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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単繊維径が１０～１０００ｎｍであり、かつフィラメント数が２０００本以上のフィラ
メント糸Ａを含む織編物であって、織編物の厚さが０．１～１．０ｍｍの範囲内であるこ
とを特徴とする遮熱性に優れた織編物を用いてなる日傘。
【請求項２】
　前記フィラメント糸Ａがポリエステルからなる、請求項１に記載の日傘。
【請求項３】
　前記フィラメント糸Ａが、海成分と島成分とからなる海島型複合繊維の海成分を溶解除
去して得られた糸条である、請求項１または請求項２に記載の日傘。
【請求項４】
　織編物が、下記式に定義するカバーファクターＣＦが１２００以上の織物である、請求
項１～３のいずれかに記載の日傘。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【請求項５】
　織編物の目付けが３０ｇ／ｍ２以上である、請求項１～４のいずれかに記載の日傘。
【請求項６】
　織編物に対する、波長０．７８～２μｍの近赤外線の平均透過率が４０％以下である、
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請求項１～５のいずれかに記載の日傘。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近赤外線に対して優れた遮熱性を有する織編物および繊維製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、夏場の炎天下などにおいて、太陽光を遮蔽するために、日傘、カーテン、日よけ
シートなどの繊維製品が使用されている。そして、かかる繊維製品用の織編物としては、
酸化チタンなどの無機微粒子を含有する繊維を用いたものや、織編物表面に光反射性の金
属膜を形成したものなどが提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
【０００３】
　しかしながら、酸化チタンなどの無機微粒子を含有する繊維を用いたものでは、紫外線
に対しては遮蔽効果があるものの、暑さを感じる近赤外線領域での遮蔽効果は十分とはい
えなかった。また、織編物表面に光反射性の金属膜を形成したものでは、工程が複雑にな
りかつコストアップとなり、実用的ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１１７９３５号公報
【特許文献２】特開２００６－１７４９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記の背景に鑑みなされたものであり、その目的は、近赤外線に対して優れた
遮熱性を有する織編物および繊維製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は上記の課題を達成するため鋭意検討した結果、細繊度かつフィラメント数が
大きいフィラメント糸を用いて織編物を得ると、かかる織編物は、驚くべきことに、近赤
外線に対して優れた遮熱性を有することを見出し、さらに鋭意検討を重ねることにより本
発明を完成するに至った。
【０００７】
　かくして、本発明によれば「単繊維径が１０～１０００ｎｍであり、かつフィラメント
数が２０００本以上のフィラメント糸Ａを含む織編物であって、織編物の厚さが０．１～
１．０ｍｍの範囲内であることを特徴とする遮熱性に優れた織編物。」が提供される。
　その際、前記フィラメント糸Ａがポリエステルからなることが好ましい。また、前記フ
ィラメント糸Ａが、海成分と島成分とからなる海島型複合繊維の海成分を溶解除去して得
られた糸条であることが好ましい。
【０００８】
　本発明の織編物において、織編物が、下記式に定義するカバーファクターＣＦが１２０
０以上の織物であることが好ましい。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【０００９】
　また、織編物の目付けが３０ｇ／ｍ２以上であることが好ましい。また、織編物に対す
