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1. 衣料用天然繊維の需要・供給

第一章

衣料用天然繊維の需要・供給

1. 1 天然繊維の需要・供給

1. 1. 1 天然繊維の需要

衣料用を含んだ全体で繊維需要を「繊維需要表」

（通産省）でみることにする。戦後からみる場合，景

気や消費生活の変化と照らしていくと，繊維需要が

10年ごとに大きく変化することがわかる。（表 1 -1, 

図 1 -1) それも西暦による年代より元号（昭和）

による年代に合致するため，ここでの年代は元号で

区別して流れをみることにする。全体的には，戦前

ずっと主流だった天然繊維と戦後まもなく生産し始

めた合成繊維の主導権争いがみうけられる。

昭和20年代 (1940年代後半～）一綿製品時代

戦後まもなく経済復興に力が入れられたが，一方

で国民の最低限の生活を確保するため，生活必需品

の供給が必須となっていた。繊維製品に関しては，

アメリカによる綿花援助で綿糸・布を生産したもの

の，その 6 割が綿花代金として輸出が義務づけられ，

衣料も切符制度があるものの物はなかった。戦前一

人当り平均年間 4kg強消費された綿製品は， 0.4kg民

間衣料用として確保されたにすぎなかった。ちなみ

に， 1980年後半では平均して全体で18kg,綿製品で

7 kg程度である。それでも，木材の国産原料ででき

る人絹とスフがあり，綿製品の不足を補って国民の

衣生活を多少でもうるおした。純綿製品はヤミ市場

に存在はしていたが公定価格の 4~ 5 倍もし，庶民

の手に入るものではなかった。

そこに，昭和24年（1949) に最初の変化が訪れた。

GHQによるデフレ（緊縮）政策で繊維価格が下がり，

繊維品の大量放出があった。質が悪かったが切符な

しで買えた。次に25年 (1950) に始まった朝鮮動乱

プームであり，その反動で再び繊維価格が暴落した。

国民の購買力が高まり，綿布の特売で人の行列がで

きた程である。

繊維の消費全体は， 27年 (1952) に戦前の水準に

逹した。綿製品がほとんどであったが，人絹・スフ

が綿花より安く，毛製品など混紡が増加， これによ

りとにかく量的には国民の衣生活を戦前の水準にま

で引き上げた。

昭和30年代 (1950年代後半～）ー合繊製品の競合

綿毛製品の生産を始めるとともに，政府は100%

外国に依存している綿花，羊毛の輸入を将来節約す

るという方針のもとに，ナイロンとビニロンを手始

めに合成繊維の育成を始めた。

合成繊維のうちナイロンは当初，工業用途と学生

服，作業服に使用されていたが， ウーリーナイロン

の出現により，靴下が伸び，衣料用織物にも販路が

広がった。これに対してビニロンは伸び悩んだが，

強度が強いことから漁網用として定着させた。

30年代に入って最も目ざましい発展をみせたのが

ポリエステル繊維である。綿・スフ製品はすでに30

年代初めに量的には充足され，消費者は新しい製品

を求めていた。この時， しわの寄らない洗ってもす

ぐかわく「ウォッシュ・アンド・ウェア」でポリエ

ステルが登場，需要は急増した。綿製品の主力用途

であるシャッ地の中級番手の生産が伸び悩み， 30年

代を通じて綿製品の消費はほぼ横ばい状況が続いた。

毛製品に代替する合成繊維として， ポリエステル

と同じく， 30年代前半企業化されたアクリルは伸び

悩んだ。値段の高い毛製品を充分手持ちにできる程

消費者は豊かではなかった。ただ， 37年(1962年）

頃，毛製品需要が一巡，アクリルもコスト低下で需

要が増え，セーターの他，毛布，敷物頬に進出し始

めた。

30年代の初めには総需要に占める割合が 1 ％にも

満たなかった合成繊維は10年間に14倍の成長， 40年

(1965) には26％のシェアを占めるまでになり，綿製

品と合成繊維製品が綿製品と競合した時代といえる。

（図 1 -2) 

: [ 9,  ' “ ,‘ -— 疇ーー・
0 、..9.  9.  1, 9,.  1, 9 9,  1, 

1955年 60 65 70 75 80 85 90 
（昭和30年）（35) (40) (45) (50) (55) (60）（平成

元年）

出所「繊維受給表」（通産省）

図 1 -2 内需における合繊比率



1. 衣料用天然繊維の需要・供給

表 1-1

年
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(GNP年率
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9.1 

代
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7.7 
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ア 9ゞレル

53年
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滋） 経済成長は国民経済計算年報（経済企画庁）．繊維消費は繊維需給表（通産省） （出所）「繊維と工業」 1990 Nu 3 （繊維学会）
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昭和40年代 (1960年代後半～）

＿ファッション化の進展

39年(1984) から翌年にかけナイロン不況と呼ば

れたように，ナイロン業界への後発企業の参入で供

給過剰となり，価格が暴落した。

だが，その価格の低下により輸出が拡大するとと

もに，国内でも新しい市場が開拓された。ナイロン

の価格低下はポリエステルの価格にも影響， 40年代

前半に合成繊維の一層の低下で，合繊の内需に占め

るシェアは36％と一段と上昇した。こうした高成長，

高収益のポリエステルに， 45, 46年（1970, 71) か

ら後発企業が加わり，ナイロンに続いてポリエステ

ルの価格も大幅に低下した。合成繊維という化学的

素材も価格が安く，技術的に改良された豊富な素材

が供給されるようになった。そして，洋服の自家製

やオーダーの時代が終わり，折からの既製服化率の

進展にのって，衣料品は特に外衣製品の多種多様化

を通じて第 1 次のファッション化のブームを現出し

た。 消費革命が大きくうねり，消費者はレジャー

ブームに対応して， これまで買ったことがない商品

を次々に買っていった。すでに，合繊メーカーは新

しい素材を定着させるため，自ら衣料品を含めたニ

次製品の生産，販売経路に参加，ファッション作り

のリーダーともなっていった。スキーウェア，香港

シャツ，アクリル・アンサンプルなどが受け入れら

れ合成繊維はさらにシェアを伸ばしていった。

40年代前半は，いざなぎ景気という息の長い好況

を背景，同時に，人口構成で最大の膨みを持つ団塊

世代がヤングとして登場，アイビー・ルック， ファ

ンデーションの定着など， ファッションの歴史の中

で最もダイナミックに変動した時といえる。さらに，

後半にかけてのミニスカートの全盛が， それに拍車

をかけることになった。

だが， 48年（1973) のオイルショック，狂乱イン

フレで， これまでの高度成長のつけが回って，経済

が安定成長に移行，繊維需要も量的拡大が期待でき

なくなっていった。ファッションも， 40年代後半に

荒れ狂った学園紛争の中でヤングにジーンズが浸透

していった。

昭和50年代 (1970年代後半～）ーカジュアル化の進展

経済成長の安定化に伴う，繊維需要の量的成長の

期待薄の図式は50年代定着した。衣料品が食料品と

同様に他の消費に比べ支出の優先度が低くなってき

た。

1. 衣料用天然繊維の需要・供給

だが，余暇時間の増加でレジャー， スポーツ，社

交，カルチャーセンターなど行動半径が広がり， ビ

ジネス，フォーマルウェア中心から気軽に着られ，

色彩が楽しく，柄も自由な遊び着要素を持つカジュ

アルウェアヘと幅広い衣料購入が行われた。それま

で普段着が他所行き着のお古であったものが，普段

に着るために新たに購入するようになった。

素材的には，従来絹で作られていたジョーゼット

を減量加工により合成繊維で作り， ドレープ性の高

いドレッシーなものとして51年（1976) を中心に一

大プームを呼んだ。一方，綿製品を中心とした天然

繊維は第一次オイルショック後の大輻な価格低下に

より供給鼠を減少しており，需要に占める合成繊維

の割合は， 50年(1975) の39％から 53年(1978) 50 

％と急激に上昇した。

だが，それまで一途に上昇していた合繊のシェア

は53年(1978) の50％をピークに漸減していくので

ある。合成繊維のジョーゼットプームの一服と， 向

こう 10年にわたる天然繊維プームが始まったからで

ある。カジュアル化が綿製品を押し上げるとともに，

最盛期の 6 分の 1 に需要が低迷していた麻がまずヒッ

トした。その後，獣毛を含め短繊維素材の混紡，混

織物が幅をきかすようになった。化繊では，従来裏

地中心に使われたレーヨンが58年 (1983) 前後にプー

ムを呼んだのがせいぜいである。

昭和60年代から平成 (1980年代後から90年代）

―多様化・個性化

60年代を迎えるに当たり象徴的なインパクトが58

年(1983) 頃のDCプランドのプームである。レディ

スから始まったこのブームは， 60年(1985) にはメ

ンズにまで飛び火した。このブームがもたらしたも

のは， 60年代及び1990年代の時代を予測するに充分

なものであった。つまり，消費の多様化，個性化さ

らには高級化の先駆けとなったのである。デザイナー

が提唱するテキスタイル及びアパレルヘのコンセプ

トに消費者が飛びついた。当然であるが， このDC

プランドは従来のナショナルプランドやストアプラ

ンドに比べ感性という言葉を用いられるように，一

味違ったものであり，価格も高かった。素材も綿で

はエジプト綿，海島綿，毛ではカシミヤ， モヘア，

アンゴラなど高級でファインなものが好まれた。

そして， いざなぎ景気の長さに匹敵する 61 年

(1986) 後半から始まる平成景気であり，株，土地

の資産効果が消費拡大を促した。衣料品に関しては，
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1. 衣料用天然繊維の需要・供給
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図 1-3 綿製品需給 （出所） 「繊維需給関連指標」（繊維情報センター）
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図 1-4 輸出比率と輸入比率

