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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素繊維糸と絹繊維糸を交織してなる複合繊維織物であって、
　炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする地組織に絹繊維糸で紋様組織を織り込むことにより形
成された二重織構造を有する複合繊維織物。
【請求項２】
　裏側に回る絹繊維糸の少なくとも一部が地組織で綴じられていないことを特徴とする請
求項１に記載の複合繊維織物。
【請求項３】
　炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする地組織に、少なくとも絹繊維糸を経糸とする紋様組織
を織り込むことにより二重織構造を有する複合繊維織物を製造する方法であって、
　前記経糸のうち炭素繊維糸は消極送り出しにより該炭素繊維糸の供給源から前記地組織
の織り出し部位に向けて給糸し、
　前記経糸のうち絹繊維糸は積極送り出しにより該絹繊維糸の供給源から前記紋様組織の
織り出し部位に向けて給糸することを特徴とする複合繊維織物の製造方法。
【請求項４】
　炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする地組織に、絹繊維糸を経糸及び緯糸とする紋様組織を
織り込むことにより経緯二重織構造を有する複合繊維織物を製造する方法であって、製織
時における経糸の絹繊維糸の張力を経糸の炭素繊維糸の張力よりも小さくしたことを特徴
とする複合繊維織物の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭素繊維と絹繊維の複合繊維織物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭素繊維は、引張強度や疲労強度が高い、耐熱性に優れる、熱膨張係数が小さい、電磁
遮蔽性を有する、といった優れた性質を有する反面、擦れ合ったり強く曲げられたりする
と繊維が切断して毛羽立ち(フライ)が発生する、染色できない、という欠点もある。この
ため、炭素繊維は単独で使用されることはまれで，通常は樹脂・セラミックス・金属など
を母材とする複合材料の強化および機能性付与材料として使用されてきた。
【０００３】
　これに対して、炭素繊維布帛に柔軟性のある高分子化合物を含浸させて炭素繊維シート
とし、これをかばんや衣服等に利用することが提案されている(特許文献１参照）。この
炭素繊維シートに用いられる炭素繊維布帛は、炭素繊維に既存のナイロンやポリエステル
繊維の他、パラ系アラミド繊維やポリアリレート繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオ
キサゾール繊維といった引張強度が1.9GPa以上の高強力繊維を組み合わせて製織されたも
のである。
【０００４】
　一般に、異なる種類の繊維を交織する場合はできるだけ伸度差の小さい繊維を選択する
必要がある。これは、伸度差が大きいと織物表面に凹凸が発生し易く、凹凸の発生を抑え
るためには各繊維の張力を調整する必要があるからである。炭素繊維は引張抵抗度が24.0
ton／mm２と高く、破断伸度が2％と非常に小さいため、炭素繊維と組み合わせることがで
きる繊維の種類は限られる。
【０００５】
　絹繊維は、優雅な光沢、風合いを有し、しかも染色性に富むという特徴を有することか
ら、古くより着物や帯、洋服、かばん等に広く利用されている。このような絹繊維と炭素
繊維を交織すれば、合成繊維と交織する場合よりも染色性・意匠性に優れた複合繊維織物
を得ることができると考えられるが、絹繊維は引張抵抗度が0.65～1.2ton／mm２と低く、
破断伸度が15～25％程度もあり炭素繊維との伸度差が非常に大きい。このため、絹繊維と
炭素繊維を交織する場合には、各繊維の張力をうまく調整しなければ織物表面に凹凸が多
く発生してしまうため、高品位の織物を得ることが難しかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2007-169867号公報（[0012]）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、凹凸の発生を小さく抑えることができる炭素繊維と絹繊維の複合繊維
織物及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　絹繊維は、西陣織や京友禅をはじめ日本の様々な伝統的な織物の材料として古くから用