る、波長０．７８～２μｍの近赤外線の平均透過率が４０％以下であることが好ましい。
　また、本発明によれば、前記の織編物を用いてなる、スポーツウエア、アウトドアウェ
ア、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、カーテン、テント、タープ、傘、帽子、日よけシート
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、および日よけネットの群より選ばれるいずれかの繊維製品が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、近赤外線に対して優れた遮熱性を有する織編物および繊維製品が得ら
れる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　まず、フィラメント糸Ａ（以下、「ナノファイバー」と称することもある。）において
、その単繊維径（単繊維の直径）が１０～１０００ｎｍ（好ましくは１００～９００ｎｍ
、特に好ましくは５５０～９００ｎｍ）の範囲内であることが肝要である。かかる単繊維
径を単繊維繊度に換算すると、０．０００００１～０．０１ｄｔｅｘに相当する。該単繊
維径が１０ｎｍよりも小さい場合は繊維強度が低下するため実用上好ましくない。逆に、
該単繊維径が１０００ｎｍよりも大きい場合は、近赤外線に対して優れた遮熱効果が得ら
れず好ましくない。ここで、単繊維の断面形状が丸断面以外の異型断面である場合には、
外接円の直径を単繊維径とする。なお、単繊維径は、透過型電子顕微鏡で繊維の横断面を
撮影することにより測定が可能である。また、単繊維繊度のばらつきが－２０％～＋２０
％の範囲内であることが好ましい。
【００１２】
　前記フィラメント糸Ａにおいて、近赤外線に対して優れた遮熱効果を得る上でフィラメ
ント数が２０００本以上（より好ましくは２０００～１００００本）であることが肝要で
ある。かかるフィラメント数が２０００本未満の場合、近赤外線に対して優れた遮熱効果
が得られないおそれがある。また、フィラメント糸Ａの総繊度（単繊維繊度とフィラメン
ト数との積）としては、５～１５０ｄｔｅｘの範囲内であることが好ましい。
【００１３】
　前記フィラメント糸Ａの繊維形態は特に限定されず、長繊維（マルチフィラメント糸）
でもよいし、短繊維でもよい。なかでも、織編物の組織間空隙を小さくして近赤外線に対
して優れた遮熱効果が得る上で、紡績糸のように繊維が凝集しているよりも長繊維（マル
チフィラメント糸）のように嵩高であるほうが好ましい。単繊維の断面形状も特に限定さ
れず、丸、三角、扁平、中空など公知の断面形状でよい。また、通常の空気加工、仮撚捲
縮加工が施されていてもさしつかえない。
【００１４】
　前記フィラメント糸Ａを形成するポリマーの種類としては特に限定されないが、繊維強
度や染色堅牢性などの点でポリエステル系ポリマーが好ましい。例えば、ポリエチレンテ
レフタレートやポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ乳
酸、ステレオコンプレックスポリ乳酸、第３成分を共重合させたポリエステルなどが好ま
しく例示される。かかるポリエステルとしては、マテリアルリサイクルまたはケミカルリ
サイクルされたポリエステルであってもよい。さらには、特開２００４－２７００９７号
公報や特開２００４－２１１２６８号公報に記載されているような、特定のリン化合物お
よびチタン化合物を含む触媒を用いて得られたポリエステルでもよい。該ポリマー中には
、本発明の目的を損なわない範囲内で必要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染料可染剤
、着色防止剤、熱安定剤、蛍光増白剤、艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子が１種ま
たは２種以上含まれていてもよい。艶消し剤（酸化チタン）はポリエステル中に含まれて
いてもさしつかえないが、艶消し剤がポリエステル中に含まれていなくても近赤外線に対