内需における輸入比率を綿製品でみると， 1960年

代10％未満， 1970年代10％台，ただしオイルショッ

クの1973年には一時的に28％であるが， 1980年代に

入いるとその比率は年とともに上昇， 1982年に 30%

台， 1984年に40％台， 1987年に50 ％台， 1990年には

59％と約 6 割になっている（図 1 -4)。仮需型が従

来の生産指向型から輸入依存型に移行していること

がわかる。輸入依存型では低迷する価格の是正を自

らの生産減少でもコントロールし得ない状況になっ

ている。

こうしたことから，アメリカにみられるように供

給体制は，仮需型から実需型の移行が叫ばれている。

企業・民間ベースでもその努力が行われているが，

1988年に繊維工業審議会・産業構造審議会による

「今後の繊維産業及びその対策のあり方」いわゆる新

繊維ビジョン答申され，行政ベースでもその中で実

需対応型供給体制の構築のための基盤整備の支援が

唱われている。例えば，ファッション化対応では産

地における「繊維リソースセンター」整備，「ファッ

ションタウン」と呼べるような街づくり，人材育成

対策がある。その他に技術開発・情報化への支援，

取引・流通の改善などが挙げられている。

1. 2 衣料用天然繊維の需要

1. 2. 1 衣料用天然繊維の推移

衣料用といった用途別には「繊維消賀量調査」（化

繊協会）をみる必要がある。この調査は 2 次製品メー

カー，生産団体及び素材供給メーカーヘの聴取り調

森を中心に推計しており，用途別（産業， インテリ

ア，衣料，家庭用）に素材動向をみるのに，他に類

をみない詳細な統計となっている。ただ， ここには

輸入製品は含まれておらず，メーカーが国内に製品

として供給したものをテキスタイルを量的に把えた

ものであることに注意されたい。この調査でもすで

に示されているように， 1973年のオイルショック以

降繊維消費量の量的拡大はみられないことがわかる。
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1. 衣料用天然繊維の需要・供給

最新データの1989年と 10年前の 1979年を比較して

みる（図 1 -5)。衣料用の繊維消費量全体としては，

1979年70.9万トン， 1989年61. 5万トンとこの 10年間

に 13.3％減少，年平均1.4％減少している。このうち

天然繊維は， 3 1. 3万トンから 30.5万トンに， この 10

年間2.4％減年平均0.3％減少しており，減少幅が

少ない。天然繊維の構成比でみると， 1979年44.2%

から 1989年49.5％と 5.3 ポイント上昇しており， この

間の天然繊維ブームを裏付けている。このうち，量

的に 10年間で綿は4.7％増加，絶対量としては少ない

麻が3.0倍が目立っている。ところで， このところ増

大している輸入衣料の分を上回せしなければならな

いが，繊維素材の割合は上回せしても繊維素材傾向

は大きく変わらないと思われる。

1979年

合

繊

50.3 

2
 

天
然
繊
維
44
 

綿 26.8

合

繊

46 8 

•卜 2 4 

天
然
繊

綿 323 I 維
49.5 

709,340 卜‘ノ 615,252 トン

（年平均1.4％減少）
囲数字は割合（％） （出所）「繊維消費鼠調査」（化繊協会）

図 1 -5 衣料用繊維消費

1. 2. 2 用途別素材動向

さらに，「繊維消費調査」で用途別にこの 10年間

(1979年と 1989年の比較）の素材動向をみてみる。

紳土外衣用，婦人外衣用，セーター類用，和装用，

下着・肌着用，靴下用と主な用途でみると，繊維消

費量で紳士外衣用，婦人用外衣用， セーター類用，

和装といった主要用途でこの10年間減少している（図

1 -6)。和装用に至っては年平均で 10％近く減少，

10年間に 4 割という著しく低い水準となっている。

他に下着・肌着用が横ばい，靴下用は消費量が拡大

しており，中でもパンティストッキングヘの消費量

の拡大が目立つが， ファッション化， 多様化が消費

者に受け入れられたと，同時に品質的にまだ輸入が

6 

大きな繊維消費の減少の要因になっていないことが

挙げられよう。

●紳士外衣用

1979年 75,845 トン

天然繊維 55.9 合繊 43.6

綿 I 毛
20.3 35.4 （フィラ綿混 毛混

メント）

10.1 I 13.5 I 16.5 

1989年 60,556 トン（年平均2.2％減）

天然繊維 65.2 合繊 34.8

綿

28.7 

毛

36.2 F 綿混毛混

5.8110.21 16.0 

●婦人外衣用

1979年 126,978 トン

天然繊維 47.2 

綿

22.5 

毛

24.5 

合繊 51. 8

ポリエステル

F （フィラメント）

34.6 

レーヨン・アセテート1.0

1989年 95,380 トン（年平均2.8％減）

天然繊維 75.2 合繊 24.3 

綿 毛

173 麗38.2 35.6 

アクリル 08

●セーター顆用

1979年 53,114 トン

天然繊維 45.6 II 合繊 53.3

ポリエ
ステル アクリル 44.9 

綿 I 毛 7.4 
39 9 r 綿 毛混 sー（プスルテ) 

27.6 118 

レーヨン・アセテート II

図 1 -6 衣料用途別繊維別繊維消費量



●セーター顆用

1989年 41,394 トン（年平均2.5％減）

1. 衣料用天然繊維の需要・供給

●靴下用

1979年 35,240 トン

天然繊維 61.6 合繊 38.0

綿

10.8 

毛

49.8 綿
混
⑬

S 1.6 

●和装用

1979年 41,390 トン

天然繊維 78.7 
繊
2

合

1
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レ
ー
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然
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〇

天
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ナイロン 62.7 

8-4
 

ポ
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ウ
レ
タ
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1989年 16,303 トン（年平均8.9％減） 図 1 -6 衣料用途別繊維別繊維状況

天然繊維 83.7 
繊
7

合

1
1

レ
ー
ヨ
ン

綿 I 毛 絹

67.7 

●下着・肌着用

1979年 56,569 トン

天然繊維 75.4 
合繊

23.7 

綿

73.6 

レーヨン・アセテート1.0

1989年 65,456 トン（伸び0.0%)

天然繊維 77.1 
合繊

21.6 

綿

75.6 

毛1.4 レーヨン・
アセテート 1 .4

図 1 -6 衣料用途別繊維別繊維消費量

（出所）図 1 - 5 と同じ

繊維素材別では，どの主用途でも天然繊維の構成

比が上昇している。紳士外衣用では綿が 8 ポイント，

婦人外衣用では綿16ポイント，毛が11ポイント，セー

ター類用では毛が10ポイント，和装用では絹が15 ポ

イントと消費量が減少した用途で天然繊維の構成比

が上昇している。需要が多様化し，高級化・高額化

していくに従い天然繊維プームにあったこと，また，

例えばアクリルのセーターにみられるように安い価

格のボリューム製品のある部分がアジア NIES によ

る輸入品にとって替ったことがいえる。

品目別の素材構成の特徴を1989年の「繊維消費量

調査」(1989年実績）でみてみる。（図 1 -7) 紳士

用外衣では，背広上下で 7 割の毛が使われているの

に対し，替ズボンでは毛が 2 割で主要素材別はポリ

エステル 8 割，そのうち毛混が 6 割となっている。

一方，カジュアルパンツは綿が 7 ~ 8 割， ドレスシャ

ツはポリエステル綿混が 6~7 割である。婦人用外

衣では，ワンビースが 5 割近くが綿が使われている

のに対し，ツーピースが 6 割が毛に， また， スカー

トが綿 (4~5 割）より毛が少ないものの 3 ~ 4 割

あるのに対し，スラックスが綿 6 割，毛 2 割と綿が

圧倒的に強い。プラウス，シャツブラウスでは紳土

のドレスシャツと同様ポリエステルが 7 割と高いが，

こちらは絹感覚に近い F （フィラメント）が 5 割も

使われている。他に，スポーツウェア，パンストを

含む靴下は機能面が重視され合繊の比率が高いが，
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1. 衣料用天然繊維の需要・供給

肌着，パジャマなどは肌に直接つけることもあり，

天然繊維それも綿の比率が高い。

●紳士用トップコート（オーバーを除く）

天然繊維 43.2 合 繊 56.8 

綿

20.2 

毛

22.9 

ポリエステル

55.7 

5F」:
F （フィラメント）

●背広上下

天然繊維

毛

70.8 

73.2 
合繊

26.7 

ポリエステル

26.7 

綿1.8

●紳士用替ズボン

天然繊維
合繊 78.9

21.1 

ポリエステル 78.9 
毛

| 20.9 

1:.。』 毛混

60.6 

s （ステープル）1.5

●紳士用カジュアルパンツ

天然繊維

76.9 

綿

76.8 

合繊

23.1 

ポリエステル

22.8 

F3.2 S0.7 毛混1.3

●紳士用ドレスシャッ

天然繊維

25.3 

綿

24.2 

合繊

74.7 

ポリエステル

74.0 

綿混

67.7 

図 1 -7 品目別の素材内訳1989年

（出所）図 I -5 と同じ

●紳士用セーター

天然繊維

60.0 

綿

10.6 

合繊

39.7 

アクリル

毛

48.8 

●ワンビース

天然繊維

65.3 

綿

47.0 

毛

16.5 

合繊

34.2 

麻1.3

●ツーピース

天然繊維

82.1 

綿

18.5 

毛

60.9 

天然繊維

82.1 

麻1.4

レ
1
3

ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
⑪

一

繊
ー

7
 

合
ー

●スカート

図 1 -7 

合繊

17.6 

綿

43.4 

毛

37.5 

●婦人用スラックス

天然繊維 合繊

84.2 15.8 
ポリエ
ステル

綿 毛 15 4 

61.9 21.9 
1 F1 3 1 3綿混.4 

品目別の素材内訳1989年

（出所）図 1 -5 と同じ
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1. 衣料用天然繊維の需要・供給

