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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）と、熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）および、下記（１）、
（２）およびその混合物から選択される化合物（Ｃ）を含有してなるポリマーアロイで構
成される合成繊維であって、脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）が島成分を形成し、熱可塑性
ポリアミド樹脂（Ｂ）が海成分を形成した海島構造をしており、島成分のドメインサイズ
が０.００１～３μｍであることを特徴とする合成繊維。
　（１）一分子中に２個以上の活性水素反応性基を含有する化合物
　（２）分子量４００～２０，０００のポリアルキレンエーテルグリコール
【請求項２】
脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）が結晶性の樹脂であり、融点が１５０～２３０℃であるこ
とを特徴とする請求項１記載の合成繊維。
【請求項３】
熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）が結晶性の樹脂であり、融点が１５０～２５０℃であるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２記載の合成繊維。
【請求項４】
脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）と熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）のブレンド比率（重量比
）が５／９５～５５／４５であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の合
成繊維。
【請求項５】
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化合物（Ｃ）が活性水素反応性基を有する化合物であり、該活性水素反応性基が、グリシ
ジル基及び／又はオキサゾリン基及び／又はカルボジイミド基及び／又は酸無水物のいず
れかおよび複数の反応基であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の合成
繊維。
【請求項６】
熱重量測定において、常温から昇温速度１０℃／分にて２５０℃まで昇温させたときの化
合物（Ｃ）の２００℃到達点の熱減量率が３％以下であることを特徴とする請求項１～５
のいずれか１項記載の合成繊維。
【請求項７】
脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）、熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）および化合物（Ｃ）の合
計量に対する化合物（Ｃ）の含有量が０．００５～５重量％であることを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項記載の合成繊維。
【請求項８】
請求項１～７のうち、いずれか１項記載の合成繊維を少なくとも一部に含むことを特徴と
する繊維構造体。
【請求項９】
繊維構造体が自動車内装用のカーペットであることを特徴とする請求項８記載の繊維構造
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脂肪族ポリエステル樹脂と熱可塑性ポリアミド樹脂とが均一にブレンドされ
、かつその界面接着性が極めて良好な合成繊維に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、地球的規模での環境に対する意識向上に伴い、自然環境の中で分解する繊維素材
の開発が切望されている。例えば、従来の汎用プラスチックは石油資源を主原料としてい
ることから、石油資源が将来枯渇すること、また石油資源の大量消費により生じる地球温
暖化が大きな問題として採り上げられている。
【０００３】
　このため近年では脂肪族ポリエステル等、様々なプラスチックや繊維の研究・開発が活
発化している。その中でも微生物により分解されるプラスチック、即ち生分解性プラスチ
ックを用いた繊維に注目が集まっている。
【０００４】
　また、二酸化炭素を大気中から取り込み成長する植物資源を原料とすることで、二酸化
炭素の循環により地球温暖化を抑制できることが期待できるとともに、資源枯渇の問題も
解決できる可能性がある。そのため、植物資源を出発点とするプラスチック、すなわちバ
イオマス利用のプラスチックに注目が集まっている。
【０００５】
　これまで、バイオマス利用の生分解性プラスチックは、力学特性や耐熱性が低いととも
に、製造コストが高いといった課題があり、汎用プラスチックとして使われることはなか
った。一方、近年では力学特性や耐熱性が比較的高く、製造コストの低い生分解性のプラ
スチックとして、でんぷんの発酵で得られる乳酸を原料としたポリ乳酸が脚光を浴びてい
る。
【０００６】
　ポリ乳酸に代表される脂肪族ポリエステル樹脂は、例えば手術用縫合糸として医療分野
で古くから用いられてきたが、最近は量産技術の向上により価格面においても他の汎用プ
ラスチックと競争できるまでになった。そのため、繊維としての商品開発も活発化してき
ている。
【０００７】
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　ポリ乳酸等の脂肪族ポリエステル繊維の開発は、生分解性を活かした農業資材や土木資
材等が先行しているが、それに続く大型の用途として衣料用途、カーテン、カーペット等
のインテリア用途、車両内装用途、産業資材用途への応用も期待されている。しかしなが
ら、衣料用途や産業資材用途に適応する場合には、脂肪族ポリエステル、特にポリ乳酸の
耐摩耗性の低さが大きな問題となる。例えば、ポリ乳酸繊維を衣料用途に用いた場合には
、擦過等により容易に色移りが生じたり、酷い場合には繊維がフィブリル化して白ぼけし
、皮膚に過度の刺激を与える等、実用上の耐久性に乏しいことがわかってきている。また
、自動車内装用、特に強い擦過を受けるカーペット等に用いた場合には、ポリ乳酸の毛倒
れが容易に生じるとともに、削れが起こり、酷い場合には穴が開くこともある。また、脂
肪族ポリエステル（特にポリ乳酸）は加水分解が生じやすいこともあり、上記の様なフィ
ブリル化や削れは経時的に酷くなる傾向にあり、製品寿命が短いといったことがわかって
きている。
【０００８】
　ポリ乳酸の耐摩耗性を改善する方法としては、例えば加水分解を抑制する方法が開示さ
れている（特許文献１および特許文献２）。特許文献１は、ポリ乳酸の水分率をできるだ
け抑制することで、繊維の製造工程での加水分解を抑制するものであり、特許文献２は、
モノカルボジイミド化合物を添加して耐加水分解性を向上させた繊維が開示されている。
しかしながら、いずれの繊維も経時的なポリ乳酸の脆化を抑制するという点では耐摩耗性
の低下は抑えられているものの、いずれもポリ乳酸の「フィブリル化しやすい」という特
性を変えるものではなく、初期の耐摩耗性は従来品となんら変わらないものであることが
判明した。
【０００９】
　また、耐摩耗性を大幅に改善する方法として、脂肪酸ビスアミド等の滑剤を添加して繊
維表面の摩擦係数を低下せしめることで、摩耗を抑制したポリ乳酸繊維が開示されている
（特許文献３～６参照）。しかしながら、これらの繊維は与えられる力が小さい場合には
有効であるが、例えば、カーペットの様に強い踏込力がかかる場合には、繊維間凝着を十
分に抑制することができないため、ポリ乳酸の破壊が生じてしまい、用途が限定されるも
のであった。
【００１０】
　また、ポリアミドと脂肪族ポリエステルとのブレンドにより、樹脂組成物の力学特性を
向上させる技術が開示されている（特許文献７）。特許文献７の方法によれば、ポリアミ
ドの補強効果により強度等の力学特性や耐熱性、耐摩耗性が向上するとあるが、該方法で
はポリアミドのブレンド比が５～４０％と少量成分であるために、脂肪族ポリエステルが
海成分を形成し、さらに脂肪族ポリエステルとポリアミドが非相溶であるため、これらの
相の界面の接着性が劣るため、外力により容易に界面で剥離し、フィブリル化して白ぼけ
し、摩耗速度も速いという問題があることが判明した。
【特許文献１】特開２０００－１３６４３５号公報（第４頁）
【特許文献２】特開２００１－２６１７９７号公報（第３頁）
【特許文献３】特開２００４－９１９６８号公報（第４～５頁）
【特許文献４】特開２００４－２０４４０６号公報（第４～５頁）
【特許文献５】特開２００４－２０４４０７号公報（第４～５頁）