して優れた遮熱効果が得られるので、コストを低減するため、艶消し剤（酸化チタン）の
含有量はポリエステル重量対比２．５％以下とすることが好ましい。
【００１５】
　本発明において、織編物は前記フィラメントＡだけで構成されていてもよいし、前記フ
ィラメントＡと他の糸条（１種類または複数種類）とで構成されていてもよい。その際、
他の糸条の含有量としては織編物重量対比７０重量％以下であることが好ましい。また、
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かかる他の糸条としては、単繊維径が１０００ｎｍより大の、前記のようなポリエステル
からなる、ポリエスエテルマルチフィラメントやポリエステル仮撚捲縮加工糸、弾性繊維
糸などが好ましい。特に、他の糸条としてポリエステル仮撚捲縮加工糸や弾性繊維糸が織
編物に含まれていると、織編物にさらに優れたストレッチ性が付加され好ましい。
【００１６】
　ここで、弾性繊維糸としては、ポリブチレンテレフタレートをハードセグメントとし、
ポリオキシエチレングリコールをソフトセグメントとするポリエーテルエステルエラスト
マーからなる吸水性ポリエーテルエステル弾性繊維糸、ポリブチレンテレフタレートをハ
ードセグメントとし、ポリテトラメチレンオキシドグリコールをソフトセグメントとする
ポリエーテルエステルエラストマーからなる非吸水性ポリエーテルエステル弾性繊維糸、
ポリウレタン弾性繊維糸、ポリトリメチレンテレフタレート糸、合成ゴム系弾性繊維糸、
天然ゴム系弾性繊維糸などが好適に例示される。
【００１７】
　前記弾性繊維糸の総繊度としては、５～１００ｄｔｅｘ（より好ましくは１０～４０ｄ
ｔｅｘ）の範囲内であることが好ましい。なお、前記弾性繊維糸の破断伸度は４００％以
上のものが好ましく、染色加工時の熱処理によって性能を損なわないものが好ましい。
　前記フィラメント糸Ａと他の糸条とは、複合糸として織編物に含まれていてもよいし、
両者が引き揃えられて含まれていてもよいし、両者が交編または交織されていてもよい。
【００１８】
　本発明の織編物において、織編物の厚さが０．１～１．０ｍｍの範囲内（より好ましく
は０．１５～０．５ｍｍ）であることが肝要である。織編物の厚さが０．１ｍｍよりも小
さい場合、近赤外線に対して優れた遮熱効果が得られないおそれがある。逆に織編物の厚
さが１．０ｍｍよりも大きいと、重量が大きくなりすぎ軽量性が損われるおそれがある。
　また、織編物の目付けとしては、優れた遮熱性を得る上で３０ｇ／ｍ２以上（より好ま
しくは３０～３００ｇ／ｍ２）であることが好ましい。
【００１９】
　また、織編物が、下記式に定義するカバーファクターＣＦが１２００以上（より好まし
くは１４００～５０００）の織物であると、特に優れた遮熱効果が得られ好ましい。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【００２０】
　本発明の織編物は例えば以下の製造方法により製造することができる。まず、海成分と
、その径が１０～１０００ｎｍである島成分とで形成される海島型複合繊維（フィラメン
ト糸Ａ用繊維）を用意する。かかる海島型複合繊維としては、特開２００７－２３６４号
公報に開示された海島型複合繊維マルチフィラメント（島数１００～１５００）が好まし
く用いられる。
【００２１】
　ここで、海成分ポリマーとしては、繊維形成性の良好なポリエステル、ポリアミド、ポ
リスチレン、ポリエチレンなどが好ましい。例えば、アルカリ水溶液易溶解性ポリマーと
しては、ポリ乳酸、超高分子量ポリアルキレンオキサイド縮合系ポリマー、ポリエチレン
グルコール系化合物共重合ポリエステル、ポリエチレングリコール系化合物と５－ナトリ
ウムスルホン酸イソフタル酸の共重合ポリエステルが好適である。なかでも、５－ナトリ
ウムスルホイソフタル酸６～１２モル％と分子量４０００～１２０００のポリエチレング
ルコールを３～１０重量％共重合させた固有粘度が０．４～０．６のポリエチレンテレフ
タレート系共重合ポリエステルが好ましい。
【００２２】
　一方、島成分ポリマーは、最終的にフィラメントＡを形成するポリマーであり、前記の
ようなのポリエステルが好ましい。該ポリマー中には、本発明の目的を損なわない範囲内
