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(57)【要約】
【課題】伸縮性を有しピリングやスナッギングが発生しにくい生地を提供する。
【解決手段】芯部にポリエステルマルチフィラメント糸、鞘部にポリエステル短繊維を配
した二層構造を有する複合紡績糸であり、芯部が、互いに熱収縮特性の異なるポリブチレ
ンテレフタレートとポリエチレンテレフタレートとが偏芯して複合された複合フィラメン
トによって構成され、捲縮率が６０％以上であり、紡績糸全体に対する芯部の質量比が２
０～７０質量％であり、鞘部のポリエステル短繊維を構成する重合体が、リン酸を０．５
～１．５モル％共重合した共重合ポリエステルであり、紡績糸の熱水収縮率が１０％以上
である長短複合紡績糸を用いて製編した編地を、湿潤状態で温度１３０℃～１４５℃、時
間１０分～９０分で熱処理を施し、鞘部のポリエステル短繊維の強度を低下させると同時
に、芯部のマルチフィラメント糸の捲縮を発現させ、長短複合紡績糸を収縮させて編地を
得る。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
芯部にポリエステルマルチフィラメント糸、
鞘部にポリエステル短繊維を配した二層構造を有する複合紡績糸であり、
芯部のポリエステルマルチフィラメント糸が、
互いに熱収縮特性の異なるポリブチレンテレフタレートとポリエチレンテレフタレートと
が偏芯して複合された複合フィラメントによって構成され、捲縮率が６０％以上であり、
紡績糸全体に対する芯部の質量比が２０～７０質量％であり、
鞘部のポリエステル短繊維を構成する重合体が、リン酸を０．５～１．５モル％共重合し
た共重合ポリエステルであり、
紡績糸の熱水収縮率が１０％以上であることを特徴とする長短複合紡績糸。
【請求項２】
芯部のポリエステルマルチフィラメント糸が仮撚加工糸であることを特徴とする請求項１
記載の長短複合紡績糸。
【請求項３】
リング紡績によるものであることを特徴とする請求項１または２記載の長短複合紡績糸。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか一項記載の長短複合紡績糸を用いて製編された編地であって、熱
処理が施されることにより長短複合紡績糸を構成する芯部のポリエステルマルチフィラメ
ント糸が捲縮を発現してなり、スナッグ試験評価が４．５以上であることを特徴とする編
地。
【請求項５】
請求項１～３のいずれか一項記載の長短複合紡績糸のみを用いて製編されていることを特
徴とする請求項４記載の編地。
【請求項６】
請求項１～３のいずれか一項記載の長短複合紡績糸を用いて製編した編地を、湿潤状態で
温度１３０℃～１４５℃、時間１０分～９０分で熱処理を施し、鞘部のポリエステル短繊
維の強度を低下させると同時に、芯部のマルチフィラメント糸の捲縮を発現させ、長短複
合紡績糸を収縮させることを特徴とする請求項１記載の編地の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸張率・伸張回復率に優れ、かつ抗ピリング性、抗スナッギング性に優れた
編地を得ることができる長短複合紡績糸に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アウトドアレジャーのなかでも、特に、登山やトレッキング等においては、運動中に発
した汗が休憩中に冷えて体調を崩す原因となる「汗冷え」を抑えるために、近年では、綿
素材のように吸汗性を有する生地ではなく、ポリエステル紡績糸等を生地に用いて、保水
せず、かつ肌擦れしにくくしている。このようなアウトドアレジャー等の運動着の素材に
は、ポリウレタンを用いてストレッチ性を付与することが多いが、洗濯時に塩素等と接触
したり、屋外で着用する等による紫外線によって、ウレタン劣化等が生じて、経時的にス
トレッチ性が損なわれていく。
【０００３】
　一方、ストレッチ性を有する素材としては、熱収縮特性の異なるポリマーをサイドバイ
サイドに並列して配置した捲縮糸からなる編物も多く提案されており、加えて、この様な
捲縮糸を芯部に配し、周りを短繊維で覆った長短複合紡績糸を使用した編物も提案されて
いる（例えば、特許文献１）。これらは優れたストレッチ性やストレッチバック性を有し
ているが、高い捲縮性からスナッギングが発生しやすいという問題がある。
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【０００４】
　また、加えて、保水性を抑え、かつ運動中の生地と肌との擦れによる刺激を抑えるべく
、ポリエステル紡績糸を用いた素材については、鞘部にポリエステル繊維を配すと、ピリ