【特許文献６】特開２００４－２７７９３１号公報（第５～６頁）
【特許文献７】特開２００３－２３８７７５号公報（第３頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決し、耐摩耗性に優れ、高品位の繊維構造体を与え得る合成繊
維および繊維構造体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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上記課題は、脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）と、熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）および、
下記（１）、（２）およびその混合物から選択される化合物（Ｃ）を含有してなるポリマ
ーアロイで構成される合成繊維であって、脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）が島成分を形成
し、熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）が海成分を形成した海島構造をしており、島成分のド
メインサイズが０.００１～３μｍであることを特徴とする合成繊維および該繊維を少な
くとも一部に含むことを特徴とする繊維構造体によって達成することができる。
　（１）一分子中に２個以上の活性水素反応性基を含有する化合物
　（２）分子量４００～２０，０００のポリアルキレンエーテルグリコール
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により耐摩耗性が格段に向上し、高品位の繊維構造体を与え得る、一般衣料用途
や産業資材用途に最適な合成繊維および繊維構造体を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明でいう脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）（以下「成分Ａ」と記す場合もある）とは
、脂肪族アルキル鎖がエステル結合で連結されたポリマーのことをいう。本発明で用いる
脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）としては結晶性であることが好ましく、融点が１５０～２
３０℃であることがより好ましい。また、本発明で用いる脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ）
の種類としては、例えばポリ乳酸、ポリヒドロキシブチレート、ポリブチレンサクシネー
ト、ポリグリコール酸、ポリカプロラクトン等が挙げられる。このうち、ポリ乳酸が最も
好ましい。
【００１５】
　上記ポリ乳酸は、－(Ｏ-ＣＨＣＨ３-ＣＯ)n－を繰り返し単位とするポリマーであり、
乳酸やラクチド等の乳酸のオリゴマーを重合したものをいう。乳酸にはＤ－乳酸とＬ－乳
酸の２種類の光学異性体が存在するため、その重合体もＤ体のみからなるポリ（Ｄ－乳酸
）とＬ体のみからなるポリ（Ｌ－乳酸）および両者からなるポリ乳酸がある。ポリ乳酸中
のＤ－乳酸、あるいはＬ－乳酸の光学純度は、それらが低くなるとともに結晶性が低下し
、融点降下が大きくなる。融点は繊維の耐熱性を維持するために１５０℃以上であること
が好ましいため、光学純度は９０％以上であることが好ましい。
【００１６】
　ただし、上記のように２種類の光学異性体のポリマーが単純に混合している系とは別に
、前記２種類の光学異性体のポリマーをブレンドして繊維に成形した後、１４０℃以上の
高温熱処理を施してラセミ結晶を形成させたステレオコンプレックスにすると、融点を２
２０～２３０℃まで高めることができ、好ましい。この場合、「成分Ａ」は、ポリ（Ｌ乳
酸）とポリ（Ｄ乳酸）の混合物を指し、そのブレンド比は４０／６０～６０／４０である
と、ステレオコンプレックス結晶の比率を高めることができ、最良である。
【００１７】
　また、ポリ乳酸中には低分子量残留物として残存ラクチドが存在するが、これら低分子
量残留物は、延伸や仮撚加工工程での加熱ヒーター汚れや染色加工工程での染め斑等の染
色異常を誘発する原因となる。また、繊維や繊維成型品の加水分解を促進し、耐久性を低
下させる。そのため、ポリ乳酸中の残存ラクチド量は好ましくは０．３重量％以下、より
好ましくは０．１重量％以下、さらに好ましくは０．０３重量％以下である。
【００１８】
　また、ポリ乳酸の性質を損なわない範囲で、乳酸以外の成分を共重合していてもよい。
共重合する成分としては、ポリエチレングリコールなどのポリアルキレンエーテルグリコ
ール、ポリブチレンサクシネートやポリグリコール酸などの脂肪族ポリエステル、ポリエ
チレンイソフタレートなどの芳香族ポリエステル、及びヒドロキシカルボン酸、ラクトン
、ジカルボン酸、ジオールなどのエステル結合形成性の単量体が挙げられる。この中でも
、熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）（以下「成分Ｂ」と記す場合もある）との相溶性がよい
ポリアルキレンエーテルグリコールが好ましい。このような共重合成分の共重合割合は融
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点降下による耐熱性低下を損なわない範囲で、ポリ乳酸に対して０．１～１０モル％であ
ることが好ましい。また、ポリ乳酸重合体の分子量は、耐摩耗性を高めるためには高い方
が好ましいが、分子量が高すぎると、溶融紡糸での成形性や延伸性が低下する傾向にある
。重量平均分子量は耐摩耗性を保持するために８万以上であることが好ましく、１０万以
上がより好ましい。さらに好ましくは１２万以上である。また、分子量が３５万を越える
と、前記したように延伸性が低下するため、結果として分子配向性が悪くなり繊維強度が
低下する。そのため、重量平均分子量は３５万以下が好ましく、３０万以下がより好まし
い。さらに好ましくは２５万以下である。上記重量平均分子量はゲルパーミエーションク
ロマトグラフィー（ＧＰＣ）で測定し、ポリスチレン換算で求めた値である。
【００１９】
　本発明の「成分Ａ」に好ましく用いられるポリ乳酸の製造方法は、特に限定されない。
具体的には、特開平６－６５３６０号公報に開示されている方法が挙げられる。すなわち
、乳酸を有機溶媒及び触媒の存在下、そのまま脱水縮合する直接脱水縮合法である。また
、特開平７－１７３２６６号公報に開示されている少なくとも２種類のホモポリマーを重
合触媒の存在下、共重合並びにエステル交換反応させる方法である。さらには、米国特許
第２,７０３,３１６号明細書に開示されている方法がある。すなわち、乳酸を一旦脱水し
、環状二量体とした後に、開環重合する間接重合法である。
【００２０】
　本発明で用いる熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）とは、アミド結合を有するポリマーのこ
とをいうが、本発明で用いる熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）の種類としては、例えばポリ
カプラミド（ナイロン６）やポリウンデカンアミド（ナイロン１１）、ポリドデカンアミ
ド（ナイロン１２）、ポリヘキサメチレンセバカミド（ナイロン６１０）等を挙げること
ができる。この中でも、成分Ａとの相溶性を高くするために、ポリアミドのメチレン鎖長
は長い方がよく、その点でナイロン１１やナイロン１２、ナイロン６１０が好ましい。ま
た、ポリアミドはホモポリマーであっても共重合ポリマーであってもよい。
【００２１】
　また、一般に脂肪族ポリエステルは、融点を有する場合、その融点は通常２００℃以下
であるなど、耐熱性が高いとはいえず、溶融貯留時２５０℃を越えると急激に物性が悪化
する傾向にあるため、ブレンドする熱可塑性ポリアミド樹脂（Ｂ）は、融点が１５０～２
５０℃であることが好ましい。熱可塑性ポリアミド樹脂の融点の上限は２２５℃以下であ
ることが好ましい。一方、繊維の耐熱性を考慮すると、ポリアミドの融点の下限は１５０
℃以上であることが好ましい。該熱可塑性ポリアミド樹脂は前記したように、共重合ポリ
マーであってもよいが、結晶性が低下すると耐摩耗性も低下する傾向にあるため、結晶性
であることが好ましい。
【００２２】
　なお、本発明において結晶性の有無は、示差走査熱量計(ＤＳＣ)測定において融解ピー
クを観測できれば、そのポリマーが結晶性であると判断できる。
【００２３】
　本発明の成分Ａと成分Ｂとのブレンド比率は特に限定されないが、成分Ａを島成分、成
分Ｂを海成分とする海島構造とするポリマーアロイにするためには、成分Ａ／成分Ｂのブ
レンド比率（重量％）を５／９５～５５／４５の範囲とすることが好ましい。また、成分
