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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構成成分の少なくとも一方がポリトリメチレンテレフタレートで構成されるサイドバイ
サイド型または偏芯シース・コア型であるポリエステル系複合繊維糸と他のフィラメント
糸が交絡せしめられてなる複合糸であって、交絡数が５０個／ｍ以上、２００個／ｍ以下
であり、１０％伸長時の伸長回復率が９０％以上であることを特徴とする複合糸。
【請求項２】
　ポリエステル系複合繊維糸の構成成分のもう一方がポリエチレンテレフタレートで構成
される請求項１に記載の複合糸。
【請求項３】
　ポリエステル系複合繊維のポリエチレンテレフタレート／ポリトリメチレンテレフタレ
ートの重量比率が３０／７０～７０／３０である請求項１または２に記載の複合糸。
【請求項４】
　他のフィラメント糸がポリエチレンテレフタレートフィラメント糸、ポリトリメチレン
テレフタレートフィラメント糸またはポリアミドフィラメント糸である請求項１～３のい
ずれかに記載の複合糸。
【請求項５】
　他のフィラメント糸が仮撚り捲縮を有する請求項１～４のいずれかに記載の複合糸。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の複合糸を用いた織編物。
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【請求項７】
　構成成分の少なくとも一方がポリトリメチレンテレフタレートで構成されるサイドバイ
サイド型または偏芯シース・コア型であるポリエステル系複合繊維糸を５％以上２０％以
下のオーバーフィード率で供給し、他のフィラメント糸を前記ポリエステル繊維糸以上の
オーバーフィード率で供給して両糸を合流せしめ、交絡処理を施して交絡数を５０個／ｍ
以上、２００個／ｍ以下とすることを特徴とする複合糸の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の複合糸の製造方法により製造された複合糸を用いた織編物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合糸およびその製造方法ならびに織編物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、糸条に交絡処理を施すことにより複合糸を得る方法はごく一般的に使われて
いる。例えば、収縮率の異なる２つの糸条を交絡したり（特許文献１参照。）、複数の糸
条をフィード差を与えてノズルに供給し交絡して複合糸に糸長差を付与し嵩高な複合糸を
得ることができること（特許文献２参照。）などはよく知られている。しかしながら、従
来のこれらの交絡処理を施した複合糸ではストレッチ性がほとんどなく、スポーツ衣料等
のストレッチ性が要求される用途には全く用いられていないのが現状である。
【０００３】
　また、ストレッチ素材として、ポリウレタン系弾性繊維糸をプレ延伸した後にポリアミ
ド繊維糸やポリエチレンテレフタレート繊維糸などの他の繊維糸と合流せしめ、エアー加
工して交絡させた複合糸が、ストッキング、インナーあるいはアウターなど一般衣料用途
に使用されてきた（特許文献３参照。）このように、芯糸としてポリウレタン系弾性繊維
糸を用いたループヤーンで編織物を形成する場合、フィット性と伸縮性に優れたものを得
ることができるが、風合いが硬くなり、ドレープ性が低下し、織編物が厚くなる。また一
般に、ポリウレタン系弾性繊維はその化学構造から、塩素により脆化しやすく、光やガス
により黄化しやすい欠点を有するため、従来から、その塩素、光、ガスに対する耐久性、
耐黄化性を向上させる技術が開示されてきたが、成果はなお不十分であり、これら欠点を
改善した複合糸の開発が急がれている。
