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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　布地原材料および当該布地原材料に関連するパイルから成るタオル製品であって、上記
パイルは、ビスコース繊維、モダール繊維、ポリノジック繊維、およびリヨセルから成る
群から選ばれるセルロース繊維を少なくとも部分的に含んでおり、上記セルロース繊維は
、２．５ｄｔｅｘから４．５ｄｔｅｘまでの繊度を有することを特徴とするタオル製品。
【請求項２】
　上記セルロース繊維は、好ましくは２．５ｄｔｅｘから３．３ｄｔｅｘまで、最も好ま
しくは２．５ｄｔｅｘから２．８ｄｔｅｘまで、特には２．５ｄｔｅｘから２．６ｄｔｅ
ｘまでの繊度を有することを特徴とする請求項１に記載のタオル製品。
【請求項３】
　上記原材料は、ビスコース繊維、モダール繊維、ポリノジック繊維、およびリヨセルか
ら成る群から選ばれるセルロース繊維を少なくとも部分的に含んでおり、上記セルロース
繊維は、２．５ｄｔｅｘから４．５ｄｔｅｘまでの繊度を有することを特徴とする請求項
１または２に記載のタオル製品。
【請求項４】
　上記セルロース繊維は、３０ｍｍから６０ｍｍまでの、好ましくは３８ｍｍから５１ｍ
ｍまでの切断長さを有するセルロース短繊維であることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載のタオル製品。
【請求項５】
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　上記セルロース繊維は、多葉形の横断面、特に好ましくは三葉形の横断面を有すること
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のタオル製品。
【請求項６】
　上記セルロース繊維は、当該セルロース繊維から作られた、ヤーンの形で、またはツイ
ストヤーンの形で存在することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のタオル
製品。
【請求項７】
　上記ヤーンは、リングスパンヤーン、ＳＩＲＯヤーン、コアスパンヤーン、コンパクト
ヤーン、ＯＥヤーン、エアジェットヤーン、シェニールヤーン、ループヤーン、およびゼ
ロツイストヤーンから成る群から選択されることを特徴とする請求項６に記載のタオル製
品。
【請求項８】
　上記セルロース繊維は、コットン、ポリエステル、ウール、ポリテトラフルオロエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアクリル、ポリビニルアルコール、リネン、シル
ク、ビスコース、リヨセル、ポリノジック、およびモダールから成る群から選択される繊
維材料との混合体中に存在していることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載
のタオル製品。
【請求項９】
　上記布地原材料および／または上記パイルは、実質的に、完全に上記セルロース繊維か
ら成るか、または上記セルロース繊維を含む上記混合体から成るかのいずれかであること
を特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のタオル製品。
【請求項１０】
　上記原材料および／または上記パイルにおける上記セルロース繊維の割合は、１％から
１００％まで、特に好ましくは３０％から１００％までの範囲であることを特徴とする請
求項１～９のいずれか１項に記載のタオル製品。
【請求項１１】
　上記パイルの縦糸は、１００％のモダール繊維の糸と、１００％の、コットン、ポリエ
ステル、ウール、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアクリル、ポリビニルアルコール、
リネン、シルク、ビスコース、ポリノジック、またはリヨセルとから成ることを特徴とす
る請求項１～１０のいずれか１項に記載のタオル製品。
【請求項１２】
　上記パイルは、ヤーンループまたはショーンヤーンループから成ることを特徴とする請
求項１～１１のいずれか１項に記載のタオル製品。
【請求項１３】
　上記原材料は、織り繊維、縦編み繊維、編み繊維、ステッチ編み繊維から成る群から選
ばれることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載のタオル製品。
【請求項１４】
　タオル、ビーチタオル、バスタオル、サウナタオル、バスローブ、洗面用タオル、浴用
敷物、テーブル掛け、例えばベットリネン、マットレス、および毛布カバーなどの寝具、