Ａの比率を高める場合には成分Ａの溶融粘度ηａを高くすればよく、成分Ｂの比率を高く
する場合には成分Ｂの溶融粘度ηｂを高くすればよい。本発明においては、成分Ａを島成
分、成分Ｂを海成分にすることが必要である。そのため、成分Ａと成分Ｂのブレンド比率
は成分Ｂの比率を高めるほど容易になることから、より好ましくは７／９３～４５／５５
、さらに好ましくは１０／９０～４０／６０、最も好ましくは１５／８５～３０／７０で
ある。また、溶融粘度の比（ηｂ／ηａ）は０．１～２．０の範囲にすることが好ましい
。より好ましくは０．１５～１．５、さらに好ましくは０．２～１．０である。なお、溶
融粘度ηの測定方法は詳細後述するが、測定温度２４０℃、剪断速度１２１６ｓｅｃ－１

で測定したときの溶融粘度である。



(6) JP 4661266 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

【００２４】
　本発明において、成分Ａと成分Ｂが均一にブレンドされていることが重要であるが、こ
こで、均一にブレンドされているとは以下の状態をいうものである。すなわち、該合成繊
維の横断面スライスを透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）（４万倍）により観察すると、いわゆ
る海島構造を採っており、しかも島成分を構成する成分Ａのドメインサイズが直径換算（
ドメインを円と仮定し、ドメインの面積から換算される直径）で０.００１～３μｍまで
小さくなっている状態をいうものである。島成分のドメインサイズを前記範囲とすること
で、繊維の耐摩耗性を飛躍的に向上させることができる。なお、海成分を構成する成分Ｂ
との接着性は、ドメインサイズが小さいほど界面での応力集中が分散されるため向上する
が、一方、ドメインサイズがある一定以下のサイズになると初期摩耗性が低下する傾向に
ある。そのため、島ドメインのサイズは０．００５～１．５μｍが好ましく、０．０１～
１．０μｍがより好ましい。さらに好ましくは０．０２～０．５μｍである。なお、本発
明での上記ドメインサイズとは、実施例項のＧ項にて後述するように合成繊維（ポリマー
アロイ繊維）１試料あたり１００個のドメインについて計測したときのドメインの分布範
囲が上記の範囲にあることをいう。
【００２５】
　また、本発明の合成繊維を構成する素材はポリマーアロイであるため、１分子鎖中に脂
肪族ポリエステルブロックとポリアミドブロックが交互に存在するブロック共重合体とは
異なり、脂肪族ポリエステル分子鎖（成分Ａ）と、ポリアミド分子鎖（成分Ｂ）は実質的
に独立に存在していることが重要である。この状態の違いは、配合前後の熱可塑性ポリア
ミド樹脂の融点降下、すなわちポリマーアロイ中の熱可塑性ポリアミド樹脂由来の融点が
配合前の熱可塑性ポリアミド樹脂の融点からどの程度降下したかを観測することにより見
積もることができる。熱可塑性ポリアミド樹脂の融点降下が３℃以下であれば、脂肪族ポ
リエステルとポリアミドはほとんど共重合されておらず（エステル－アミド交換がほとん
ど起こっておらず）、実質的に脂肪族ポリエステル分子鎖とポリアミド分子鎖は独立に存
在するポリマーアロイの状態である。また、繊維表層は実質的に海成分である熱可塑性ポ
リアミド樹脂であるため、前記の熱可塑性ポリアミド樹脂が本来有する特性が反映され、
耐摩耗性が飛躍的に向上するのである。したがって、本発明では配合されたポリアミドの
融点降下は２℃以下であることが好ましい。
【００２６】
本発明の合成繊維は、前記したように脂肪族ポリエステル樹脂と、熱可塑性ポリアミド樹
脂を含むポリマーアロイで構成される合成繊維であり、脂肪族ポリエステル樹脂が島成分
を、熱可塑性ポリアミド樹脂が海成分を形成した海島構造を形成している。また、島成分
のドメインサイズを制御することで、耐摩耗性を飛躍的に向上させるものである。ここで
、前述した様に脂肪族ポリエステルとポリアミドは通常ほとんど反応しない（エステル－
アミド交換がほとんど起こらない）ため、前記２者のポリマーの界面接着性はそのままで
はそれほど高くはない。そこで、本発明の合成繊維はさらに化合物（Ｃ）（以下「成分Ｃ
」と記す場合もある）を添加して界面接着性を飛躍的に向上させることで、耐摩耗性を向
上させるものである。成分Ｃは、成分Ａと成分Ｂとの界面接着性を向上させるものであれ
ば特に限定されるものではないが、一分子中に２個以上の活性水素反応性基を有する化合
物であると、界面接着性を飛躍的に向上でき、好ましい。一分子中に２個以上の活性水素
反応性基を有する化合物を成分Ａ及び／又は成分Ｂに添加して溶融ブレンドして紡糸を行
うことで、該化合物が成分Ａと成分Ｂのいずれの成分とも反応して架橋構造をとるため、
界面剥離を抑制できるのである。
【００２７】
ここで、活性水素反応性基とは、ポリ乳酸樹脂や熱可塑性ポリアミド樹脂の末端に存在す
るＣＯＯＨ末端基やＯＨ末端基、ＮＨ２末端基との反応性を有するもので、例えばグリシ
ジル基、オキサゾリン基、カルボジイミド基、アジリジン基、イミド基、イソシアナート
基、無水マレイン酸基などが好ましく用いられる。また、本発明の合成繊維の製法である
溶融紡糸では２５０℃以下と比較的低温で成形を行うため、低温反応性に優れたものが選
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択される。上記反応性基の中でもグリシジル基、オキサゾリン基、カルボジイミド基、酸
無水物基（無水マレイン酸から生成する基(無水マレイン酸基と記す場合もある)等）が好
ましく用いられ、特にグリシジル基やカルボジイミド基が好ましく用いられる。上記反応
性基は２個以上であれば役割を満たすことができる。一方、一分子中に２０個を越えて反
応性基を有すると、紡糸時に過度に増粘して曳糸性が低下する傾向にあるので、一分子中
の活性水素反応性基の数は２個以上、２０個以下が好ましい。より好ましくは１０個以下
、さらに好ましくは３個以下である。また、一分子中の反応性基の種類は複数のものを含
んでいても構わない。また、上記した活性水素反応性基を２個以上有する化合物は、重量
平均分子量で２５０～３０，０００の分子量を持つものであると、溶融成形時の耐熱性、
分散性に優れるため好ましい。より好ましくは２５０～２０，０００である。
【００２８】
　また、これらの反応性基を有する化合物として、重合体の主鎖に反応性基を有する側鎖
をグラフト共重合した共重合体であると、１分子の中に多数の官能基を導入することが可
能となる事に加え、一般に融点等の熱的性質も安定となるため好ましい。この反応性基が
グラフトされる主鎖となる重合体は任意に選択することが可能であるが、合成のし易さか
らポリエステル系重合体、ポリアクリレート、ポリメチルメタアクリレート、ポリ（アル
キル）メタアクリレートなどのアクリレート系重合体、ポリスチレン系重合体、ポリオレ
フィン系重合体などの群から適宜選択することができる。
【００２９】
　本発明に用いることのできる成分Ｃのうち、グリシジル基を有する化合物としては、例
えばグリシジル基を持つ化合物をモノマー単位とした重合体や、主鎖となる重合体に対し
てグリシジル基がグラフト共重合されている化合物、更にはポリエーテルユニットの末端
にグリシジル基を有するものが挙げられる。上述したグリシジル基を持つモノマー単位と
しては、グリシジルアクリレート、グリシジルメタアクリレートなどが挙げられる。また
、これらモノマー単位の他に、長鎖アルキルアクリレートなどを共重合して、グリシジル
基の反応性を制御することもできる。また、グリシジル基を持つ化合物をモノマー単位と
した重合体や、主鎖となる重合体の平均分子量は２５０～３０，０００の範囲であると高
濃度添加を行った際の溶融粘度の上昇を抑制することができ好ましい。重量平均分子量は
２５０～２０，０００の範囲であるとより好ましい。また、この他、トリアジン環にグリ
シジルユニットを２個以上有する化合物も耐熱性が高いため好ましい。例えば、トリグリ
シジルイソシアヌレート（ＴＧＩＣ）、モノアリルジグリシジルイソシアヌレート（ＭＡ
ＤＧＩＣ）等が好ましく用いられる。
【００３０】
　また、オキサゾリン基、カルボジイミド基、アジリジン基、イミド基、イソシアナート
基、無水マレイン酸基についても同様である。上記の中でも、カルボジイミド基を有する
ものが極めて低温反応性に優れており、より好ましい。例えば、カルボジイミド化合物の
例としては、ジフェニルカルボジイミド、ジ－シクロヘキシルカルボジイミド、ジ－２，
６－ジメチルフェニルカルボジイミド、ジイソプロピルカルボジイミド、ジオクチルデシ
ルカルボジイミド、ジ－ｏ－トルイルカルボジイミド、ジ－ｐ－トルイルカルボジイミド
、ジ－ｐ－ニトロフェニルカルボジイミド、ジ－ｐ－アミノフェニルカルボジイミド、ジ
－ｐ－ヒドロキシフェニルカルボジイミド、ジ－ｐ－クロルフェニルカルボジイミド、ジ
