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生分解性繊維・天然繊維によるボディーウェアの開発研究
テキスタイルデザイン開発

堀内雅博 沖 智明 塚原美代子 岡 正子* * **

Development of Bodywear made of Natural Fiber and Biodegradable Fiber
Development of Textile Design

Masahiro HORIUCHI Tomoaki OKI Miyoko TUKAHARA Masako OKA, , ,

合成樹脂、繊維の焼却による大気汚染や廃棄による環境破壊の反省から、近年環境に優しい完全自

然循環型生分解性繊維が開発され一部量産化されるようになった。そこで本研究は生分解性繊維を使

用した地球、人に優しい衣服の開発を目指し、デザイン開発、製織試験、縫製試験をカラーオフィス

Ｂｉとの共同研究で行った。

We regret the environment destruction due to air pollution caused by the incineration of compound resins

and fibers People has recently developed in a % biodegradable natural fiber Then we researched in. 100 .

cooperation with Color Office Bi company that can be developed of textile design woven sewn and is soft to, ,

the skin .

１．はじめに

石油化学の進歩は、燃料としてしか利用されなかった

原油や天然ガスを化学薬品、合成繊維等現代生活に無く

てはならない製品を供給してきた。このように人間生活

の「豊かさ」を支えると同時に、一方で大気汚染や廃棄

物による環境破壊をもたらし、地球温暖化や動植物の生

存への脅威など各種の形態で地球自身への危機を招いて

いる。現在世界全体で年間約１億トンまでに増加し、今

後も急増加が予想される合成樹脂、合成繊維は廃棄され

た場合いつまでも分解せず、地球環境汚染の原因の一つ

となっている。

このような状況の中で近年原料が非化石燃料で且つ分

解生成物も水と炭酸ガスまで分解する生分解性樹脂、繊

維の開発研究が進められている。

本研究は生分解性繊維の中でいち早く実用化されたポ

リ乳酸繊維を使用したボディーウェアーの製品化を目指

した。素材加工、織布設計デザイン、製織試験を当場で

行い、製織された生地による服飾デザイン、縫製をカラ

ーオフィスＢｉで担当し研究開発を進めた。

２．生分解性樹脂・繊維の現状

これまでに発表されている主な生分解性樹脂・繊維を

＊繊維科学部 ＊＊カラーオフィスＢｉ

表１ 現在開発されている生分解性樹脂・繊維

樹 脂 分 類 特 徴 課 題

微 ﾎﾟﾘﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾞ ・高い生分解性 ・ｺｽﾄ高

生由 ﾁﾚｰﾄ ・生体適合性 ・成型性困難

物来 ( ) ・高耐熱性 ・低生産性PHVB

天 澱粉と合成 ・低価格 ・耐水性不良

然 高分子のブ ・高生産性 ・均一なブレン

高 レンド物 ド性

分 ・加工技術の開

子 発

化 ﾎﾟﾘｶﾌﾟﾛﾗｸﾄﾝ ・高い生分解性 ・耐熱性に欠け

学 ( ) ・ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾏｰとし るPCL

合 て有効

成

品

ﾎﾟﾘｸﾞﾘｺｰﾙ酸 ・対抗熱性 ・形成性困難

( ) ・生体適合性PGA

ﾎﾟﾘ乳酸 ・高強力 ・用途別による

( ) ・高弾性 物性、加工性のPLA

・高耐熱性 制御

・高結晶性

表１に示す。生分解性樹脂・繊維は原料や分解生成物に
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いくつかのタイプに分類されるが、繊維化されたもの中