【特許文献１】特開２００２－１８０３４３号公報
【特許文献２】特開平０５－２４７７５７号公報
【特許文献３】特開２００１－１２３３６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで本発明の目的は、高次加工して、衣服などに使用する際、従来の技術では得られ
なかったソフトな風合い、耐久性、耐塩素性および耐光性に優れ、生地が薄くフラット感
のあるストレッチ布帛を得ることができる複合糸およびその製造方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の複合糸は、前記課題を解決するため以下の手段を採用する。
【０００６】
　すなわち、本発明の複合糸は、構成成分の少なくとも一方がポリトリメチレンテレフタ
レートで構成されるサイドバイサイド型または偏芯シース・コア型であるポリエステル系
複合繊維糸と他のフィラメント糸が交絡せしめられてなる複合糸であって、交絡数が５０
～２００個／ｍであることを特徴とする複合糸である。
【０００７】
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　また、本発明の複合糸の製造方法は、構成成分の少なくとも一方がポリトリメチレンテ
レフタレートで構成されるサイドバイサイド型または偏芯シース・コア型であるポリエス
テル系複合繊維糸を５％以上２０％以下のオーバーフィード率で供給し、他のフィラメン
ト糸を前記ポリエステル繊維以上のオーバーフィード率で供給して両糸を合流せしめ、交
絡処理を施すことを特徴とする複合糸の製造方法である。
【０００８】
　本発明においては、上記の複合糸を用いて、上述した特異な織編物を製編織することが
できる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、高次加工して、衣服などに使用する際、従来の技術では得られなかった
。ソフトな風合い、耐久性、耐塩素性および耐光性に優れ、生地が薄くフラット感のある
ストレッチ布帛を得ることができる複合糸が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の複合糸について具体的に説明する。図１は本発明の複合糸の一例を示す
概略側面図である。本発明の複合糸（ハ）は、ポリエステル系複合繊維糸（イ）とポリエ
チレンテレフタレート繊維糸等の他のフィラメント糸（ロ）が交絡せしめられ、交絡部（
ニ）と開繊部（ホ）を交互に有した形状を呈している。
【００１１】
　交絡は、基本的にはこのようにポリエステル系複合繊維糸（イ）と他のフィラメント糸
（ロ）の交絡であるが、部分的にはポリエステル系複合繊維糸（イ）を構成する単繊維同
士の交絡や、他のフィラメント糸（ロ）を構成する単繊維同士の交絡も含まれる。
【００１２】
　図２は、９８℃で３０分間、無荷重状態で沸騰水処理した本発明の複合糸（チ）の概略
側面図である。ポリエステル系複合繊維糸（ヘ）が、沸騰水処理されることにより潜在捲
縮が発現し、他のフィラメント糸（ト）を構成するフィラメントが開繊して、本発明の複
合糸はかさ高でストレッチ性に富んだものとなる。
【００１３】
  本発明の複合糸は、交絡数が５０個／ｍ以上、２００個／ｍ以下の範囲であることが重
要である。交絡数が２００個／ｍより多いと交絡部における拘束力が大きくなり複合糸の
伸縮性が低減する。一方、交絡数が５０個／ｍ未満であると糸割れが発生し工程通過性が
悪化し、糸表面にタルミが発生するため織編物等の布帛を形成したときに外観品位が悪い
ものとなる。より好ましい交絡数は、７０個／ｍ以上、１３０個／ｍ以下の範囲である。
【００１４】
　本来、本発明のようにポリエステル系複合繊維糸のようにコイル状の捲縮を有するフィ
ラメント糸と他のフィラメント糸を交絡することは極めて難しく、本発明の上記範囲の交
絡数を得るには、ポリエステル系複合繊維糸を５％以上２０％以下のオーバーフィード率