－ｏ－クロルフェニルカルボジイミド、ジ－３，４－ジクロルフェニルカルボジイミド、
ジ－２，５－ジクロルフェニルカルボジイミド、ｐ－フェニレン－ビス－ｏ－トルイルカ
ルボジイミド、ｐ－フェニレン－ビス－ジシクロヘキシルカルボジイミド、ｐ－フェニレ
ン－ビス－ジ－ｐ－クロルフェニルカルボジイミド、２，６，２′，６′－テトライソプ
ロピルジフェニルカルボジイミド、ヘキサメチレン－ビス－シクロヘキシルカルボジイミ
ド、エチレン－ビス－ジフェニルカルボジイミド、エチレン－ビス－ジ－シクロヘキシル
カルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｏ－トリイルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジフェニルカ
ルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジオクチルデシルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－２，６－ジ
メチルフェニルカルボジイミド、Ｎ－トリイル－Ｎ´－シクロヘキシルカルボジイミド、
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Ｎ，Ｎ´－ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－２，６
－ジ－tert －ブチルフェニルカルボジイミド、Ｎ－トルイル－Ｎ´－フェニルカルボジ
イミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－ニトロフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－アミノ
フェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－ヒドロキシフェニルカルボジイミド、Ｎ，
Ｎ´－ジ－シクロヘキシルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－トルイルカルボジイミド
、Ｎ，Ｎ′－ベンジルカルボジイミド、Ｎ－オクタデシル－Ｎ′－フェニルカルボジイミ
ド、Ｎ－ベンジル－Ｎ′－フェニルカルボジイミド、Ｎ－オクタデシル－Ｎ′－トリルカ
ルボジイミド、Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ′－トリルカルボジイミド、Ｎ－フェニル－Ｎ′
－トリルカルボジイミド、Ｎ－ベンジル－Ｎ′－トリルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－
ｏ－エチルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｐ－エチルフェニルカルボジイミド
、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｏ－イソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｐ－イソプ
ロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｏ－イソブチルフェニルカルボジイミド
、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｐ－イソブチルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２，６－ジエ
チルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２－エチル－６－イソプロピルフェニルカ
ルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２－イソブチル－６－イソプロピルフェニルカルボジイミ
ド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２，４，６－トリメチルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２
，４，６－トリイソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２，４，６－トリ
イソブチルフェニルカルボジイミドなどのモノ又はジカルボジイミド化合物、ポリ（１，
６－ヘキサメチレンカルボジイミド）、ポリ（４，４′－メチレンビスシクロヘキシルカ
ルボジイミド）、ポリ（１，３－シクロヘキシレンカルボジイミド）、ポリ（１，４－シ
クロヘキシレンカルボジイミド）、ポリ（４，４′－ジフェニルメタンカルボジイミド）
、ポリ（３，３′－ジメチル－４，４′－ジフェニルメタンカルボジイミド）、ポリ（ナ
フチレンカルボジイミド）、ポリ（ｐ－フェニレンカルボジイミド）、ポリ（ｍ－フェニ
レンカルボジイミド）、ポリ（トリルカルボジイミド）、ポリ（ジイソプロピルカルボジ
イミド）、ポリ（メチル－ジイソプロピルフェニレンカルボジイミド）、ポリ（トリエチ
ルフェニレンカルボジイミド）、ポリ（トリイソプロピルフェニレンカルボジイミド）な
どのポリカルボジイミドなどが挙げられる。中でもＮ，Ｎ´－ジ－２，６－ジイソプロピ
ルフェニルカルボジイミド、２，６，２′，６′－テトライソプロピルジフェニルカルボ
ジイミドの重合体が好ましい。
【００３１】
　また、２個以上の活性水素反応性基は同じ反応性基であっても、異なるものであっても
よいが、反応性を制御するためには同じ反応性基であることが好ましい。
【００３２】
　また、成分Ｃとして用いる化合物には、上記の活性水素反応性基を有するものの他に、
ポリアルキレンエーテルグリコールが特異的に耐摩耗性を向上させるので好ましい。該化
合物としては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリブチ
レングリコール等が挙げられるが、中でも耐熱性、分散性、価格の点で分子量４００～２
０，０００のポリエチレングリコールが好ましい。より好ましくは分子量６００～６，０
００のポリエチレングリコールである。また、該化合物の両末端をグリシジル基に変性し
たものであれば、より好ましい。また、前記の活性水素反応性基を２個以上有する化合物
と併用することも好ましい。
【００３３】
　また、成分Ｃとして用いる化合物は、本発明の合成繊維を製造する上で２００～２５０
℃にて繊維に溶融成形されるのが通常であるため、それに耐え得る高い耐熱性が要求され
る。そのため、熱重量（ＴＧ）測定による２００℃到達点の熱減量率が３％以下であるこ
とが好ましい。熱減量率が３％を越えると、紡糸時に熱分解物がブリードアウトして紡糸
口金や紡糸装置を汚すために紡糸性が低下するとともに、熱分解ガスの発煙により、作業
環境を悪化させる傾向にある点が問題となる。より好ましくは熱減量率２％以下、さらに
好ましくは１％以下である。なお、２００℃熱減量率は熱重量（ＴＧ）測定にて窒素雰囲
気下、常温（１０～３０℃）から１０℃／分の速度で３００℃まで昇温し、２００℃時点
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での減量率を求めたものである。
【００３４】
　成分Ｃの添加量は、使用する化合物の反応性基の単位重量当たりの当量、溶融時の分散
性や反応性、島成分のドメインの大きさ、成分Ａと成分Ｂのブレンド比により適宜決める
ことができる。界面剥離抑制の点では成分Ａ、成分Ｂおよび成分Ｃの合計量（１００重量
％）に対し、０．００５重量％以上とすることが好ましい。より好ましくは０．０２重量
％以上、さらに好ましくは０．１重量％以上である。成分Ｃの添加量が少なすぎると、２
成分間の界面への拡散、反応量が少なく、界面接着性の向上効果が限定的となる。一方、
成分Ｃが繊維の基材となる成分Ａおよび成分Ｂの特性や、製糸性を阻害することなく性能
を発揮させるためには、成分Ｃの添加量は５重量％以下が好ましく、３重量％以下がより
好ましい。さらに好ましくは１重量％以下である。
【００３５】
　上記のごとく、成分Ｃを添加することで、脂肪族ポリエステルの末端カルボキシル基を
封鎖でき、脂肪族ポリエステルの耐加水分解性を高めることができる。自己触媒作用を有
する末端カルボキシル基の濃度は低い方がよく、脂肪族ポリエステル中のトータルカルボ
キシル末端基濃度は、好ましくは１５当量／ｔｏｎ以下であり、より好ましくは１０当量
／ｔｏｎ以下、さらに好ましくは０～７当量／ｔｏｎである。
【００３６】
　さらに、上記反応性基を有する化合物の反応を促進する目的で、カルボン酸の金属塩、
特に金属をアルカリ金属、アルカリ土類金属とした触媒を添加すると、反応効率を高める
ことができ好ましい。その中でも、乳酸ナトリウム、乳酸カルシウム、乳酸マグネシウム
