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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸系成分とがサイドバイサイド型又は
偏心芯鞘型に複合してなり、かつ全捲縮率（ＴＣ）が１５％以上で、染色加工後の明度Ｌ
*が４０以下かつ染色加工前後の色差ΔＥが５５以上であることを特徴とするポリエステ
ル系複合繊維。
【請求項２】
　固有粘度が０．７～１．２である、ポリトリメチレンテレフタレート系ポリマーと、分
子量が５万～１５万であるポリ乳酸系ポリマーとをサイドバイサイド型又は偏心芯鞘型に
複合させ、速度１０００～４０００ｍ／ｍｉｎで巻き取った後に延伸熱処理することを特
徴とするポリエステル系複合繊維の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、サイドバイサイド型又は偏心芯鞘型に複合された、ポリエステル系複合繊維に
関する。さらに詳しくはポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸系成分からな
り、ストレッチ性とソフト感に優れ、かつ優れた染色性を有するポリエステル系複合繊維
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来、２種類の収縮特性または溶融粘度の異なった重合体を、サイドバイサイド型もしく
は偏心芯鞘型に複合紡糸したのち、これを延伸し、弛緩状態で熱処理することによって、
捲縮糸を得る方法がよく知られている。特にポリエステル系複合繊維は、力学的な性質、
熱安定性、ウオッシュアンドウエアー性等に優れているため、広く用いられている。そし
て、かかるポリエステル系複合繊維としては、ポリエチレンテレフタレート重合体の重合
度に差があるものからなる複合繊維、あるいはホモのポリエチレンテレフタレートと共重
合ポリエステルとの複合繊維などが提案されてきた。しかるに、これらポリエチレンテレ
フタレートを使用した複合繊維を用いて織物となすと、ストレッチ性が小さく弾性回復性
が劣るといった欠点や、ポリエチレンテレフタレートの剛性が高いために風合いが硬いと
いう欠点がある。
【０００３】
このような欠点に対して、例えば、特公昭４３－１９１０８号公報はポリトリメチレンテ
レフタレートとポリエチレンテレフタレートの組合せからなるサイドバイサイド型複合繊
維を提案している。この複合繊維は高収縮性成分として高分子量のポリトリメチレンテレ
フタレートを使用しているため、繊維の剛性が高い。その結果、かかる複合繊維を用いた
織物は、堅い風合いになってしまう。
【０００４】
また、特開平１１－１８９９２３号公報は、低収縮成分として低粘度のポリトリメチレン
テレフタレートを使用し、これと高粘度のポリエステルとを複合化したポリエステル系複
合繊維を提案している。しかるに、この複合繊維は、ソフト感は捲縮特性は前記高分子量
のポリトリメチレンテレフタレートを使用した複合繊維に比べて良好であるものの、捲縮
性が低くなる傾向にある。このため、かかる複合繊維は、高いストレッチ性を必要とする
用途には不適格である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記従来技術の問題を解消するためになされたものであり、その課題は、スト
レッチ性とソフト感に優れ、さらに、優れた染色性を有する布帛が得られるポリエステル
系複合繊維及びその製造方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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、ポリトリメチレンテレフタ
レート系成分を１成分として使用したサイドバイサイド型または偏心芯鞘型複合繊維にお
いて、相手方成分をポリ乳酸系成分とし、かつ所定の物性となすことにより、上記課題が
達成されることを知り、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　かくして、本発明によれば、「ポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸系成