マットレスサポート、ベビーウェア、スポーツウェア、靴下、裏地用の生地材料、ならび
に、オムツから成る群から選択される品目の形である、またはその構成要素である、請求
項１～１３のいずれか１項に記載のタオル製品。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　（タオル製品）
　本発明は、布地原材料および当該原材料に関連するパイルから成る、タオル製品に関す
るものである。
【０００２】
　タオル製品は、特別な吸収性および心地よい手触りを有する布製品であり、具体的には
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、家庭用布地の分野およびスポーツ用品の分野において用いられる。例えば、繊維などの
布地原材料に関連するパイル（具体的には、ヤーンループの形状）は、タオル製品を特徴
付けるものである。
【０００３】
　本発明の目的に対して、「タオル製品」という用語は、限定されないが、特には、タオ
ル生地、ベロアタオル製品、ミルドタオル製品、および、ツイストタオル製品などの製品
に及ぶ。
【０００４】
　手拭いなどのタオル製品は、特には、柔らかさ、吸収性、かさ高性、および、かさ安定
性（保管時、大量のタオルが自重でつぶれてはならない）に関して、具体的な要求を満た
さなくてはならない。
【０００５】
　現在、市販のタオル製品は、実質的にコットンから成る。コットンから作られるタオル
は、必要とされる、かさ高性、かさ安定性、および吸収性を示す。
【０００６】
　しかしながら、上記製品について必要とされる柔らかさを実現するためには、コットン
製品に対して、可塑剤を与えなければならない。家庭での洗濯では、柔軟剤の使用が必須
である。可塑剤および柔軟剤は、アレルギー誘発性を疑われている。さらに、可塑剤は、
それを与えられた製品の、吸収性および吸収速度を大幅に減少させる。
【０００７】
　可塑剤および吸収剤を使用することなく、従来のモダール繊維から作られたタオル製品
は、柔らかく、吸収性も有するが、１００％コットンから作られた製品よりも、かさ高性
が低く、かつ、かさ安定性が低くなる。
【０００８】
　コットンと従来のモダール繊維との混合物を含むタオル製品は、柔らかく、吸収性があ
り、十分なかさ高性を有するが、十分なかさ安定性を示さない。
【０００９】
　合成繊維（例えばマイクロポリエステル）から作られたタオル製品は、柔らかいが、十
分な吸収性を獲得するためには、親水性化学薬品を与えられなければならない。
【００１０】
　本発明の目的は、従来製品の上述した不利益を示すことなく、優れた方法で、このよう
な布地製品に対する要求を満たしたタオル製品を提供することにある。
【００１１】
　上記目的は、原材料および／またはパイルが、ビスコース繊維、モダール繊維、ポリノ
ジック繊維、およびリヨセルから成る群から選択されたセルロース繊維を少なくとも部分
的に含むことによって特徴付けられたタオル製品によって達成される。ここで、上記セル
ロース繊維は、１．７ｄｔｅｘより大きく、かつ４．５ｄｔｅｘまでの繊度を有する。
【００１２】
　驚くことに、１．７ｄｔｅｘより大きく、かつ４．５ｄｔｅｘまでの、タオル製品にお
ける特定の繊度範囲において、例えばビスコース繊維、モダール繊維、ポリノジック繊維
、およびリヨセルなどの「合成」セルロース繊維を使用することは、本発明に係る製品に
優れたかさ高性および優れたかさ安定性の両方をもたらすことが発見されている。
【００１３】
　吸収性は、例えば、低い繊度を有するモダール繊維、または低い繊度を有するモダール
繊維とコットンとの混合物を含む既存製品と比べて改善される。好ましい実施形態におい
て、改良された横断面を有する繊維、具体的には、多葉形の横断面を有する繊維は、繊維
表面が増大した結果、吸収速度および吸収性がより改善されるために使用される。三葉形
の横断面は、特に好ましい。多葉形の横断面を有する「合成」セルロース繊維は、例えば
WO 2006/060835だけでなく、EP 0 301 874 A1にも、記載されている。
【００１４】
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　本発明に関して使用されるセルロース繊維の繊度は、好ましくは２ｄｔｅｘから４．５
ｄｔｅｘの範囲であり、さらに好ましくは２．２ｄｔｅｘから３．３ｄｔｅｘの範囲であ
り、最も好ましくは２．５ｄｔｅｘから２．８ｄｔｅｘの範囲であり、特には、２．５ｄ
ｔｅｘから２．６ｄｔｅｘの範囲である。
【００１５】
　上記繊度の範囲においてモダール繊維を使用することは、特に好ましい。
【００１６】
　名称「モダール繊維」は、ＢＩＳＦＡ（国際化繊協会)による定義に準じた一般名称で
あり、規定された高い湿潤強度および規定された高い湿潤係数（すなわち、湿潤状態にお