で供給することにより、コイル状の捲縮を更に顕在化させることにより、他のフィラメン
ト糸との絡合を良化させることが重要不可欠である。
【００１５】
　本発明におけるポリエステル系複合繊維糸には、構成成分の少なくとも一方がポリトリ
メチレンテレフタレートで構成されるサイドバイサイド型または偏芯シース・コア型であ
るポリエステル系複合繊維糸が使用される。
【００１６】
　前記ポリエステル系複合繊維糸において極限粘度の異なる重合体が貼り合わされること
によって、紡糸、延伸時に高粘度側に応力が集中するため、２成分間で内部歪みが異なる
。そのため、延伸後の弾性回復率差および織編物等布帛の熱処理工程での熱収縮差により
高粘度側が大きく収縮し、単繊維内で歪みが生じて３次元コイル捲縮の形態をとる。この
３次元コイルの径および単繊維長当たりのコイル数は、高収縮成分と低収縮成分との収縮
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差（弾性回復率差を含む）によって決まるといってもよく、収縮差が大きいほどコイル径
が小さく、単位繊維長当たりのコイル数が多くなる。
【００１７】
　ストレッチ素材として要求されるコイル捲縮は、コイル径が小さく、単位繊維長当たり
のコイル数が多い（伸長特性に優れ、見映えがよい）、コイルの耐へたり性がよい（伸縮
回数に応じたコイルのへたり量が小さく、ストレッチ保持性に優れる）、さらにはコイル
の伸縮特性は、低収縮成分を支点とした高収縮成分の伸縮特性が支配的となるため、高収
縮成分に用いる重合体には高い伸長性および回復性が要求される。
【００１８】
　そこで、高収縮成分（高粘度成分）にポリトリメチレンテレフタレートを主成分とした
ポリエステル複合繊維を用いる。ポリトリメチレンテレフタレートからなる繊維は、代表
的なポリエステル繊維であるポリエチレンテレフタレート繊維やポリブチレンテレフタレ
ート繊維と同等の力学的特性や化学的特性を有しつつ、伸長回復性がきわめて優れている
。これは、ポリトリメチレンテレフタレートの結晶構造においてアルキレングリコール部
のメチレン鎖がゴーシュ－ゴーシュ構造（分子鎖が９０度に屈曲）であること、さらには
ベンゼン環同士の相互作用（スタッキング、並列）による拘束点密度が低く、フレキシビ
リティーが高いことから、メチレン基の回転により分子鎖が容易に伸長・回復するためと
考えている。本発明の複合糸に使用されるポリエステル系複合繊維糸の他の構成成分であ
るポリトリメチレンテレフタレートとは、トリメチレンテレフタレート単位を主たる繰り
返し単位とする重合体成分からなるものが好ましい。
【００１９】
　本発明におけるポリトリメチレンテレフタレートとしては、テレフタル酸を主たる酸成
分とし、１，３プロパンジオールを主たるグリコール成分として得られるポリエステルが
好ましい。ただし、他のエステル結合を形成可能な共重合成分が２０モル％以下の割合で
含まれるものも好ましく、１０モル％以下の割合で含まれるものはより好ましい。共重合
可能な化合物としては、例えば、イソフタル酸、コハク酸、シクロヘキサンジカルボン酸
、アジピン酸、ダイマ酸、セバシン酸、５－ナトリウムスルホイソフタル酸などのジカル
ボン酸類、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ブタンジオール、ネオペンチル
グリコール、シクロヘキサンジメタノール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレング
リコールなどのジオール類が好ましく使用される。
【００２０】
　また、必要に応じて、艶消し剤となる二酸化チタン、滑剤としてのシリカやアルミナの
微粒子、抗酸化剤としてヒンダードフェノール誘導体、着色顔料などを添加してもよい。
【００２１】
　本発明におけるポリエステル系複合繊維糸には、構成成分のもう一方（低収縮成分）は