分とがサイドバイサイド型又は偏心芯鞘型に複合してなり、かつ全捲縮率（ＴＣ）が１５
％以上で、染色加工後の明度Ｌ*が４０以下かつ染色加工前後の色差ΔＥが５５以上であ
ることを特徴とするポリエステル系複合繊維。」が提供される。
【０００８】
　その際、該複合繊維を用いて織編物となし、染色加工後の明度Ｌ*が４０以下かつ染色
加工前後の色差ΔＥが５５以上であることが必要である。
【０００９】
　そして、かかる複合繊維は「固有粘度が０．７～１．２である、ポリトリメチレンテレ
フタレート系ポリマーと、分子量が５万～１５万であるポリ乳酸系ポリマーとをサイドバ
イサイド型又は偏心芯鞘型に複合させ、速度１０００～４０００ｍ／ｍｉｎで巻き取った
後に延伸熱処理することを特徴とするポリエステル系複合繊維の製造方法。」により得ら
れる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
まず、本発明のポリエステル系複合繊維に使用されるポリトリメチレンテレフタレートと
は、実質的にテレフタル酸と１，３－プロパンジオールを重縮合せしめて得られるポリト
リメチレンテレフタレートである。本発明において、該ポリトリメチレンテレフタレート
は、ポリトリメチレンテレフタレートホモポリマーであってもよいし、以下に示すポリト
リメチレンテレフタレートコポリマーであってもよい。即ち、本発明の効果を損なわない
範囲で、イソフタル酸、コハク酸、アジピン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、５－
ナトリウムスルホイソフタル酸、５－スルホイソフタル酸テトラブチルホスホニウム塩等
の酸成分や、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、シクロヘキサンジメ
タノール等のグリコール成分、ε－カプロラクトン、４－ヒドロキシ安息香酸、ポリオキ
シエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等の１種もしくはそれ以上が１０
ｗｔ％未満共重合されていてもよい。
【００１１】
上記のポリトリメチレンテレフタレート系成分の固有粘度［η］は０．７～１．２（特に
好ましくは０．９～１．１）が好ましい。本発明のポリエステル系複合繊維は、熱処理を
受けた際、通常、ポリトリメチレンテレフタレート系成分が収縮して内側に位置し、ポリ
乳酸成分が外側に位置する捲縮形態を有する。この際、該固有粘度が０．７未満の場合は
、ポリマーの分子量が低すぎるため、ポリトリメチレンテレフタレート系成分に充分な収
縮応力が発生しない。その結果、捲縮が発現し難く、ストレッチ性のある複合繊維が得ら
れ難い。逆に、該固有粘度が１．２を越える場合は、溶融粘度が高すぎるために紡糸性が
困難になる恐れがある。
【００１２】
次に、本発明のポリエステル系複合繊維に使用されるポリ乳酸系成分は、Ｌ－乳酸とＤ－
乳酸又はそれらのブレンドによる光学異性体の重合体であり、９０％以上（より好ましく
は９５％以上）の光学純度を有することが好ましい。該光学純度が９０％よりも低いとポ
リ乳酸の融点が低下するため、延伸熱セット時や染色加工工程において繊維同士が融着し
、製品のソフト感が低下したり、品位が損なわれる恐れがある。
【００１３】
かかるポリ乳酸の平均分子量は５万～１５万（より好ましくは８万～１４万）であること
が好ましい。該平均分子量が５万よりも低いと繊維強度が低下する傾向にある。逆に該平
均分子量が１５万より大きいとポリ乳酸系成分の収縮率が大きくなるため、複合繊維の捲
縮性能が低下する恐れがある。
【００１４】
上記ポリ乳酸系成分としては、単独のポリ乳酸重合体であることが好ましいが、ポリ乳酸
にエステル形成能を有する成分を共重合したものであってもよい。その際、共重合可能な
成分としてはグリコール酸、３－ヒドロキシ酪酸、４－ヒドロキシ酪酸、４－ヒドロキシ
吉草酸などのヒドロキシカルボン酸類のほかエチレングリコール、プロピレングリコール
、ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン、ペ
