
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空断面のポリエステル系フィラメントからなる仮撚加工糸であって、上記フィラメン
ト の平均中空率が１０％以上、平均偏平異形度
が１．２０～１．５０、熱水伸縮堅牢度が３．０～６．０％であることを特徴とするポリ
エステル系仮撚加工糸。
【請求項２】
　中空断面のポリエステル系フィラメントからなるポリエステル系マルチフィラメント糸
に仮撚加工を施すに際し、

撚係数を１４０００～２
５０００に、加撚域張力を０．２～０．７ｇ／ｄに、解撚域張力を０．４～１．２ｇ／ｄ
に、熱固定温度を１５０～２００℃にそれぞれ設定することを特徴とするポリエステル系
仮撚加工糸の製造法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、中空断面のポリエステル系フィラメントからなる仮撚加工糸およびその製造
法に関し、軽量で、嵩高性があり、しかもソフトで弾発性とスナッギング性に優れ、特に
衣料用の編織物として好適なポリエステル系仮撚加工糸を提供するものである。
【０００２】

10

20

JP 3924838 B2 2007.6.6

が４個の中空部を有し、上記フィラメント

上記のマルチフィラメント糸として４個の中空部を有するポリ
エステル系フィラメントからなるマルチフィラメント糸を用い、



【従来の技術】
衣料用編織物を軽量化し、かつ保温性を高めるために潜在巻縮性の高い糸を用いたり、繊
維に巻縮加工を施したりすることが行われている。また、繊維自体を軽量化して上記編織
物を更に軽量化するため、中空繊維を用いることも行われており、この中空繊維について
は中空率５０％以下のものが知られている（特公昭４２－２４２８号公報参照）。また、
中空率の異なる２種以上の熱可塑性中空フィラメント糸を混合し、仮撚加工を施すことに
より、風合いや外観に特徴を与えることも知られている（特開昭４９－１００３５８号公
報参照）。
【０００３】
しかしながら、従来は、中空率および熱水伸縮堅牢度の一方を高くすると、他方が低くな
る等の問題があり、高い中空率と高い熱水伸縮堅牢度とを兼備し、ソフトで高い弾発性を
有し、かつスナッギング性に優れ、衣料用編織物に好適なポリエステル系仮撚加工糸は得
られていなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、高い中空率と高い熱水伸縮堅牢度とを兼備し、軽量で嵩高性に優れ、かつソ
フトで高い弾発性を有し、スナッギング性が良好で、衣料用編織物として好適な高機能性
のポリエステル系仮撚加工糸およびその製造法を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この発明のポリエステル系仮撚加工糸は、中空断面のポリエステル系フィラメントからな
る仮撚加工糸であって、上記フィラメント の平
均中空率が１０％以上、平均偏平異形度が１．２０～１．５０、熱水伸縮堅牢度が３．０
～６．０％であることを特徴とする。
【０００６】
上記ポリエステル系仮撚加工糸の製造法は、中空断面のポリエステル系フィラメントから
なるポリエステル系マルチフィラメント糸に仮撚加工を施すに際し、