高収縮成分として用いたポリトリメチレンテレフタレートよりも低収縮であれば特に限定
されないがポリエステルで構成されることが好ましい。具体的には、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、また高収縮成分として用いたポリトリメチレン
テレフタレートと特性の異なる、特に粘度の異なるポリトリメチレンテレフタレートを用
いることもできる。なかでも、高収縮成分であるポリトリメチレンテレフタレートに対し
て、低収縮成分（低粘度成分）には、界面接着性が良好で、力学的特性、化学的特性及び
原料価格を考慮した結果、ポリエチレンテレフタレートが最も好ましい。
【００２２】
　本発明におけるポリエステル系複合繊維糸の構成成分に用いられるポリエチレンテレフ
タレートとは、エチレンテレフタレート単位を主たる繰り返し単位とする重合体成分から
なるものが好ましい。
【００２３】
　すなわち、本発明においてポリエチレンテレフタレートとしては、テレフタル酸を主た
る酸成分とし、エチレングリコールを主たるグリコール成分として得られるポリエステル
が好ましい。ただし、他のエステル結合を形成可能な共重合成分が２０モル％以下の割合
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で含まれるものも好ましく、１０モル％以下の割合で含まれるものはより好ましい。共重
合可能な化合物としては、例えば、スルフォン酸、ナトリウムスルフォン酸、硫酸、硫酸
エステル、硫酸ジエチル、硫酸エチル、脂肪族スルフォン酸、エタンスルフォン酸、クロ
ロベンゼンスルフォン酸、脂環式スルフォン酸、イソフタル酸、セバシン酸、アゼライン
酸、ダイマー酸、アジピン酸、シュウ酸、デカンジカルボン酸などのジカルボン酸、ｐ－
ヒドロキシ安息香酸、ε－カプロラクトンなどのヒドロキシカルボン酸などのジカルボン
酸類、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロパンジオール、ブタンジ
オール、ペンタンジオール、ハイドロキノン、ビスフェノールＡなどのジオール類が好ま
しく使用される。
【００２４】
　また、必要に応じて、艶消し剤となる二酸化チタン、滑剤としてのシリカやアルミナの
微粒子、抗酸化剤としてヒンダードフェノール誘導体、着色顔料などを添加してもよい。
【００２５】
　すなわち、本発明において、コイル状捲縮を発現させ、編織物を形成した際に所望の伸
縮性を得る観点から、ポリトリメチレンテレフタレートの極限粘度は１．０以上であるこ
とが好ましく、１．２以上、１．６以下であることがより好ましい。もう一方の構成成分
をポリエチレンテレフタレートとする場合はポリエチレンテレフタレートの極限粘度は０
．４５以上、０．８５以下であることが好ましく、両者間の極限粘度差が０．４以上、１
．１以下であることが好ましい。
【００２６】
　本発明で使用するポリエステル系複合繊維糸を構成する単繊維の断面形状は、サイドバ
イサイド型または偏芯シース・コア型とするものである。断面形状がサイドバイサイド型
または偏芯シース・コア型でないと、ポリエステル系複合繊維糸に熱が付与された際に、
コイル状捲縮が発現せず、糸条に好適な伸縮性を付与することができない。
【００２７】
　本発明におけるポリエステル系複合繊維において構成成分の重量比率は、製糸性および
繊維長さ方向のコイルの寸法均質性の観点からポリトリメチレンテレフタレート（高収縮
成分）／低収縮成分（その他のポリマー、特にポリエステル）が３０／７０以上７０／３
０以下の範囲であることが好ましい。
【００２８】
　ポリエステル系複合繊維糸の繊度は、用途目的に応じて２０デシテックス以上６００デ
シテックス以下の範囲が好ましい。また、ポリエステル系複合繊維糸を構成するの単繊維
繊度は、用途に応じて０．４デシテックス以上１８デシテックス以下の範囲が好ましい。
【００２９】