●プラウス・シャップラウス ●紳士用ソックス

天然繊維 I 合繊

71.5 28.4 
I I 

ポリエステル

t: 綿 70.5 

26.2 F （フィラメント） 綿混

52.6 16.0 

絹1.1 S 11 

天然繊維

22.0 

合繊

78.0 

綿毛

17.9 13.6 

ナイロン

30.3 

アクリル

37.1 

綿混

26.6 

レーヨ

ン混
9,9 

ポリウレタン 2,6 

●婦人用セーター ●パンティストッキング

天然繊維

68.6 

合繊

30.7 

リアクリル

綿

10.6 

毛

56.4 

合繊

99.8 

ポリ
ナイロン

92.4 

麻1.3 綿混1.9
図 1 -7 品目別の素材内訳1989年

（出所）図 1- 5 と同じ

●トレーニングパンツ・シャッ

天然繊維

16.3 

3
 

綿
6ー

合繊

83.7 

ポリエステル

78.9 

F （フィラメント）

56.8 

綿混

22.0 

（繊維工業構造改蕃事業協会 繊維情報センター

大橋正男）

ナイロン 2.6 アクリル 2.7

●水着

然
維
7

繊
2

合繊

97.3 

ナイロン

75.1 

ポリウ
レタン

10.5 

綿 2.7 ポリプロビレン1.3

●パジャマ

天然繊維 合繊

63.1 36.9 
ポリエ アクリル
ステル

21.4 綿 15.4 

63.1 綿混 綿混

15.1 20.5 

図 1 -7 品目別の素材内訳1989年

（出所）図 I -5 と同じ , 



2. 綿の基礎知識

人一立

弟—早

綿の基礎知識

2. 1 綿と人間生活

2. 1. 1 繊維製品に占める綿の地位

綿は，世界の繊維生産3,800万トンの約半分を占め

る主要繊維であり，約80 カ国で生産されているが，

その多くは農業を主体とする開発途上国であり，約

1 億 8 千万人の人々が綿花およびその製品の生産流

通から所得を得ている。

表 2 -1 世界の主要繊維生産 1989年

1,000 トン % 

綿 18,733 48 9 

羊 毛 1,933 50 

絹 66 0 2 

A ［コ 繊 14,717 38 4 

レーヨン・ 2,874 75 
アセテート

ム口 計 38,323 100.0 

日本においては，衣料用途の繊維消費に占める綿

の比率は40％を越え，繊維が多様化している現在で

も，人々の衣生活の最も重要な部分を占めている。

表 2 -2 各種繊維の衣料用内需量 1989年

1,000 トン % 

綿 913 5 43 8 

毛 153 5 7.4 

絹 19.4 0.9 

麻 6 9 03 

合 繊 869 6 41.7 

レーヨン・
124 0 5.9 アセテート

合 計 2,086 9 100.0 

2. 1. 2 綿と地球環境

綿は，数千年の昔から，熱帯・亜熱帯地域に広く

伝播し，営々と栽培が続けられて来た。植物の種子

がつくり出すこの白い柔らかい丈夫な繊維は，人間

に豊かな衣生活を提供して来た。

綿は，農業生産により，毎年再生産されるので，

人間がその栽培のため，土地を耕し続ける限り，永

久にその繊維を生産しつづけることができる。

綿の実（コットン・ポール）

資源の少ない日本では，原料の確保は産業界にとっ

て常に重要な問題である。石油は，現在のエネルギー

源として最も重要なものであるだけでなく，合成繊

維を始め，石油製品は生活に欠かせない存在となっ

ている。しかし，石油のような化石燃料が有限であ

ることは否定できない。

綿が栽培され，糸になるまでに要する石油エネル

ギー消費量は，他の繊維に比べて非常に少ない。綿

花栽培が機械化されている米国においても，綿花生

産の石油エネルギー消費量は，合成繊維のわずか拷

にすぎないという調査結果がある。綿は省資源型の

繊維であるとも言える。

多くの工業製品は大気を汚しながら生産されてい

る。それに対し，綿花を生産することは， それが植

物の栽培によるものであるから，逆に大気の浄化に

役立っている。

1 エーカー (4,000 吋）に作付けされる綿の木は，

1 年間に22.7 トンの二酸化炭素を大気から吸いとっ

て， 16.5 トンの酸素を作り出していると言われる。

地球上の綿花作付面積は約7,900万ェーカーであるか

ら，年間で18億トンの二酸化炭素を浄化しているこ

とになる。

しかし，綿花栽培は大規模な農業であるので，農

薬や肥料はかなり大量に使われている。土壌保全，

環境保護の観点から，農薬の過剰使用や不当使用に

ついて，あるいは必要最少限の合理的な使用につい

て，米国を中心として研究が進められており，近年

では農薬使用量が減少傾向にある中で，生産性を高

めるのに成功している。

11 



2. 綿の基礎知識

再利用という面では，昔から綿ほど日常生活の中

で徹底して再利用された繊維はないと言えよう。 日
さきおり

本には古くから裂織という再生織物がある。これは

使い古した綿織物を細長く切って， それを緯糸にし

て織物にしたものである。

米国でも，開拓時代は綿布地が貴重品で， どんな

端切れでも保存され，それを縫い合わせて， ベッド

カバーや壁掛けが作られた。これがアメリカン・キ

ルトといわれる伝統になった。

最近はコスト面から少なくなったが，使い古しの
はんもう

綿衣類や縫製工場の縫断くずを，反毛といって， も
わた

う一度綿状にほぐし， フェルトにして産業資材に使っ

たり，太い糸に紡績しなおして，再利用するという

ことも行われている。

では，最後に廃棄された綿はどうなるか。綿は，

バクテリアにより腐蝕し，土に還ってしまう。燃焼

すれば，二酸化炭素と水に分解するだけで，硫黄酸

化物や窒素酸化物の有毒性ガスは出さない。

このように，綿は人間生活と深い関わりを持ちな

がら，繰り返し循環する生態系（エコロジー）を持っ

ており，総合的に見て，地球環境を汚染する度合い

は少なく，むしろ地球環境や人間生活の調和をこわ

さないで，いつまでも使って行ける繊維であると言

えよう。

2. 1. 3 綿と食料

綿花生産は農業であるために，食料農産物と作付

の上で競合関係にある。農場での作付品種の決定に

大きな影響を与えるのは，綿花と競合作物の価格や

収益性の差異であるが，世界の需給状況や各国の農

業政策がそれらを動かす大きな要因となっている。

ただ，綿花は農家にとっては重宝な換金作物であ

り，また多くの綿産国にとっては外貨を稼ぐための

重要な輸出産品でもあるので，世界の綿花生産量は

増加傾向にある。

また，綿花は繊維を取るだけではなく，繊維を取

り除いたあとの綿種子（綿実）はたんばくと脂肪を

それぞれ37~38％含んでおり，食料，飼料として利

用されている。

脂肪の方は高級食用油（綿実油）として利用され

ている。また，たんぱくの方は，ふつうの綿実には，

食品に不適なゴシポールが含まれていて， それを除

去するのに経費がかかりすぎて，現在のところでは

高たんぱくの家畜用飼料として利用されている。

しかし， 1953年に発見されたグランドレス・コッ

12 

1 個の綿種子（中央の黒い部分）とそれからはえた

白い綿繊維

トンという品種は， ゴシポールを含まない綿実をつ

くるので，長年の研究の結果，食用として実用化の

可能な段階まで来ている。淡白な味と多くの必須養

分を含む高品質の植物たんぱくの食料として，食料

不足の時代には役に立てられることであろう。

2. 1. 4 綿実の用途

綿実（種子）は，上記のほかにもいろいろの用途

に利用されているので，米国の場合，綿花生産者は，

その収入の約 8 割を綿繊維，残り 2 割を綿実の販売

により得ていると言われる。

綿花は繰綿工場で繊維と綿実に分離されるが，綿

実はさらに，いちばん内側の肉質部（ミート）と綿

実殻（ハル）とリンターと呼ばれる短繊維の 3 つに

わけられ，それぞれが多くの用途で役に立っている。

肉質部（ミート）

綿実殻（ハル）

短繊維

（リンターまたはファズ）

綿繊維（リント）を取り除いたあとの

綿種子の切断面



2. 綿の基礎知識

綿種子の用途

肉 質 （ミート）

,,ン 肉牛用 土壌調整剤 サラダ油及び料理油

ケーキ 乳牛用 マヨネーズ

クラッカー 羊用 サラダ・ドレッシング

馬、 ミュール用 乳化剤 爆発物 ゴム

養鶏用 マーガリン 製菓原料 プラスチック

養豚用 缶詰用（いわし他） 食料加工準傭剤

f 
皮革

化粧品 加工材料 紙

繊維

殺虫剤

殺菌剤

金属石けん

防水剤

実 紐，，，又

I I I I I 
飼 料 l I 肥 料 I I 粉砕ぬか 1 I キシローズ I I 液 糖 I こ］
肉牛用 敷きわら用及び 家蓄飼料 医薬用糖分 翡素培養基 合成ゴム

乳牛用 土墳調整剤 石油精製剤

革用 プラスチック

馬、 ミュール用

短せんい （リンター）

パルプ

セルロース・エステル

繊維仕上げ剤

のり剤

プラスチック 箪記用紙

ラッカー フィルター

無煙火薬 吸取紙

ろうそくの芯 中入れパッド

細ひも クッション

じゅうたん 家具充填剤

モップ 緩衝材料

マットレス

2. 1. 5 綿と人間との関わり

人間が綿を知り綿を利用したのはいつのことだろ

うか。それはかなり大昔に遡ることになるであろう。

しかし，今それを知ることのできるのは遺跡からの

発掘でしかない。綿繊維のようにもろいものは，乾

燥した腐りにくい状態が保たれない限り保存されな

いので，出土品はあまり多くない。

現在，発掘されている古いものでは，パキスタン

のボラーン峠のふもとにあるメハールガールで

9,000年前の綿の種子が発掘され，当時すでに綿花の

採取が行われていたものと考えられる。また， その

近くを流れるインダス河下流域に， 4,500~5,300年

ほど前に栄えた都市モヘンジョ・ダロ（バキスタン）

の遺跡からは紡鍾と銀壷に付着した綿布の断片が発

見されている。

また，メキシコのテワカン渓谷のほら穴からは，

7,000年前の綿花が発掘されている。南アメリカのペ

ルーでは，インカ帝国以前の古墳から，鮮やかな色

の美しい模様を織り出した綿布に包まれたミイラが

出土している。今から4,000年ほど遡ることができる。

このように，インド亜大陸中米，南米北部など

では，気候が本来綿花の生育に適していることから，

人間と綿との関わりはかなり古くからあったものと

思われる。

その後綿花の栽培は世界に広がって行ったが，

もともと暑い地域に適合した多年生草本の綿の木が，

寒い冬のある地域で栽培できるようになるまでには，

かなり長い年月をかけて馴化しながら伝えられて行っ

た模様である。また，農業生産のため， 1 年生とし

て栽培するためには，品種改良に計り知れない労力

と時間がかけられたことであろう。

中国では，後漢の時代（紀元25~220年）に，綿は

インドから交易品として輸入され始めたが， 中国で

は観賞用として綿花栽培が行われたので， 7 世紀，

唐の時代であり，本格的に綿織物の原料として栽培

が始まるのは，それよりかなりおくれて， 13世紀，

宋の末期から元の始め頃といわれる。さらに，朝鮮

半島には1370年頃に伝わり，日本に綿花栽培が移入

13 
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されるのはさらに遅く， 15世紀終りから 16世紀の始