ンタエリスリトール等の分子内に複数の水酸基を含む化合物またはそれらの誘導体。アジ
ピン酸、セバシン酸、フマル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、２，６－ナフタレンジカ
ルボン酸、５－ナトリウムスルホイソフタル酸等の分子内に複数のカルボン酸基を有する
化合物またはそれらの誘導体が選択される。
【００１５】
また、上記のポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸系成分には必要に応じて
、各種の添加剤、例えば艶消し剤、熱安定剤、消泡剤、製色剤、難燃剤、酸化防止剤、結
晶核剤などを混合してもよい。
【００１６】
本発明のポリエステル系複合繊維は上記のポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ
乳酸系成分がサイドバイサイド型または偏心芯鞘型に複合化されており、この両者の組合
せによりストレッチ性が高く、ソフト感があり、染色性に優れた複合繊維が得られる。図
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１は本発明のポリエステル系複合繊維の横断面図を例示したものである。本発明において
、図１（イ）のようなサイドバイサイド型横断面が最も好適に選択されるが、図１（ロ）
のような偏心芯鞘型横断面を有するものも選択される。この際、ポリトリメチレンテレフ
タレート系成分が偏心した芯部に位置し、一方、ポリ乳酸成分が鞘部に位置してもよいし
、その逆であってもさしつかえない。また、両成分の複合比は任意に選択することができ
るが、通常、ポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸成分の重量比で３０：７
０～７０：３０（好ましくは４０：６０～６０：４０）の範囲で用いられる。ポリトリメ
チレンテレフタレート系成分が７０ｗｔ％を越える場合は、該ポリトリメチレンテレフタ
レート系成分の収縮力が強くなり、ポリエステル系複合繊維の捲縮率が向上するものの、
ポリエステル系複合繊維の繊維強度が低下する恐れがある。逆に、ポリトリメチレンテレ
フタレート系成分が３０ｗｔ％未満の場合は、複合繊維の捲縮率が低下する傾向にある。
【００１７】
次に、本発明のポリエステル複合繊維はその全捲縮率（ＴＣ）が１５％以上（好ましくは
１８％以上）である必要がる。かかる捲縮率を有することにより、本発明のポリエステル
系複合繊維を用いて布帛となした後、該布帛は優れたストレッチ性を有することができる
。さらには、ポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸成分はともに、ソフトな
特性を有するため、本発明のポリエステル系複合繊維を用いた布帛はソフトな風合いも持
つことができる。
【００１８】
さらに、本発明の複合繊維は、該複合繊維を用いて織編物となし、染色加工後の明度Ｌ＊
が４０以下（より好ましくは３６以下）かつ染色加工前後の色差ΔＥが５５以上（より好
ましくは５７以上）となりうることが好ましい。かかる範囲から外れる場合は、本発明の
主目的のひとつである染色性が充分に発現されないおそれがある。
【００１９】
本発明のポリエステル系複合繊維において、繊度、フィラメント数については特に限定さ
れないが、本発明のポリエステル系複合繊維を用いて得られる布帛の風合い等を考慮する
と、総繊度３０～３５０ｄｔｅｘ、単糸繊度１．６～４．５ｄｔｅｘのマルチフィラメン
トであることが好ましい。
【００２０】
　上記のポリエステル系複合繊維は下記に示す方法によって容易に得ることができる。即
ち、固有粘度が０．７～１．２（特に好ましくは０．９～１．１）である、ポリトリメチ
レンテレフタレート系ポリマーと、分子量が５万～１５万（より好ましくは８万～１４万
）である、ポリ乳酸系ポリマーとをサイドバイサイド型又は偏心芯鞘型に複合紡糸する。
かかる複合紡糸において、所望の複合構造に従って、従来公知の紡糸口金を適宜選択する
ことができる。この際、紡糸温度は２４０℃～２６０℃が好ましい。該紡糸温度が２４０