撚係数を１４０００～２５０００に、加撚域張力を０．２～０．７ｇ／
ｄに、解撚域張力を０．４～１．２ｇ／ｄに、熱固定温度を１５０～２００℃にそれぞれ
設定することを特徴とする。
【０００７】
図１は、この発明のポリエステル系仮撚加工糸１０の一例を示す横断面図であり、この仮
撚加工糸１０は、多数本のポリエステル系中空フィラメント１１からなるマルチフィラメ
ント糸を仮撚加工して得られる。ここで、上記のフィラメント１１を構成するポリエステ
ル系樹脂は、テレフタル酸またはそのエステル形成性誘導体を主たるジカルボン酸成分と
し、エチレングリコールや１，４ブタンジオールから選ばれたグリコールまたはそのエス
テル形成性誘導体を主たるグリコール成分とするポリエステルである。
【０００８】
上記のポリエステル系中空フィラメント１１は、図示の例では４個の中空部１１ａを備え
ているが、その個数は１個でもよく、任意である。そして、この中空部を備えることによ
り、軽量化とソフトな触感が得られるが、その好ましい個数は２～５個であり、最も好ま
しい個数は４個である。すなわち、中空部１１ａが２～５個の場合は、仮撚加工の際の熱
処理および加撚に伴う捩じり作用で中空部１１ａがつぶれ難くなり、熱水伸縮堅牢度およ
び中空率の両者を高レベルに維持するのが容易になる。これに対して中空部１１ａが２個
未満では、仮撚加工の際の熱処理および加撚に伴う捩じり作用で中空部１１ａがつぶれ易
く、反対に６個以上では中空部１１ａを囲む壁の厚みが薄くなり、熱水伸縮堅牢度および
中空率の両者を高レベルに維持するのが困難になる。
【０００９】
上記の中空フィラメント１１は、少なくとも１個の中空部１１ａを有しているため、仮撚
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加工によって偏平化され、仮撚加工前に比べて中空率が低下するが、１０％以上の中空率
を保有し、かつ平均偏平異形度が１．２０～１．５０、熱水伸縮堅牢度が３．０～６．０
％であるため、図１に示すように、多数本の中空フィラメント１１が中空部１１ａを維持
した状態で種々の形に偏平化されて混在し、そのためソフトで、弾発性の高い独特の風合
いの仮撚加工糸となる。なお、中空率とは、フィラメントの全横断面積に対する中空部の
断面積の比を百分率で表したものであり、平均中空率は１０個の測定値の平均値である。
【００１０】
ただし、上記の平均偏平異形度が上記の範囲を外れると、発明の目的が達成されない。す
なわち、平均偏平異形度が１．２０未満ではソフト感が乏しくなり、かつフィラメント割
れが起き易くなってスナッギング性が低下し、反対に１．５０を超えると中空率が１０％
以下になり易く、軽量感と保温性に乏しくなり、弾発性のソフトな風合いが得られなくな
る。また、熱水伸縮堅牢度が３．０％未満では、編織して得られる編織物の嵩高性が小さ
くなり、糸条（仮撚加工糸）の絡みが小さくなってばらけ易くなり、スナッキング性が悪
くなり、６．０％を超えると、嵩高性が大きくなり過ぎて弾発性が失われ、独特の風合い
が得られなくなる。
【００１１】
なお、上記フィラメントの偏平異形度は、フィラメント断面の長軸の長さをＡ、短軸の長
さをＢとしたとき、Ｂ／Ａで表される。そして、この発明の平均偏平異形度は、１０個の
測定値の平均をいう。
【００１２】
また、熱水伸縮堅牢度は、以下のように定義される。すなわち、適当なテンション装置を
備えたラップリール（周長１０００ｍまたは１１２５ｍ）を用いて８巻きのかせを作る。
かせが乱れないように２か所を束ねて別の糸でくくり、８の字状にして折り重ねて輪にす
る操作を２回繰返す。これをフックにかけ５／１０００×８×２×２×２×表示デニール
のｇ数の荷重をかけた状態で、浸透剤を２ｇ／ｌの濃度で溶解した沸騰水中に１５分間浸
漬する。この試料を沸騰水から取出し、もとの８巻きのかせの状態にもどし、フックにか
けて湿潤状態のまま２／１０×８×２×表示デニールのｇ数の荷重をかけ、１分後の長さ
（ａ）を測定する。次いで、荷重を取り除き、無荷重の状態でフックにかけたまま、６０
±２℃の乾燥機中で３０分間乾燥し、標準状態の試験室に１時間以上放置した後、２／１
０００×８×２×表示デニールのｇ数の荷重をかけ、１分後の長さ（ｂ）を測定し、次式
により熱水伸縮堅牢度（ＣＤ）を算出する。試験回数は２回以上とし、その平均値で表す
（少数点以下１けたまで）。
熱水伸縮堅牢度（ＣＤ）（％）＝（ａ－ｂ）／ａ×１００
【００１３】
上記のポリエステル系仮撚加工糸は、次のようにして製造される。先ず、中空糸用ノズル
を用いて前記のポリエステルを常法にしたがって溶融紡糸し、吐出された糸条を冷却固化
し、オイリングして未延伸糸を得、この未延伸糸を所定の倍率で延伸し、多数の中空フィ
ラメントからなるマルチフィラメント糸（延伸糸）とする。この場合、中空フィラメント
の中空部の個数は、前記のとおり２～５個に設定される。また、中空率は１５％以上に設
定される。この中空率が１５％未満の場合は、次の仮撚加工の際に加熱下での加撚作用で
中空部１１ａがつぶれ、中空率を１０％以上に維持し、かつ高い熱水伸縮堅牢度を得るの
が著しく困難になる。
【００１４】
次の仮撚工程では、仮撚の撚係数が１４０００～２５０００に、加撚域の張力が０．２～
０．７ｇ／ｄに、解撚域の張力が０．４～１．２ｇ／ｄに、熱固定温度が１５０～２００
℃にそれぞれ設定される。撚係数が１４０００未満であったり、加撚域の張力が０．２ｇ
／ｄ未満であったり、また解撚域の張力が０．４ｇ／ｄ未満であったりした場合は、得ら
れる仮撚加工糸の熱水伸縮堅牢度が３．０％に達しなくなり、嵩高性に富み、かつスナッ
ギング性に優れた編織物が得られない。反対に、撚係数が２５０００超であったり、加撚
域の張力が０．７ｇ／ｄ超であったり、また解撚域の張力が１．２ｇ／ｄ超であったりし