め頃ではないかと言われる。

日本には，それより前に一度，延暦18年 (799年）

に今の愛知県西尾市の矢作川河口に，東南アジアの

五盗人の青年が綿実を入れた壷を持って漂着したの
で， この種子を日本各地で植えたが，結局栽培に失

敗したという記録がある。

綿は衣類として大変便利なすぐれた特性をもって

いたから，綿糸布は交易品として古くから広域にわ

たる取引が行われた。

15世紀末に，コロンプスがアメリカ大陸を発見し

た時，原住人の作った綿糸布を持ち帰り， スペイン

のイザベル女王に捧げている。インドの綿花生産は

よく知られていたから，発見した土地がインドの一

部だと当時の人たちが信じ込む一つの要因となった。

近代にはいると，紡織の機械化が進み，綿花，綿

糸布の生産と貿易は急速に拡大した。そのため，綿

は経済的要因のひとつとして，歴史上の大事件と関

わりを持つことも多くなった。

18世紀の産業革命では，英国を中心に，綿紡織の

機械化のための数多くの発明が大きな原動力となっ

て工業の近代化が推進された。その後， 19世紀には

いると，英国は世界最大の綿業国になり，綿糸布を

世界各国へ輸出する一方，その原料である綿花は主

に米国から輸入した。

米国では，奴隷労働の利用を基盤に発展したプラ

ンテーションと呼ぶ大農場を中心に大規模な綿作が

行われた。その奴隷制を崩壊させた南北戦争 (1861-

65年）では，米国南部の綿作地が戦場となったため，

米国からの綿花輸出は激減し，英国綿業は原料確保

のため，米国以外の世界各国から綿花を手当てせね

ばならなかった。その後も，綿花は供給不足状態が

続いたので，欧州各国はそれぞれの植民地において，

綿花栽培に力を入れたので，綿花生産は世界各地域

へ広がった。

インド建国の父と言われるマハトマ・ガンディー

は，英国の植民地統治から，インドを独立させるた

めに， スワラジ（自治）運動をおこし， スワデシ

（国産品愛用），英国製品ボイコットを提唱し，反英

不服従運動を展開， いくたびとなく投獄されたが，

牢獄においても糸車（チャルカ）で綿花を手紡ぎし

て，独立の精神を民衆に植えつけた話は有名である。

日本でも，明冶にはいって，欧州先進諸国から 1

世紀近くおくれて出発した綿紡織業は急速な発展を

遂げ，まず国内市場を輸入綿糸布から取り戻し， さ

14 

らに進んで，アジア市場をはじめ，世界各地におい

て，先進綿業諸国との激しい競争に打ち勝って，綿

糸布輸出を伸ばし， 1933年にはついに世界最大の綿

布輸出国となった。

2.2 綿花の需給状況

2. 2. 1 世界の綿花需給

綿製品は世界中すべての国で使われているが，農

作物である綿花の生産は，気候が温暖で日光に恵ま

れ，適度の雨量あるいは十分な灌漑用水のある地域

に限られる。

コットン・ポールをいっばいつけた綿の木

そのため，世界の国々のなかには， 日本や韓国，

イタリアのように綿花輸入に頼っている国と，米国

やソ連，パキスタンなどのように大量の綿花を輸出

している国がある。したがって，綿花は世界中で取

引される重要な貿易品であり，綿花の収穫の豊凶や

綿花の価格変動は，多くの国々の経済に対し大きな

影響を与える。

世界主要国の綿花の生産，消費，輸出入の状況は

第 2-3 表のとおりであるが，綿花は，多くの国々

にとって，貴重な換金作物であり，外貨獲得の重要

産物であり，綿工業発展のために欠かせない大切な

原料である。
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綿種子の用途

パン 肉牛用 土壌調整剤 サラダ油及び料理油

ヶーキ 乳牛用 マヨネーズ

クラ，カー羊用 サラダ・ドレッシング

馬、ミュール用 乳化剤

養鶏用 マーガリン

養豚用 缶詰用（いわし他）

綿 実 却成

（ミート）

（ハル）

爆発物

製菓原料

食料加工準備剤

化粧品

ゴム

プラスチック

加工材料fこ
殺虫剤

殺菌剤

金属石けん

防水剤

( 「 l I ) 7 I I I I 
飼料 I I 肥 料 I 粉砕ぬか 1 I キシローズ I I 液 糖 I I 殻粉 □
肉牛用

乳牛用

革用

馬、 ミュール用

敷きわら用及び

土填調整剤

セルロース・エステル

繊維仕上げ剤

のり剤

2. 1. 5 綿と人間との関わり

家蓄飼料

短せんい

プラスチック 箪記用紙

ラッカー フィルター

無煙火薬 吸取紙

人間が綿を知り綿を利用したのはいつのことだろ

うか。それはかなり大昔に遡ることになるであろう。

しかし，今それを知ることのできるのは遺跡からの

発掘でしかない。綿繊維のようにもろいものは，乾

燥した腐りにくい状態が保たれない限り保存されな

いので，出土品はあまり多くない。

現在，発掘されている古いものでは，パキスタン

のポラーン峠のふもとにあるメハールガールで

9,000年前の綿の種子が発掘され，当時すでに綿花の

採取が行われていたものと考えられる。また， その

近くを流れるインダス河下流域に， 4,500~5,300年

ほど前に栄えた都市モヘンジョ・ダロ（パキスタン）

の遺跡からは紡鍾と銀壷に付着した綿布の断片が発

見されている。

また，メキシコのテワカン渓谷のほら穴からは，

7,000年前の綿花が発掘されている。南アメリカのペ

ルーでは，インカ帝国以前の古墳から，鮮やかな色

の美しい模様を織り出した綿布に包まれたミイラが

医薬用糖分 拷素培養基 合成ゴム

石油精製剤

プラスチック

中入れパッド

クッション

じ＊うたん 家具充填剤

モップ 緩衝材料

マットレス

出土している。今から4,000年ほど遡ることができる。

このように，インド亜大陸，中米，南米北部など

では，気候が本来綿花の生育に適していることから，

人間と綿との関わりはかなり古くからあったものと

思われる。

その後綿花の栽培は世界に広がって行ったが，

もともと暑い地域に適合した多年生草本の綿の木が，

寒い冬のある地域で栽培できるようになるまでには，

かなり長い年月をかけて馴化しながら伝えられて行っ

た模様である。また，農業生産のため， 1 年生とし

て栽培するためには，品種改良に計り知れない労力

と時間がかけられたことであろう。

中国では，後漢の時代（紀元25~220年）に，綿は

インドから交易品として輸人され始めたが， 中国で

は観賞用として綿花栽培が行われたので， 7 世紀，

唐の時代であり，本格的に綿織物の原料として栽培

が始まるのは，それよりかなりおくれて， 13世紀，

宋の末期から元の始め頃といわれる。さらに，朝鮮

半島には1370年頃に伝わり，日本に綿花栽培が移入

13 



表 2-3 主要国の綿花需給（1989/90年度）

（単位＝千トン）

国 産 生産 消費 輸入 輪出

メ キシコ 167 164 30 46 

アメ リ 力 2,655 1,872 1,698 

アルゼンチン 270 98 11 147 

プラ ジル 676 775 93 135 

コロンビア 105 96 8 16 

パラグアイ 230 12 229 

ベ Iレ 87 80 26 

エジプ ト 298 279 39 46 

スーダン 125 8 145 

コートジボアール 107 14 120 

ジンパプエ 79 42 49 

フ ラ ンス 125 134 10 

西 ドイ ツ 206 220 24 

ギリ シャ 255 170 20 85 

イ 夕 リ ア 315 300 

ポルトガル 182 174 

スペイ ン 62 1~4 113 26 

チェコスロバキア 119 113 

ポーランド 143 142 

ソ 連 2,660 2,003 71 733 

ユーゴスラビア 105 105 

中 国 3,790 4,389 435 192 

台 湾 330 223 

香 港 239 256 38 

オーストラリア 305 24 l 283 

インドネシア 3 290 285 

日 本 701 686 

韓 国 447 430 

夕 イ 34 300 280 8 

イ ン ド 2,244 1,861 194 

パキスタン 1,455 1,037 3 283 

イ ラ ン 123 120 

シ リ ァ 128 60 70 

卜 Jレ コ 617 560 55 38 

そ の 他 905 1,459 1,177 669 

合 計 17,380 18,779 5,404 5,310 

2.2.2 綿花の生産

綿花は，初夏に種をまいて晩秋に収穫する夏季作

物である。国により気象条件が異なり， また北半球

とでは季節が逆だから，綿花の栽培期間はまちまち

である。

2. 綿の基礎知識

しかし，国際的には，綿花の収穫， 出回りの時期

をもとに，毎年 8 月 1 日から翌年の 7 月 31 日までを

綿花年度と呼んでいる。

世界の綿花生産量は第 2 -4 表のとおり着実に増

加している。特に第 2 次大戦後の 1950年代と 1980年

代中ごろ以降に大幅の増加が見られた。

1950年代の増産は耕地面積の増大に負うところが

大きかったが，その後は食用作物生産との競合関係

もあり，耕地はほぼ横ばい状態を続けているので，

綿花生産の増加は，全般にイールド（単位面積当た

りの収穫量）の向上が最大の要因となっている。イー

ルドの増大は40年間で倍増しているが， これは綿花

品種の改良と農業技術の進歩によって実現したもの

である。しかし，今なお低イールドの国々があるの

で，今後も世界全体のイールド増大の可能性は高く，

現在も増大傾向を続けている。

表 2-4 世界の綿花生産

平均年間生産鼠 耕作面積 イールド

千トン 1930= 100 干ヘクタール 1930=100 
キログうム／

1930= 100 
ヘクタール

1930年代 6,295 100 
※ 100 ※ 100 

33 096 201 

1940年代 5,821 93 
※※ 

74 
※※ 

115 24 585 231 

1950年代 8,960 142 33,040 100 271 135 

1960年代 10,961 174 32,354 98 339 169 

1970年代 13,074 208 32,797 99 399 199 

1980年代 16,316 259 32,426 98 504 251 

（注） ※ 1938/39年度の数字

※※1945/46年度以降の 5 年間の平均

綿花の生産は現在統計に出ているもので， 73 ヵ国

