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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表層用の繊維として単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメントを用い、
一方裏層用の繊維として島成分と海成分とからなり島成分の径が１０～１０００ｎｍであ
る海島型複合繊維マルチフィラメントを少なくとも用いて二層構造織物を製織した後、前
記の海成分をアルカリ水溶液で溶解除去することを特徴とする透湿防水性織物の製造方法
。
【請求項２】
　表層用の繊維として用いられるマルチフィラメントがポリエステルで形成される、請求
項１に記載の透湿防水性織物の製造方法。
【請求項３】
　前記の島成分がポリエステルで形成される、請求項１または請求項２に記載の透湿防水
性織物の製造方法。
【請求項４】
　表層用の繊維として、単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメントのみを
用いる、請求項１～３のいずれかに記載の透湿防水性織物の製造方法。
【請求項５】
　前記の二層構造織物が緯二重組織を有する、請求項１～４のいずれかに記載の透湿防水
性織物の製造方法。
【請求項６】
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　海成分をアルカリ水溶液で溶解除去した後、さらに該二層構造織物に撥水加工を施す、
請求項１～５のいずれかに記載の透湿防水性織物の製造方法。
【請求項７】
　二層構造織物に撥水加工を施した後、さらに裏層側表面にカレンダー加工を施す、請求
項１～６のいずれかに記載の透湿防水性織物の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の製造方法により得られた透湿防水性織物。
【請求項９】
　織物のカバーファクターＣＦが２５００～５５００の範囲内である、請求項８に記載の
透湿防水性織物。
【請求項１０】
　耐水圧が１０００ｍｍＨ２Ｏ以上である、請求項８または請求項９に記載の透湿防水性
織物。
【請求項１１】
　通気度が２ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ以下である、請求項８～１０のいずれかに記載の透湿
防水性織物。
【請求項１２】
　透湿度が４０００ｇ／ｍ２／２４ｈ以上である、請求項８～１１のいずれかに記載の透
湿防水性織物。
【請求項１３】
　織物表面の撥水性が３級以上である、請求項８～１２のいずれかに記載の透湿防水性織
物。
【請求項１４】
　請求項８～１３のいずれかに記載の透湿防水性織物を用いてなる、スポーツウェア、ア
ウトドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物
、鞄、カーテン、防水シート、カーシートの群より選ばれる繊維製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソフトな風合いと優れた発色性を呈する、ノンコーティングタイプの透湿防
水性織物の製造方法、および該製造方法により製造された透湿防水性織物、および該透湿
防水性織物を用いてなる繊維製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スポーツ衣料やユニフォーム衣料に使用されている透湿防水性布帛として、織編
物等の基布に多孔質または無孔質ポリウレタンをコーティングしたものや、ポリウレタン
等の多孔質または無孔質樹脂性フィルムを接着剤によりラミネーションしたものなどが提
案されている。多孔質樹脂性薄膜はその孔の大きさにより、また、無孔質樹脂性薄膜は孔
が無く吸湿性物質を含有することにより親水性とすることで、雨やその他の水は通さず、
湿気（水蒸気）は通すことにより透湿防水性を発現している。
【０００３】
　これらの透湿防水性布帛では、織編物表面にポリウレタン等の樹脂コーティング、又は
、フィルムラミネートされているために、風合いが硬くなり、さらに、製造コストが高く
なるという問題があった（例えば、特許文献１参照）。
　この問題を解決するために、繊維径が１０００ｎｍ以下の超極細繊維を用いて織物を織
成することにより、コーティングやフィルムラミネート等の加工を必要としない、ノンコ
ーティングタイプの透湿防水性織物を得ることが提案されている（例えば、特許文献２参
照）。
【０００４】