ングが発生しやすいという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２２００４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上述した問題点を解決し、アウトレジャーに好適な生地であって、ピリングや
スナッギングが発生しにくい生地を提供することを技術的な課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は上記課題を解決するために鋭意研究の結果、本発明に到達した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、芯部にポリエステルマルチフィラメント糸、
鞘部にポリエステル短繊維を配した二層構造を有する複合紡績糸であり、
芯部のポリエステルマルチフィラメント糸が、
互いに熱収縮特性の異なるポリブチレンテレフタレートとポリエチレンテレフタレートと
が偏芯して複合された複合フィラメントによって構成され、捲縮率が６０％以上であり、
紡績糸全体に対する芯部の質量比が２０～７０質量％であり、
鞘部のポリエステル短繊維を構成する重合体が、リン酸を０．５～１．５モル％共重合し
た共重合ポリエステルであり、
紡績糸の熱水収縮率が１０％以上であることを特徴とする長短複合紡績糸を要旨とするも
のである。
【０００９】
　次に、本発明について詳細に説明する。
【００１０】
　本発明の芯部には、ポリエステルマルチフィラメント糸が配される。そして、このポリ
エステルマルチフィラメント糸は、互いに熱収縮特性の異なるポリブチレンテレフタレー
トとポリエチレンテレフタレートとが偏芯して複合された複合フィラメントによって構成
される。ここで偏心して複合された形態とは、偏心芯鞘型や、並列に配されたサイドバイ
サイド型が挙げられるが、サイドバイサイド型が好ましい。本発明において、互いに熱収
縮特性の異なるポリブチレンテレフタレートとポリエチレンテレフタレートとが偏芯して
複合された複合フィラメントを用いることにより、本発明の長短複合紡績糸を用いた編地
生機を、例えば、染色加工等の高温での熱処理により熱収縮を発生させ、高い捲縮率を発
現させることができ、編地にストレッチ性を付与すると共に、生地全体の度目が詰められ
て、抗スナッギング性を高めることができる。
【００１１】
　ポリブチレンテレフタレートとポリエチレンテレフタレートとの組み合わせは、互いに
アルキル鎖の長さが異なるポリエステルであり、長短複合紡績糸とした場合でも糸として
収縮特性を良好に維持することができる。
【００１２】
　本発明におけるポリエステルマルチフィラメント糸の捲縮率は６０％以上である。捲縮
率が６０％に満たない場合、マルチフィラメント糸を鞘部の短繊維束で被覆して長短複合
紡績糸とし、かつ生地にした後、高温下での熱処理にて十分に捲縮が発現せず、目的とす
るストレッチ性、抗スナッギング性を十分発揮しない懸念がある。ポリエスエルマルチフ
ィラメント糸は、鞘部の短繊維束で被覆されることにより拘束され、自由度がある程度奪
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われるので、複合紡績糸の形態では、マルチフィラメント糸の捲縮発現能力が阻害される
傾向となるが、ポリブ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み合わせ
は、良好に捲縮を発現して生地に伸縮性を付与するとともに、生地の度目を詰めて、スナ
ッギングの発生を効果的に抑制することができる。マルチフィラメント糸の捲縮率の値が
大きいと、熱処理により捲縮が大きく発現することになるが、得られる生地の外観等を考
慮すると、捲縮率の上限は８０％程度とする。また、複合紡績糸において芯部と鞘部との
結束力を向上させることができることから、ポリエステルマルチフィラメント糸は、仮撚
加工糸であることが好ましい。なお、ポリエステルマルチフィラメント糸の捲縮率とは、
沸水中で処理された後に発現する捲縮率のことをいう。
【００１３】
　長短複合紡績糸の糸全体に対する芯部のマルチフィラメント糸が占める割合は、質量比
で２０～７０質量％であり、好ましくは３０～４５％である。芯部の比率が２０％未満で
は、鞘部の拘束が強すぎて、熱処理により捲縮が発現し難く、生地に目的とするストレッ
チ性を付与できず、一方、７０質量％を超えると、芯部のマルチフィラメント糸を鞘部の
短繊維束が良好に被覆できず、捲縮発現したフィラメントの一部が糸表面に表出すること
により、スナッギングが発生しやすくなる。また、糸を得る工程において、精紡上がりの
糸を仕上げ巻取する際の繋ぎ合わせがうまくいかない懸念がある。