にのぼるが，実際にはもっと多くの国で栽培されて

いる。

綿花の 5 大生産国は，中国，米国，ソ連，インド，

パキスタンであるが，その他にも近年急速に生産を

伸ばしている国としては，オーストラリア， アルゼ

ンチン，パラグアイ，ギリシャ， コートジボアール

などがある。

2.2.3 綿花の消費

綿製品はすべての国で使われており，綿製品を生

産する綿工業は，国の工業化を進める上で，初期段

階から導入される技術であるから， ほとんどの国に

大なり小なり綿工業が存在し，綿花を原料として消

費している。現在，国際統計には107 ヵ国の綿花消費

が報告されている。
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2. 綿の基礎知識

第 2 次大戦後，新たに合成繊維など新しい繊維が

出現し，その消費は急速に増大したが，世界の人口

増加や生活水準の向上に伴う繊維消費の増加ととも

に，綿花の消費も増加を続けている。（第 2 - 5 表）

表 2-5 世界の綿花消費と輸出

消費量 輸出量

千トン 1930=100 千トン 1930= 100 

1930年代 6,580濠 100 2,822 100 

1940年代 5,808 88 1,675 59 

1950年代 8,860 135 2,954 105 

1960年代 11,017 167 3,713 132 

1970年代 13,149 200 4,234 150 

1980村代 16,289 248 4,820 171 

（注）※ 1935/36年以降、 5 年間の平均

綿花の 5 大消費国は，中国，ソ連，米国，インド，

パキスタンで日本はプラジルに次いで第 7 位の消費

国である。

近年，綿花消費を伸ばしている国，つまり紡績業

が急速に発展している国は，東南アジアに多く， イ

ンドネシア， タイ，フィリピンなどでの発展はとく

に著しい。韓国は一時期急速に発展を遂げたが，現

在はほぽ同じ規模を維持しており，綿製品全体では

輸出国であるが，綿糸だけをとれば，輸入国に転じ

た。

日本の紡績は技術水準では世界のトップクラスに

位置していると言えよう。パキスタンをはじめ， NI

ESやASEAN諸国からの大量の安価な綿糸輸入に対

抗し，差別化綿糸，高付加価値綿糸の生産に重点を

移したので，生産品種の豊富さにおいては世界ーで

あろう。そのため，輸入される綿花も最も豊富であ

る。しかし，綿花の消費量はほぼ横ばいないし微減

の状態にある。

輸出産業としての紡績業の発展著しいのはパキス

タンであり，綿糸を大鼠に輸出している。綿花の消

費大国である中国とインドでも紡績業は拡大を続け

ている。

一方， ヨーロッパでは， イタリア， ポルトガル，

スペイン，ギリシャなどで，一時期綿花消費がふえ

たが，最近は横ばい， ドイツ， フランスは近年減少

傾向にある。

ソ連は横ばい，東欧諸国は減少気味である。中近

東では， トルコ，イランが増加傾向にある。

米国，メキシコ，プラジル， コロンビア， アルゼ
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ンチンなどでも，綿花消費が近年増加したが，最近

は頭打ちの状態である。

アフリカでは，エジプト以外は，現在のところ綿

花消費の大きな国はない。

2.2.4 綿花の輸出入

綿花生産は各年の気候の影響を受けやすく， また

国の農業政策に左右されるため，各国の綿花輸出入

は年により変動が大きい。近年は綿花生産国で綿エ

業の発展に力を入れる国が多くなったので，綿花の

生産や消費の伸び率に比べ，綿花の輸出入はそれほ

ど伸びていない。（第 2 - 5 表）

5 大綿花輸出国は， 1989/90 年度では，米国，‘ノ

連，パキスタン，オーストラリア，パラグアイであっ

たが，年によって，中国やインドがこれに加わり，

順序が入れ替わることがある。

一方， 5 大綿花輸入国は， 1989/90年度では， 日

本，中国，韓国，イタリア，タイの順であった。こ

のうち中国は世界最大の綿花生産国で，国の政策に

より輸出入の増減が大きく左右され，近年では1985

/86 年度から 1987/88年度までの 3 年間の綿花輸出

は年間55万トンから69万トンという高水準であった

が， 1988/89年度からは一転して綿花輸入がふえ，

1989/90年度には実質的に綿花輸入国に転じた。

インドも本来綿花輸出国であるが， 1987 /88 と

1988/89の 2 年は大かんばつのため綿花生産が減少

し，同国政府は綿花の国内供給を優先し輸出を停止

したので，その間綿花輸入国となった。

2.2.5 日本の綿花輸入

1980年代の 10年間では綿花輸入量の年平均は

72.8万トンで， 1970年代の平均74.4万トンとあまり

変わらない水準を維持しているが，年によって増減

は大きく，最高は1987年の83.6 トン，最低は 1983年

の66.6 トンという振幅をもっている。

綿花の輸入先は1989年には39 ヵ国であったが，各

国の綿花生産呈の増減や相場の変動によって毎年国

別の変動もかなりある。

米国はつねに日本への最大の綿花供給国であり，

1989年にも第 2 - 6 表のとおり綿花輸入合計の43%

を占めた。

戦前は米国とインドが日本に対する綿花の 2 大供

給国であったが，インドは戦後綿業の発展が著しく

綿花消費がふえ，国の政策による綿花輸出規制がし

ばしば行われるため，インド綿の輸入は減少した。



表 2 -6 日本の綿花輸入 1989年

国名 トン % 億円 % 

1 アメリカ 331,496 43 2 774.5 41.8 

2 オーストう＇）ア 111,967 14.6 235.2 12.7 

3 バキスタン 65,824 8.6 105 0 5.7 

4 中 国 64,211 8.4 201 3 10.9 

5‘ノ 連 42,466 55 81.8 4.4 

6 スーダン 23,343 30 72 0 3.9 

7 メキシコ 19,790 2.6 36.3 2.0 

8 エジプト 17,191 2.2 121.6 6.6 , コートジポ了ール 15,471 20 31.l 1.7 

10 イ ン ド 14,086 1.8 43 6 2.4 

11 ニカラグア 11,249 1 5 20 2 1.1 

12 プラジル 7,498 1.0 13.7 0.7 

13 チャ ド 6,346 08 13 4 0.7 

14 ペルー 5,875 0.8 25.6 1.4 

15 ジンパプエ 5,252 07 10 6 0.6 

その他24 ヵ国 25,920 3 4 64 8 3.5 

^ ロ
計 767,985 100 0 1,850 7 100.0 

インド綿の減少分は，まずパキスタン，メキシコ，

プラジルからの輸入によりカパーされ， その後， ニ

カラグア，サルバドル，グアテマラなど中米からの

輸入がふえた。 1960年ごろからソ連綿が多くなり，

特に70年代はソ連からの綿花輸入は 10万トンを超す

高水準を維持した。 80年代に入って，ソ連や中米諸

国からの輸入が減少し，それに代わって，新興綿花

生産国のオーストラリアと中国からの輸入が急増し

た。

日本では繊維の長い超長繊維綿や長繊維綿を差別

化素材として高級用途にするため，エジプト綿スー

ダン綿などは毎年大量ではないが，比較的安定した

輸入が続いている。最近は，アメリカ・ビマ綿の輸

入がふえたので，エジプト，スーダンからの輸入に

若干影響を与えている。

2.2.6 綿花の数量単位

綿花の最は，「トン」か「俵」 (bale) で表示され

る。

1 俵は480ポンド (218kg)であるから， 1 トンは

4.59俵である。 1989/90年度の世界の綿花生産

1,738万トンは7,983万俵とも表示される。

しかし，実際の綿俵の重呈は国によってばらばら

である。大きいものはエジプト綿の720ポンド（約327

kg)から，小さいものは中国綿の180 ポンドWJ82kg)

2. 綿の基礎知識

までいろいろある。そこで現在は正味480ポンド俵に

換算した俵数で表示することになっている。

この換算俵に対して，実際各国が現実につくって

いるサイズのままで表示される場合は，実俵または

ランニング俵と呼んでいる。

2.3 綿花の取引

2. 3. 1 取引形態

日本は綿花をすべて海外から輸入している。綿花

の買付けは，紡績会社が直接行うのではなく，綿花

商を通じて行われる。ほかの国では紡績会社が直接

買付けを行っているから，日本は世界に例のないシ

ステムをとっていると言える。

日本の綿花商は，綿花生産国の綿花輸出業者（シッ

パー）と取引をして，買付けを行うが，国によって

は，政府または政府の代行機関がシッパーの役割を

はたしている場合がある。例えば， ソ連，・エジプト，

スーダン，ウガンダ，シリア，エルサルパドルなど

がそれである。

しかし，日本の綿花の買付けは，完全に自由な立

場にあり，綿花生産国約80 ヵ国より綿花の価格，品

質数塁について，何らの制約を受けることなく，

相手を自由に選んで行うことができる。そのため，

合理的な買付けを行うことができ， これが日本紡績

業の強みとなっている。

2.3.2 綿花先物取引

綿花の取引には，綿花商とシッパーとの間に長期

的な売買の契約が結ばれることもあり，綿畑に種が

まかれる前にすでに売買が成立しているということ

も行われる。

このような場合には，綿花価格の変動による損失

を回避するため，取引の当事者双方にとって，妥当

な価格による取引ができるよう方法を講じなければ

ならない。そのひとつの方法は，綿花取引所の利用

である。現在全世界で本格的に活動している綿花の

定期取引所はニューヨーク綿花取引所ひとつである。

綿花取引所で取り扱われる綿花の標準品は，米国

アプランド綿のストリクト・ロー・ミドリング (SL

M) 1 第ィンチ (27.3mm) で，価格は 1 ポンド (0 .45

kg)当たり 00セントで表示される。

綿産国のシッパーは，日本に綿花を先物売りをし

た場合，同時に定期取引所の先物を同じ数呈買って

おく。実際に綿花の現物を受け渡しする時期になっ

て，例えば先物売りの価格より大幅に値上がりして
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2. 綿の基礎知識