で必要に応じて、微細孔形成剤、カチオン染料可染剤、着色防止剤、熱安定剤、蛍光増白
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剤、艶消し剤、着色剤、吸湿剤、無機微粒子が１種または２種以上含まれていてもよい。
【００２３】
　上記の海成分ポリマーと島成分ポリマーからなる海島型複合繊維は、溶融紡糸時におけ
る海成分の溶融粘度が島成分ポリマーの溶融粘度よりも大きいことが好ましい。また、島
成分の径は、１０～１０００ｎｍの範囲とする必要がある。その際、該径が真円でない場
合は外接円の直径を求める。前記の海島型複合繊維において、その海島複合重量比率（海
：島）は、４０：６０～５：９５の範囲が好ましく、特に３０：７０～１０：９０の範囲
が好ましい。
【００２４】
　かかる海島型複合繊維は、例えば以下の方法により容易に製造することができる。すな
わち、前記の海成分ポリマーと島成分ポリマーとを用い溶融紡糸する。溶融紡糸に用いら
れる紡糸口金としては、島成分を形成するための中空ピン群や微細孔群を有するものなど
任意のものを用いることができる。吐出された海島型複合繊維（マルチフィラメント）は
、冷却風によって固化され、好ましくは４００～６０００ｍ／分で溶融紡糸された後に巻
き取られる。得られた未延伸糸は、別途延伸工程をとおして所望の強度・伸度・熱収縮特
性を有する複合繊維とするか、あるいは、一旦巻き取ることなく一定速度でローラーに引
き取り、引き続いて延伸工程をとおした後に巻き取る方法のいずれでも構わない。さらに
、仮撚捲縮加工を施してもよい。かかる海島型複合繊維（フィラメント糸Ａ用マルチフィ
ラメント）において、単糸繊維繊度、フィラメント数、総繊度としてはそれぞれ単糸繊維
繊度０．５～１０．０ｄｔｅｘ、フィラメント数５～７５本、総繊度３０～１７０ｄｔｅ
ｘ（好ましくは３０～１００ｄｔｅｘ）の範囲内であることが好ましい。ここで、最終的
に得られるフィラメントＡのフィラメント数を２０００本以上とする上で、前記島成分の
島数と、海島型複合繊維のフィラメント数との積が２０００以上であることが肝要である
。
【００２５】
　次いで、前記海島型複合繊維（フィラメント糸Ａ用マルチフィラメント）だけを用いる
か、必要に応じて単繊維径が１０００ｎｍより大の、ポリエステル糸条や弾性繊維糸など
他の糸とともに用いて、厚さが０．１～１．０ｍｍの範囲内の織編物を製編織する。
【００２６】
　その際、織編物の織編物組織は特に限定されない。例えば、織組織としては、平織、斜
文織、朱子織等の三原組織、変化組織、変化斜文織等の変化組織、たて二重織、よこ二重
織等の片二重組織、たてビロードなどが例示される。層数も単層でもよいし、２層以上の
多層でもよい。編物の場合は、よこ編物であってもよいしたて編物であってもよい。よこ
編組織としては、平編、ゴム編、両面編、パール編、タック編、浮き編、片畔編、レース
編、添え毛編等が好ましく例示され、たて編組織としては、シングルデンビー編、シング
ルアトラス編、ダブルコード編、ハーフトリコット編、裏毛編、ジャガード編等が例示さ
れる。層数も単層でもよいし、２層以上の多層でもよい。また、製編織方法も通常の織編
機（例えば、通常のウオータージェットルーム、エアージェットルーム、丸編機など）を
用いた通常の方法でよい。
【００２７】
　次いで、該織編物にアルカリ水溶液処理を施し、前記海島型複合繊維の海成分をアルカ
リ水溶液で溶解除去し、海島型複合繊維を単繊維径が１０～１０００ｎｍのフィラメント
糸Ａとすることにより、単繊維径が１０～１０００ｎｍであり、かつフィラメト数が２０
００本以上のフィラメント糸Ａを含み、厚さが０．１～１．０ｍｍの範囲内の織編物を得
る。その際、アルカリ水溶液処理の条件としては、濃度３～４％のＮａＯＨ水溶液を使用
し５５～６５℃の温度で処理するとよい。
【００２８】
　また、常法の起毛加工、撥水加工、さらには、紫外線遮蔽あるいは制電剤、抗菌剤、消
臭剤、防虫剤、蓄光剤、再帰反射剤、マイナスイオン発生剤等の機能を付与する各種加工
を付加適用してもよい。また、丸編地にバッフィング加工またはブラシ処理加工が施すと