【００１４】
　本発明の長短複合紡績糸の鞘部には、リン酸を共重合したポリエステルによって構成さ
れるポリエステル短繊維を配する。本発明では、汗冷えを防ぐために保水性の少ない繊維
を使用することから、鞘部に配する繊維には、ポリエステル短繊維を配する。なお、汎用
されているポリエチレンテレフタレートからなる短繊維は、強力に非常に優れており、強
過ぎるがためにピリング物性に劣るため、本発明では、リン酸を共重合したポリエスエル
によって構成されるポリエステル短繊維を配することにより、抗ピリング性が良好となる
。
【００１５】
　リン酸を共重合したポリエステル短繊維は、生地製編段階では強力を維持しているが、
例えば、温度１３０～１４５℃、時間１０～９０分の湿潤状態で熱処理を施すことによっ
てポリエステル短繊維の強度が低下し、抗ピリング性に優れるものとなる。リン酸の共重
合量としては、０．５～１．５モル％である。共重合量が０．５モル％未満では、所望と
する抗ピリング性が発揮できず、逆に１．５モル％を超えると上記した湿潤状態での熱処
理において過度の強力低下を起こす懸念がある。なお、ポリエスエルは、アルキレンテレ
フタレート単位を主たる繰り返し単位とするポリエステルを用いるとよく、エチレンテレ
フタレート単位を好ましく用いる。
【００１６】
　本発明の長短複合紡績糸は、熱水収縮率が１０％以上であり、好ましくは１０～２５％
である。複合紡績糸が高い熱水収縮率を有することにより、染色加工等の熱処理によって
生地全体の度目を詰め、ストレッチ性、抗ピリング性、抗スナッギング性を生地に付与す
ることができる。本発明においては、芯部に上記した捲縮率を発現する特定の２種のポリ
エステルからなるマルチフィラメント糸を配し、芯部の比率を２０～７０質量％として鞘
部の短繊維束にて被覆してなる紡績糸であることにより、熱水収縮率１０％以上とするこ
とができる。
【００１７】
　本発明の長短複合紡績糸は、公知の精紡機を用いて、精紡におけるフロントローラー上
で芯部に配されるマルチフィラメント糸を、鞘部を形成する短繊維束に重ねる様に供給し
、その後に加撚・巻取することで得ることができる。このとき、芯部のマルチフィラメン
ト糸に一定の張力を掛ける、もしくは鞘部の短繊維束をオーバーフィードさせるなどする
ことによって、鞘部のカバリング率を上げることができる。
【００１８】
　紡績の手法としては、リング紡績が最も適している。ピリング防止だけを目的とするの
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であれば、ＭＶＳ等の結束紡績の手法を用いることにより、鞘部に汎用のポリエチレンテ
レフタレート短繊維を用いた場合でも抗ピリング性を向上できるが、結束紡績により得ら
れる紡績糸は、糸の結束が強いことから、熱処理により良好に捲縮が発現できずにストレ
ッチ性を付与しにくく、また、紡績糸自体が硬く締まった状態であるため、肌擦れ等によ
る刺激が大きい。このような理由から、本発明では、鞘部には抗ピリング性に優れる特定
の共重合ポリエステル短繊維を配するとともに、得られる紡績糸の風合いがソフトとなる
リング紡績を好ましく採用する。
【００１９】
　本発明の長短複合紡績糸を用いて編地を作成する場合、この複合紡績糸の収縮によって
生地の度目を詰める必要があることから、本発明の長短複合紡績糸以外の糸と併用して編
地を製編するときには、伸縮性のない糸は用いないことが好ましい。ここで伸縮性のない
糸とは、捲縮や弾性等を有しない糸であり、例えば、一般的な通常の短繊維１００％から
なる紡績糸や捲縮を有しない非弾性のフィラメント原糸が該当する。伸縮性のない糸を用
いると、生地の度目を十分に詰めることができず、編地に所望の伸縮性が付与できず、ま
た、得られた編地はスナッギングが生じやすいものとなる。なお、伸縮性のない糸は用い
ないことが好ましいとしたが、同一面上でなければ、スナッギングやピリング発生に影響
しないため、用いてもよい。ここで同一面上でない例としては、ダブルフェースなどの二
層構造編地が挙げられ、一面に本発明の長短複合紡績糸を用いて、他面に伸縮性を有しな
い糸を用いる。他面に配する伸縮性を有しない糸は、他面の組織や編込長等を適宜設計す
ることにより生地を伸縮させる余裕を作ることができるため、伸縮性を有しない糸を用い
ることができるのである。
【００２０】
　また、長短複合紡績糸の収縮によって編地にストレッチ性を付与し、かつ度目がしっか
り詰まって抗スナッギング性が向上させるためには、熱処理により複合紡績糸が収縮した
後に得られる編地は、カバーファクターが０．０５５～０．０６６であることが好ましく
、０．０５８～０．０６２であることがより好ましい。カバーファクターが、０．０５５