などの乳酸をベースとした触媒を用いることが好ましい。その他、触媒添加による樹脂の
耐熱性低下を防止する目的で、ステアリン酸金属塩などの比較的分子量の大きな触媒を単
独または併用することもできる。なお、該触媒の添加量は、分散性、反応性を制御する上
で、合成繊維に対して５～２０００ｐｐｍ添加することが好ましい。より好ましくは１０
～１０００ｐｐｍ、さらに好ましくは２０～５００ｐｐｍである。
【００３７】
　本発明の合成繊維は、工程通過性や製品の力学的強度を高く保つために強度は１.０ｃ
Ｎ／ｄｔｅｘ以上であることが好ましく、２．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上がより好ましい。さ
らに好ましくは３．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である。このような強度を有する合成繊維は後
述する溶融紡糸法および延伸法により製造することが可能である。
また、伸度は１５～７０％であると、繊維製品にする際の工程通過性が良好であり好まし
い。このような伸度を有する合成繊維は後述する溶融紡糸法および延伸法法により製造す
ることが可能である。
【００３８】
　また、繊維の沸騰水収縮率は０～２０％であれば繊維および繊維製品の寸法安定性が良
好であり好ましい。また、従来の脂肪族ポリエステルとポリアミドとのポリマーアロイ繊
維（合成繊維）は、溶融紡糸での細化変形過程で太細が出やすく、糸斑等の品質に問題が
あったが、本発明の繊維は２成分が均一に分散され、繊維形成性に優れているために糸斑
も小さい。本発明の繊維は工程通過性や染色後の染め斑を抑制するために糸斑（ウスター
）（Ｕ％）（Normal）は２．０％以下が好ましく、１．０％以下がより好ましい。さらに
好ましくは０．５％以下である。
【００３９】
　本発明の繊維の断面形状は丸断面、中空断面、多孔中空断面、三葉断面等の多葉断面、
扁平断面、Ｗ断面、Ｘ断面その他の異形断面についても自由に選択することが可能である
。また、繊維の形態は、長繊維、短繊維等特に制限は無く、長繊維の場合はマルチフィラ
メントであってもモノフィラメントでもよい。
【００４０】
　また、本発明の繊維の繊維を繊維構造体として用いる場合には、織物、編物、不織布、
パイル、綿等に適用でき、他の繊維を含んでいてもよい。例えば、天然繊維、再生繊維、
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半合成繊維、合成繊維との引き揃え、撚糸、混繊であってもよい。他の繊維としては、木
綿、麻、羊毛、絹などの天然繊維や、レーヨン、キュプラなどの再生繊維、アセテートな
どの半合成繊維、ナイロン、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレン
テレフタレート等）、ポリアクリロニトルおよびポリ塩化ビニルなどの合成繊維などが適
用できる。
【００４１】
　また、本発明の繊維を用いた繊維構造体の用途としては、耐摩耗性が要求される衣料、
例えばアウトドアウェアやゴルフウェア、アスレチックウェア、スキーウェア、スノーボ
ードウェア及びそれらのパンツ等のスポーツウェア、ブルゾン等のカジュアルウェア、コ
ート、防寒服およびレインウェア等の婦人・紳士用アウターがある。また、長時間使用に
よる耐久性や湿老化特性に優れたものが要求される用途として、ユニフォーム、掛布団や
敷布団、肌掛け布団、こたつ布団、座布団、ベビー布団、毛布等の布団類や枕、クッショ
ン等の側地やカバー、マットレスやベッドパッド、病院用、医療用、ホテル用およびベビ
ー用のシーツ等、さらには寝袋、揺りかごおよびベビーカー等のカバー等の寝装資材用途
があり、これらにも好ましく用いることができる。また、自動車用の内装資材にも好適に
用いることができ、その中でも、高い耐摩耗性と湿老化特性が要求される自動車用カーペ
ットに用いることが最適である。なお、これら用途に限定されるものではなく、例えば農
業用の防草シートや建築資材用の防水シート等に用いてもよい。
【００４２】
　本発明の繊維の製造方法は特に限定されるものではないが、例えば以下の様な方法を採
用することができる。
【００４３】
すなわち、ポリＬ乳酸などの脂肪族ポリエステル樹脂（成分Ａ）とナイロン６などの熱可
塑性ポリアミド樹脂（成分Ｂ）およびポリカルボジイミドなどの成分Ｃを別々に計量しな
がら２３０～２４０℃で２軸押出混練機を用いて混練し、ポリマーアロイを製造する（な
お、本発明で用いるポリマーアロイにはさらに改質剤として粒子、結晶核剤、難燃剤、可
塑剤、帯電防止剤、抗酸化剤や紫外線吸収剤等の添加物や特許文献３に記載の滑剤等を含
有せしめてもよく、その配合方法にも特に制限はなく、成分Ａ～Ｃを予備混合して、もし
くはしないで上記２軸押出混練機に供給して溶融混練してもよいし、成分Ａ、または成分
Ｂあるいは成分Ａ、Ｂそれぞれに予め配合しておいてもよい。）。このとき、島ドメイン
サイズを制御する方法としては前記２成分（脂肪族ポリエステル樹脂と熱可塑性ポリアミ
ド樹脂）の溶融粘度の比とブレンド比、選定する成分Ｃと添加量を前記した範囲で調整し
、剪断速度２００～２０，０００sec-1、滞留時間０．５～３０分の範囲で混練すること
で制御できる。島ドメインサイズを小さくする方法としては、上記範囲で混練温度が低い
方がよく、剪断速度が高い方がよく、滞留時間が短い方がよい。この得られたポリマーブ
レンド樹脂を、さらに溶融紡糸法により繊維化するが、この場合も島ドメイン（成分Ａ）
の再凝集を抑制するために、ハイメッシュの濾層（＃１００～＃２００）やポーラスメタ
ル、濾過径の小さい不織布フィルター（濾過径５～３０μｍ）、パック内ブレンドミキサ
ー（スタティックミキサーやハイミキサー）を組み込む等の工夫が必要である。
【００４４】
　さらに脂肪族ポリエステルとポリアミドとのポリマーブレンド物は非相溶系であり、溶
融体は弾性項の強い挙動を示すため、紡出後にバラスと呼ばれる膨らみが発生し、細化・
変形を不安定にさせる傾向がある。これを抑制する方法としては、紡糸温度を高くして伸
長粘度を下げたり、紡糸口金の吐出孔径を大きくし、吐出線速度（吐出孔の最終絞り部の
ポリマー流速）を低下せしめたり、吐出孔長と孔径の比であるＬ／Ｄを長くする方法、吐
出糸条を急冷する方法等が有効である。紡糸温度は成分Ｂ（ポリアミド）の融点により決
めることができ、最適な範囲は成分Ｂの融点Ｔｍｂ＋１０℃～Ｔｍｂ＋４０℃（例えば、
成分Ｂの融点Ｔｍｂが２００℃の場合は２１０～２４０℃）である。また、前記吐出糸条
のバラスによる膨らみを抑制し、細化・変形を安定させるための吐出線速度は好ましくは
１～２０ｍ／分であり、より好ましくは２～１５ｍ／分、さらに好ましくは３～１２ｍ／
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分である。また、Ｌ／Ｄは好ましくは０．６～１０であり、より好ましくは０．８～７で
あり、さらに好ましくは１～５である。また、冷却開始位置は口金面からの距離が０．０
１～０．２ｍであることが好ましく、０．０１５～０．１５ｍがより好ましい。さらに好
ましくは０．０２～０．１ｍである。また、紡糸速度の最適値は成分Ａと成分Ｂとの溶融
粘度の比、およびブレンド比により異なるが、大凡５００～５，０００ｍ／分とすること
が好ましい。また、本発明の繊維は未延伸繊維の状態で放置すると配向緩和が生じやすく
、未延伸パッケージ間で延伸するまでの時間差があると、容易に繊維の強伸度特性や熱収
縮特性がばらつく。そのため、１工程で紡糸と延伸を行う直接紡糸延伸法を採用すること
が好ましい。延伸温度や熱セット温度は成分Ａ及び成分Ｂのガラス転移点や融点により決
めることができ、延伸温度は２０～８０℃、熱セット温度はＴｍｂ－２０℃～Ｔｍｂ－１
５０℃で実施することができる。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明を実施例を用いて詳細に説明する。なお、実施例中の測定方法は以下の方
法を用いた。
【００４６】
　Ａ.脂肪族ポリエステルの重量平均分子量
　試料（脂肪族ポリエステルポリマー）のクロロホルム溶液にテトラヒドロフランを混合
し測定溶液とした。これをゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）で測定し
、ポリスチレン換算で重量平均分子量を求めた。
【００４７】
　Ｂ．ポリ乳酸の残存ラクチド量
　試料（ポリ乳酸ポリマー）１ｇをジクロロメタン２０ｍｌに溶解し、この溶液にアセト
ン５ｍｌを添加した。さらにシクロヘキサンで定容して析出させ、島津社製ＧＣ１７Ａを
用いて液体クロマトグラフにより分析し、絶対検量線にてラクチド量を求めた。
【００４８】
　Ｃ．カルボキシル基末端濃度
　精秤した試料（下記方法で抽出した脂肪族ポリエステルポリマー）をｏ－クレゾール（
