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ウールの縮絨技術によるアパレル製品開発

堀内雅博 塚原美代子 中谷ケサエ 太田正子* * * **

Development of Bodywear made of Wool by Feltwork
Masahiro HORIUCHI Miyoko TUKAHARA Kesae NAKATANI Masako OOTA, , ,

モノゲン、マルセル石鹸、ソーダ灰によるウールの縮絨試験、並びにウール縮絨生地のデザイン開

発、製織、縫製、及び製品化試験を松本衣デザイン専門学校との共同研究で行い、アパレル製品を開

発した。

We analyze the woolcrep that is felted by monogen marseilles soap soda ash And we researched in, , .

cooperation with Matumoto textile design school that can be developed of textile design woven sewn and, ,

bodywear.

１．はじめに

ウールの縮絨は古代より世界各地で行われ、特に中近

東諸国の絨毯が有名である。工業化が進んだ現代では不

織布の製造技術に応用され毛布など寝具の他カバン等の

生活雑貨洋品、アウトウェア服地も生産されている。

これらの縮絨技術は目的とする布帛の性能を高めるた

め、また製造工程の合理化の為に使われてきたものであ

る。

一方近年のファッションの動きとして絹の塩縮加工、

熱可塑性素材の応用等により、生地に縮み、畝を発生さ

せ新しい表情を持たせる技術が数多く研究され、製品化

もされてきた。１）２）

本研究はウールの縮絨を応用し、生地に新しいテクス

チャーを与えることでアパレル素材としての可能性を目

指した。織布設計デザイン、製織試験、縮絨試験を当場

で行い、製織された生地による服飾デザイン、縫製を松

本衣デザイン専門学校で担当し縮絨加工は両者で担当し

た。

２．縮絨試験

ウールの縮絨は羊毛の鱗状のスケールが互いに絡み合

い縮んで微密な強い布状の組織になることを言う。

ウールの縮絨がおきる要因として１）熱、２）石鹸、

アルカリ、３）アクション（揉みほぐす等の物理的加

圧）が必要とする事は広く知られている。

またフェルトの技法的種類には次の３手法がある。

＊繊維科学部 ＊＊松本衣デザイン専門学校

１）圧縮フェルト( )Press Felt

羊毛を敷きその後圧力、振動、縮絨剤、水分、熱を加

え繊維を絡みあわせる。

２）織りフェルト( )Woven Felt

経糸、緯糸に紡毛糸、梳毛糸を使い一度織り上げる。

その後フェルト状になるまで生地を縮絨する。

３）接着フェルト( )Bonded Felt

接着剤あるいは機械的に接着させ製造する。

以上の３種類の内今回の研究では２）織りフェルトに

よる試験を行った。

織りフェルトには以下のような特色がある。

１）すでに布状になっているので扱いが簡単である。

２）織物組織との組み合わせにより布に様々な表情が付

けられる。

３）部分縮絨（縮絨しない所とする所）が可能である。

４）縮絨する素材（羊毛）としない素材（綿、麻、絹

等）とを交織した生地を加工すると複雑な表情を持た

せる事が出来る。

２.１ 助剤による縮絨率の差異

目的とする縮絨率を得るには前述の１）熱、２）石鹸、

アルカリ３）アクションの他に素材の種類、生地の経、

緯糸密度、織物組織、加圧時間等の要因も考慮しなくて

はならない。このように縮絨は様々な要因により出来上

がりが左右されるので、以下の要領で助剤以外を同一条

件とし助剤による収縮率の差異を調べた。

１）試験条件

製織した試験布 ウール 繊度2 48/

縦密度 10本/cm

横密度 7本/cm

組織 平組織
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サイズ 15 ×15cm cm

重量 11g

生地厚 0.38mm

試験容量 3,000cc

液温 45℃

縮絨機 家庭用洗濯機

加工時間 10、20、30、40分

比較助剤 モノゲン 3 （溶液比）%

マルセル石鹸 3 （ 々 ）%

ソーダ灰 0.5 （ 々 ）%

３ 製品化試験.