　しかしながら、かかる透湿防水性織物では繊維径が細すぎるため、織物に染色加工を施
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しても染料が繊維内部に十分入らず発色性が不十分という問題があった。
　なお、緯二重織物などの二層構造織物を用いて防水性織物を得ることは知られている（
例えば、特許文献３参照）。
【０００５】
【特許文献１】特許第３７１８４２２号公報
【特許文献２】特開２００７－２３６４号公報
【特許文献３】特開２００１－３４８７５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記の背景に鑑みなされたものであり、その目的は、ソフトな風合いと優れた
発色性を呈する、ノンコーティングタイプの透湿防水性織物およびその製造方法および繊
維製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは上記の課題を達成するため鋭意検討した結果、二層構造織物の表層（外気
側）に単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメントを配し、一方裏層（肌側
）に繊維径が１０００ｎｍ以下の超極細繊維を配すことにより、所望のソフトな風合いと
優れた発色性を呈する、ノンコーティングタイプの透湿防水性織物が得られることを見出
し、さらに鋭意検討を重ねることにより本発明を完成するに至った。
【０００８】
　かくして、本発明によれば「表層用の繊維として単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上の
マルチフィラメントを用い、一方裏層用の繊維として島成分と海成分とからなり島成分の
径が１０～１０００ｎｍである海島型複合繊維マルチフィラメントを少なくとも用いて二
層構造織物を製織した後、前記の海成分をアルカリ水溶液で溶解除去することを特徴とす
る透湿防水性織物の製造方法。」が提供される。
【０００９】
　その際、表層用の繊維として用いられるマルチフィラメントがポリエステルで形成され
ることが好ましい。また、前記の島成分がポリエステルで形成されることが好ましい。ま
た、表層用の繊維として、単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメントのみ
を用いることが好ましい。また、前記の二層構造織物が緯二重組織を有することが好まし
い。
【００１０】
　本発明の透湿防水性織物の製造方法において、海成分をアルカリ水溶液で溶解除去した
後、さらに該二層構造織物に撥水加工を施すことが好ましい。また、二層構造織物に撥水
加工を施した後、さらに裏層側表面にカレンダー加工を施すことが好ましい。
【００１１】
　また、本発明によれば、前記の製造方法により得られた透湿防水性織物が提供される。
かかる透湿防水性織物において、カバーファクターＣＦが２５００～５５００の範囲内で
あることが好ましい。
【００１２】
　また、前記の透湿防水性織物において、耐水圧が１０００ｍｍＨ２Ｏ以上であることが
好ましい。また、通気度が２ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ以下であることが好ましい。また、透
湿度が４０００ｇ／ｍ２／２４ｈ以上であることが好ましい。また、織物表面の撥水性が
３級以上であることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明によれば、前記の透湿防水性織物を用いてなる、スポーツウェア、アウト
ドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物、鞄
、カーテン、防水シート、カーシートの群より選ばれる繊維製品が提供される。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明によれば、優れた防水性能と透湿性能とを兼ね備え、ソフトな風合いと優れた発
色性を呈する、ノンコーティングタイプの透湿防水性織物およびその製造方法および繊維
製品が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　まず、本発明の透湿防水性織物の製造方法において、表層（使用する際に外気側に位置
する層）用の繊維として単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上（好ましくは、０．２５～２