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、ヌメリ感に優れた風合いを呈し好ましい。
【００２９】
　特に、高圧水で織編物を噴射処理することが好ましい。海成分を溶解除去した直後、島
成分（フィラメント糸Ａ）同士は凝集密着しているが、前記の噴射処理により、凝集密着
した複数のフィラメント糸Ａがばらけた状態で存在することになり、遮熱性がより向上し
好ましい。その際、高圧水の圧力としては、３～１０ＭＰａ（３０～１００ｋｇｆ／ｃｍ
２）の範囲が好ましく、装置としては、スパンレース用ウオーターニードル装置（噴射孔
径は０．２ｍｍ以下が好ましい。）や超音波水が好適である。
【００３０】
　かくして得られた織編物は、太陽光の近赤外線に対して優れた遮熱性を有する。その理
由は、極細繊維（フィラメントＡ）と、極細繊維間に存在する微小な空気層との界面が多
いため入射した近赤外線が反射されるためであろうと推定している。
　ここで、織編物の遮熱性としては、島津製作所製「ＵＶ３１００Ｓ　ＭＰＣ－３１００
」で、波長７８０ｎｍ～２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率を測定して、４０％
以下であることが好ましい。
【００３１】
　また、下記の方法で測定した、Ｔ０とＴ１との温度差（Ｔ１－Ｔ０）が７℃以下である
ことが好ましい。すなわち、温度２０℃、湿度６５％ＲＨの室内で、一辺が２０ｃｍの正
方形状の織編物を試料とし、長さ１０ｃｍの４本の支柱で試料の四隅を支え、試料を床に
対して水平に固定する。試料に対し垂直上方３４ｃｍの位置にランプ（パナソニック製レ
フ電球　ハイランプ屋外用（ＲＦ１１０Ｖ４５０ＷＨ））を固定する。そして、光を照射
する前の試料中央部の５ｃｍ下方の空間温度（Ｔ０）を測定する。次いで、ランプをＯＮ
にし、照射開始１５分後の試料中央部の５ｃｍ下方の空間温度（Ｔ１）を測定する。そし
て、Ｔ１とＴ０との温度差（Ｔ１－Ｔ０）を算出する。この温度差（Ｔ１－Ｔ０）が小さ
いほど、織編物の遮熱性が高い。
【００３２】
　次に、本発明の繊維製品は、前記の織編物を用いてなる、スポーツウエア、アウトドア
ウェア、紳士衣服、婦人衣服、作業衣、カーテン、テント、タープ、傘、帽子、日よけシ
ート、および日よけネットの群より選ばれるいずれかの繊維製品である。かかる繊維製品
は前記の織編物を用いているので、優れた遮熱性を有する。
【実施例】
【００３３】
　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。
【００３４】
　（１）溶融粘度
　乾燥処理後のポリマーを紡糸時のルーダー溶融温度に設定したオリフィスにセットして
５分間溶融保持したのち、数水準の荷重をかけて押し出し、そのときのせん断速度と溶融
粘度をプロットした。そのプロットをなだらかにつないで、せん断速度－溶融粘度曲線を
作成し、せん断速度が１０００秒－１の時の溶融粘度を見た。
【００３５】
　（２）溶解速度
　海・島成分の各々０．３φ－０．６L×２４Hの口金にて１０００～２０００m/分の紡糸
速度で糸を巻き取り、さらに残留伸度が３０～６０％の範囲になるように延伸して、８４
ｄｔｅｘ／２４ｆｉｌのマルチフィラメントを作製する。これを各溶剤にて溶解しようと
する温度で浴比１００にて溶解時間と溶解量から減量速度を算出した。
【００３６】
　（３）フィラメント糸Ａ（ナノファイバー）のばらけ状態
　丸編地を液体窒素に浸漬して固まらせた後カットした後、断面（縦６１μｍ×横８０μ
ｍ、面積４８８０μｍ２）を電子顕微鏡で１０箇所撮影し（倍率１５００倍）、１００本
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以上のフィラメント糸Ａが凝集密着したフィラメント糸Ａ塊の合計個数をカウントした。
合計個数が０個の場合を合格とし、１個以上の場合を不合格とした。
【００３７】
　（４）単繊維径
　丸編地を電子顕微鏡で写真撮影した後、ｎ数５で単繊維径を測定しその平均値を求めた
。
【００３８】
　（５）織編物の厚み
　ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　８．５に従って測定した。
【００３９】
　（６）織編物の目付
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６　６．４．２に従って測定した。
【００４０】
　（７）近赤外線の透過率
　島津製作所製「ＵＶ３１００Ｓ　ＭＰＣ－３１００」で、波長７８０ｎｍ～２μｍの範
囲の近赤外線に対する平均透過率を測定した。
【００４１】
　（８）遮熱性
　温度２０℃、湿度６５％ＲＨの室内で、一辺が２０ｃｍの正方形状の織編物を試料とし
、長さ１０ｃｍの４本の支柱で試料の四隅を支え、試料を床に対して水平に固定した。試
料に対し垂直上方３４ｃｍの位置にランプ（パナソニック製レフ電球　ハイランプ屋外用
（ＲＦ１１０Ｖ４５０ＷＨ））を固定した。そして、光を照射する前の試料中央部の５ｃ
ｍ下方の空間温度（Ｔ０）を測定した。次いで、ランプをＯＮにし、照射開始１５分後の
試料中央部の５ｃｍ下方の空間温度（Ｔ１）を測定した。そして、Ｔ１とＴ０との温度差
（Ｔ１－Ｔ０）を算出した。温度差（Ｔ１－Ｔ０）が７℃以下であれば、遮熱性が良好で
あるとする。
【００４２】
　（９）織物のカバーファクターＣＦ
　下記式により織物のカバーファクターＣＦを求めた。
ＣＦ＝（ＤＷｐ／１．１）１／２×ＭＷｐ＋（ＤＷｆ／１．１）１／２×ＭＷｆ
［ＤＷｐは経糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｐは経糸織密度（本／２．５４ｃｍ）、ＤＷｆ
は緯糸総繊度（ｄｔｅｘ）、ＭＷｆは緯糸織密度（本／２．５４ｃｍ）である。］
【００４３】
［実施例１］
　島成分としてポリエチレンテレフタレート（２８０℃における溶融粘度が１２００ポイ
ズ、艶消し剤の含有なし）、海成分として５－ナトリウムスルホイソフタル酸６モル％と
数平均分子量４０００のポリエチレングリコール６重量％を共重合したポリエチレンテレ
フタレート（２８０℃における溶融粘度が１７５０ポイズ）を用い（溶解速度比（海／島
）＝２３０）、海：島＝３０：７０、島数＝８３６の海島型複合未延伸糸を、紡糸温度２
８０℃、紡糸速度１５００ｍ／分で溶融紡糸して一旦巻き取った。
　得られた未延伸糸を、延伸倍率２．５倍でローラー延伸し、次いで１５０℃で熱セット
し、海島型複合延伸糸（フィラメント糸Ａ用マルチフィラメント）として巻き取った。得
られた海島型複合延伸糸は５６ｄｔｅｘ／１０ｆｉｌであり、透過型電子顕微鏡ＴＥＭに
よる繊維横断面を観察したところ、島の形状は丸形状でかつ島の径は７００ｎｍであった
。
【００４４】
　次いで、該海島型複合延伸糸を２本引き揃え１００回／ｍ（Ｓ方向）にて撚糸し、経糸
および緯糸に全量配し、経密度１１５本／２．５４ｃｍ、緯密度９０本／２．５４ｃｍの
織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生機を得た。
　そして、該織物を５０℃にて湿熱処理した後、海島型複合延伸糸の海成分を除去するた
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めに、２．５％ＮａＯＨ水溶液で、５５℃にて３１％減量（アルカリ減量）した。その後
、常法の湿熱加工、乾熱加工を行った。
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸および緯糸断面を観察し
たところ、海成分は完全に溶解除去されており、織物の経糸および緯糸全量が均一性に優
れたナノファイバー（単繊維径７００ｎｍのフィラメント糸Ａ）により構成されているこ
とを確認した。
　得られた織物において、織物のカバーファクターＣＦは２４７０、厚みは０．１５ｍｍ
、目付は９５ｇ／ｍ２、波長７８０ｎｍ～２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率は
２６％であり、前記Ｔ１とＴ０の温度差は４．９℃と小さく遮熱性に優れるものであった
。
　次いで、前記織物を用いて、日傘製品を縫製して実用したところ、遮熱性に優れるもの
であった。
【００４５】
　　［実施例２］