℃未満では、ポリトリメチレンテレフタレートポリマーが安定した溶融状態になり難いた
め、得られた複合繊維の物性斑が大きくなり、満足な強伸度が得られない恐れがある。逆
に紡糸温度が２６０℃を越えるとポリ乳酸の熱分解が激しくなり、得られた複合繊維は満
足な強伸度が得られない恐れがある。紡糸口金から吐出された糸条は常法の紡糸方法に従
って紡糸される。即ち、紡糸口金から吐出された糸条は冷却風を吹き付け固化させた後、
油剤を付与して速度１０００～４０００ｍ／ｍｉｎで巻き取った後に延伸熱処理する方法
が選択される。なお、延伸熱処理の前か後にインターレース加工をほどこしてもよい。
【００２１】
本発明のポリエステル系複合繊維は通常、使用目的によっては撚糸された後、常法の製編
織工程を経て染色加工工程に供せられる。そして、染色加工工程の熱処理により、本発明
のポリエステル系複合繊維は捲縮を発現する。その際、通常、ポリトリメチレンテレフタ
レート系成分が大きく収縮することにより内側に位置し、ポリ乳酸系成分が外側に位置す
る捲縮形態となる。その結果、本発明のポリエステル系複合繊維を用いた布帛は優れたス
トレッチ性を有する。また、ポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸成分は染
色加工を経た後においてもソフトな性質を維持するため、ソフトな風合いが得られる。さ
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らには、ポリトリメチレンテレフタレート系成分とポリ乳酸成分はともに、ポリエチレン
テレフタレートと比較して、低い染色温度でも優れた染色性を有する。かかる作用により
、本発明のポリエステル系複合繊維を用いた布帛は、ストレッチ性とソフト感に優れ、さ
らには、低温でも優れた染色性を有する。
【００２２】
また、本発明のポリエステル系複合繊維を用いて製編織する際、織編機、織編組織等につ
いては何ら制約されることはなく、少なくとも一部に用いることによって、本発明の目的
とする優れたストレッチ性、ソフト感、染色性を有する布帛を製造することができる。こ
こで少なくとも一部とは、例えば織物の場合、経糸及び／又は緯糸の少なくとも一部に用
いることを意味し、好適には布帛の３０ｗｔ％以上に用いられる。
【００２３】
【実施例】
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。
＜固有粘度＞Ｏ－クロロフェノールを溶媒とし、３５℃で求めた。
＜重量平均分子量＞島津製作所製ＧＰＣを用い、ポリマーの０．１％クロロホルム溶液を
試料として測定した。
＜破断伸度、強度＞島津製作所製オートグラフ引張試験機を用い、糸長２００ｍｍ、引張
速度２００ｍｍ／ｍｉｎ、Ｎ＝３で、破断伸度、強度を測定した。
＜全捲縮率（ＴＣ）＞複合繊維糸条を３０ｃｍのかせにとり、０．１７６ｃＮ／ｄｔｅｘ
（０．２ｇ／ｄｅ）の荷重を掛け、１分放置した後の長さを測定してその長さをＬ０とす
る。次に０．００１７６ｃＮ／ｄｔｅｘ（０．００２ｇ／ｄｅ）の荷重下で沸騰水中２０
分間煮沸する。その後、かせを取り出した後充分に乾かし、０．１７６ｃＮ／ｄｔｅｘ（
０．２ｇ／ｄｅ）の荷重を掛け、１分放置した後の長さを測定してその長さをＬ１とする
。その後０．００１７６ｃＮ／ｄｔｅｘ（０．００２ｇ／ｄｅ）の荷重下で１分放置後の
長さを測定してその長さをＬ２とし、次式により全捲縮率（ＴＣ）を算出した。
全捲縮率（ＴＣ）＝（Ｌ１－Ｌ２）／Ｌ０×１００（％）
＜染色性＞サカタインクス株式会社製マクベス分光光度計を用いて筒編試料の染色前と染
色後のＬ*、ａ*、ｂ*の値を求め、下式により色差ΔＥを算出した。
ΔＥ＝［（ΔＬ*）2＋（Δａ*）2＋（Δｂ*）2］1/2

ここでΔＬ*は染色前後の明度指数Ｌ*の差、Δａ*、Δｂ*はそれぞれ染色前後のクロマチ
イクネス指数ａ*、ｂ*の差を示す。Ｌ*、ａ*、ｂ*の値は、標準の光Ｃを用い、ＪＩＳＺ
８７２２に規定する３刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚから次式によって計算されたものである。
Ｌ*＝１０Ｙ1/2