いて，その段階で売ればもっと売上げが大きかった

という時，定期取引所で買っていた先物を高騰した

値で売ればこちらの売買の差益がはいることとなり，

現物を高値で売ったことと同じになる。

このように価格変動の激しい綿花取引のリスクを

おぎなうために，定期取引所をヘッジ（保険つなぎ）

機関として利用する。この方法は，綿花取引の投機

化を押さえ，健全化するために必要な仕組みである。

また，綿花の取引においても，売買契約書に契約

価格を明示せず，ニューヨーク定期の何月限の価格

プラス（またはマイナス）何セントという契約単価

にする。この条件で契約すると，船積期近くに実物

取引価格の基準になるニューヨーク定期相場によっ

て自動的に価格が決まる。これも実物売買価格を定

期取引相場に一致させることにより，相場変動のリ

スクを小さくする働きがある。

ニューヨーク定期を直接利用しない農家や綿花商

も，定期相場を取引の指標として利用している。

2.3.3 綿花先物オプション取引

先物取引のヘッジ機能をさらに安全度の高いもの

とするために， 1984年10月からニューヨーク綿花取

引所で先物オプション取引が採用された。

オプション取引とは．先物綿花を特定の期日まで

に特定の価格で買う（または売る）権利を買う人

（バイヤー）と，その権利をバイヤーに認める代償と

してプレミアムと呼ばれる手数料を受け取る人（セ

ラー）とが行う契約取引である。もし， パイヤーの

みで，セラーが現われない場合は， クリアリング・

ハウス（手形交換所）がセラーとなって受ける。

オプション取引には，コール・オプションとプッ

ト・オプションの 2 種類がある。

(A) コール・オプション
ぎょく

これは，特定玉（定期限月と数量を指定する）を

特定期日（権利行使の最終期日）までに特定価格

（権利行使の価格）で買う権利のことで，例えば次の

ように取引を行う。

1984年11月の段階で．綿花相場は先行き上昇が予

想されたとする。その時点で85年 3 月限の先物価格

がポンド 71セントであったとする。そこで，バイヤー

は67セントのコール・オプションを買う。バイヤー

はクリアリング・ハウスがあらかじめ決めているプ

レミアム．例えばポンド当たり 2 セントを支払うだ

けで，権利行使最終日までに，定期相場がいかに高

騰しても，ポンド67セントで綿花を買う権利が保証
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される。もし予想に反して定期相場が67 セントより

も低くなったときは， 67セントで綿花を買う権利を

捨てて，安い定期を買うことができる。

(B) プット・オプション

これは，ある定期限月の綿花を，特定期日までに

特定価格で売る権利のことである。

例えば，前項の例で，価格が下降局面にあると判

断されたとき，バイヤーは85年 3 月限について， ポ

ンド73セントでプット・オプションを買うと， バイ

ヤーは例えばプレミアム 1 セント（ポンド当たり）

をセラーに支払うだけで，定期相場がいかに低落し

ても，ポンド73セントで定期綿花を売る権利が保証

される。一方，定期相場が予想に反して高騰したと

きは， 73セントで綿花を売る権利を行使しないで，

高い定期を売ることができる。

以上のように，相場が上昇基調にあるときはコー

ル・オプションを，下降基調のときはプット・オプ

ションを買うことにより，綿花のバイヤーは価格変

動のリスクを避けることができると同時に，定期相

場が有利に変動するときにはその利益を受けること

ができる。
ぶ

2.3.4 その他の綿花相場

相場の指標としては，以上のほか， リバプール・

コットン・サービス社（英国）が発表する平均CIF

相場と，米国南部 8 市場の平均現物相場がある。

リバプール相場は取引所の相場ではなく，最寄り

3 ヵ月以内に北欧渡しの条件で海外の売手がオファー

する価格を示したもので， “A" インデックスと “B"

インデックスの 2 種がある。

“A ＂インデックスは 1 知ィンチ (27.8mm) の綿

花10種のうちの最安値 5 綿種の平均価格である。ま

た， “B" インデックスは太番手用原綿あるいは低グ

レード綿種 6 種のうちの最安値 3 綿種の平均価格で

ある。

米国南部 8 市場の平均現物相場は，米国農務省農

業販売サービス局が算出，発表するもので，対象綿

花はニューヨーク綿花取引所と同じ， SLM 1 焔ィ

ンチである。 8 市場というのは，グリーンビル（サ

ウスカロライナ州）モンゴメリー（アーカンソー州），

メンフィス（テネシー州），グリーンウッド（ミシシッ

ピ州），ダラス（テキサス州）， ラボック（テキサス

州），フェニックス（アリゾナ州）， フレズノ （カリ

フォルニア州）の 8 大指定現物市場で，定期取引は

行っていない。



2.4 綿花の種類と品質

2. 4. 1 綿花の種類

綿花は，植物学上はあおい科のわた属 (Genus

Gossypium) に属しているが，わた属にはまった

く繊維をつくらない野性種もある。

繊維をつくるわた属は，次の 4 つに大別される。

(1) G. arboreum （アルボレウム）

(2) G. herbaceum （ヘルバケウム）

(3) G. barbadense （バルパデンセ）

(4) G. hirsutum （ヒルスツム）

(A)アルボレラムとヘルバケウム

古くはイント，パキスタンのあたりから発し， 旧

大陸に広く行きわたった。主として， アルボレウム

は，インドより東方へ，ヘルバケウムは，西方，北

方へ広がった。日本や中国，朝鮮で古くより栽培さ

れていた綿花は，アルボレウムと考えられる。 しか

し，現在商業生産されているのは， インド北部， パ

キスタン， ビルマのデシ綿に限られる。

デシ綿の品質は，繊維が短く，繊維長は通常1¾6

インチ (20.6mm) 以下で，繊維が太く，繊度は5.0 を

超え，なかには10.0のものもある。また弾性が強く，

手触りは粗荒で，機械紡績には向かないがふとん綿

や脱脂綿に使われる。

デシ綿はアジア在米種とも呼ばれる。

ヘルバケウムは現在ほとんど商業栽培されていな

いので，正確な性質や分布は知られていないが， そ

の昔アレキサンダー大王の東方遠征のルートに沿っ

て伝播したと言われ，地中海沿岸からアフリカ北部

にまで分布した。

(B)バルバデンセ

ペルー北部が発祥地と考えられ， そこから中米や

西インド諸島を北上した。ペルー綿， シーアイラン

ド綿さらにエジプトに渡り，エジプト綿， スーダ

ン綿として定着最近は，，ソ連，インド，中国でも

栽培されている。

バルバデンセは，綿花品種のなかで繊維が最も長

く，大部分が超長繊維綿あるいは長繊維綿に属し，

高級綿製品の原料として使われている。

国際市場では，エジプト綿が最も多く取り扱われ

ており，歴史的にも名が知られているので，一般に

このグループをエジプト綿種と呼んでいる。

良質の超長繊維綿の条件は，繊維が長く，細く，

強いことで，繊度は3.1~3.8，繊維強力は 100以上

2. 綿の基礎知識

あるのが良いとされている。

曲 100,000ポンド／平方インチを略して．通常．繊維強
力100 と呼ぶ。以下同じ。なお．繊維強力については，
2.4.4 綿花の格付けの項参照のこと。

(C) ヒルスツム

メキシコ南部や中央アメリカの地域に自生してい

たヒルスツムの仲間から．米国で品種改良を重ねて

つくり出したものが，アプランド綿と言われる。こ

れは， 19世紀に世界各国にひろがり，現在では．世

界の綿花生産の約90％を占めている。もともと米国

で品種改良された綿花が土台になっているので．一

般に米綿種とも呼ばれる。

米国で生産されているアプランド綿の繊維長は

1沿ィンチ (23.8mm) から 1 陥ィンチ (30.2mm) で，

正常な繊度は3.5~4.9の範囲とされ．繊維強力は80

~90が普通である。

アプランド綿は，発育期間が短かく， どのような気

象条件にもよく適合する上，繊維の紡績性にすぐれ，

用途が広いため，世界中で栽培されるようになった。

旧大陸生まれのアルボシウムとヘルバケウムは，

染色体の数が13個，新大陸生まれのバルバデンセと

ヒルスツムは26個あり， したがって染色体の数の違

う両品種間では交配はできない。

(D)野生種

以上の 4 種のほかに，ハワイ諸島にトメントスム

(G. tomentosum) という種類のものがあり． これ

は野性であるが，繊維ができる品種である。

このほか，繊維をつくらない野生種が20種ほどあ

り，世界各地に野生で残っている。これら野生種も

遺伝子資源としては今後の品種開発のために大切な

存在である。

(E)品種改良とハイプリッド

各国では，綿花の品質退化を防ぐため， あるいは

よりすぐれた品質の綿花を生産するため．常に品種

改良の研究を行っているので， 1 国のなかでも品種

は多様であり，品質にも相違がある。世界中で栽培

されているアプランド綿種でも．それぞれの地域の

気候土壌の違いにより，綿花の品質に微妙な相違が

できる。その上，その土地にあった品種改良が行わ

れる結果各国でも生産される綿花は， それぞれ異

なった特性をもつことになる。

近年は綿花のハイプリッドも行われている。最も

普及しているのはインドで，超長繊維綿から中長繊

維綿まで，広範囲にわたって，ハイプリッド化がす

すんでおり，繊維の長いものや，生産性の高い綿花

がつくられている。
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ハイプリッドは，異品種間の綿花を交配させて，