未満では、度目が甘くスナッギングを起こしやすくなり、逆にカバーファクターが０．０
６５を超えると、度目が詰まりすぎているために、紡績糸がストレッチ性を十分に発現し
ない懸念がある。所望のカバーファクターの範囲とするには、本発明の長短複合紡績糸を
用いたうえで、他の糸と併用する場合は、その併用する糸の収縮率と番手、編組織を考慮
した上で編機のゲージ、編込長を適宜設定すればよい。
【００２１】
　カバーファクターは、「ＪＩＳ　Ｌ１０９６　８．８　編目長及びカバーファクターの
手法」により求められる値であり、下式によって算出される。
Ｓ１（ｍｍ／ループ）=Ｌ／ｎ
Ｓ１：編目長（ｍｍ／ループ）
Ｌ：ほぐした糸の長さ（ｍｍ）
ｎ：ほぐした編目数（ループ）
Ｆｗ＝１／Ｓ１√Ｎ
Ｆｗ：恒重式番手の場合のカバーファクター
Ｓ１：編目長（ｍｍ）
Ｎ：恒重式番手
【００２２】
　本発明の長短複合紡績糸を用いる編地において、編組織は特に限定されるものではない
が、抗ピリング性、抗スナッギング性を考慮すれば、より表面が平滑で、かつ度目が均一
に詰まるような組織、例えば天竺編やスムース編及びその応用組織等を選択することが好
ましい。
【００２３】
　本発明の長短複合紡績糸を用いた編地は、公知の染色加工技術で加工が可能であるが、
湿潤状態で温度１３０℃～１４５℃、時間１０分～９０分で熱処理を施すことによって、
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鞘部のポリエステル短繊維の強度を低下させて抗ピリング性を付与すると同時に、芯部の
マルチフィラメント糸の捲縮を発現させて紡績糸を収縮させ、編地の度目を詰めて、スト
レッチ性と抗スナッギング性を付与することができる。この熱処理は、生機を精錬した後
のリラックス段階や、染色段階等において行うとよい。なお、ここで湿潤状態とは、水中
や染色液等の処理液中、編地が水分を十分に含んでいる状態あるいは高湿下をいう。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の長短複合紡績糸によれば、伸張率・伸張回復率に優れ、かつ抗ピリング性、抗
スナッギング性に優れた編地を得ることができる。
【実施例】
【００２５】
　次に、実施例により本発明を具体的に説明する。なお、実施例中の評価は下記の方法で
行った。
【００２６】
＜糸の測定＞
　芯部に使用したフィラメント糸及び長短複合紡績糸について、以下の通り測定した。
（１）捲縮率：芯部に使用したフィラメント糸について、ＪＩＳ　Ｌ１０１３　伸縮性：
A法に基づき、前処理として沸水中に入れ３０分処理した後、一昼夜自然乾燥した試料を
用いて測定を行い、結果をＪＩＳ　Ｌ１０１５の条件で算出して捲縮率（％）で示した。
（２）熱水収縮率：得られた長短複合紡績糸について、ＪＩＳ　Ｌ１０１３　寸法変化率
における熱水寸法変化率：Ａ法（かせ寸法変化率）に基づき測定を行い、結果を熱水寸法
変化率（％）で示した。
【００２７】
＜生地の測定＞
　得られた長短複合紡績糸を用いた編地について、以下の通り測定を行った。
（１）伸長率：ＪＩＳ　Ｌ１０９６　伸縮織物及び編物の伸縮性における伸び率：Ｄ法（
編物の定荷重法）に基づき測定し、結果を伸び率（％）で示した。
（２）伸長回復率：ＪＩＳ　Ｌ１０９６　伸縮織物及び編物の伸縮性における伸張回復率
及び残留ひずみ率：Ｅ法（繰返し定荷重法）に基づき測定を行い、結果を伸張回復率（％
）で示した。
（３）ピリング：ＪＩＳ　Ｌ１０７６Ａ法（ＩＣＩ形法）に基づき測定し、結果を級判定
で示した。
（４）スナッギング：ＪＩＳ　Ｌ１０５８　Ｄ－３法（金鋸法）に基づき測定し、結果を
級判定で示した。
（５）生地外観：得られた編地について検反台上で外観を確認し、以下３段階で判定を行
った。
○：生地外観に問題は見られず、良好な生地外観である。
△：外観上で気になる欠点が散見される。
×：外観上で気になる欠点が多く見受けられる。
（６）着用感：得られた編地を用いてTシャツを縫製し、これを着用して運動した際の着
用感について、動きやすさ、肌触り及び汗冷え感から以下３段階で判定を行った。
○：動きやすく、汗冷え感は少なく、良好な肌触りである。
△：動きやすさ及び／または汗冷え感及び／または肌触りで、やや気になる点がある。
×：動きやすさ及び／または汗冷え感及び／または肌触りでかなり不快と感じる点がある
。
【００２８】
実施例１
　公知のリング紡績機からなる精紡装置を用い、芯部に配するマルチフィラメント糸とし
て、ポリブチレンテレフタレート（固有粘度ＩＶ：１．２　三菱化学社製　商品名「ノバ
デュラン５０２０」）とポリエチレンテレフタレート（固有粘度ＩＶ：０．４５）が質量