ける繊維を５％まで膨張させるために要求される強度）を有するセルロース繊維の名称で
ある。
【００１７】
　モダール繊維の柔らかさによって、製造時に可塑剤を必要とすることはなく、また、本
発明に係るタオル製品を追加的に使用する際においても柔軟材を必要としない。本発明に
係るタオル製品において使用されるセルロース繊維は、３０ｍｍから６０ｍｍまでの切断
強さ、好ましくは３８ｍｍから５１ｍｍまでの切断強さを有するセルロース短繊維として
提供され得る。
【００１８】
　セルロース繊維は、当該セルロース繊維から作られたヤーン（糸）またはツイストヤー
ン（撚り糸）の形で存在し得る。例えばポリビニルアルコール（ＰＶＡ）繊維およびＰＶ
Ａヤーンとの混合体において、リングスパンヤーン、ＳＩＲＯヤーン、コアスパンヤーン
、コンパクトヤーン、ＯＥヤーン、エアジェットヤーン、シェニールヤーン、ループヤー
ン、およびゼロツイストヤーンなど、それ自体が周知の種類が、ヤーンとして考慮される
。
【００１９】
　本発明に係るタオル製品において、セルロース繊維は、コットン、ポリエステル、ウー
ル、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド（
ＰＡ）、ポリアクリル（ＰＡＣ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、リネン、シルク、
または同様に、ビスコース繊維、ポリノジック繊維、リヨセル繊維、および、例えば低い
繊度を有するモダール繊維から成る群より選択される繊維材料との混合体中に含まれ得る
。
【００２０】
　特には、上記繊度の範囲におけるモダール繊維のコットンとの混合体が有利である。
【００２１】
　好ましい実施形態において、布地の原材料および／またはパイルはそれぞれ、実質的に
、完全にセルロース繊維から構成されるか、またはセルロース繊維を含む混合体から構成
される。これは、セルロース繊維のみから成るヤーン、または、セルロース繊維と例えば
コットンなどの第２構成要素とから成る混合ヤーンがそれぞれ、原材料および／またはパ
イルの製造のために用いられるということを意味している。
【００２２】
　原材料および／またはパイルにおけるセルロース繊維の割合は、１％から１００％の範
囲にあることが有利であり、好ましくは、１０％から１００％であり、特に好ましくは３
０％から１００％である。
【００２３】
　３０％から５０％のモダール繊維と７０％から５０％のコットンとの混合体には、例え
ば３０％のモダール繊維／７０％のコットン、または、５０％のモダール繊維／５０％の
コットンなどが挙げられ、上記混合体はいずれの場合のあって特に好ましい。上述したよ
うに、これらの混合体は、パイルの材料に、および／または裏地の材料に使用され得る。
【００２４】
　可能な実施形態では、パイルは、実質的に、完全にセルロースのみから成るか、または
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異なる繊維との混合体を含むかのいずれかであり、また、原材料は異なる繊維材料から成
る。例えば１００％のコットンの原材料、および、１００％のモダール繊維のパイル、ま
たは５０％のモダール繊維と５０％コットンとの混合体を用いた実施形態は、有利である
。
【００２５】
　さらなる実施形態において、パイルおよび原材料は共に、実質的に、完全にセルロース
繊維からなるか、または、異なる繊維との混合体を含むかのいずれかである。原材料およ
びパイルがそれぞれ、１００％のモダール繊維、または５０％のモダール繊維と５０％の
コットンとの混合体、若しくは３０％のモダール繊維と７０％のコットンとの混合体から
作られる実施形態は、それぞれ有利なものである。
【００２６】
　さらなる実施形態において、原材料は１００％のコットン、または１００％のモダール
繊維から成る。パイルは２つのスレッドから成る。すなわち、１つのスレッドは１００％
のモダール繊維からなり、１つのスレッドは１００％のコットンから成る。この構成は、
主な焦点を特にモダール繊維またはコットンに合わせて、パターンに応じて織ることを可
能にする。ピースを選択した染料で染めた場合、コットンおよびモダール繊維の一部は、
陰影および色の深みの点でそれぞれ異なる（例えばジャッカード織の結果）。コットンの
代わりに、ポリエステル、ウール、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアクリル、ポリビ
ニルアルコール、リネン、シルク、ビスコース、ポリノジック、およびリヨセルを含む群
から成る繊維、および／またはそれらの混合体を、第２のスレッドとして用いることもで
きる。
【００２７】