いられてきた繊維であり、優美な光沢や風合いを有し、染色性に富む繊維として知られて
いる。本発明者らは、このような絹繊維からなる糸を高機能性繊維として知られている炭
素繊維からなる糸と組み合わせることで、機能性、染色性・意匠性に優れた複合繊維織物
を得ることができると考え、研究・開発を進めてきた。その結果、得られたものが本発明
の複合繊維織物である。
　具体的には、本発明の複合繊維織物は、炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする地組織に、絹
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繊維糸で紋様組織を織り込むことにより形成された二重織構造を有することを特徴とする
。
【０００９】
　ここで、二重織構造としては、経糸を表裏二重にし、緯糸を一重にした経（たて）二重
織構造、経糸を一重にし、緯糸を表裏二重にした緯（よこ）二重織構造、経糸及び緯糸の
両方を表裏二重にした経緯（たてよこ）二重織構造が挙げられる。
【００１０】
　また、本発明の複合繊維織物においては、裏側に回る絹繊維糸の少なくとも一部が地組
織で綴じられていないことが望ましい。このような構成によれば、できあがった複合繊維
織物において絹繊維糸が引っ張られた状態にあるときでも、当該織物の裏側に回った絹繊
維のうち地組織で綴じられていない絹繊維糸の一部又は全部を切断することにより、複合
繊維織物における絹繊維糸の張力を調整することができる。
【００１１】
　また、本発明は、炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする地組織に、少なくとも絹繊維糸を緯
糸とする紋様組織を織り込むことにより二重織構造を有する複合繊維織物を製造する方法
であって、経糸のうち炭素繊維糸は消極送り出しにより該炭素繊維糸の供給源から前記地
組織の織り出し部位に向けて給糸し、絹繊維糸は積極送り出しにより該絹繊維糸の供給源
から前記紋様組織の織り出し部位に向けて給糸することを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明は、炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする地組織に、絹繊維糸を経糸及び緯
糸とする紋様組織を織り込むことにより二重織構造を有する複合繊維織物を製造する方法
であって、製織時における経糸の絹繊維糸の張力を経糸の炭素繊維糸の張力よりも小さく
したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、炭素繊維糸だけで地組織を形成すると共に絹繊維糸だけで紋様組織を
形成して、炭素繊維糸からなる部分と絹繊維糸からなる部分を分離したので、炭素繊維糸
と絹繊維糸の伸縮率の差による織縮みの発生を大きくしたり小さくしたり制御できる。ま
た、染色性を有する絹繊維糸から紋様組織を形成したため、紋様組織部分に適宜の色を染
色したり図柄を捺染したりすることができ、染色性・意匠性に優れた複合繊維織物を得る
ことができる。
【００１４】
　また、本発明の複合繊維織物の製造方法によれば、炭素繊維糸及び絹繊維糸の経糸をそ
れぞれ消極送り出し及び積極送り出しにより給糸することで、炭素繊維糸と絹繊維糸の張
力差を設定できるようにしたので、地組織部分と紋様組織部分の織り縮み量や織物全体に
凹凸が現れる程度を調整することができる。ここで「調整」とは、複合繊維織物の地組織
部分と紋様組織部分の織り縮み量を所定値にするため、或いは、複合繊維織物全体に占め
る凹凸の割合や凹凸の出没量を所定値にするために、製織時において経糸を送り出す際に
炭素繊維糸と絹繊維糸に掛ける張力を所定値に設定することをいう。
【００１５】
　さらに、本発明の複合繊維織物の製造方法によれば、経緯二重織構造を有する複合繊維
織物を製造の際の経糸の絹繊維糸の張力を経糸の炭素繊維糸の張力よりも小さくしたので
、紋様組織部分の織縮み量を小さくすることができ、凹凸の少ない、平坦な複合繊維織物
を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施例１及び２に係る複合繊維織物を製織するための織機の概略図。
【図２】実施例１の複合繊維織物の断面図。
【図３】実施例１の複合繊維織物の外観写真。
【図４】実施例２の複合繊維織物の断面図。