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た場合は、仮撚工程で糸切れや毛羽が発生する。
【００１５】
そして、仮撚工程における熱固定温度が１５０℃未満の場合は、仮撚加工糸の熱水伸縮堅
牢度が３．０％未満となり、編織物の嵩高性が不足し、ソフトで弾発性のある風合いが得
られない。反対に２００℃を超えると、フィラメントの断面形状がつぶれて平均偏平異形
度が１．６を超え、かつ中空率が１０％未満となり、軽量性および保温性に乏しくなり、
ソフトな弾発性の風合いが得られない。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図２に示すように、十字形の吐出口１６ａの回りに４個の円弧形吐出口１６ｂを配置した
中空糸用吐出口１６の多数個を配置したノズルからポリエステルを溶融紡糸し、冷却固化
して４個の中空部１７ａ（図３参照）を有する中空フィラメント１７の多数本からなるマ
ルチフィラメント糸の未延伸糸を得る。次いで、上記の未延伸糸を延伸して中空率が１５
～４０％の中空フィラメント多数本からなるマルチフィラメント糸の延伸糸を製造する。
【００１７】
次いで、上記の延伸糸を仮撚機に導き、仮撚の撚係数を１４０００～２５０００、加撚域
の糸張力を０．２～０．７ｇ／ｄ、解撚域の糸張力を０．４～１．２ｇ／ｄ、また熱固定
温度を１５０～２００℃にそれぞれ設定して仮撚を行い、フィラメントの平均中空率１０
％以上、平均偏平異形度１．２０～１．５０、熱水伸縮堅牢度３．０～６．０％のポリエ
ステル系仮撚加工糸を得る。得られたポリエステル系仮撚加工糸は、織機、緯編機または
経編機等を用いて任意の組織に編織され、スポーツ着、一般外衣、シャツ等の衣料用に供
される。
【００１８】
【実施例】
中空部の個数および中空率の異なる６５デニール１８フィラメントのポリエステルマルチ
フィラメント糸を紡糸し延伸し、更に種々の条件で仮撚加工を施して実施例１ および
比較例１～ の仮撚加工糸を製造した。そして、得られた仮撚加工糸の熱水伸縮堅牢度、
平均偏平異形度および平均中空率をそれぞれ測定した。また、上記の仮撚加工糸を用い、
２６ゲージのスムース編地を編成し、常法によって染色加工を施し、仕上げセットを行い
、編地の嵩高性（比容積）をＪＩＳ－Ｌ－１０９７により、またスナッギング性をＪＩＳ
－Ｌ－１０５８（Ｄ－１法）により測定した。また、仕上げ編地の触感および弾発性を１
０名のパネラーの官能検査により評価した。
【００１９】
なお、官能検査および総合評価は、良い（◎）、普通（○）、やや悪い（△）および悪い
（×）の４段階に実施した。また、「実施例」を「実」と、「比較例」を「比」とそれぞ
れ略記した。また、「加撚域張力」を「Ｔ 1  」、「解撚域張力」を「Ｔ 2  」、「仮撚加工
時の熱固定温度」を「温度」、「平均中空率」を「中空率」、「平均偏平異形度」を「異
形度」、「熱水伸縮堅牢度」を「堅牢度」、「スナッギング性」を「ｓｎａｇ」とそれぞ
れ略記した。
【００２０】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表
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【００２１】
上記の表に見られるように、実施例１ は、総合評価が普通以上で、特に中空部の個数
を４個とし １個とした に比べて嵩高性、スナッギング性、
触感および弾発性が向上し、総合評価で優れていた。 比較例 は、仮撚加工時の撚
係数が過大で、解撚域の張力が小さく、熱固定温度が高いため、中空部がつぶれて仮撚加
工糸の中空率が不足し、平均偏平異形度および熱水伸縮堅牢度が過大となり、そのため編
地の弾発性が悪く、総合評価がやや悪いになった。また、比較例 は、仮撚加工時の撚係
数が小さく、張力が過大で、熱固定温度が低いため、中空部のつぶれは小さいが、平均偏
平異形度および熱水伸縮堅牢度が不足し、嵩高性に乏しく、ソフト感に欠けて触感が悪く
なり、スナッギング性も悪くなった。また、比較例 は、原糸の中空率が小さく、仮撚加
工時の撚係数および解撚域張力が過大で、熱固定温度が高すぎるため、中空率が不足し、
平均偏平異形度および熱水伸縮堅牢度が過大になり、そのため編地の嵩高性は良好であっ
たが、弾発性に欠けていた。また、比較例 は、原糸の中空率は比較例 よりも大きいが
、仮撚加工時の撚係数、解撚域張力および熱固定温度が比較例 と同様であったため、比
較例 と同様に中空率が不足し、平均偏平異形度および熱水伸縮堅牢度が過大となり、弾
発性に欠けていた。
【００２２】
【発明の効果】
以上に説明したように、請求項１に記載された発明のポリエステル系仮撚加工糸は、高い
中空率と高い熱水伸縮堅牢度とを兼備し、軽量で嵩高性に優れ、かつソフトで高い弾発性
を有し、スナッギング性が良好で、衣料用編織物として好適である。そして、請求項２に
記載した発明によれば、上記請求項１記載のポリエステル系仮撚加工糸を容易に製造する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の仮撚加工糸の断面図である。
【図２】紡糸ノズルの吐出口を示す断面図である。
【図３】延伸フィラメントの断面図である。
【符号の説明】
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１０：仮撚加工糸
１１：中空フィラメント
１１ａ：中空部
１６：中空糸用吐出口
１７：延伸後の中空フィラメント
１７ａ：中空部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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