　本発明の複合糸は、前記ポリエステル系複合繊維糸の他に、他のフィラメント糸が使用
し、これらを交絡した複合糸である。
【００３０】
　他のフィラメント糸としては、ポリエチレンテレフタレート繊維またはポリトリメチレ
ンテレフタレート繊維またはポリアミド繊維からなるフィラメント糸が好ましく用いられ
る。フィラメント糸の態様は原糸、仮ヨリ加工糸、もしくは先染め糸などのいずれであっ
てもよく、また、これらの複合糸であってもよい。　他のフィラメント糸の種類、繊度お
よび態様は、用途目的に応じて適宜選択することができる。また、他のフィラメント糸と
しては、単糸条でも良いが複数本の糸条からなるものを用いることができる。
【００３１】
　他のフィラメント糸の糸繊度は、用途目的に応じて２０デシテックス以上１０００デシ
テックス以下の範囲が好ましい。また、他のフィラメント糸を構成する単繊維の繊度は用
途に応じて０．４デシテックス以上１６デシテックス以下の範囲が好ましい。
【００３２】
　本発明の複合糸は、上述のポリエステル系複合繊維と他のフィラメント糸が交絡せしめ
られてなる複合糸であって、１０％伸長時の伸長回復率が９０％以上であることが好まし
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い。１０％伸長時の伸長回復率が９０％未満であると、織編物等の布帛を形成したとき適
度な伸縮性を得ることができないからである。より好ましい伸張回復率は、９５％以上で
ある。
【００３３】
　次に、本発明の複合糸の製造方法について説明する。
【００３４】
　図３は、本発明の複合糸の製造方法の一例を示す概略模式図である。本発明の複合糸の
製造方法では、構成成分の少なくとも一方がポリトリメチレンテレフタレートで構成され
るサイドバイサイド型または偏芯シース・コア型であるポリエステル系複合繊維を５％以
上２０％以下のオーバーフィード率で供給し、他のフィラメント糸を前記ポリエステル繊
維以上のオーバーフィード率で供給して両糸を合流せしめ、交絡処理を施す。
【００３５】
　交絡処理には、市販のエアー加工機等が好ましく用いられる。交絡処理の際、芯糸とな
る前記ポリエステル系複合繊維糸１に５％以上、２０％以下、より好ましくは６％以上、
１２％以下のオーバーフィード率を施すことが必要である。
【００３６】
　従来より、前記ポリエステル繊維糸はそのポリエステル繊維糸を構成する各単繊維がコ
イル状の捲縮を有しており、このような捲縮を持った繊維糸の交絡加工は極めて難しいと
されてきた。しかしながら、発明者らは鋭意検討の結果、ポリエステル系複合繊維糸に５
％以上２０％以下でオーバーフィード率を施しながら、交絡ノズルに供給することにより
、コイル状の捲縮を更に顕在化させることにより、他のフィラメント糸との絡合が顕著に
良化することを見出した。
【００３７】
　ポリエステル系複合繊維糸のオーバーフィード率が５％未満であれば、交絡処理直前で
、コイル状の捲縮が十分に発現されないため５０個／ｍ以上の交絡を得ることは極めて困
難である。一方、ポリエステル系複合繊維糸のオーバーフィード率が２０％より大きいと
ノズルの交絡性能の限界により走行上の糸にたるみが発生し糸切れが発生する傾向を示す
。
【００３８】
　一方、複合される他のフィラメント糸は、本発明の複合糸の鞘糸となるべく、ポリエス
テル繊維糸以上のオーバーフィード率を施すことが必要である。
【００３９】
　ポリエステル複合繊維糸と他のフィラメント糸の供給は、図３のように、ポリエステル
複合繊維糸１と他のフィラメント糸２を、それぞれフィードローラ３とフィードローラ４
で別々に交絡ノズル５に供給して合流させても良いが、図４のように、ポリエステル複合
繊維糸１と他のフィラメント糸２とを引き揃えた後にフィードローラ３で交絡ノズル５に
供給して合流させても良い。
【００４０】
　本発明においてオーバーフィード率とは、デリベリローラ６に対するフィードローラ３