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【図５】実施例２の複合繊維織物の外観写真。
【図６】本発明の実施例３～５に係る複合繊維織物を製織するための織機の概略図。
【図７】実施例３の複合繊維織物の断面図。
【図８】実施例３の複合繊維織物の外観写真。
【図９】実施例４の複合繊維織物の断面図。
【図１０】実施例４の複合繊維織物の外観写真。
【図１１】実施例５の複合繊維織物の断面図。
【図１２】実施例５の複合繊維織物の外観写真。
【図１３】本発明の実施例６に係る複合繊維織物を製織するための織機の概略図。
【図１４】実施例６の複合繊維織物の外観写真。
【図１５】実施例１～６の複合繊維織物の評価結果を示す表。
【図１６】実施例１～６の複合繊維織物の凹凸に関する試験結果を示す表。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の具体的な実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、実施例１に係る複合繊維織物を製造するために用いた織機を示している。図１
に示す織機１０は通常のシャットル織機であり、千切（ワープビーム）２１に整経して巻
かれた経糸Ａを間丁ローラ２２を経てリーズロッド２３に繰り出す消極送り出し機構２０
と、リーズロッド２３で張力調整及び配列整理された経糸Ａに開口部１４を形成する開口
機構３０と、開口機構３０よりも織前１２側に設けられ、開口部１４に打ち込まれた緯糸
Ｂを織前１２側に詰めるクランク式の筬打ち機構４０と、織り上げられた複合繊維織物Ｃ
を巻き取る積極巻き取り機構５０を備えている。
【００１９】
　前記開口機構３０には紋様を織り出すための西陣式４００口普通ジャカード３１が搭載
されている。このジャカード３１は400本の紋針(図示せず)を有しているが、本実施例で
は274本の紋針を使用した。開口機構３０は、リーズロッド２３を経た経糸Ａを綜絖３２
に通し、この綜絖３２を昇降させることにより開口部１４を形成する。ジャカード３１と
綜絖３２は目板３３に挿通された通糸３４によって連結されており、前記通糸３４によっ
て綜絖３２が選択的に駆動される。また、１個の綜絖３２には１本の経糸Ａが通されるよ
うになっており、経糸１本ごとに開口制御される。なお、本実施例では、経糸には炭素繊
維糸を用いた。
【００２０】
　筬打ち機構４０は、スレーソード４１に支持されたスレー４２及び筬４３を備えている
。前記スレーソード４１の両側には２丁以上の杼箱(図示せず）が配置されており、各杼
には緯糸Ｂが装着されている。
　本実施例では、緯糸として炭素繊維糸及び絹繊維糸の両方を用いたため、２丁の杼によ
って緯糸としての炭素繊維と絹繊維糸が経糸間に通される。炭素繊維糸と絹繊維糸は伸度
差が非常に大きいため、本実施例では、炭素繊維及び絹繊維糸がそれぞれ装着された杼の
張力を調整して製織した。
　積極巻き取り機構５０は、ブレストビーム５１とクロスローラ５２を備えて構成されて
いる。
【００２１】
　以下に実施例１の複合繊維織物に用いた炭素繊維糸及び絹繊維糸の特性を示す。なお、
ここでは経糸及び緯糸のいずれにも同じ炭素繊維糸を用いた。
　・炭素繊維糸（経糸、緯糸）：三菱レイヨン株式会社製　商品名：パイロフィル３Ｋ
　　　　炭素繊維の数３，０００本、２００テックス、
　　　　引張強度：４．４１ＧＰａ、引張弾性率：２３４ＧＰａ、伸度１．９％
　・絹繊維糸（緯糸）：練糸、２１中２４本４本合せ、１６８テックス、伸度２０％
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【００２２】
　図２は、実施例１の複合繊維織物の断面図である。図２に示すように、実施例１の複合
繊維織物は、炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする平織の地組織６０と、絹繊維糸を緯糸とし
て形成された円形紋様組織７０からなる。つまり、実施例１の複合繊維織物は、経糸を一
重にし、緯糸を表裏二重にした緯（よこ）二重織構造を有する。実施例１では、緯糸は炭
素繊維糸と絹繊維糸が１本ずつ交互に挿入され、上下に配置される。地組織６０の裏側に
回った絹繊維糸及び円形紋様組織７０の絹繊維糸はいずれも地組織６０で綴じられておら
ず、表面と裏面が離間している。円形紋様組織７０は直径が８ｃｍであり、複合繊維織物
の耳内(幅内）に複数形成される。図３は実施例１の複合繊維織物の外観写真である。
【実施例２】
【００２３】
　実施例２では、地組織６０の裏側に回った絹繊維糸及び円形紋様組織７０の絹繊維糸を