ａ*＝１７．５（１．０２Ｘ－Ｙ）／Ｙ1/2

ｂ*＝７．０（Ｙ－０．８４７Ｚ）／Ｙ1/2

また、筒編試料の染色条件は以下の通りである。
［染色条件］
・染料：住友化学製　ＳｕｍｉｋａｒｏｎＮａｖｙＢｌｕｅ；ｏｗｆ４％
・非イオン系分散剤：明成化成工業製　ＤｉｓｐｅｒＶＧ；０．５ｇ／Ｌ
・浴比：　１：５０
・染色温度×時間：１１０℃×４５ｍｉｎ
・還元処理：８０℃×２０ｍｉｎ
＜織物風合い評価＞複合繊維を経糸と緯糸に用い平組織織物を製織し、試験者３名により
、ストレッチ性とソフト感について官能評価を行い４段階評価した。「極めて優れている
」は◎、「優れている」は○、「普通」は△、「劣っている」は×で示した。
【００２４】
［実施例１］
固有粘度が１．１のポリトリメチレンテレフタレートのチップと、平均分子量１０万のポ
リ乳酸チップを、重量比率１：１になるように、複合紡糸機に供給し、サイドバイサイド
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型の複合紡糸口金から、常法により紡糸温度２５０℃、紡糸速度１５００ｍ／ｍｉｎで引
き取った後、これを巻き取り、２０８ｄｔｅｘ／２４ｆｉｌの未延伸糸を得た。この未延
伸糸を、予熱温度８０℃、セット温度１５０℃、延伸倍率２．５倍で延伸し８３ｄｔｅｘ
／２４ｆｉｌの複合繊維の延伸糸を得た。得られた複合繊維の物性、全捲縮率（ＴＣ）、
染色性、織物風合いを評価した結果を表１に示す。
【００２５】
［実施例２］
固有粘度が０．９６のポリトリメチレンテレフタレートのチップと、平均分子量１２万の
ポリ乳酸チップを用いる以外は実施例１と同じ条件で複合繊維を得た。得られた複合繊維
の物性、全捲縮率（ＴＣ）、染色性、織物風合いを評価した結果を表１に示す。
【００２６】
［比較例１］
固有粘度が０．９６のポリトリメチレンテレフタレートのチップと、平均分子量１８万の
ポリ乳酸チップを用いる以外は実施例１と同じ条件で複合繊維を得た。得られた複合繊維
の物性、全捲縮率（ＴＣ）、染色性、織物風合いを評価した結果を表１に示す。
【００２７】
［比較例２］
固有粘度が１．２４のポリトリメチレンテレフタレートのチップと、平均分子量１２万の
ポリ乳酸チップを用いる以外は実施例１と同じ方法で紡糸を行ったところ、紡糸調子が極
めて不良であり、充分な試料が得られなかった。このため、繊維物性等の評価は行わなか
った。
【００２８】
［比較例３］
ポリ乳酸チップの代わりに固有粘度０．５８のポリエチレンテレフタレートのチップを用
いる以外は実施例１と同じ方法で複合繊維を得た。得られた複合繊維の物性、全捲縮率（
ＴＣ）、染色性、織物風合いを評価した結果を表１に示す。
【００２９】
【表１】
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【００３０】
実施例１及び実施例２の複合繊維は、ともに大きな全捲縮率を有し、染色性も良好である
。また、織物風合い評価においても、優れたストレッチ性、ソフト感を有する。
【００３１】
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一方、比較例１の複合繊維は、全捲縮率の値が非常に小さいため、織物風合い評価におい
て、ストレッチ性が劣る結果となった。また、比較例３の複合繊維は大きな全捲縮率を有
するものの、染色性が充分でなく、織物風合い評価においてもソフト感が不足する結果と
なった。
【００３２】
【発明の効果】
本発明のポリエステル系複合繊維は高い捲縮性とソフトな性質、さらには、低い染色温度
でも優れた染色性を有する。このため、かかるポリエステル系複合繊維によれば、優れた
ストレッチ性、ソフトな風合いを有する、染色性が良好な布帛を得ることができ、極めて
有用である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るポリエステル系複合繊維の横断面形状を例示した模式図である。
【符号の説明】
Ｐ　ポリトリメチレンテレフタレート系成分
Ｎ　ポリ乳酸系成分

【図１】
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