またはフィードローラ４における糸速度の過供給率を意味する。
【００４１】
　本発明の複合糸の加工速度であるデリベリローラ上の表面速度は、コスト面あるいは複
合糸の交絡形態を鑑みて１００ｍ／分～６５０ｍ／分の範囲が好ましく、さらに好ましく
は３００ｍ／分～５００ｍ／分の範囲である。
【００４２】
　ポリエステル系複合繊維糸１と他のフィラメント糸２は交絡ノズル５において交絡処理
を施され混繊される。交絡ノズル５としては市販の交絡ノズルが用いられる。また、交絡
処理圧力は、０．１５ＭＰａ～０．８ＭＰａが好ましい。
【００４３】
　本発明において、他のフィラメント糸２は通常の延伸糸でも良いが、仮撚り捲縮を有す
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るフィラメント糸の方がより好ましく、他のフィラメント糸２を仮撚りした後にポリエス
テル系複合繊維糸１を交絡したり、ポリエステル系複合繊維糸１と他のフィラメント糸２
を交絡処理した後に仮撚りすることも好ましく用いることができる。交絡された複合糸は
テイクアップローラ７を経て、チーズ８に巻き取られる。
【００４４】
　本発明の複合糸は、必要に応じ流体乱流処理を施した後に熱セットを施すことができる
。熱セットにより、繊維の熱劣化による単繊維切れによる糸強力の低下を抑える観点から
、熱セット温度は、チューブヒータ８の温度で１３０℃以上２１０℃以下の範囲とするこ
とが好ましい。
【００４５】
　本発明の複合糸は、それを製編織して織編物とすることができる。本発明の複合糸を用
いた織編物は、染色性、染色堅牢度、ソフトな風合い、耐久性、耐塩素性、耐光性、外観
品位および形態安定性に優れ、生地が薄く、表面変化の富むストレッチ布帛を得ることが
でき、特に、セーターなどに好適に用いることができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例により本発明の複合糸とその製造方法をより詳細に説明する。ただし、本
発明はこれらの実施例により限定されるものではない。なお、実施例中の極限粘度（η）
等の特性は、次の方法で求めた。
【００４７】
　［極限粘度（η）］
　オルソクロロフェノール１０ｍｌに対し試料０．１０ｇを溶解し、温度２５℃において
オストワルド粘度計を用いて測定した。
【００４８】
　［交絡数（個／ｍ）］
　ＪＩＳ Ｌ１０１３－１９８１，７．１３により測定した。具体的には、試料（複合糸
）の一端を適正な性能を有する垂下装置の上部つかみに取り付け、つかみ部より１ｍ（注
１）下方の位置におもり（注２）をつり下げ、試料を垂直に垂らす。試料の上部つかみよ
り１ｃｍ下部の点に糸束を２分割するようにフック（注３）を挿入する。フックの他端に
所定荷重（注４）を取り付け、約２ｃｍ／秒の速度でフックを降下させる。フックが試料
の複合糸の絡みにより停止した点までのフックの下降距離を求め、次の式により交絡度を
求める。試験回数は５０回とし、その平均値で表す（小数点以下１けたまで）。
【００４９】
　交絡度（数）＝１０００／Ｌ、ここに Ｌ：フックが下降した距離（ｍｍ）
（注１）フックが下端に達した場合は、試料から除く。ただし、試験結果には、下端に達
した回数を付記する。
（注２）おもりの荷重は試料の表示繊度(dtex)に０．１８を乗じたグラム数とし、１００
ｇｆ｛９８０ｍＮ｝を限度とする。
（注３）直径が０．５～１．０ｍｍの針状のもので、側面がなめらかに仕上げ処理されて
いるもの。
（注４）試料の表示繊度（dtex）に０．９を乗じ、フィラメント数で除したグラム数（単
糸デニ－ル数に相当するグラム数）とする。ただし、２ｇｆ｛１９．６ｍＮ｝を下限、１
０ｇｆ｛９８０ｍＮ｝を上限とし、この範囲とする。
【００５０】
　［１０％伸長時の伸長回復率（％）］
　自記記録装置付定速伸長型引張試験機を用い、１デシテックス当たり０．０８８２６ｃ