その先祖がもっていた農業特性や品質特性を，第 1

世代 (F 1) に限り顕在化させるという生物本来の

性質を利用するもので，第 1 世代に現れた先祖の潜

在特性は第 2 世代以降は現れることはない。そのた

め，ハイプリッド種子は毎年新しくつくり出さねば

ならない。

ハイプリッド綿をつくるためには， まず先祖がす

ぐれた性質を持っていた品種を探し当てるところか

ら始まる。

インドでは，交配する潜在的優良品種を別の地域

で栽培し，開花期に手作業で交配させてハイプリッ

ドの種をつくっている。この交配作業は開花予定日

早朝の開花時刻までに，自家受粉をしないようにし

て，所定の交配を行わねばならないから，非常に面

倒な手作業が必要である。

l エーカー（約4,000吋）の綿畑に播種するハイプ

リッドの種を生産するには600回もの人工交配作業が

必要ということであるから，人件費の高い国では採

算はとれない。現在のところ，経済的に綿花のハイ

プリッド化を成功させ，実際に生産しているのは，

労働力の豊富なインドが最も進んでいる。

米国などでは，量産のきくハイプリッド種子生産

の研究が進められているが，実用化は今一歩のとこ

ろである。これと並行して，遺伝子工学利用の新品

種開発の研究も行われている。まだ実用の域に達し

ていないが，例えば多収性の遺伝子を他のすぐれた

特性をもつ綿花に埋め込んだり，塩水でも栽培でき

る綿花や空気中の窒素を直接吸収する綿花などの開

発が研究の対象となっている。

2.4.2 綿繊維の構造

綿の実（コットンボール） 1 個には，約30個の種

子があり， 1 個の種子には1,200本から 7,500本の繊

維が密生している。その繊維はどのようにつくられ，

どのような構造をもっているのかを見てみよう。

囚綿繊維の生長

アプランド綿の場合は，綿の木につぼみがついて

いて20 日ほどすると開花する。花が開いた時は花弁

はごく淡いクリーム色をしているが， やがてピンク

色から濃い紅色になり，開花後 2, 3 日で落下する。

そのあとに残った子房は大きく生長して， コットン
さく

ボールと呼ぶ緑色の朔をつくる。朔のなかでは湿っ

た繊維が成育し，やがて成熟して朔はさけ， 白い柔
かいじょ

らかい繊維があふれ出る。これを開紫という。開花
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綿の花

膏いコットンポール

から開紫まで45 日から65 日かかる。

この間綿繊維は朔のなかで次のように生長して

いる。

綿繊維は種子の表皮細胞が細長く生長したもので，

1 本の繊維は 1 個の細胞でできている。

この表皮細胞の生長は，伸長生長と肥厚生長を経

て行われる。
し巴2

伸長生長期……綿の花が開いた直後より子房（の
はいし疇

ちにコットンボール）の中の胚珠（のちの種子）の

表皮細胞が伸長生長を始め， これが綿繊維（リント）

になる。その後，表皮細胞の細胞分裂でできた娘細

胞が，開花後 4~12 日目ごろに突起を始めるが， こ

れらは短かい繊維（ファズまたはリンター）で終っ

てしまう。

伸長生長は約24 日で終り，第 1 次細胞膜を形成する。

肥厚生長期……開花後20日ごろから，伸長した表

皮細胞の膜壁の内側にセルロースの薄い膜が沈着し

て肥厚生長を始める。

肥厚生長は，細胞液の中で生合成によりセルロー

ス高分子がつくられ，それが束になり， さらに薄い

膜を形成して，第 1 次細胞膜の内側に沈着すること

により行われる。この薄い膜は 1 日に 1 層ずつ形成

され，年輪状に20~25層積み重なって，第 2 次細胞

膜を形成する。



やがて， コットンボールがさけはじめて，綿の繊

維が露出すると，水分が蒸発し，繊維は偏平となり，

天然撚りができる。

紐廿んいの”"flili

緯胞液

~I次*Ill胞腹 第 2次細胞脹

伸長生長 肥厚生長

(B)綿繊維の構造

綿の繊維は種類により異なるが，長さ 20~45mm,
: 9 ロン

太さ 12~20 ｵm  (l µm は打。oomm) という細いもの
で，さらに先端が細くなっている。

綿繊維は偏平でよじれているので，糸に紡ぐとしっ

かりからみ合う。天然撚りはエジプト綿で通常 1 イ

ンチ (2.54cm) の長さに230, アメリカ綿で190 ほど

の撚り数がある。

1 本の綿繊維

綿繊維の天然撚り

上は成熟した綿繊維、下は未成熟の綿繊維

2. 綿の基礎知識

綿繊維の横断面

断面をみると，中空になっており，管を押してつ

ぶしたような形をしているので，軽くて保温性に富

んでいる。

綿繊維の微細構造は下図の通りである。

綿繊維を構成するセルロースの 19％は第 1 次細胞

膜残り 81％は第 2 次細胞膜である。

セルロース高分子は束のように集まって最小単位

であるエレメンタリーミクロフィプリルを形成して

おり，それがさらに束になってミクロフィプリルを

形成さらに集まってフィプリルとなっている。フィ

プリルは 1 辺が0.4µ m ほどの束である。

第 1 次細胞膜（厚さ約0.lµ)
r—·—-—、 第 2 次細胞膜（／互さ約 4 ｵ) 

表皮 ネットワーク J lｵ (ミクロン）＝買如mm
i 

1 
ワインディング（厚さ約0.lµ)

綿繊維の構造区l

第 1 次細胞膜はフィプリルがネット状に配列して

管状になっており．フィプリルの間隙にペクチンや

ろう質が含まれている。

第 2 次細胞膜は， フィプリルがらせん状に並んだ

ラメラと呼ぶ薄い膜でできており， ラメラは20~25

暦の年輪状に積み重なっている。らせんの角度は繊

維軸に対し約30度（内側の薄層の方が角度が小さく

なっている）傾斜しており， らせんの方向は，層に

よって逆方向になっているところもある。ひとつの

薄層のなかでもらせんの方向がところどころ反対に

流れており，その境目をリバーサルボイントと言っ

ている。リバーサルポイントは天然撚りと関係があ

ると言われる。
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第 1 次細胞膜

第 2 次細胞膜

2. 4. 3 綿の特性

未漂白の標準的な綿繊維の組成は，水分のない状

態で，次の通りである。

セルロース 94.0% 

たん白質 1.3 

ペクチン 1.2 

灰分 1 2 

ろう 0.6 

全糖分 0.3 

色素 微星

その他 1.4 

このように綿繊維の主成分はセルロースで， セル

ロース高分子が結晶し，それが幾庖にも積み重なっ

て， しっかりした構造になっているが，結晶部分の

間には適当に非結晶部分があり，そのため，水など

(a) 綿繊維

(b) レーヨン

綿繊維とレーヨンのセルロース高分子の結晶状況
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の他の物質が通過しやすい構造になっている。

綿は，特に衣類や家庭用繊維品の分野では実に多

様に使われている。

繊維は天然繊維から化学繊維まで数多くの種顆が

あるが，そのなかで綿の最大の特長は，人間の肌に

最もなじむ繊維であるということである。何らかの

形で肌に触れる衣料や手触りの大切な用途には，綿

が最も好まれている。

それは数値で表示することのむつかしい特性で，

「風合い」という言葉で表わされる。いわば形容詞の

世界感覚の世界である。数理的，科学的に表現は

しにくいが，人間の感性にとっては最も大切な特性

である。

生活が高度化し，衣類が単に寒さをしのいだり，

暑さから体を守るということから，社会生活を行う

ためのしきたりのスタイルヘ，さらにはもっと自由

に生活を楽しむためのものに，広がって来ると，繊

維素材の表現力や機能性に多様な要求が課せられる。

こうした現代の用途の多様化に対して，綿は十分に

応えられるすぐれた性質を持っており， いろいろの

加工により新しい機能性や風合いを付与することが

できる。

綿の特性として主なものを上げてみると，次のと

おりである。

1.吸水性，吸湿性がある。

2. ぬれると 10~15％ほど強くなる。

3. アルカリ性に強い。

4. 染色しやすく，発色が鮮かで，堅牢に染めら

れる。

5. 熱に強い。

また，綿繊維は次のとおりいろいろの化学薬品と

反応し，新しい性質を付与することができる。

(A) 綿繊維を苛性ソーダ溶液にひたすと，膨脹し，

長さが縮み，天然撚りがなくなって太くなる。この

時，繊維の長さが縮まないよう張力をかけると，光

沢が著しくよくなり強度を増す。この処理をマーセ

リゼーションといい， シルケット加工はこの原理を

応用したものである。

(B) 綿繊維は酸とも反応する。例えば，硫酸溶液

の濃度を変えることによって，綿繊維に透明性を持

たせることができるので，部分的に硫酸溶液で加工する

ことにより，透かし模様を付与することができる。

また， 64％以上の濃硫酸で処理すると，綿繊維は

分解溶解するので，硫酸の影響を受けない他の繊維

と綿とを混ぜた布地に濃硫酸処理で部分的に綿だけ



を溶かして，透かし模様を出すこともできる。

(C) 綿繊維の表皮にはろう質が含まれているので，

未漂白の綿は水をはじく。このろう質を除いて吸水

性をよくしたものが，脱脂綿である。この加工では，

手触りが悪くなるので，別の加工を加えて，風合い

をそこねないで，瞬間吸水性を付与することもでき

る。

その反対に，撥水撥油加工により，雨や油汚れを

はじく性質をもたせることもできる。

(D) セルロースは元来燃えやすい繊維であるが，

防炎加工により，炎が当っても燃え広がらず，炎が

離れると消えてしまう製品もできる。

(E) 綿は肌触りがいいかわりに， しわになりやす

い。これも防しわ加工により， しわになりにくくす

ることができる。

(F) このほかにも，風合いや外観を変える仕上げ

加工の技術がいろいろ開発されており，多種多様の

風合いをつくり出すことができるので，時代ととも

に移ろうファッションのさまざまな要求に応えるこ

とができる。

2.4.4 綿花の格付け

綿花の性質は気候や土壌によって左右されるので，

同じ品種でも生産する国や年によって綿繊維の性質

が違って来る。同じ産地でも，品種の違いや生育の

条件によっても変わって来る。

このように品質の異なる綿花を適当な割合で混用

して，できるだけ安くて品質の均ーなよい製品をつ

くり出すことが，綿業の技術の大切な役割であるか

ら，綿花の品質を測るということは重要な問願であ

る。品質の測定を格付けといい，綿花の取引や紡績

に際しての大切な基礎資料となる。

最近の高速化した紡績や織編技術が要求する綿花

の品質は次の順になっている。

(l) 強力

(2) 繊維の長さ

(3)' 短繊維の含有率

(4) 繊度（繊維の太さ）

(5) 成熟度

(6) ごみやネップの含有率

(7) 色合い

従来は，繊維長と葉ごみなどの含有量が主に綿花

取引の評価対象となっていたが，近年工程の高速化

に伴い，上記の順序で綿花品質が評価されるように

なって来た。

2. 綿の基礎知識

綿花の格付けが最も進んでいるのは米国で， ソ連

などの一部の国を除き，大部分の国が米国の格付け

に準じた方法をとっている。

米国では，綿花の品質を，グレード（格），繊維の

長さ，キャラクター（性格）の 3 つに大別して格付

けを行っている。

(A) グレード（格）

グレードは，米国綿花標準法の規定によって，第

2 -7 表のように分類されているが， これは繊維の

色合，葉ごみなどの混入度，プレパレーション（微

粒状の繊維のかたまりであるネップの多少）の 3 点

について，標準見本（スタンダードポックス） （写真・

次頁）と比較して識別する。

表 2 -7 アメリカ・アップランド綿の格

（グレード）に対する国際公定標準

(1984年 8 月 16 日改訂）

Wh,t< 
L,ght 

Spotted Ti咽
Y,llow 

屯ht C,•y C,ay 
spo9いd St..ned 

Good 
GM L,eht GM GM Light GM G,ay 

M;dkhng (P) 
Spolぽ Spotぽ Gray 

(D} (D) (D) (D) 