水分５％）に溶解し、この溶液にジクロロメタンを適量添加した後、０．０２規定のＫＯ
Ｈメタノール溶液にて滴定することにより求めた。この時、乳酸の環状２量体であるラク
チド等のオリゴマーが加水分解し、カルボキシル基末端を生じるため、ポリマーのカルボ
キシル基末端およびモノマー由来のカルボキシル基末端、オリゴマー由来のカルボキシル
基末端の全てを合計したカルボキシル基末端濃度が求まる。なお、ポリマーアロイ繊維（
合成繊維）から脂肪族ポリエステルを抽出する方法は特に限定されないが、本発明におい
てはクロロホルムやジクロロメタンを用いて脂肪族ポリエステルを溶解、濾過してポリア
ミドを取り除き、濾過液を乾化させて抽出している。
【００４９】
　Ｄ.熱可塑性ポリアミドの相対粘度および固有粘度
　ナイロン６の相対粘度は、０.０１ｇ／ｍＬの９８％硫酸溶液を調製し２５℃で測定し
た。
　ナイロン１１の固有粘度は０.５重量％のメタクレゾール溶液を調整し２０℃で測定し
た。
【００５０】
　Ｅ．ポリマーの融点
　パーキンエルマー社製示差走査型熱量計ＤＳＣ－７型を用い、試料２０ｍｇを昇温速度
１６℃／分にて測定して得た融解吸熱曲線の極値を与える温度を融点（℃）とした。
【００５１】
　Ｆ．溶融粘度η
　東洋精機（株）社製キャピログラフ１Ｂを用い、チッソ雰囲気下において温度２４０℃
、剪断速度１２１６ｓｅｃ－１で脂肪族ポリエステル樹脂および熱可塑性ポリアミド樹脂
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それぞれの溶融粘度の測定をした。測定は３回行い平均値を溶融粘度とした。
【００５２】
　Ｇ．合成繊維中の島ドメインのサイズ
　ポリマーアロイ繊維（合成繊維）の繊維軸と垂直の方向に超薄切片を切り出し、該切片
のポリアミド成分をリンタングステン酸にて金属染色し、４万倍の透過型電子顕微鏡(Ｔ
ＥＭ)にてブレンド状態を観察・撮影した。この撮影画像を三谷商事（株）の画像解析ソ
フト「ＷｉｎＲＯＯＦ」を用い、島ドメイン（非染色部）のサイズとしてドメインを円と
仮定し、ドメインの面積から換算される直径（直径換算）（２ｒ）をドメインサイズとし
た。なお、測定するドメイン数は１試料あたり１００個とし、その分布を島成分のドメイ
ンサイズ（島ドメインサイズ）とした。
　　　ＴＥＭ装置：日立社製Ｈ－７１００ＦＡ型
　　　条　件　　：加速電圧　１００ｋＶ
【００５３】
　Ｈ．成分Ｃの熱減量率
　ＳＩＩ社製ＥＸＳＴＡＲ６０００シリーズのＴＧ／ＤＴＡ６２００を用い、試料（成分
Ｃ）約１０ｍｇを秤量し、昇温速度１０℃／分にて測定した熱減量曲線の２００±０．５
℃点の減量率を求めた。
【００５４】
　Ｉ．強度および伸度
　試料（ポリマーアロイ繊維（合成繊維））をオリエンテック（株）社製テンシロン（TE
NSILON）UCT-100でＪＩＳ　Ｌ１０１３（化学繊維フィラメント糸試験方法、１９９８年
）に示される定速伸長条件で測定した。なお、破断伸度はＳ－Ｓ曲線における最大強力を
示した点の伸びから求めた。
【００５５】
　Ｊ．沸騰水収縮率（沸収）
　試料（ポリマーアロイ繊維（合成繊維））を沸騰水に１５分間浸積し、浸積前後の寸法
変化から次式により求めた。
　　沸騰水収縮率(％)＝[(Ｌ0－Ｌ1)／Ｌ0]×１００
　　Ｌ0：試料をかせ取りし、初荷重０．０８８ｃＮ／ｄｔｅｘ下で測定したかせ長。
　　Ｌ1：Ｌ0を測定したかせを荷重フリーの状態で沸騰水処理し、風乾後、初荷重０．０
８８ｃＮ／ｄｔｅｘ下で測定されるかせ長。
【００５６】
　Ｋ．糸斑Ｕ％
　合成繊維（ポリマーアロイ繊維）を試料とし、Ｚellweger uster社製ＵＴ４－ＣＸ／Ｍ
を用い、糸速度：２００ｍ／分、測定時間：１分間でＵ％（Normal）を測定した。
【００５７】
　Ｌ．断面異形度
　合成繊維（ポリマーアロイ繊維）の糸の断面を切り出し、単繊維横断面の外接円の直径
Ｄと、単糸横断面の内接円の直径ｄから次式により求めた。
　　異形度＝Ｄ／ｄ
【００５８】
　Ｍ．耐摩耗性評価
　安藤鉄工所製のトワイン摩耗試験機を用い、Ｐ６００番サンドペーパーをローラーに巻
き付け、以下の条件にてローラーを回転させて糸切断までのローラー回転数を測定した。
　　回転体直径　　：　４０ｍｍ
　　糸の接触長　　：１１０ｍｍ
　　ローラー回転数：２００ｒｐｍ
　　測定荷重　　　：０．４ｃＮ／ｄｔｅｘ
【００５９】
　Ｎ．アイロン耐熱性



(13) JP 4661266 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

　試料からなる布帛を、三洋電機（株）社製のスチームアイロンＡ－１Ｆを用い、アイロ
ン表面温度が１７０℃の温度に達したら布帛にアイロン自重（面圧約８ｇ／ｃｍ２）で１
０秒間プレスし、プレス後の外観変化を評価した。
【００６０】
　「変化なし」が「◎」、「若干のアタリ有」が「○」、「明確なアタリ有」が「△」、
「繊維間で部分的に融着が発生」が「×」、「溶融による穴あき」が「××」とした。
【００６１】
　［製造例１］（ポリ乳酸の製造）
　光学純度９９．５％のＬ乳酸から製造したラクチドを、ビス（２－エチルヘキサノエー
ト）スズ触媒（ラクチド対触媒モル比＝１００００：１）存在させてチッソ雰囲気下１８
０℃で２２０分間重合を行いポリ乳酸Ｐ１を得た。得られたポリ乳酸の重量平均分子量は
２１．２万であった。また、残留しているラクチド量は０．１２重量％であった。
【００６２】
　［製造例２］（ＭＡＤＧＩＣを１０重量％含有したポリ乳酸の製造）
　Ｐ１と四国化成（株）製モノアリルジグリシジルイソシアヌル酸（以下、ＭＡＤＧＩＣ
と称する）を乾燥した後、Ｐ１：ＭＡＤＧＩＣ＝９０：１０（重量比）となるように２軸
混練押出機に供給し、シリンダー温度２００℃で混練してＭＡＤＧＩＣを１０重量％含有
したポリ乳酸Ｐ２を得た。得られたポリ乳酸の残留ラクチド量は０．１５重量％であった
。
【００６３】
　［製造例３］（ポリカルボジイミドを１０重量％含有したポリ乳酸の製造）
　Ｐ１と日清紡（株）製ポリカルボジイミド“ＬＡ－１”を乾燥した後、Ｐ１：ＬＡ－１
＝９０：１０（重量比）となるように２軸混練押出機に供給し、シリンダー温度２００℃
で混練してＬＡ－１を１０重量％含有したポリ乳酸Ｐ３を得た。得られたポリ乳酸の残留
ラクチド量は０．１５重量％であった。
【００６４】
　［製造例４］（ＰＥＧ１０００を１０重量％含有したポリ乳酸の製造）
　Ｐ１と三洋化成（株）ＰＥＧ１０００を乾燥した後、Ｐ１：ＰＥＧ＝９０：１０（重量
比）となるように２軸混練押出機に供給し、シリンダー温度２００℃で混練してＰＥＧ１
０００を１０重量％含有したポリ乳酸Ｐ４を得た。得られたポリ乳酸の残留ラクチド量は
０．１５重量％であった。
【００６５】
　［製造例５］（ポリ乳酸の製造）
　光学純度９９．５％のＬ乳酸から製造したラクチドを、ビス（２－エチルヘキサノエー
ト）スズ触媒（ラクチド対触媒モル比＝１００００：１）存在させてチッソ雰囲気下１８
０℃で１５０分間重合を行いポリ乳酸Ｐ５を得た。得られたポリ乳酸の重量平均分子量は
１５万であった。また、残留しているラクチド量は０．１０重量％であった。
【００６６】
　実施例１
　ポリ乳酸Ｐ１（融点１７２℃）、成分Ｂとして硫酸相対粘度２．１５のナイロン６（融
点２２５℃）を、さらにＰ３（ＭＡＤＧＩＣ：１０重量％）をそれぞれ乾燥して水分率を
５０～１００ｐｐｍに調整し、ブレンド比Ｐ１／成分Ｂ／Ｐ２＝２７／７０／３（成分Ａ
と成分Ｂの合計量に対する成分Ｃの濃度：０．３重量％、成分A/成分B(ブレンド比率)=２
９．８／７０．２、（ブレンド比率は繊維を構成する樹脂組成物中の成分Aと成分Bとの比
である。すなわち成分ＡにはＰ１およびＰ３中のポリ乳酸成分を含む。以下の実施例も同
じ）でチップブレンドし、図１に示す２軸混練機を備えた紡糸装置の紡糸ホッパー１に仕
込み、２軸押出混練機２に導き、紡糸ブロック３にて溶融ポリマーを計量・排出し、内蔵
された紡糸パック４に溶融ポリマーを導き、紡糸口金５から紡出した。このとき、口金下
１０ｃｍの位置にモノマー吸引装置６を設置し、昇華するモノマー及びオリゴマーを取り
除きつつ、ユニフロー冷却装置７で糸条８を冷却固化し、給油装置９により給油した。さ
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らに第１引取ロール１０で引き取った後、第２引取ロール１１を介して巻取機１２で巻き
取り１６８デシテックス、１２フィラメントの未延伸糸（巻取糸(チーズパッケージ)１３
）を得た。なお、成分Ａの溶融粘度は２０３Ｐａ・ｓ、成分Ｂの溶融粘度は５８Ｐａ・ｓ
であり、溶融粘度の比ηｂ／ηａは約０．２９であった。また、用いた成分Ｃの２００℃
熱減量率は０．８％であった。溶融紡糸条件は以下のとおりである。なお、下記条件にお
ける口金孔内の吐出線速度は１０．９ｍ／分であり、丸孔換算でのＬ／Ｄは１．２、冷却