Ｎの初荷重をかけた状態で２０ｃｍのつかみの間隔に取付、引張速度を２０ｃｍ／ｍｉｎ
として、１０％の伸度まで引き伸ばし、直ちに、同じ速度で除重した。完全に除重した後
、直ちに、初荷重まで引き伸ばし、この時の回復伸びを伸長回復率とした。
【００５１】
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　［実施例１］
　極限粘度が１．３１のポリトリメチレンテレフタレートと極限粘度が０．５２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２６０℃で２４孔の複合紡糸口
金からポリエチレンテレフタレート／ポリトリメチレンテレフタレートの重量比率が５０
／５０となるように吐出し、紡糸速度１４００ｍ／分で引き取り、１６５ｄｔｅｘ２４フ
ィラメントの未延伸糸を得た。さらに、ホットロール－熱板系延伸機を用い、ホットロー
ル温度７０℃、熱板温度１４５℃、延伸倍率３．０で延伸して、５６ｄｔｅｘ２４フィラ
メントのサイドバイサイド型ポリエステル系複合繊維糸（延伸糸）を得た。次いで、得ら
れたポリエステル系複合繊維糸を芯糸とし、５６ｄｔｅｘ４８フィラメントのポリエチレ
ンテレフタレートウーリー加工糸を鞘糸として用い、図３に示した流体処理工程を使用し
て、以下の条件で、エアー（流体）加工を施し、交絡数が８５個／ｍ、１０％伸長時の伸
長回復率が９８．５％の複合糸を得た。
糸速　　　　：４００ｍ／ｍｉｎ（デリベリローラ６における糸速度）
オーバーフィ－ド率　：芯糸　　＋７％
オーバーフィ－ド率　：鞘糸　　＋１０％
交絡圧力　　：０．４ＭＰａ
　得られた複合糸を用いて、２８ゲージ、１口編機で編成し、ポリエステル用分散染料で
染色し、仕上げ加工した結果、従来の複合糸で得られなかったソフトな風合い、着用時の
耐久性、耐塩素性および耐光性に優れ、生地が薄くフラット感があり、かつ、ストレッチ
性が良好な編地を得た。
【００５２】
　［実施例２］
　実施例１で使用したものと同じ５６ｄｔｅｘ２４フィラメントのサイドバイサイド型ポ
リエステル系複合繊維糸と、５６ｄｔｅｘ４８フィラメントのポリトリメチレンテレフタ
レートウーリー加工糸を用い、図４に示した流体処理工程を使用して、以下の条件で、エ
アー（流体）加工を施し、交絡数が９５個／ｍ、１０％伸長時の伸長回復率が９８．８％
の複合糸を得た。
糸速　　　　：４００ｍ／ｍｉｎ（デリベリローラ６における糸速度）
オーバーフィ－ド率　：　　＋１０％
交絡圧力　　：０．４ＭＰａ
　得られた複合糸を用いて、２８ゲージ、１口編機で編成し、ポリエステル用分散染料で
染色し、仕上げ加工した結果、従来の複合糸で得られなかったソフトな風合い、着用時の
耐久性、耐塩素性および耐光性に優れ、生地が薄くフラット感があり、かつ、ストレッチ
性が良好な編地を得た。
【００５３】
　［実施例３］
　実施例１で使用したものと同じ５６ｄｔｅｘ２４フィラメントのサイドバイサイド型ポ
リエステル系複合繊維糸と、７０ｄｔｅｘ５２フィラメントのポリアミドウーリー加工糸
を用い、実施例２と同様に図４に示した流体処理工程を使用して、以下の条件で、エアー
（流体）加工を施し、交絡数が１１１個／ｍ、１０％伸長時の伸長回復率が９７．８％の
複合糸を得た。
糸速　　　　：４００ｍ／ｍｉｎ（デリベリローラ６における糸速度）
オーバーフィ－ド率　：＋１０％
交絡圧力　　：０．４ＭＰａ
　得られた複合糸を用いて、２８ゲージ、１口編機で編成し、ポリエステル用分散染料、
酸性染料で一浴染色し、仕上げ加工した結果、従来の複合糸で得られなかったソフトな風
合い、着用時の耐久性、耐塩素性および耐光性に優れ、生地が薄くフラット感があり、か
つ、ストレッチ性が良好な編地を得た。
【００５４】
　［実施例４］
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　実施例１で使用したものと同じ５６ｄｔｅｘ２４フィラメントのサイドバイサイド型ポ