．５ｄｔｅｘ）のマルチフィラメントを用いる。該単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘよりも
小さいと、染色加工の際に染料が繊維内部に入りにくいため発色性が損われ好ましくない
。また同時に、該単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘよりも小さいと、織物の耐摩耗性も低下
するおそれがある。逆に、該単糸繊維繊度が２．５ｄｔｅｘよりも大きいと、ソフトな風
合いが得られないおそれがある。
【００１６】
　前記マルチフィラメントの総繊度（単糸繊維繊度とフィラメント数との積）およびフィ
ラメント数としては、ソフトな風合いを得る上でそれぞれ、総繊度２０～１５０ｄｔｅｘ
、単糸数２２～２００本の範囲であることが好ましい。単糸繊維の断面形状には制限はな
く、通常の円形断面のほかに三角、扁平、くびれ付扁平、十字形、六様形、あるいは中空
形などの異型断面形状であってもよい。
【００１７】
　前記マルチフィラメントの繊維形状としては、長繊維であれば特に限定はなく、通常の
延伸糸、通常の仮撚捲縮加工が施された仮撚捲縮加工糸や、通常の空気加工が施された空
気加工糸、さらには、２種以上の構成糸条を空気混繊加工や複合仮撚加工させた複合糸で
あってもよい。なかでも、ソフトな風合いを得る上で仮撚捲縮加工糸が好ましい。
【００１８】
　前記マルチフィラメントの繊維種類としては、ポリエステル、ナイロン、アクリルなど
の合成繊維が好ましく、特にポリエステル繊維が好ましい。ポリエステル繊維はジカルボ
ン酸成分とジグリコール成分とから製造される。ジカルボン酸成分としては、主としてテ
レフタル酸が用いられることが好ましく、ジグリコール成分としては主としてエチレング
リコール、トリメチレングリコール及びテトラメチレングリコールから選ばれた１種以上
のアルキレングリコールを用いることが好ましい。また、ポリエステル樹脂には、前記ジ
カルボン酸成分及びグリコール成分の他に第３成分を含んでいてもよい。該第３成分とし
ては、カチオン染料可染性アニオン成分、例えば、ナトリウムスルホイソフタル酸；テレ
フタル酸以外のジカルボン酸、例えばイソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、アジピン
酸、セバシン酸；及びアルキレングリコール以外のグリコール化合物、例えばジエチレン
グリコール、ポリエチレングリコール、ビスフェノールＡ、ビスフェノールスルフォンの
１種以上を用いることができる。かかるポリエステルとしては、ポリ乳酸などの生分解性
を有するポリエステル、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルされたポリエス
テルであってもよい。さらには、特開２００４－２７００９７号公報や特開２００４－２
１１２６８号公報に記載されているような、特定のリン化合物およびチタン化合物を含む
触媒を用いて得られたポリエステルでもよい。
【００１９】
　繊維を形成する樹脂中には、必要に応じて、艶消し剤（二酸化チタン）、微細孔形成剤
（有機スルホン酸金属塩）、着色防止剤、熱安定剤、難燃剤（三酸化二アンチモン）、蛍
光増白剤、着色顔料、帯電防止剤（スルホン酸金属塩）、吸湿剤（ポリオキシアルキレン
グリコール）、抗菌剤、その他の無機粒子の１種以上が含まれていてもよい。
【００２０】
　本発明の透湿防水性織物の製造方法において、裏層（使用の際、肌側に位置する層）用
の繊維として島成分と海成分とからなり島成分の径が１０～１０００ｎｍである海島型複
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合繊維マルチフィラメントとしては、特開２００７－２３６４号公報に開示された海島型
複合繊維マルチフィラメント（島数１００～１５００）が好ましく用いられる。
【００２１】
　すなわち、海成分ポリマーとしては、繊維形成性の良好なポリエステル、ポリアミド、
ポリスチレン、ポリエチレンなどが好ましい。例えば、アルカリ水溶液易溶解性ポリマー
としては、ポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、ポリエチレ
ングルコール系化合物共重合ポリエステル、ポリエチレングリコール系化合物と５－ナト
リウムスルホン酸イソフタル酸の共重合ポリエステルが好適である。なかでも、５－ナト
リウムスルホイソフタル酸６～１２モル％と分子量４０００～１２０００のポリエチレン
グルコールを３～１０重量％共重合させた固有粘度が０．４～０．６のポリエチレンテレ