それぞれ８枚朱子織で地組織６０に綴じた他は、実施例１と同様にして複合繊維織物を製
造した。図４に実施例２の複合繊維織物の断面図を、図５に外観写真を示す。
【実施例３】
【００２４】
　図６は、実施例３に係る複合繊維織物を製造するために用いられる織機８０を示してい
る。実施例３の複合繊維織物は経緯二重織構造を有するため(図７参照）、織機８０は図
１に示す織機１０と次の点が異なる。まず、経糸の送り出し機構２０には、炭素繊維糸が
整経された千切(ワープビーム）２１ａと絹繊維糸が整経された千切２１ｂが設置されて
いる。これら２個の千切２１ａ,２１ｂから間丁ローラ２２ａ,２２ｂを経てリーズロッド
２３に経糸Ａ１，Ａ２が繰り出される。なお、千切２１ｂに巻かれた絹繊維糸（経糸）の
特性は次の通りである。
　・絹繊維糸（経糸）：練糸、２１中２４本３本合せ、１２６テックス、伸度２０％
【００２５】
　炭素繊維糸と絹繊維糸の張力差を調整するため、送り出し機構２０は経糸としての炭素
繊維糸を消極送り出しし、経糸としての絹繊維糸を積極送り出しする。消極送り出しは8k
gfの錘をかける「しぼり出し方式」により行ない、積極送り出しは、4kgfのテンションロ
ーラ(図示せず)を用いて行なった。
【００２６】
　また、開口機構３０には紋様を織り出すための西陣式９００口普通ジャカード８１を搭
載した。このジャカード８１は900本の紋針を備えているが、実施例３では炭素繊維糸用
に672本の紋針を、絹繊維糸用に168本(4釜)の紋針を使用した。
　実施例１及び２と同様に、実施例３でも１個の綜絖３２に１本の経糸Ｂを通し、１羽の
筬４３に炭素繊維糸と絹繊維糸を１本ずつ通すことにより、経糸１本ごとの開口制御を可
能とした。
【００２７】
　図７は、実施例３の複合繊維織物の断面図である。図７に示すように、実施例３の複合
繊維織物は、炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする平織の地組織６０と、絹繊維糸を経糸及び
緯糸とする円形紋様組織７０とからなる経緯（たてよこ）二重織構造を有する。経糸及び
緯糸は、いずれも炭素繊維糸及び絹繊維糸が１本ずつ交互に挿入され、上下に配置されて
いる。地組織６０の裏側に回った絹繊維糸は綴じられていないが、円形紋様組織７０の絹
繊維糸は８枚朱子織により経糸の絹繊維糸で綴じられている。なお、円形紋様組織７０は
直径が６．６ｃｍであり、複合繊維織物の耳内(幅内）に複数形成される。図８に実施例
３の複合繊維織物の外観写真を示す。
【実施例４】
【００２８】
　実施例４では、地組織６０の裏側に回った絹繊維糸及び円形紋様組織７０の絹繊維の両
方を８枚朱子織により経糸の絹繊維糸で綴じた他は実施例３と同様にして複合繊維織物を
製造した。図９に実施例４の複合繊維織物の断面図を、図１０に外観写真を示す。
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【実施例５】
【００２９】
　実施例５では、図１１に示すように、炭素繊維糸を経糸及び緯糸とする平織の地組織６
０と、絹繊維糸を経糸及び緯糸とする平織の紋様組織７０を有する風通織から複合繊維織
物を形成した。この実施例５で用いた炭素繊維糸（経糸及び緯糸）は実施例1と同じであ
る。また、絹繊維糸は次の通りである。
　・絹繊維糸（経糸）：練糸、２１中２４本３本合せ、１２６テックス、伸度２０％
　・絹繊維糸（緯糸）：練糸、２１中２４本２本合せ、８４テックス、伸度２０％
　この複合繊維織物では、耳内(幅内）に直径６．５ｃｍの円形紋様組織７０が織り出さ
れている。図１２に実施例５の複合繊維織物の外観写真を示す。
【実施例６】
【００３０】
　図１３は、実施例６に係る複合繊維織物を製造するために用いられる織機９０を示して
いる。この織機９０では、経糸の絹繊維糸を積極送り出しにより給糸し、リーズロッド２
３と綜絖３２の間の経糸の絹繊維糸の下部にタルミ装置９２が配置されている点が図６に
示す織機８０と異なる。タルミ装置９２は、経糸のうち絹繊維糸の製織時における張力を
緩めるためのものであり、リーズロッド２３を経て上側の綜絖３２及び下側の綜絖３２に
向かう絹繊維糸の下部にそれぞれ配置された２個のテンションローラ９３及び９４からな
る。つまり、テンションローラ９３及び９４には、千切２１ｂに整経された絹繊維糸が交
互に掛けられている。
【００３１】
　２個のテンションローラ９３，９４は図示しない昇降機構により所定のタイミングで昇
降され、絹繊維糸が綜絖３２に通される際の張力が緩められる。例えば、炭素繊維の張力