　本発明に係るタオル製品では、それ自体は周知であるパイルは、ベロア品と同様にヤー
ンループから成るか、または、ショーンヤーンループから成ることが好ましい。
【００２８】
　布地の原材料は、織り繊維、縦編み繊維、編み繊維、ステッチ編み繊維から成る群から
選択されることが好ましい。
【００２９】
　本発明に係るタオル製品は、タオル、ビーチタオル、バスタオル、サウナタオル、バス
ローブ、洗面用タオル、浴用敷物、テーブル掛け、例えばシーツと枕カバーのリネン、マ
ットレス、および毛布カバーなどの寝具、マットレスサポート、ベビーウェア、スポーツ
ウェア、靴下、裏地用の生地材料、ならびに、オムツから成る群から選択される品目とし
て、またはその一部として提供されることが好ましい。
【００３０】
　〔実施例〕
　（実施例１）
　原材料の縦糸は１００％のコットンヤーン（Ｎｅ２３．５／２またはＮｅ１２／１）か
らなり、横糸も１００％コットン（Ｎｅ１６．５／１）から成る。パイルにおいては、５
０％のモダール繊維（２．５ｄｔｅｘ、切断長さ３８ｍｍ）と５０％のコットン（Ｎｅ１
６．５／１）から作られた混合ヤーンが用いられる。最終製品は、優れた吸収性、高いか
さ高性、および優れたかさ安定性を示す。上記製品は、本質的な柔軟性と心地よい手触り
とを有す。可塑剤で仕上げることは、吸収性および吸収速度が明確に低減するため、実際
には悪影響を有するが、これが必要ではなくなる。
【００３１】
　（実施例２）
　実施例１と同様に、原材料の縦糸は１００％のコットンヤーン（Ｎｅ２３．５／２また
はＮｅ１２／１）からなり、横糸は１００％のコットン（Ｎｅ１６．５／１）から成る。
パイルにおいては、８８％のモダール繊維（２．５ｄｔｅｘ、切断長さ５１ｍｍ）と１２
％のＰＶＡ（Ｎｅ１２ゼロツイストヤーン）とのヤーン混合体が用いられる。上記製品の
さらなる加工時、ＰＶＡ繊維は、上記製品の重さが低減されるよう引き抜かれる。最終製
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品は、優れた吸収性と、ループヤーンの極めて高い容量とを示す。切断長さが５１ｍｍで
ある２．５ｄｔｅｘのモダール繊維を用いた結果、ループヤーンにおける繊維結合が向上
することによって、このようなタオルでは、コットンから作られたゼロツイストヤーンか
ら成る比較対照タオルよりも、使用中に失う繊維の量がはるかに少ない。
【００３２】
　（実施例３）
　原材料の縦糸は１００％のコットンヤーン（Ｎｅ２３．５／２またはＮｅ１２／１）か
らなり、横糸は１００％のコットン（Ｎｅ１６．５／１）から成る。パイルにおいては、
三葉形の繊維断面（２．５ｄｔｅｘ、切断長さ３８ｍｍ）を有する５０％のモダール繊維
と５０％のコットン（Ｎｅ１６．５／１）とから作られた混合ヤーンが用いられる。最終
製品は、優れた吸収性、高いかさ高性、および優れたかさ安定性を示す。上記製品は、本
質的な柔軟性と心地よい手触りとを有す。吸収性および吸収速度が明確に低減するため、
実際には悪影響を有する可塑剤で仕上げることが、必要ではなくなる。かさ高性、かさ安
定性、吸収速度、および吸収性は、実施例１と比較してより向上する。



(7) JP 5414278 B2 2014.2.12

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｄ０３Ｄ  27/18     (2006.01)           Ａ４７Ｇ  11/00    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｄ０３Ｄ  27/08    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｄ０３Ｄ  27/18    　　　　          　　　　　

(72)発明者  ライトナー，ヨハン
            オーストリア，アー－４０５３　ハイド，ハイドビンダーヴェグ　１０

    合議体
    審判長  杉浦　淳
    審判官  住田　秀弘
    審判官  高橋　三成

(56)参考文献  特開平１０－１４６３５８（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０２／０８８４４２（ＷＯ，Ａ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A47K10/02
              D03G27/08
              D03D27/18
              A47G9/02
              A47G11/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