フタレート系共重合ポリエステルが好ましい。
【００２２】
　一方、島成分ポリマーは、繊維形成性のポリエチレンテレフタレートやポリトリメチレ
ンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳酸、第３成分を共重合させたポ
リエステルなどのポリエステルが好ましい。該ポリマー中には、本発明の目的を損なわな
い範囲内で必要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染料可染剤、着色防止剤、熱安定剤、
蛍光増白剤、艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子が１種または２種以上含まれていて
もよい。
【００２３】
　上記の海成分ポリマーと島成分ポリマーからなる本発明の海島型複合繊維は、溶融紡糸
時における海成分の溶融粘度が島成分ポリマーの溶融粘度よりも大きいことが好ましい。
かかる関係にある場合には、海成分の複合重量比率が４０％未満と少なくなっても、島同
士が接合したり、島成分の大部分が接合して海島型複合繊維とは異なるものになり難い。
【００２４】
　次に、島成分の径は、１０～１０００ｎｍの範囲とする必要がある。その際、該径は長
径と短径との平均を求める。該径が１０ｎｍ未満の場合には繊維構造自身が不安定で物性
や繊維形態が不安定で好ましくなく、一方、１０００ｎｍを越える場合には超極細繊維特
有のソフトな風合いが得られず好ましくない。　　前記の海島型複合繊維において、その
海島複合重量比率（海：島）は、４０：６０～５：９５の範囲が好ましく、特に３０：７
０～１０：９０の範囲が好ましい。
【００２５】
　前記の海島型複合繊維マルチフィラメントは、例えば以下の方法により容易に製造する
ことができる。すなわち、前記の海成分ポリマーと島成分ポリマーとを用い溶融紡糸する
。溶融紡糸に用いられる紡糸口金としては、島成分を形成するための中空ピン群や微細孔
群を有するものなど任意のものを用いることができる。吐出された海島型断面複合繊維マ
ルチフィラメントは、冷却風によって固化され、好ましくは４００～６０００ｍ／分で溶
融紡糸された後に巻き取られる。得られた未延伸糸は、別途延伸工程をとおして所望の強
度・伸度・熱収縮特性を有する複合繊維とするか、あるいは、一旦巻き取ることなく一定
速度でローラーに引き取り、引き続いて延伸工程をとおした後に巻き取る方法のいずれで
も構わない。かかる海島型複合繊維マルチフィラメントにおいて、単糸繊維繊度、フィラ
メント数、総繊度としてはそれぞれ単糸繊維繊度０．５～１０．０ｄｔｅｘ、フィラメン
ト数５～７５本、総繊３０～１７０ｄｔｅｘの範囲内であることが好ましい。　
【００２６】
　次いで、前記の単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメントと、海島型複
合繊維マルチフィラメントとを少なくとも用いて二層構造織物を製織する。その際、二層
構造織物としては、緯糸のみが表層／裏層に二重になるように配列された緯二重織物、経
糸のみが表層／裏層に二重になるように配列された経二重織物、経糸、緯糸とも表層／裏
層に二重になるように配列された完全二重織物のいずれでもよいが、製織性の面から緯二
重織物のほうが好ましい。かかる二層構造織物は１枚物の織物であることが好ましく、２
枚の織物を貼り合せた二層構造織物では風合いが硬くなるおそれがある。
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【００２７】
　ここで、表層用の繊維として、単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメン
トのみを用いることが好ましい。表層に海島型複合繊維マルチフィラメントが多く現れて
いると最終的に得られた透湿防水性繊維において、発色性が損われるおそれがある。一方
、裏層用の繊維として、前記海島型複合繊維マルチフィラメントだけでなく単糸繊維繊度
が０．１ｄｔｅｘ以上のマルチフィラメントを用いても差しつかえない。また、裏層用の
繊維として、前記海島型複合繊維マルチフィラメントと、単糸繊維繊度が０．１ｄｔｅｘ
以上のマルチフィラメントとをエアー混繊や複合仮撚などで複合糸としてもよい。その際
、熱収縮率を互いに異ならせることは好ましいことである。
【００２８】
　次いで、製織された二層構造織物にアルカリ水溶液を用いたアルカリ減量加工を施すこ
とにより、前記海島型複合繊維マルチフィラメントの海成分を溶解除去する。海成分を溶
