℃で、１２時間予備乾燥した。乾燥後、ペレットを一軸スクリュー押出機に
て溶融し、ギヤポンプで計量し、口金から冷却空気が流れている紡糸筒に吐出せしめ、ゴ
デローラーと巻取機の速度比を１．３０とし、ゴデローラーを経て、実施例１と同様にオ
イリングローラー上で処理剤を付与した。毎分１１０ｍの速度で溶融紡糸し、２フィラメ
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ント合着で３３ｄｔｅｘの糸を巻き取り、８０℃で、２４時間加熱熟成、ｐｕ－１０を製
造した。得られた糸の特性を表２に示す。なお、ｐｕ－１０の高温側融点は２２０℃であ
った。
【０１７１】
　ｐｕ－１０のみを使用し、３２０針、釜径３．５インチ（２９ゲージ）の１口筒編み機
に供給して編成し、１２０℃にて１分間のスチームセットを行い幅約５ｃｍの筒編み地（
３８ｇ／ｍ２）を得た。これを開反しないままサンプルとした（３８ｇ／ｍ２の編地２枚
重ねに相当する）。表３に記載の香料を付与した後、前記官能試験１～３及び香料成分の
総放散量の測定を実施した。その結果を表３に示す。４８時間経過時点の臭気強度は２．
５であった。４８時間経過時点の香料放散量１は0.0619μｇ／ｇ・ｈであった。
【０１７２】
［実施例１１～１８］
　ポリウレタン繊維ＰＵＵ－２を使用し、表４に示す各繊維含有率の組み合わせにて布帛
を製作した。布帛Ａは表１の布帛化工程－Ｌにより、布帛Ｂは表１の布帛化工程－Ｌ２に
より、布帛Ｃ、Ｄは表１の布帛化工程－Ｍにより、布帛Ｅは表１の布帛化工程－Ｍ２によ
り、布帛Ｆは表１の布帛化工程－Ｎにより製作した。得られた布帛に、表４に記載の香料
を付与した後、前記官能試験１及び香料成分の総放散量の測定を実施した。結果を表４に
示す。
【０１７３】
［比較例１１～１８］
　ポリウレタン繊維ｐｕｕ－４、ｐｕ－５、ｐｕ－６を使用し、表４に示す各繊維含有率
の組み合わせにて布帛を製作した。布帛ｘは表２の布帛化工程－ｏにより、布帛ｙは表２
の布帛化工程－ｐにより、布帛ａ１３～ａ１５は表２の布帛化工程－tにより製作した。
得られた布帛に、表４に記載の香料を付与した後、前記官能試験１及び香料成分の総放散
量の測定を実施した。結果を表４に示す。
【０１７４】
［実施例１９］
　実施例１７に使用した検体および香料付与条件で、香料総放散量の測定過程におけるＧ
Ｃ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムより検出されたピークチャートを図２に示す。但
し、試料は乾燥後すぐのものを２．４±０．１ｇ分使用し、ガラス管に空気を流して発生
ガスを捕集する際の温度は４０℃、時間は２４時間とした（乾燥後０時間～２４時間）。
【０１７５】
［実施例２０］
　実施例１９の「吸着管捕集処理」後、連続して別の吸着管に交換し（試料はそのまま同
じものを用いた）、同様に２４時間かけて発生ガスを捕集した（乾燥後２４時間～４８時
間）。実施例１９と同様、ＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムより検出されたピー
クチャートを得た。これを図３に示す。
【０１７６】
［比較例１９］
　比較例１７に使用した検体および香料付与条件で、香料総放散量の測定過程におけるＧ
Ｃ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムより検出されたピークを図４に示す。但し、試料
は乾燥後すぐのものを２．４±０．１ｇ分使用し、ガラス管に空気を流して発生ガスを捕
集する際の温度は４０℃、時間は２４時間とした（乾燥後０時間～２４時間）。
【０１７７】
［比較例２０］
　比較例１９の「吸着管捕集処理」後、連続して別の吸着管に交換し（試料はそのまま同
じものを用いた）、同様に２４時間かけて発生ガスを捕集した（乾燥後２４時間～４８時
間）。実施例１９と同様、ＧＣ／ＭＳトータルイオンクロマトグラムより検出されたピー
クチャートを得た。これを図５に示す。
【０１７８】
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　前記図２～図５において、水平軸は検出時間（分）を表す（範囲：０～５５）。垂直軸
は信号検出強度を表し、図２～図５では同一の信号検出強度レンジとし、範囲０～１００
にて示す。布帛のみが異なる、実施例１９（図２）と比較例１９（図４）を比べると、乾
燥後０時間から２４時間までの２４時間の香料成分の放散程度はＧＣ／ＭＳトータルイオ
ンクロマトグラムから実施例１９の方が比較例１９よりも大きいことが明らかである。同
様に乾燥後２４時間から４８時間までの２４時間の香料成分の放散程度は実施例２０（図
３）と比較例２０（図５）を比べると、実施例２０の方が比較例２０よりも大きいことが
明らかである。
【０１７９】
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【表１】