　実施例１と同様にしてフィラメント糸Ａ用糸条として海島型複合延伸糸５６ｄｔｅｘ／
１０ｆｉｌを得た。
　次いで、通常のポリエチレンテレフタレートからなるマルチフィラメント仮撚加工糸（
５６デシテックス／１４４フィラメント、単繊維径０．３９μｍ）を１５０回／ｍ（Ｓ方
向）にて撚糸した糸条を経糸に全量配し、前述の海島型複合延伸糸を無撚にて緯糸に全量
配し、経密度１５１本／２．５４ｃｍ、緯密度１３４本／２．５４ｃｍの織密度にて、通
常の製織方法により平組織の織物生機を得た。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、湿熱加工、
乾熱加工を行った。この際のアルカリ減量率は１７％であった。
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および緯糸断面を観察したところ、
海成分は完全に溶解除去されており、織物の緯糸全量が均一性に優れたナノファイバーに
より構成されていることを確認した。
　得られた織物において、織物のカバーファクターＣＦは２２００、厚みは０．２ｍｍ、
目付は１５０ｇ／ｍ２、波長７８０ｎｍ～２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率は
３７％であり、前記Ｔ１とＴ０の温度差は５．９℃と小さく遮熱性に優れるものであった
。
【００４６】
［実施例３］
　実施例１と同様にしてフィラメント糸Ａ用糸条として海島型複合延伸糸５６ｄｔｅｘ／
１０ｆｉｌを得た。次いで、該延伸糸２本と通常のポリエチレンテレフタレートからなる
マルチフィラメント（３３ｄｔｅｘ／１２ｆｉｌ、単繊維径１６．１μｍ）とインターレ
ース加工にて混繊糸を得た。
　該混繊糸を３００回／ｍ（Ｓ方向）にて撚糸し、経糸に全量配し、一方、通常のポリエ
チレンテレフタレートからなるマルチフィラメント仮撚捲縮加工糸（５６ｄｔｅｘ／１４
４ｆｉｌ、単繊維径０．３９μｍ）を２本引き揃え３００回／ｍ（Ｓ方向）にて合撚後、
緯糸に全量配し、経密度１７１本／２．５４ｃｍ、緯密度６７本／２．５４ｃｍの織密度
にて、通常の製織方法により５枚サテン組織の織物生機を得た。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、湿熱加工、
乾熱加工を行った。この際のアルカリ減量率は２１％であった。
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸断面を観察したところ、
海成分は完全に溶解除去されており、織物の経糸に均一性に優れた極細繊維が含まれてい
ることを確認した。
　得られた織物において、織物のカバーファクターＣＦは３６２６、厚みは０．３３ｍｍ
、目付は１７７ｇ／ｍ２、波長７８０ｎｍ～２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率
は２９％であり、前記Ｔ１とＴ０の温度差は５．３℃と小さく遮熱性に優れるものであっ
た。
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【００４７】
［実施例４］
　実施例１と同様にしてフィラメント糸Ａ用糸条として海島型複合延伸糸５６ｄｔｅｘ／
１０ｆｉｌを得た。
　次いで、２８ゲージの通常の経編機を使用して、前述の海島型複合延伸糸をフロント筬
とミドル筬に用い、ポリエチレンテレフタレートからなるマルチフィラメント（３３ｄｔ
ｅｘ／１２ｆｉｌ、単繊維径１６．１μｍ）をバック筬に用い、サテン組織（バック：１
０／２１、ミドル：１０／３４、フロント：１０／３４による編方）によりサテン組織の
経編生機を得た。
　その後、該編物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、湿熱加工、
乾熱加工を行った。この際のアルカリ減量率は２５％であった。
　得られた編物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで編物表面および経断面を観察したところ、海
成分は完全に溶解除去されており、編物に均一性に優れた極細繊維が含まれていることを