解除去することにより、前記海島型複合繊維マルチフィラメントは、単繊維径が１０～１
０００ｎｍ、フィラメント数が島数と、前記海島型複合繊維マルチフィラメントのフィラ
メント数との積である超極細マルイフィラメントとなる。なお、除去方法は特に限定され
ず、海成分が完全に溶解除去し得る方法であればいずれの方法で行ってもよい。
【００２９】
　かくして得られた透湿防水性織物に撥水加工を施すと織物の耐水圧がさらに向上し好ま
しい。その際、撥水加工は通常の撥水加工でよく、例えば、フッ素系、シリコン系、ワッ
クス系などの撥水剤を用いた撥水加工が例示される。また、撥水剤をバインダー樹脂とと
もに織編物に付着させることが、撥水性の耐久性を高める上で好ましい。バインダー樹脂
としては、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アクリル系樹脂などが例示され
る。
【００３０】
　また、撥水剤とバインダー樹脂の織編物に対する付着量としては、各々樹脂固形分重量
基準で、撥水剤０．０１～４０ｇ／ｍ２（より好ましくは１～１０ｇ／ｍ２）、バインダ
ー樹脂０．０１～４０ｇ／ｍ２（より好ましくは１～１０ｇ／ｍ２）の範囲が適当である
。撥水剤とバインダー樹脂とは、通常両者の配合組成物として織編物に付与される。その
際、かかる配合組成物は水系、溶剤系のいずれで構成してもよいが、加工工程の作業環境
上水系の方が好ましい。なお、溶剤としては、トルエン、イソプロピルアルコール、ジメ
チルホルムアミド、メチエチルケトン、酢酸エチルなどが例示される。この配合組成物に
は、エポキシ系などの架橋剤を併用してもよい。さらに、織編物に対する付着性を向上さ
せる等の目的で適当な添加剤をさらに配合してもよい。
【００３１】
　前記の撥水剤、または撥水剤とバインダー樹脂とを織編物に付着させる方法としては、
例えば、パデング法、グラビアロール法、キスロール法、泡加工法、ロータリスクリーン
捺染法、フラットスクリーン法、ローラー捺染法等が例示される。
【００３２】
　撥水加工を施した透湿防水性織物にさらにカレンダー加工を施すと、織物の耐水圧がよ
り一層向上し好ましい。その際、カレンダー加工の条件としては、温度１４０～２００℃
、圧力３５０～４００Ｎ／ｃｍ程度が適当である。
【００３３】
　さらに、本発明の透湿防水性織物の製造方法において、染色加工、起毛加工、吸湿吸水
加工、制電加工、抗菌防臭加工、防炎加工、難燃加工、マイナスイオン発生加工など公知
の加工が適宜付加されていてもさしつかえない。
【００３４】
　次に、本発明の透湿防水性織物は前記の製造方法により製造された、ノンコーティング
タイプの透湿防水性織物である。かかる織物において、表層（使用の際に外気側に位置す
る層）には、単糸繊維繊度の大きいマルチフィラメントが配されているので優れた発色性
を呈する。一方、裏層（使用の際に肌側に位置する層）には、単糸繊維繊度が１０～１０
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００ｎｍと超極細繊維が配されているので、優れた透湿防水性を呈する。また、かかる織
物はノンコーティングタイプであるのでソフトな風合いを呈する。また同時に、織物がポ
リエステルで構成される場合はケミカルまたはマテリアルリサイクルが容易になる。
【００３５】
　かかる透湿防水性織物において、織物のカバーファクターＣＦが２５００～５５００の
範囲内であることが好ましい。該カバーファクターＣＦが２５００よりも小さいと十分な
耐水圧が得られないおそれがある。逆に該カバーファクターＣＦが５５００よりも大きい
と製造が困難になるおそれがある。
【００３６】
　ただし、織物のカバーファクターＣＦは下記のように算出するものとする。
緯二重織物のＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ１／１．１）１／２×
ＭＷｆ１＋（ＤＷｆ２／１．１）１／２×ＭＷｆ２
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
１は表層の緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆ１は表層の緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）
、ＤＷｆ２は裏層の緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆ２は裏層の緯糸織密度（本／２．５
４ｃｍ）である。］