に㈱島津制作所のポリ乳酸樹脂ラクティーをもとに鐘紡

㈱で製品化したラクトロンがある。

３．使用した生分解性繊維について

生分解性繊維を詳細に分析するには特許等様々な制約

があるので今回は共同研究者より提供されたラクトロン

を使用した。また素材データの詳細は開発メーカ㈱島津

製作所より提供を受けた。１）

３．１ 完全自然循環型生分解性繊維

ラクトロンは澱粉から得られる乳酸を原料とするポリ

乳酸繊維で、石油等の化石原料を全く使用せず製造され

ており、使用後の廃棄においても土の中や海水中にて微

生物の働きにより水と炭酸ガスに分解される。

３．２ ラクトロンの繊維物性

ラクトロンは他の生分解性樹脂に比べて、非常に高い

結晶性、融点、弾性率および透明性を持っている。また

高結晶性、高耐熱性のため仮撚加工が可能であり製織性

に優れている。ラクトロンとポリエステル繊維を比較し

た物性値を表２に示す。

表２ ラクトロンとポリエステル繊維の繊維物性

ラクトロン ポリエステル繊維

引張強度 ( ) ４．６～５．５ ４．５～５．５g/d

引張伸度( ％) ３０～４０ ３０～４０

ﾔﾝｸﾞ率( ㎡) ４００～６００ 1100～1300kg/m

結晶化度( ) ６０％以上 ５０～６０％%

配向度( ) ８０％以上 ７０％以上%

融点（℃） １７８ ２６５

捲縮数（個 ｲﾝﾁ) １５ １５/

捲縮弾性率( ) ７５～８５ ８０～９０%

残留捲縮率( ) １０～１５ １０～１５%

捲縮率( ) １５～２０ １５～２０%

３．３ ラクトロンの生分解性

生分解性樹脂、生分解性繊維の評価法は必ずしも確立

されていない。

ラクトロンについては開発した㈱鐘紡より生分解性評

価が下記の様に発表されている。

1)土中埋め込み法試験により約8～10ｶ月で強度が殆ど

無くなり事実上性能を失う。

2)海水中の浸漬試験の結果は土中埋め込み法と同じで

あった。

3)活性汚泥中ではバクテリアにより１～２ｶ月で分解

された。

４．試作試験の指針

生分解性繊維が環境に優しい新素材であってもボディ

ウェアーとしての機能を充分満たし、且つ市場動向にあ

った製品でないと消費者には受け入れられない。

また試作品の最終発表を、共同研究者が長野冬季オリ

ンピック開催中に表彰式会場にて行うファッションショ

ーに設定し、ショーの趣旨に合わせて服地の開発指針を

以下の様に決めた。

４．１ 開発コンセプト

地球に優しい製品であると同時に人に優しい、とりわ

け厳しい環境で生活する都市型社会人の心を癒す製品を

開発するとし、タイトルを”Ｅａｒｔｈ ＆ Ｈｅａｌ”

とした。

４．２ デザインコンセプト

”心を癒す”というイメージを木綿のざっくりとした

織物、ふわーとした織物に求めガーゼ生地を連想させる

ものとし、タイトルを”Ｇａｕｚｅ ＆ Ｅｌａｓｔｉｃ

”とした。

４．３ 開発生地のアイテム

アイテムとしては生地の特徴が最も表現しやすいシャ

ツとスカートとし、両方を様々に組み合わせたコンビネ

ーションドレス生地の開発を目指した。

５.試織試験

1)使用素材

引張伸度が30～40％ある素材は当場設置の織機では製

織困難なため経糸は絹糸を使用し、緯糸に生分解性繊維

ラクトロンを使用することとした。

また経密度を粗くし且つスリップ防止のため柞蚕糸、

紬糸を交織した。

たて糸 ： 柞蚕生糸 70ｄA

： 生糸 120ｄB

： 絹紡紬糸 100／1C
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たて糸比率 Ａ：Ｂ：Ｃ＝4：5：1

よこ糸 ：Ａ 生分解性繊維ラクトロン70ｄ

： 絹紡強撚糸 72 2 2B / G

2,000Ｔ/ m z

よこ糸比率 Ａ：Ｂ＝55：1

２）素材精練条件

モノゲン ： 3％（ｏ．ｗ．ｆ）

マルセル石鹸 ：10％（ 〃 ）

無水炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ： 3％（ 〃 ）

ポリゴン ： 1％（ 〃 ）

浴比：1：60 温度：95℃ 時間：20分

３）糊付け条件

以下の条件により糊付けを行った。

ふのり ：2.0％（ｏ．ｗ．ｆ）

生扶 ：2.5％（ 〃 ）

アルゴゾール：2.0％（ 〃 ）

オリーブ油 ：1.0％（ 〃 ）

オリノール ：0.5％（ 〃 ）

４）製織条件

仕上げ幅は75ｃｍを目標に、仕上げ加工後の横収縮率

を25％とし以下の条件で製織した。

たて糸通し幅：100ｃｍ

たて糸密度 ：52.4本/ cm

筬引き込み数：4本 羽/

たて糸総本数：5344本

整経長 ：55ｍ

経糸総糸長 ：304920ｍ

よこ糸密度 ：30.4本 ｃｍ/

よこ糸総糸長：183920ｍ

使用織機 ：津田駒広幅織機

制御装置 ： 式16枚ドビーYAMADA

５）仕上げ加工条件

糊抜き ：酵素糊抜き

しぼ出し ：湯練り

６）染色加工 ：生地仕上げ後酸性染料を使用し刷毛

染めにより部分染色を行った。

７）織物組織

昨年度の研究により布に収縮性を与えるには組織の一

部に二重部分をもうける事が有効であると分かった。
２） 地の部分は生分解性繊維の光沢が最大限発揮する様

よこ糸浮きの3／1の斜紋組織とした。

よこ糸に55：1の割合で絹紡強撚糸を入れ仕上げ後し

ぼ効果が強調される様に設計した。

６.まとめ

６．１ 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共同研究先

のカラーオフィスＢｉで行った。

１） 縫製品種、数量

婦人用コンビネーションドレス：10着

子供用アウターウェアー ：3着

紳士アウタウェアー ：2着

６．2 発表会

共同研究者が主体となり、長野冬季オリンピックの開

催に合わせてファッション分野からの「環境」提案とし

て生分解性繊維、リサイクル繊維、ペットポトル再生繊

維、天然繊維の環境循環繊維を使用たファッションショ

ーを行った。完成した製品と発表風景を図１、縫製品の

拡大部を図２に示す。

６．2．１ 概況

１）タイトル

「Ｆａｓｈｏｎ ｆｏｒ Ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ」

環境素材による造形美ファッションショー

２）開催日時 平成10年2月10日（火）

３）会場 長野市セントラルスクウェアー（オリン

ピック表彰式会場）

４）開催形式 長野冬季オリンピック文化芸術プログラ

ム

５）内容 水、風、花、樹、四季の5部構成（本研

求試作品は水の一部と、四季のすべてに

使用）

６）発表作品数 200着

６．３ 現在の生分解性繊維の問題点

試着後一部の生地に生分解性繊維の毛羽立ち、切断が

見られた。これはラクトロンのフィラメントが切断さ

れて起きた現象と思われる。生分解性繊維の普及に当た

っては、更に撚糸加工等物理的な処理が必要となる。

また、縫製の段階で150℃以上でアイロンを使用する

と生地の溶解が起こった。プリーツ加工等には高温プレ

スを行うので更に融点を上げた生分解性繊維の開発が必

要である。
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図２ 縫製品拡大部分

図１ 試作品並びに発表会