確認した。
　得られた編物において、厚みは０．５３ｍｍ、目付は２３３ｇ／ｍ２、波長７８０ｎｍ
～２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率は２４％であり、前記Ｔ１とＴ０の温度差
は４．３℃と小さく遮熱性に優れるものであった。
【００４８】
　　［比較例１］
　経糸および緯糸に、艶消し剤（二酸化チタン）を２．５重量％含みそれ以外の無機微粒
子を含まないポリエチレンテレフタレートマルチフィラメント８４ｄｔｅｘ／３６ｆｉｌ
（帝人ファイバー（株）製、単繊維径１４．８μｍ）を全量配し、通常のレピア織機を用
いて、経密度１１５本／２．５４ｃｍ、緯密度９６本／２．５４ｃｍの織密度にて、常法
の製織方法により平組織の織物生機を得た。
　次いで、該織物生機に定法の湿熱加工、乾熱加工を行った。
　得られた織物において、厚みは０．２ｍｍ、目付は１０１ｇ／ｍ２、波長７８０ｎｍ～
２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率は５６％であり、前記Ｔ１とＴ０の温度差は
７．７℃と大きく遮熱性は劣るものであった。
【００４９】
［比較例２］
　実施例１と同様にしてフィラメント糸Ａ用糸条として海島型複合延伸糸５６ｄｔｅｘ／
１０ｆｉｌを得た。
　次いで、該延伸糸１本を経糸および緯糸に全量配し、経密度１５１本／２．５４ｃｍ、
緯密度１３４本／２．５４ｃｍの織密度にて、通常の製織方法により平組織の織物生機を
得た。
　その後、該織物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、湿熱加工、
乾熱加工を行った。この際のアルカリ減量率は３１％であった。
　得られた織物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで織物表面および経糸および緯糸断面を観察し
たところ、海成分は完全に溶解除去されており、織物の経糸および緯糸全量が均一性に優
れたナノファイバー（単繊維径７００ｎｍのフィラメント糸Ａ）により構成されているこ
とを確認したが、得られた織物において、厚みは０．０８ｍｍ、目付は９８ｇ／ｍ２、波
長７８０ｎｍ～２μｍの範囲の近赤外線に対する平均透過率は４２％（範囲より大）であ
り、前記Ｔ１とＴ０の温度差は７．２℃と大きく遮熱性は劣るものであった。
【００５０】
［実施例５］
　実施例１と同様にしてフィラメント糸Ａ用糸条として海島型複合延伸糸５６ｄｔｅｘ／
１０ｆｉｌを得た。
　次いで、該延伸糸を３本引き揃え７０回／ｍ（Ｓ方向）にて撚糸し、２８ゲージの通常
の経編機を使用して、前述の海島型複合延伸糸の合撚糸をフロント筬に用い、ポリエチレ
ンテレフタレートからなるマルチフィラメント（５６ｄｔｅｘ／１２ｆｉｌ、単繊維径２
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０．９μｍ）をバック筬に用い、サテン組織（バック：１０／２１、フロント：１０／４
５による編方）によりサテン組織の経編生機を得た。
　その後、該編物を実施例１と同様の方法で、湿熱処理、アルカリ減量加工、湿熱加工、
乾熱加工を行った。この際のアルカリ減量率は２６％であった。
　得られた編物を走査型電子顕微鏡ＳＥＭで編物表面および経断面を観察したところ、海
成分は完全に溶解除去されており、編物に均一性に優れた極細繊維が含まれていることを
確認したが、得られた編物において、波長７８０ｎｍ～２μｍの範囲の近赤外線に対する
平均透過率は２３％、前記Ｔ１とＴ０の温度差は４．２℃と十分小さいものであったが、
厚みは０．６５ｍｍ、目付は３２０（範囲より大）ｇ／ｍ２と大きく、繊維製品（日傘）
にしたところ、重量が大きすぎ、実用にはやや劣るものであった。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明によれば、近赤外線に対して優れた遮熱性を有する織編物および繊維製品が提供
され、その工業的価値は極めて大である。
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