(7) JP 2015-45112 A 2015.3.12

10

20

30

40

50

比５０：５０で並列に配されたポリエステルフィラメント仮撚加工糸（６０ｄｔｅｘ／２
４ｆ）を用意し、鞘部に配するポリエステル短繊維束として、リン酸１．３モル％共重合
したポリエチレンテレフタレート短繊維（１．４５デシテックスの粗糸１３０ゲレン／３
０ヤード）を用意し、粗糸をバックローラーより供給し、エプロン、フロントローラーに
てドラフト率３７．１５倍でドラフトし、マルチフィラメント糸を短繊維束と重なるよう
にフロントローラーより供給した後、Ｚ撚、撚数２４回／吋で撚り掛けし、４０番手の複
合紡績糸とした。芯部／鞘部の比率は４０／６０であった。なお、フィラメントを構成す
るポリエスエルの固有粘度は、フェノールとテトラクロロエタンとの等質量混合物を溶媒
とし２０℃で測定した。
【００２９】
　得られた長短複合紡績糸のみを使用し、３０インチ２８ゲージの丸編機を用いて天竺編
地を製編し、得られた生機を精練後、液流染色機中で１４０℃×３０分の湿潤状態での熱
処理を施した後、プレセット－染色－乾燥－吸水樹脂付与－ファイナルセットと加工を進
め、目付１６０ｇ／ｍ２の丸編生地を得た。この生地の密度は４８ｗ／吋×６０ｃ／吋、
編込長は２．６５ｍｍ／ループであり、カバーファクターは０．５９７であった。
【００３０】
比較例１
　芯部に配されるポリエステルマルチフィラメント糸として、高収縮成分として、２－２
－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］プロパン５モル％とイソフタル酸８
モル％とを、エチレングリコールとテレフタル酸と共に共重合させたポリエステル系共重
合体と用い、低収縮成分として、ポリエチレンテレフタレートとが用いられ、これらが質
量比５０：５０で並列に配されたポリエステル複合マルチフィラメント糸（５６ｄｔｅｘ
／１２ｆ）を用いたこと、紡績糸を得る際のドラフト率を３７．１５倍としたこと以外は
、実施例１と同様にして、４０番手の複合紡績糸を得た。芯部／鞘部の比率は３８／６２
であった。
【００３１】
　得られた紡績糸のみを用いて、実施例１と同様にして、編地を製編、加工し、目付１５
０ｇ／ｍ２の丸編生地を得た。生地の密度は、生地の密度は４６ｗ／吋×５８ｃ／吋、編
込長は２．７０ｍｍ／ループであり、カバーファクターは０．５８６であった。
【００３２】
比較例２
　芯部に配されるポリエステルマルチフィラメント糸として、ポリエチレンテレフタレー
トのみからなる仮撚加工糸を用いたこと以外は、実施例１と同様にして紡績を行い、４０
番手の複合紡績糸を得た。芯部／鞘部の比率は４０／６０であった。得られた紡績糸のみ
を用いて、実施例１と同様にして編地を製編、加工し、目付１５４ｇ／ｍ２の丸編生地を
得た。生地の密度は３７ｗ／吋×５６ｃ／吋、編込長は２．７６ｍｍ／ループであり、カ
バーファクターは０．０５７３であった。
【００３３】
比較例３
　実施例１において、芯部に配される仮撚加工糸の総繊度を１１０ｄｔｅｘ／４８ｆとし
たこと、ポリエステル短繊維束の番手を６０ゲレン／３０ヤードとしたこと、ドラフト率
を４１．１３倍としたこと以外は、実施例１と同様にして紡績を行い、４０番手の紡績糸
とした。芯部／鞘部の比率は７５／２５であった。得られた紡績糸のみを用いて、実施例
２と同様にして編地を製編、加工し、目付１５５ｇ／ｍ２の丸編生地を得た。生地の密度
は５０ｗ／吋×６１ｃ／吋、編込長は２．６３ｍｍ／ループであり、カバーファクターは
０．０６０１であった。
【００３４】
比較例４
　実施例１において、芯部に配される仮撚加工糸の総繊度を２２ｄｔｅｘ／１２ｆとし、
ポリエステル短繊維束の番手を１８０ゲレン／３０ヤードとしたこと、ドラフト率３５．
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９４倍としたこと以外は、実施例１と同様にして紡績を行い、４０番手の紡績糸とした。
芯部／鞘部の比率は１５／８５であった。得られた紡績糸のみを用いて、実施例１と同様
にして編地を製編、加工し、目付１５８ｇ／ｍ２の丸編生地を得た。この生地の密度は３
８ｗ／吋×５５ｃ／吋、編込長は２．６９ｍｍ／ループであり、カバーファクターは０．
０５８７であった。
【００３５】
比較例５
　実施例１において、鞘部に配されるポリエステル短繊維として、リン酸を共重合してい
ないポリエチレンテレフタレート短繊維を用いたこと以外は、実施例１と同様にして紡績
を行い、４０番手の紡績糸とした。芯部／鞘部の比率は４０／６０であった。得られた紡
績糸のみを用いて、実施例１と同様にして編地を製編、加工し、目付１５８ｇ／ｍ２の丸
編生地を得た。この生地の密度は４７ｗ／吋×５９ｃ／吋、編込長は２．６４ｍｍ／ルー
プであり、カバーファクターは０．０５９９であった。
【００３６】
　実施例１及び比較例１～５のマルチフィラメント糸および紡績糸について、評価結果を
表１に示す。また、実施例１及び比較例１～５の編地について、評価結果を表２に示す。
【００３７】
【表１】