【０１８０】
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【表２】

【０１８１】
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【表３】

【０１８２】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【０１８３】
　本発明のポリウレタン系繊維は、優れた残香性を有しつつ、優れた機械特性を有するも



(50) JP 2014-136849 A 2014.7.28

10

のであるので、この繊維を使用した衣服、資材などは優れた残香性を有したものとなる。
これらの優れた特性を有することから、本発明のポリウレタン系繊維は単独での使用はも
とより、各種繊維や不織布との組み合わせにより、残香性に優れた布帛を得ることが可能
で、編成、織成、紐加工、ホットメルト接着加工に好適である。その使用可能な具体的用
途としては、下着、寝具をはじめ、ソックス、ストッキング、タイツ、水着、スキーウエ
ア、ゴルフウエア、Ｙシャツ、スーツ、ウエットスーツ、ブラジャー、ガードル、作業服
、煙火服、手袋、サポーター、セーター、丸編、トリコット、織物等の各種繊維製品、香
料吸収用繊維構造物、アロマテラピー等香料使用時の繊維構造物、各種インテリア用繊維
構造物、締め付け材料、さらには、低応力で伸長できる伸縮性シートを得られることもあ
り、紙おむつ、生理ナプキンなどサニタニー用品やその漏れ防止用ギャザー、さらには、
各種フィルター類、特に冷暖房器具や空気清浄機のフィルター、造花、ワイピングクロス
、コピークリーナー、ガスケット、ペット用品、電気絶縁材、壁紙相当布帛などが挙げら
れる。
【符号の説明】
【０１８４】
　１　　吸着管
　２　　ガラス製容器（インピンジャー）
　３　　試料

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月20日(2014.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１，８－シネオール、１，４－シネオール、α－イオノン、β―イオノンおよびリリア
ールの中から選択される少なくとも１種類の香料成分を洗濯用柔軟剤、洗剤または香料付
与液体中に０．０００１～１重量％配合し、上記香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は
洗剤による水浴中での洗浄によって香料成分を吸収させるか、上記香料成分を含む洗濯用
柔軟剤及び／又は洗剤によるドライクリーニング溶剤中での洗浄によって香料成分を吸収
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させるか、または上記香料成分を含む液体状物質の噴霧によって香料成分を吸収させ、相
対湿度が６５％で、１８～４５℃で、大気圧下における乾燥を経て、香料成分の吸収から
４８時間後における香料成分の総放散量が０．１μｇ／ｇ・ｈ以上１０００μｇ／ｇ・ｈ
以下であることを特徴とする残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項２】
　前記ポリウレタン系繊維が、ポリウレタン繊維及び／又はポリウレタンウレア繊維であ
ることを特徴とする請求項１に記載の残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項３】
　前記ポリウレタン系繊維のウレタン基濃度及びウレア基濃度の合計が１．０ｍｏｌ／ｋ
ｇ以上５．０ｍｏｌ／ｋｇ以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の残香性ポ
リウレタン系繊維。
【請求項４】
　前記ポリウレタン系繊維の１ｇ当たりの繊維表面積が０．０２ｍ２以上０．２ｍ２以下
及び／又はポリウレタン繊維の単繊維繊度が３デシテックス以上３００デシテックス以下
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残香性ポリウレタン系繊維。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維を有することを特徴とする
残香性布帛。
【請求項６】
　１，８－シネオール、１，４－シネオール、α－イオノン、β―イオノンおよびリリア
ールの中から選択される少なくとも１種類の香料成分を洗濯用柔軟剤、洗剤または香料付
与液体中に０．０００１～１重量％配合し、上記香料成分を含む洗濯用柔軟剤及び／又は
洗剤による水浴中での洗浄によって香料成分を吸収させるか、上記香料成分を含む洗濯用
柔軟剤及び／又は洗剤によるドライクリーニング溶剤中での洗浄によって香料成分を吸収
させるか、または上記香料成分を含む液体状物質の噴霧によって香料成分を吸収させ、相
対湿度が６５％で、１８～４５℃で、大気圧下における乾燥を経て、香料成分の吸収から
４８時間後における香料成分の総放散量が０．０１μｇ／ｇ・ｈ以上１０００μｇ／ｇ・
ｈ以下であることを特徴とする残香性布帛。
【請求項７】
　残香性ポリウレタン系繊維の含有量が２重量％以上１００重量％以下であることを特徴
とする請求項５に記載の残香性布帛。
【請求項８】
　請求項１～４のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させて得
られる残香性ポリウレタン系繊維素材。
【請求項９】
　香料成分を吸収させることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の残香性ポリウ
レタン系繊維の使用。
【請求項１０】
　請求項１～４のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させる過
程を有することを特徴とする、残香性ポリウレタン系繊維の香気保持方法。
【請求項１１】
　請求項１～４のいずれかに記載の残香性ポリウレタン系繊維に香料成分を吸収させる工
程を有することを特徴とする、残香性ポリウレタン系繊維素材の製造方法。
【請求項１２】
　前記香料成分を吸収させる工程を２回以上有することを特徴とする、請求項１１に記載
の残香性ポリウレタン系繊維素材の製造方法。
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