経二重織物のＣＦ＝（ＤＷｐ１／１．１）１／２×ＭＷｐ１＋（ＤＷｐ２／１．１）１／

２×ＭＷｐ２＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐ１は表層の経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐ１は表層の経糸織密度（本／２．５
４ｃｍ）、ＤＷｐ２は裏層の経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐ２は裏層の経糸織密度（本
／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆは緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５
４ｃｍ）。］
完全二重織物のＣＦ＝（ＤＷｐ１／１．１）１／２×ＭＷｐ１＋（ＤＷｐ２／１．１）１

／２×ＭＷｐ２＋（ＤＷｆ１／１．１）１／２×ＭＷｆ１＋（ＤＷｆ２／１．１）１／２

×ＭＷｆ２
［ＤＷｐ１は表層の経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐ１は表層の経糸織密度（本／２．５
４ｃｍ）、ＤＷｐ２は裏層の経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐ２は裏層の経糸織密度（本
／２．５４ｃｍ）、ＭＷｆ１は表層の緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ２は裏層
の緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆ２は裏層の緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。
］
【００３７】
　また、前記の織物において、耐水圧が１０００ｍｍＨ２Ｏ以上（より好ましくは１５０
０～６０００ｍｍＨ２Ｏ）であることが好ましい。また、通気度が２ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅ
ｃ以下（より好ましくは０．０５～１ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ）であることが好ましい。ま
た、透湿度が４０００ｇ／ｍ２／２４ｈ以上（好ましくは５０００～１００００ｇ／ｍ２

／２４ｈ）であることが好ましい。また、織物表面の撥水性が３級以上（好ましくは５級
）であることが好ましい。
【００３８】
　次に、本発明の繊維製品は、前記の透湿防水性織物を用いてなる、スポーツウェア、ア
ウトドアウェア、レインコート、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、防護服、人工皮革、履物
、鞄、カーテン、防水シート、カーシートの群より選ばれる繊維製品である。かかる繊維
製品には前記の透湿防水性織物が含まれているので、優れた透湿防水性を呈するだけでな
く、表層側が優れた発色性を呈し、また同時に裏層側がソフトな風合いを呈する。
【実施例】
【００３９】
　次に本発明の実施例及び比較例を詳述するが、本発明はこれらによって限定されるもの
ではない。なお、実施例中の各測定項目は下記の方法で測定した。
＜溶解速度＞海・島ポリマーの各々０．３φ－０．６Ｌ×２４Ｈの口金にて１，０００～
２，０００ｍ／分の紡糸速度で糸を巻き取りし、さらに残留伸度が３０～６０％の範囲に
なるように延伸して、８４ｄｔｅｘ／２４ｆｉｌのマルチフィラメントを作製した。これ
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を各溶剤にて溶解しようとする温度で浴比１００にて溶解時間と溶解量から、減量速度を
算出した。
＜耐水圧＞ＪＩＳ  Ｌ  １０９２  Ａ法（低水圧法の静水圧法）に従って測定した。
＜通気度＞ＪＩＳ  Ｌ１０９６－８．２７．１Ａ法により測定した。
＜撥水性＞ＪＩＳ  Ｌ１０９２－６．２（スプレー法）により測定した。
＜透湿度＞ＪＩＳ  Ｌ  １０９９  Ａ－１法に従って測定した。
＜発色性＞試験者３人により目視判定し、「発色性に優れる」「普通」「発色性に劣る」
の３段階に評価した。
＜風合い＞試験者３人により風合いを官能検査し、「ソフトである」、「普通」、「硬い
」の３段階に評価した。
【００４０】
　　［実施例１］
　島成分としてポリエチレンテレフタレート、海成分として５－ナトリウムスルホイソフ