     　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【００３８】

【表２】

【００３９】
　表１、表２に示す通り、実施例１は、ストレッチ性に優れ、抗ピリング性・抗スナッギ
ング性について良好な編地であり、外観、着用感共に優れていた。
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【００４０】
　一方、比較例１は、抗ピリング性、スナッギング性ともに、実施例よりも劣るものであ
った。
【００４１】
　比較例２は、得られた編地はストレッチ性に劣り、抗スナッギング性も劣るものであっ
た。
【００４２】
　比較例３は、紡績糸における芯部のフィラメント糸の比率が大きいため、鞘部の短繊維
束で十分にカバリングできず、結果として外観的に斑が大きく、抗スナッギング性に劣る
ものであった。加えて、精紡不良・繋ぎ合わせ不良等、紡績工程でも問題があった。
【００４３】
　比較例４は、紡績糸における芯部のフィラメント糸の比率が小さいため、鞘部の短繊維
束が、芯部のフィラメント糸の動きを強く拘束して、十分に捲縮が発現できず、結果とし
てストレッチ性や抗スナッギング性に劣るものであった。
【００４４】
　比較例５は、鞘部の短繊維強度が高過ぎために、ピリングが多く発生した。また、ピリ
ングが多く発生することから、スナッギングの評価にも劣るものとなった。
 
【手続補正書】
【提出日】平成25年9月17日(2013.9.17)
【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】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　請求項１～３のいずれか一項記載の長短複合紡績糸を用いて製編した編地を、湿潤状態
で温度１３０℃～１４５℃、時間１０分～９０分で熱処理を施し、鞘部のポリエステル短
繊維の強度を低下させると同時に、芯部のマルチフィラメント糸の捲縮を発現させ、長短
複合紡績糸を収縮させることを特徴とする請求項４記載の編地の製造方法。
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