縮絨加工用の生地を設計、製織し縮絨加工後松本衣デ

ザイン専門学校により製品化を試みた。

３.１製品化コンセプト

製品化のコンセプトとして以下の４点を取り組んだ。

１）織物組織、素材との組み合わせにより様々なテクス

チャー、ディﾃｪールの布を作る。

２）縮絨併用で可能になるカッティング技術との組み合

わせ表現。

３）部分縮絨で出来る布の立体表現。

４）部分縮絨と絞り染めの併用による染色表現。

３.２製織条件

縮絨用生地はウール100 の生地と縮絨しない綿と組%

み合わせた交織生地の２種類を設計した。また織組織は

２層織物とし１層ごとに部分縮絨が可能になるようにし

た。組織図を図１、２に示す。

１）ウール100 生地%

使用素材 梳毛糸 繊度2 48/

織物密度 経糸 21.9/cm

緯糸 26本/cm

目標収縮率 30 ～40% %

織組織 平二重組織

サイズ 90ｃｍ×50ｍ

２）ウールと綿の交織生地

使用素材 経糸 梳毛糸 2 48/

緯糸 梳毛糸 248/

綿糸 32 2/

織物密度 経糸 16.9本/cm

緯糸 20本/cm

目標収縮率 40%

織組織 平ブロック二重組織

サイズ 90ｃｍ×50ｍ

３.２縮絨加工

試織した生地に以下の条件で縮絨加工を行った。

液体モノゲン 3 （溶液比）%

マルセル石鹸 3 （ 々 ）%

洗いソーダ 1 （ 々 ）%

浴比 1 30:

温度 50℃～60℃

縮絨機 家庭用洗濯機

３.３服飾デザイン、縫製

試織した生地の服飾デザイン並びに縫製を松本衣デザ

イン専門学校で行った。

縫製 白仕上げ品 10点

染色仕上げ品 8点

図１ 平２重組織(ウール100 生地）%

図２ 平ブロック２重組織（ウール、綿交織生地）

４. 縮絨試験結果

４.１助剤による縮絨率の差異

モノゲン、マルセル石鹸、ソーダ灰による加工時間と

縮絨率の変化を表１に示す。

３つの助剤は４０分を経過すると７０％以上の収縮率

を示している。中でもソーダ灰は加工を始めて１０分で

５３％の収縮率を得て早い時間から反応している事が分

かる。一方モノゲンは１０分までに一度収縮し３０分後

から再び収縮が進む傾向を示している。マルセル石鹸は

４０分間ほぼ一律の割合で収縮いていき一番コントロー

ルし易い結果を示している。
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４.２ 助剤による厚さの差異

モノゲン、マルセル石鹸、ソーダ灰による加工時間と

試験布の厚さの変化を表２に示す。

加工４０分後マルセル石鹸は3.03 と元の生地よmm

り８倍厚くなっていることが分かる。また３０分までは

いずれの助剤も３倍ほどの厚さであるがその後４０分ま

での間に著しく厚くなることが分かる。

表１ 助剤種類による加工時間と収縮率変化

表２ 助剤種類による加工時間と布厚変化

４.３ 加工時間と形状変化

モノゲン、マルセル石鹸、ソーダ灰による加工時間と

試験布の形状変化の写真を図３に示す。

写真の黒い部分は試験布の原型の大きさを示す。

モノゲン、マルセル石鹸は縦横ほぼ一律に収縮しきれ

いな矩形になっているがソーダ灰は変形しながら収縮し、

いびつな形状になっている。

４.４マルセル石鹸加工による試験布の組成変化

マルセル石鹸により加工した時の時間による試験布の

組成変化を図４に示す。

加工１０分経過時は梳毛糸１本々が確認でき、かすか

に分繊が始まっている状態である。２０分経過すると縮
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絨が進み３０分後には糸１本事の確認は出来なくなり、

真綿状に変化したことが分かる。４０分経過時には更に

細かな表面になり完全なフェルトになったと判断される。

モノゲン

マルセル

石鹸

ｿｰﾀﾞ灰

10 20 30 40min min min min

図３ 助剤種類による加工時間と形状変化

10 20min min

30 40min min

図４ マルセル石鹸による組成変化

５. 試作試験の結果

縮絨した生地を松本衣デザイン専門学校に於いて縫製

し完成品を試作した。

５.１ 試作用縮絨生地

試作品のディテール写真を図５に示す。

写真において畝になっている部分が綿糸で織られた部

分で周りのウールの収縮しにより圧縮され突起している

事が分かる。

５.２ 試作品

完成した試作品の一部を図６、７に示す。

図６はウールと綿との交織生地で白仕上げした物であ

る。図７は染色仕上げ加工をした製品でいずれもカット
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ワークがされている。

また図６、７共に部分縮絨がなされ布に立体感を持た

せた製品になっている。

図５ 縮絨生地（部分）

図６ 白仕上げ縫製品

図７ 染色仕上げ縫製品

６ まとめ

縮絨行程において収縮率を自由にコントロールする事

は困難であるが助剤にマルセル石鹸を使用すると加工時

間を調節することである程度可能であることが分かった。

またウールを100 使用した縮絨生地は重量がかさみ%

製品化出来るアイテムは重衣料のコート類になってしま

うので、ウール以外の縮絨しない素材との交織生地を活

用することが重要であると思われた。

今回共同研究先で数多くの試作を行い生地だけでなく

縫製品としての検証が出来たことは有用であった。

今回の縮絨加工は手作業的な部分が多いので今後加工

方法などをさらに研究し工業化で出来るように心掛けた

い。
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