タル酸６モル％と数平均分子量４０００のポリエチレングリコール６重量％を共重合した
ポリエチレンテレフタレートを用い（溶解速度比（海／島）＝２３０）、海：島＝４０：
６０、島数＝５００の海島型複合未延伸繊維を、紡糸温度２８０℃、紡糸速度１５００ｍ
／分で溶融紡糸して一旦巻き取った。得られた未延伸糸を、延伸温度８０℃、延伸倍率２
．５倍でローラー延伸し、次いで１５０℃で熱セットして巻き取った。得られた海島型複
合延伸糸は５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌであり、透過型電子顕微鏡ＴＥＭによる繊維横断面
を観察したところ、島の形状は丸形状でかつ島の径は５２０ｎｍであった。
【００４１】
　経糸としてポリエチレンテレフタレート仮撚捲縮加工糸３３ｄｔｅｘ／３６ｆｉｌ（帝
人ファイバー（株）製）を用い、表面層の緯糸としてポリエチレンテレフタレート仮撚捲
縮加工糸３３ｄｔｅｘ／３６ｆｉｌ（帝人ファイバー（株）製）、裏面層の緯糸として上
記の海島型複合延伸糸は５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌを用いて図１に示す織組織（黒丸印の
ところに緯糸海島型複合延伸糸を配し、それ以外のところに緯糸ポリエチレンテレフタレ
ート仮撚捲縮加工糸３３ｄｔｅｘ／３６ｆｉｌを配した。）により常法の製織により経密
度１６９本／２．５４ｃｍ、緯密度２４９本／２．５４ｃｍの生機を得た。
【００４２】
　その後、１５％のアルカリ減量を施した後、９８℃で精錬を行い、１３０℃にて染色加
工を行った。次いで、フッ素系撥水剤溶液にパッドし、ピックアップ率７０％で搾液し、
１３０℃で３分間乾燥後１７０℃で４５秒間熱処理を行った後、裏面が金属ロールと接触
するようにカレンダー加工を行い、経密度１８３本／２．５４ｃｍ、緯密度２６６本／２
．５４ｃｍの織物を得た。
【００４３】
　得られた織物において、表面層の発色性も良く、裏面層の風合いもソフトなものであっ
た。また、耐水圧１４００ｍｍＨ２Ｏで、透湿が６０００ｇ／ｍ２／２４ｈ、通気度０．
２ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ、撥水性が５級であり、非常に良いものであった。
　次いで、該織物を用いて表面層が外気側に、裏面層が肌側になるようにスポーツウェア
（ウインドブレーカー）を縫製し着用したところ、ソフトな風合いと優れた発色性を呈す
るものであった。
【００４４】
　　［比較例１］
　実施例１において、裏面の緯糸をポリエチレンテレフタレート延伸糸５６ｄｔｅｘ／３
６ｆｉｌに変更すること以外は実施例１と同様に実施した。
　得られた織物は、発色性も良く、風合いもソフトなものであったが、耐水圧が６３０ｍ
ｍＨ２Ｏで、透湿が６０００ｇ／ｍ２／２４ｈ、通気度１ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ、撥水性
が５級であり、耐水圧が低いものであった。
【００４５】
　　［比較例２］
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　実施例１において、経糸にポリエチレンテレフタレート仮撚加工糸３３ｄｔｅｘ／３６
ｆｉｌを用い、緯糸に海島型複合延伸糸は５０ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌを用いて平組織にて
製織し、経密度１９０本／２．５４ｃｍ、緯密度１２０本／２．５４ｃｍの生機を得、次
いで実施例１と同様の加工を行い、経密度２１１本／２．５４ｃｍ、緯密度１３４本／２
．５４ｃｍの平織物を得た以外は実施例１と同様に行った。
　得られた織物は、耐水圧が１３００ｍｍＨ２Ｏで、透湿が７２００ｇ／ｍ２／２４ｈ、
通気度０．４ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ、撥水性が５級であったが、発色性の悪いものであっ
た。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明によれば、ソフトな風合いと優れた発色性を呈する、ノンコーティングタイプの
透湿防水性織物およびその製造方法および繊維製品が提供され、その工業的価値は極めて
大である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明において、用いることのできる織組織図である。

【図１】
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