開始位置は口金面下０．１ｍである。
　　・混練機温度：２３０℃
　　・紡糸温度　：２４０℃
　　・濾層　　　：３０＃モランダムサンド充填
　　・フィルター：２０μｍ不織布フィルター
　　・口金　　　：スリット幅０．２mm、スリット長０．３mm、孔深度０．６mmのＹ型孔
　　・吐出量　　：３３．６ｇ／分（１パック１糸条、１２フィラメント）
　　・冷却　　　：冷却長１ｍのユニフロー使用。冷却風温度２０℃、風速０．５ｍ／秒
　　・油剤　　　：脂肪酸エステル１０％濃度エマルジョン油剤を糸に対して１０％付着
　　・紡糸速度　：２０００ｍ／分
【００６７】
　さらにこの未延伸糸を図２に示す延伸装置を用い、得られた巻取糸（チーズパッケージ
）１４から供給ロール１５を介して、第１ホットロール１６で予熱した後、延伸速度９０
０ｍ／分、延伸温度８０℃、延伸倍率２．０倍にて延伸し、第２ホットロール１７で、熱
セット温度１３０℃で熱セットを行い、コールドロール１８を介して巻き取り、リングレ
ール１９を通して８４デシテックス、１２フィラメントの延伸糸（巻取糸（パーン）１９
）を得た。を得た。紡糸は約１００ｋｇサンプリングしたが糸切れ、単糸流れ等は発生せ
ず、極めて安定していた。同様に未延伸糸全量を延伸したが、糸切れは発生しなかった。
【００６８】
　得られた繊維の横断面のＴＥＭ観察を行ったところ、均一に分散した海島構造をとって
おり、島ドメインサイズは直径換算で０．０３～０．３μｍであった。また、該糸断面の
切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去して観察したところ、島成分が欠落し
ており、ポリ乳酸が島成分を形成していることが確認された。また、得られた繊維の異形
度は１．６であり、強度３．５ｃＮ／ｄｔｅｘ、伸度４１％、沸騰水収縮率１０％、糸斑
Ｕ％０．６％と良好な繊維物性を示した。また、ＤＳＣでの融点は１７０℃近傍（ポリ乳
酸）及び２２５℃近傍（ナイロン６）と、各成分起因の融解ピークが観測された。また、
該繊維から抽出されたポリ乳酸のカルボキシル基末端濃度は５当量／ｔｏｎであった。さ
らに摩耗試験による糸切断回転数は２０２回であり、試験時のフィブリル化もなく、良好
な耐摩耗性を示した。
【００６９】
　また、該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、ソフトでシル
キーな光沢を有する高品位な布帛であった。また、１７０℃のアイロン耐熱性試験におい
ても、光沢斑やアイロン痕が付くこともなく、触感の変化もなかった。
【００７０】
　実施例２
　Ｐ１／成分Ｂ／Ｐ２（ＭＡＤＧＩＣ：１０重量％）のブレンド比を５／９２／３（成分
Ａと成分Ｂの合計量に対する成分Ｃの濃度：０．３重量％）とした以外は実施例１と同様
にしてマルチフィラメントを得た。実施例２は紡糸性、延伸性ともに実施例１と同様、極
めて安定していた。得られた繊維の横断面のＴＥＭ観察を行ったところ、均一に分散した
海島構造をとっており、島ドメインサイズは直径換算で０．０１～０．１５μｍと実施例
１よりも島成分が分散径が小さかった。また、該糸断面の切片をアルカリエッチングして
ポリ乳酸を溶解除去し観察したところ、島成分が欠落しており、ポリ乳酸が島成分を形成
していることが確認された。また、得られた繊維の異形度は１．４であり、繊維物性も良
好であった。また、ＤＳＣでの融点は１７０℃近傍（ポリ乳酸）及び２２５℃近傍（ナイ
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ロン６）と、各成分起因の融解ピークが観測された。得られたマルチフィラメントの摩耗
試験による糸切断回転数は４０５回であり、実施例１よりも優れていた。
【００７１】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、ソフト感のあ
る布帛が得られたが、光沢感は実施例１よりもやや鈍いものであった。また、１７０℃の
アイロン耐熱性試験は実施例１と同様、優れた特性を示した。
【００７２】
　実施例３
　Ｐ１ポリマーを窒素雰囲気下１００℃で２時間処理して結晶化させた後、更に真空下で
１３０℃にて４８時間処理して残留ラクチド量を０．０３重量としたポリ乳酸Ｐ６を作成
した。次にＰ６／成分Ｂ／Ｐ２（ＭＡＤＧＩＣ：１０重量％）のブレンド比を３７／６０
／３（成分Ａと成分Ｂの合計量に対する成分Ｃの濃度：０．３重量％）とした以外は実施
例１と同様にしてマルチフィラメントを得た。実施例２は紡糸性、延伸性ともに実施例１
と同様、安定しており、特に紡糸時の口金直下での発煙（ラクチド起因の発煙）がかなり
抑制され、紡糸環境面において極めて良好であった。得られた繊維の横断面のＴＥＭ観察
を行ったところ、比較的均一に分散した海島構造をとっており、島ドメインサイズは直径
換算で０．０３～０．８μｍと、実施例１よりは大きい島分散径であった。また、該糸断
面の切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去し観察したところ、島成分が欠落
しており、ポリ乳酸が島成分を形成していることが確認された。得られたマルチフィラメ
ントの摩耗試験による糸切断回転数は１２７回であり、実施例１よりもやや劣るものの、
実用上問題のないレベルであった。
【００７３】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、実施例１と同
様、ソフト感でシルキーな光沢感のある布帛が得られた。また、１７０℃のアイロン耐熱
性試験では、若干のアイロンアタリがみられた。
【００７４】
　実施例４
　Ｐ１／成分Ｂ／Ｐ２（ＭＡＤＧＩＣ：１０重量％）のブレンド比を４７／５０／３（成
分Ａと成分Ｂの合計量に対する成分Ｃの濃度：０．３重量％）とした以外は実施例１と同
様にしてマルチフィラメントを得た。実施例４は、１００ｋｇの未延伸糸をサンプリング
する間、２回の糸切れが発生した。そこで、紡出部の様子を観察すると、バラスと呼ばれ
る糸条の膨らみが実施例１対比、約２倍の直径を有しており、さらに細化変形位置が上下
に変動していることが観察された。また、延伸においても５回の糸切れが発生した。得ら
れた繊維の横断面のＴＥＭ観察を行ったところ、島ドメインサイズが直径換算で０．０５
～１．５μｍとやや不均一で、部分的に島が結合した共連続構造が観察された。また、該
糸断面の切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去し観察したところ、島成分が
欠落しており、ポリ乳酸が島成分を形成していることが確認された。得られたマルチフィ
ラメントの摩耗試験による糸切断回転数は１０５回であり、実施例１よりもかなり劣るも
のの、用途限定することで使用できるレベルであった。
【００７５】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、実施例１と同
様、ソフト感でシルキーな光沢感のある布帛が得られた。また、１７０℃のアイロン耐熱
性試験では、明確なアイロンアタリがみられ、低温アイロンに限定されるものであった。
【００７６】
　実施例５
　ポリ乳酸Ｐ５（融点１７０℃）、成分Ｂとして固有粘度１．４５のナイロン１１（融点
１８６℃）を用いた以外は実施例１と同様にしてマルチフィラメントを得た。実施例５は
紡糸性、延伸性ともに実施例１と同様、安定していた。得られた繊維の横断面のＴＥＭ観
察を行ったところ、比較的均一に分散した海島構造をとっており、島ドメインサイズは直
径換算で０．０５～０．５μｍと、実施例１よりは大きい島分散径であった。また、該糸



(16) JP 4661266 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

断面の切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去し観察したところ、島成分が欠
落しており、ポリ乳酸が島成分を形成していることが確認された。得られたマルチフィラ
メントの摩耗試験による糸切断回転数は１５５回であり、実施例１よりもやや劣るものの
、実用上問題のないレベルであった。
【００７７】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、実施例１と同
様、ソフト感でシルキーな光沢感のある布帛が得られた。また、１７０℃のアイロン耐熱
性試験では、明確なアイロンアタリがみられ、低温アイロンに限定されるものであった。
【００７８】
　比較例１
　Ｐ５／成分Ｂのブレンド比を６５／３５（成分Ｃは未添加）とした以外は実施例５と同
様にしてマルチフィラメントを得た。比較例１は紡糸性、延伸性ともに実施例１と同様、
安定していた。得られた繊維の横断面のＴＥＭ観察を行ったところ、比較的均一に分散し
た海島構造をとっており、島ドメインサイズは直径換算で０．０５～０．５μｍであった