を8kgfとすると、絹繊維糸の張力は4kgfに緩められる。実施例６では、実施例５と同じ炭
素繊維糸及び絹繊維糸を用い、同じ織り方（風通織）で複合繊維織物を形成した。従って
、断面図は図１１と同じになる。図１４に実施例６の複合繊維織物の外観写真を示す。
【００３２】
　〈複合繊維織物の評価〉
　実施例１～６で得られた複合繊維織物の評価結果を図１５に示す。なお、織縮み率（％
）はJIS L1096 8.7 B法に従い、初荷重を10gf(98mN)として求めた。図１５に示すように
、緯二重織構造を有する実施例１及び２は、経緯二重織構造を有する実施例３及び４、風
通織の実施例５及び６に比べて目付（単位面積当たりの重量）及び厚さのいずれも小さか
った。一方、織縮み率（％）は、たて方向については実施例３、４及び６の炭素繊維糸、
並びに実施例６の絹繊維糸において大きな値を示したが、よこ方向については実施例１の
炭素繊維において大きな値を示し、織構造の種類に依存した結果は得られなかった。
【００３３】
　次に、実施例１～６の複合繊維織物の凹凸を調べるために、JIS L1096 8.5 法に従い小
さな圧力及び大きな圧力を加えたときの厚さ（厚さ１及び厚さ２）を求め、その差の厚さ
２に対する割合（％）を求めた。ここで「厚さ」とは、織物の表面側に最も突出した凸部
の頂部から織物の裏面側に最も突出した凸部（凹部）の頂部までの長さ（ｍｍ）をいい、
織物の肉厚を示す図１５の「厚さ」とは異なる。
【００３４】
　加圧子には面積が４cm２で加圧力が10gf(98mN)のもの（小圧力）と面積が４cm２で加圧
力が200gf(1.96N)のもの（大圧力）を用いた。その結果を図１６に示す。図１６から明ら
かなように、実施例１、２及び６はその他の実施例３～５に比べて割合が小さく、特に実
施例６は割合が最も小さかった。
　割合が小さいほど凹凸が小さいことを示すことから、タルミ装置９０で製織時に経糸の
絹繊維糸の張力を緩めた実施例６は全ての実施例の中で最も平坦な織物であった。また、
緯二重織構造を有する実施例１及び２は実施例６の次に凹凸の少ない織物となった。この
ことから、製織時の絹繊維糸の張力を調整しなくても、織組織を工夫することにより織物
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【００３５】
　なお、いずれの実施例も円形紋様部分の表側の大部分を絹繊維糸が占めるため、例えば
図３の（ａ）や図５の（ａ）に示すように、円形紋様組織７０に適宜の染色や印刷を施す
ことができる。従って、実施例１，２及び６は勿論、実施例３～５であっても意匠性に優
れた織物となる。特に、実施例３～５は織物表面の凹凸が大きいが、凹凸によって立体感
のある織物となるため、立体感のある織物が好まれる用途には実施例３～５の織物を用い
ると良い。
【００３６】
　また、実施例１や実施例３のように裏綴じしない場合には、複合繊維織物ができあがっ
た後で地組織部分の裏側の絹繊維糸の一部或いは全部を切断することにより、複合繊維織
物における絹繊維糸の張力を調整することができる。
【００３７】
　本発明は上記した実施例に限らず、次のような変形が可能である。
　紋様の形状は円形に限らず楕円形や多角形等の様々な幾何学形状とすることができる。
また、幾何学形状に限らず動植物や季節の風物等をモチーフにした形状の紋様でも良い。
　地組織や紋様組織は平織に限らず綾織や朱子織及びこれらの変化組織でも良い。
　上記実施例ではシャトル織機を用いて製織する方法を説明したが、レピア織機，グリッ
パーシャットル織機，ウォータージェット織機，エアジェット織機，リボン織機，ニード
ル織機等でも良い。
　上記した実施例、変形例は本発明の一例であり、本発明の趣旨の範囲で適宜変形、修正
、追加を行っても、本願特許請求の範囲に包含されることは当然である。
【符号の説明】
【００３８】
１０，８０，９０…織機
１２…織前
１４…開口部
２０…消極送り出し機構
　２１，２１ａ，２１ｂ…千切(ワープビーム）
　２２…間丁ローラ
　２３…リーズロッド
３０…開口機構
　３１…西陣式４００口普通ジャカード
　３２…綜絖
　３３…目板
　３４…通糸
４０…筬打ち機構
　４１…スレーソード
　４２…スレー
　４３…筬
５０…積極巻き取り機構
　５１…ブレストビーム
　５２…クロスローラ
６０…地組織
７０…円形紋様組織
８１…西陣式９００口普通ジャカード
９２…タルミ装置
９３，９４…テンションローラ
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