リエステル系複合繊維糸と、５６ｄｔｅｘ４８フィラメントのポリトリメチレンテレフタ
レートウーリー加工糸を用い、図４に示した流体処理工程を使用して、以下の条件で、エ
アー（流体）加工を施し、交絡数が８６個／ｍ、１０％伸長時の伸長回復率が９８．３％
の複合糸を得た。
糸速　　　　：４００ｍ／ｍｉｎ（デリベリローラ６における糸速度）
オーバーフィ－ド率　：　　＋６％
交絡圧力　　：０．４ＭＰａ
　得られた複合糸を用いて、２８ゲージ、１口編機で編成し、ポリエステル用分散染料で
染色し、仕上げ加工した結果、従来の複合糸で得られなかったソフトな風合い、着用時の
耐久性、耐塩素性および耐光性に優れ、生地が薄くフラット感があり、かつ、ストレッチ
性が良好な編地を得た。
【００５５】
　［比較例１］
　実施例１で使用したものと同じ５６ｄｔｅｘ２４フィラメントのサイドバイサイド型ポ
リエステル系複合繊維糸を芯糸とし、鞘糸として７０ｄｔｅｘ５２フィラメントのポリア
ミド延伸糸を用い、実施例１と同様に図３に示した流体処理工程を使用して、以下の条件
で、エアー加工を施し、交絡数が３９個／ｍ、１０％伸長時の伸長回復率が９８．８％の
複合糸を得た。
糸速　　　　：４００ｍ／ｍｉｎ（デリベリローラ６における糸速度）
オーバーフィ－ド率　：芯糸　　＋３％
オーバーフィ－ド率　：鞘糸　　＋８％
交絡圧力：０．４ＭＰａ
　得られた複合糸は、交絡数が少なく交絡ムラとタルミを発生し、工程通過性の著しく悪
いものであった。実施例１と同様に、２８ゲージ、１口編機で編成し、ポリエステル用分
散染料と酸性染料で一浴染色、仕上げ加工した結果、交絡ムラとタルミがあるため、外観
品位の悪いものとなった。
【００５６】
　［比較例２］
　５６ｄｔｅｘ２４フィラメントのポリエチレンテレフタレートウーリー加工糸糸とし、
５６ｄｔｅｘ４８フィラメントのポリエチレンテレフタレートウーリー加工糸を３本引き
揃えたものを鞘糸として用い、実施例２と同様に以下の条件で流体処理加工を施し、交絡
数が９５個／ｍ、１０％伸長時の伸長回復率が６４．８％の複合糸を得た。
糸速　　　　：４００ｍ／ｍｉｎ（デリベリローラ６における糸速度）
オーバーフィ－ド率　：＋７％
交絡圧力　：０．４ＭＰａ
　得られた複合糸を用いて、実施例１と同様に、２８ゲージ、１口編機で編成し、ポリエ
ステル用分散染料で染色し、仕上げ加工した結果、得られた編地は、着用時の耐久性、耐
塩素性および耐光性に優れていたが、生地が薄くフラット感があり、ソフトな風合いとス
トレッチ性に欠ける編地であった。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の複合糸の一例を示す概略側面図である。
【図２】無荷重状態で沸騰水処理された本発明の複合糸の一例を示す概略側面図である。
【図３】本発明のファンシーヤーンの製造方法の一例を示す概略模式図である。
【図４】本発明のファンシーヤーンの製造方法の他の一例を示す概略模式図である。
【符号の説明】
【００５８】
　　　（イ）：ポリエステル系複合繊維糸
　　　（ロ）：他のフィラメント糸
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　　　（ハ）：複合糸
　　　（ニ）：交絡部
　　　（ホ）：開繊部
　　　（ヘ）：ポリエステル系複合繊維糸
　　　（ト）：他のフィラメント糸
　　　（チ）：複合糸
　　　　　１：ポリエステル系複合繊維糸
　　　　　２：他のフィラメント糸
　　　　　３：フィードローラ
　　　　　４：フィードローラ
　　　　　５：交絡ノズル
　　　　　６：デリベリローラ
　　　　　７：テイクアップローラ
　　　　　８：チーズ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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