が、該糸断面の切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去し観察したところ、ほ
とんどの海成分が欠落しており、ポリ乳酸が海成分を形成していることが確認された。ま
た、得られたマルチフィラメントの摩耗試験による糸切断回転数は４１回であり、後述す
るポリ乳酸単独糸（比較例２）と比較すれば優れるものの、用途がかなり限定されるレベ
ルであった。
【００７９】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、シルキーな光
沢感はあるものの、実施例１と比較してやや粗硬感のある触感であった。また、１７０℃
のアイロン耐熱性試験では、繊維間で部分的に融着が発生して粗硬感がさらに増してしま
った。
【００８０】
　比較例２
　成分Ａ（ポリ乳酸Ｐ１）のみとした以外は実施例１と同様にしてマルチフィラメントを
得た。比較例２は紡糸性、延伸性ともに実施例１と同様、安定していた。得られたマルチ
フィラメントは摩耗試験による糸切断回転数が１５回であり、耐摩耗性が極めて劣ってい
た。また、該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、シルキーな
光沢感はあるものの、粗硬感のある触感であるとともに、１７０℃のアイロン耐熱性試験
では、アイロンが当たった部分が溶融し、穴があいてしまった。
【００８１】
　比較例３
　Ｐ５／成分Ｂ／Ｐ２（ＭＡＤＧＩＣ：１０重量％）のブレンド比を４７／５０／３（成
分Ａと成分Ｂの合計量に対する成分Ｃの濃度：０．３重量％）とした以外は実施例１と同
様にしてマルチフィラメントを得た。比較例３は、成分Ａとしてポリ乳酸Ｐ５（融点１７
０℃）を、成分Ｂとして硫酸相対粘度２．８５のナイロン６（融点２２５℃）を用いた以
外は実施例１と同様にしてマルチフィラメントを得た。なお、成分Ａの溶融粘度は１１６
Ｐａ・ｓ、成分Ｂの溶融粘度は２３８Ｐａ・ｓであり、溶融粘度の比ηｂ／ηａは約２．
０５であった。比較例３は溶融紡糸の際に糸の細化が極めて不安定であり、細化変形点が
上下に激しく移動して太細が形成され、糸切れが頻発した。同様に、延伸においても糸切
れが頻発した。糸横断面のＴＥＭ観察を行ったところ、島ドメインサイズが大きく、直径
換算で３μｍを越えるものであった。また、糸斑Ｕ％が６．３％と大きく、繊維物性も実
施例１と比較して酷く劣るものであった。また、得られたマルチフィラメントの摩耗試験
による糸切断回転数は３６回であり、用途がかなり限定されるレベルであった。
【００８２】
　実施例６
　成分Ｃとして、ポリ乳酸Ｐ２の代わりにＰ３（ポリカルボジイミド“ＬＡ－１”：１０
重量％）を用い、ブレンド比をＰ１／成分Ｂ／Ｐ３＝２０／７０／１０（成分Ａと成分Ｂ
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の合計量に対する成分Ｃの濃度：１．０重量％）とした以外は実施例１と同様にしてマル
チフィラメントを得た。実施例６は実施例１と同様、紡糸、延伸性ともに良好であり、延
伸糸１００ｋｇのサンプリングを糸切れなく行うことができた。また、得られた繊維の横
断面のＴＥＭ観察を行ったところ、均一に分散した海島構造をとっており、島ドメインサ
イズは直径換算で０．０３～０．３μｍと実施例１と同様、島成分の分散径が小さかった
。また、該糸断面の切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去し観察したところ
、島成分が欠落しており、ポリ乳酸が島成分を形成していることが確認された。また、得
られた繊維の異形度は１．７であり、繊維物性も良好であった。得られたマルチフィラメ
ントの摩耗試験による糸切断回転数は２２８回であり、実施例１よりも優れていた。
【００８３】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、ソフト感、光
沢感ともに実施例１と同等レベルであったが、色調がやや黄味を帯びていた。また、１７
０℃のアイロン耐熱性試験は実施例１と同様、優れた特性を示した。
【００８４】
　実施例７
　成分Ｃとして、ポリ乳酸Ｐ２の代わりにＰ４（ＰＥＧ１０００：１０重量％）を用い、
ブレンド比をＰ１／成分Ｂ／Ｐ４＝２０／７０／１０（成分Ａと成分Ｂの合計量に対する
成分Ｃの濃度：１．０重量％）とした以外は実施例１と同様にしてマルチフィラメントを
得た。実施例７は実施例１と同様、紡糸、延伸性ともに良好であり、延伸糸１００ｋｇの
サンプリングを糸切れなく行うことができた。また、得られた繊維の横断面のＴＥＭ観察
を行ったところ、均一に分散した海島構造をとっており、島ドメインサイズは直径換算で
０．０２～０．２５μｍと実施例１と同様、島成分の分散径が小さかった。また、該糸断
面の切片をアルカリエッチングしてポリ乳酸を溶解除去し観察したところ、島成分が欠落
しており、ポリ乳酸が島成分を形成していることが確認された。また、得られた繊維の異
形度は１．６であり、繊維物性も良好であった。得られたマルチフィラメントの摩耗試験
による糸切断回転数は１９３回であり、実施例１と同等レベルの耐摩耗性を示した。
【００８５】
　さらに該マルチフィラメントを用いてタフタを作成して評価したところ、ソフト感、光
沢感ともに実施例１と同等レベルであった。また、１７０℃のアイロン耐熱性試験も実施
例１と同様、優れた特性を示した。
【００８６】
　実施例８
　Ｐ１／成分Ｂ／Ｐ３（ポリカルボジイミド“ＬＡ－１”：１０重量％）のブレンド比を
２９．５／７０／０．５（成分Ａと成分Ｂの合計量に対する成分Ｃの濃度：０．０５重量
％）とした以外は実施例６と同様にしてマルチフィラメントを得た。実施例８は実施例６
と同様、紡糸、延伸性ともに良好であり、延伸糸１００ｋｇのサンプリングを糸切れなく
行うことができた。また、その他の特性についても実施例６とほぼ同等であった。さらに
摩耗試験による糸切断回転数は１７０回であり、実用上問題のないレベルであった。
【００８７】
　実施例９
　Ｐ１／成分Ｂ／Ｐ３のブレンド比を０／７０／３０（成分Ａと成分Ｂの合計量に対する
成分Ｃの濃度：３．１重量％）とした以外は実施例６と同様にしてマルチフィラメントを
得た。実施例９は紡糸の際に糸の細化がやや不安定であり、細化変形点が上下に移動する
傾向がみられた。また、１００ｋｇのサンプリングにおいて３回の糸切れが発生した。得
られた延伸糸も、糸斑Ｕ％が１．９％とやや悪いものであったが、用途を限定すれば使用
可能なレベルであった。その他の糸物性も実施例１や実施例６対比、やや劣るものであっ
たが、摩耗試験による糸切断回転数は２１１回であり、実施例１同様、高い耐摩耗性を示
した。
【００８８】
　実施例１０
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　Ｐ１／成分Ｂ／Ｐ３のブレンド比を０／５０／５０（成分Ａと成分Ｂの合計量に対する
成分Ｃの濃度：５．３重量％）とした以外は実施例６と同様にしてマルチフィラメントを
得た。実施例１０は紡糸の際、実施例９よりもさらに糸の細化が不安定となり、細化変形
点が上下に大きく移動する傾向がみられた。また、１００ｋｇのサンプリングにおいて３
０回の糸切れが発生した。得られた延伸糸も、糸斑Ｕ％が４．８％と悪く、繊維物性も実
施例９よりも劣るものであった。また、摩耗試験による糸切断回転数は４８回であり、ポ
リ乳酸単独糸（比較例２）と比較すれば優れるものの、用途がかなり限定されるレベルで
あった。
【００８９】
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【表１】

【００９０】
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の繊維を製造するために好ましい紡糸装置の概略図である。
【図２】本発明の繊維を製造するために好ましい延伸装置を示す概略図である。
【符号の説明】
【００９２】
　　　１：紡糸ホッパー
　　　２：２軸押出混練機
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　　　３：紡糸ブロック
　　　４：紡糸パック
　　　５：紡糸口金
　　　６：モノマー吸引装置
　　　７：ユニフロー冷却装置
　　　８：糸条
　　　９：給油装置
　　１０：第１引取ロール
　　１１：第２引取ロール
　　１２：巻取機
　　１３：巻取糸（チーズパッケージ）
　　１４：巻取糸（チーズパッケージ）
　　１５：供給ロール
　　１６：第１ホットロール
　　１７：第２ホットロール
　　１８：コールドロール
　　１９：リングレール
　　２０：巻取糸（パーン）

【図１】 【図２】
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