SIricI SSpoM tLぼ屯ht SM SM SM SM L,ght SM Gray 

M;ddhng (P) 
Spol凶 Ti咽“ Y,llow G,ay 

(0) (P) (D) staina(D) (D) (D) 

Middhng 
Pl,s (D) 

SM poLittged ht 
M SPotted M Tmg,d M Yellow M Light M Gr•y 

Middling (P) Stained Gray 
(D) (P) (P) (D) (D) (D) 

Strict Low 
MIddhng 
Pl四 (D) 

Stna Low 
SML L屯ht SLM SLM SLM L炉l SLM Gr•y 

Mtddhng (P) 
Spotぼ SPot凶 Tingoi Gray 

(D) (P) (P) (D) (D) 

Low 
Middling 
Piw; CD) 

Low 
LM Light LM LM 

M iddli喧 (P) spou叫(D) SPotted T;喧
(P) (P) 

Strict Good 
Ordinary 
Plus (D) 

St,ic< Good 
Ordinary (P) 

Good SSGpoO tぼLiight SGO 
Ordinary Spoltod 
pl匹 (D) CD) (D) 

Good 
叩mary (P) 

ｷ - --ｷ • ・一ヽ ・ ●疇......疇 ’• 9••,..,..,... 

Below Grade Cotton (D) 

曲 （ P ）・・・実物標準 (Physical Standard) 写真（次頁） の

ような標準見本のあるもの．

CD) …名目標準 (Descriptive Standard) 標準見本が

なく．実物標準をもとに． それより品質がよい

とか悪いとかということで識別されるもの。
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2. 綿の基礎知識

標準見本（スタンダード・ポックス）

標準見本は，第 2 -7 表で実物見本 (P) と示し

てある襴のグレードについて作成されており，検査

する綿花をこれらの標準見本と見比ぺて， まず，色

合によって表の上欄にあるWhite とかLigh t Spottｭ

ed などに分類した上，さらにごみやネップの混入度

によって等級を決める。

実際の取引では， White が大部分であるが， その

ほかのSpotted とかYellow Stained というように

色のついたものは品質が落ちる。

また等級の方は表の上の方が良笠であり，下に行

くほど悪くなる。

ソ連では，グレードの要素のなかに色合ははいっ

ていない。晒してしまえば，みな同じように白くな

るという理屈である。しかし，実際には綿花の色は

栽培田境条件の集大成と考えられており，色合の悪

い場合にはなにか欠陥があることも考えられ， その

製品の品質に悪影響が出ないとは言えないので，や

はり綿花は，光沢のある白いものがよいと言える。

綿花に含まれるごみの大部分は紡績工程中に取り

除かれるが， ごのみ形態によっては製品のなかに残

り，美観を損ねたり，糸切れの原因になったりする。

また． ごみの伍が多ければ多いほど．紡績工程中の

ロスが大きくなり，それだけ経済性が劣ることにな

る。
，，わた

ネップは主にジン工程（実綿から種子と繊維とを

分離する工程）で発生することが多いが， ジンの機

械が高速化されるに伴い，繊維のいたみ，ネップの

発生が多くなることがわかっており，技術の改善が

進められている。ネップは紡績されたあともそのま

まの形状で糸に残り，布地の表面に凹凸をつくるの

で，綿花に含まれるネップを少なくする必要がある。

それには，現在のところは，一般にジンの運転速

度を落として処理するのがよいと言われているが，
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それはジン・コストの増大につながることでもある。
曾んいらょう ,,..じ

(B) 繊維の長さ（繊維長または毛筋）
繊維長は，温度70°F, 湿度65％の大気中で，綿花

の代表的な部分を測定して決められる。綿花は乾燥

しやすく，湿度を多く含んだ繊維は実際より長目に

計測されるので，上記の温湿度の室内に少なくとも

1 昼夜放置した後に検品するのが望ましいとされて

いる。

繊維長はy32インチ (0. 79mm) きざみで表示される

が，ソ連，中国，プラジルなどではmm単位で表示さ

れる。

ICAC国際綿花諮問委員会は，繊維長を次の 5 段

階に分類している。

短繊維綿喝6インチ未満（20.6mm未満）

中繊維綿喝6~ 1 インチ (20.6~25 .4 mm)

中長繊維綿 l 如～ 1 知ィンチ (26.2~27.8mm)

長繊維綿 1 栢～ 1 妬ィンチ (28.6~33.3mm)

超長繊維綿 1¾インチ以上(34.9mm以上）

現在全世界で生産されている綿花の大部分は中長

繊維綿以上である。短繊維綿は機械紡績用に使われ

ることはほとんどなく，ふとん綿や脱脂綿など非紡

用原料になっている。紡績用は中繊維綿以上なの

で，紡績関係では通常，中繊維綿を短繊維綿と呼ん

でいる。

~I-

3 品種の綿花のダイヤグラム（上段）

綿花をひとつかみ取って繊維の長いものから平行

に並ぺたものをダイヤグラムといい，写真のように

長短入り混じったものであることがわかる。では繊

維長として表示した数値はどのあたりの長さか。

繊維長の測定は従来より手により「ステープルを

引く」作業により行われて来た。その手順は， まず

綿花をひとつかみ取り，それを両手につかんで 2 つ

に分離し，通常右手の分は捨て，左手に残った半分

から突き出ている繊維の端を右手の親指と人さし指



2. 綿の基礎知識

綿繊維の長さを測るための手順 (A→ H)

とでつまんで引き抜く。これを 2, 3 度繰り返した

後，その毛筋が平行に並び，端がそろうまで繰り返

し重ね合わせ，両端をそろえてからその長さを測る。

この方法は現在も使われているが， かなり長年の訓

練を要する高度の技術であり，クラッサーと呼ばれ

る品四検査に熟練した専門家により行われる。

クラッサーにより測られる繊維長を機械で測定す

る方法も平行して行われており， ファイプログラフ

あるいはソータによる方法がとられている。それら

により測定されるアッパー・ハーフ・ミーン・レン

グス（平均繊維長より長い繊維をとり出し， それら

の平均繊維長を出したもの）と2.5％スパン・レング

ス（繊維長の長いものから並ぺて，長い方から総本

数の2.5％のところに当たる繊維の長さ）はよく似た

数値であり， これがクラッサーによる測定値に近い。

なお， ファイプログラフにより短繊維の含有割合

を示す均斉度も計測される。

(C) キャラクター

これは，グレードと繊維長以外の性笠．すなわち

成熟度．繊度（太さ）．強力，均斉度，天然撚り．結

合性，柔軟性などで．これらについては公定標準は

定められていないが，綿製品生産のためには重要な

要紫である。

これらの要素はお互いにかなりの相関性があり，

例えば成熟度の劣る綿花は，繊維強力が弱く．染色

性が悪い。結合性と天然撚りとも相関性があり，繊

維のよじれが多い方が，糸になってからの強度も強

い。

近年特に重視されるのが繊維強力で，綿花の売買

条件に強力を含めることが多くなった。

25 



2. 綿の基礎知識

繊維強力は，通常平方インチ当りの荷重切断強力

で表示される。これは，断面積 l 平方インチの綿繊

維の束を引っ張って切断する時に要した力をポンド

で表わしたもので．通常の綿花は 7 万ポンドから 10

万ポンドの強力を持っている。最近はグラム／テッ

クスという単位が使われるようになった。この単位

では．通常のアプランド綿は24 または25である。

繊度（繊維の太さ）は通常マイクロネアという機

械で測定した数値で表示される。繊維の太さは．長

さ 1 インチの繊維 1 本の頂さ（マイクログラム）で

表示されるが，実際にそれを測定することは不可能

だから．一定Rの綿繊維の固まりを一定伍の空気を

通して．その空気抵抗を測定して，数値を出す。例

えば．マイクロネア繊度3.5 という繊維は， 1 本の長

さ 1 インチの直さが3.5マイクログラムであるという

ことである。

現在の米国塁務省の基準では．アプランド綿の正

常な繊度は3.5~4.9の範囲内とされており，その範

囲をはずれると値引きされる。またこの範囲内でも．

特に3.7~4.2が最もよいとされる。

超長繊維綿などの繊維の長い綿花では． 3.5~3.7

級の繊維の細いものが，製品になった時の光沢や強

度がよい理由で歓迎される。一方，ふとん綿用には

太いものが好まれ，繊度5.0以上のものが規格品になっ

ている。

繊度の細いものがいいという場合でも．成熟度が

悪いと繊度が細く表示されるので．十分に成熟して

いて繊度が細いということでなければならない。

最近は成熟度も機械で測定される。

の） クラッサーと機械検品

従来．綿花の格付けは．クラッサーと呼ばれる熟

練した検査口が目と手による識別で行って来た。

しかし．近年繊維機械の高速化，合理化により，

要求される綿花品笠が多様化し，強力．均斉度．成

検品室のクラッサーの作業
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サーが減少して来たので，機械検品の必要性が切実

なものとなった。

な検品機械として使用されているのは，プレスレ

（強力），ファイプログラフ（繊維長と均斉度），マイク

ロネア（繊度），カラリメーター（色合い）などである。

最近は，米国で大伍に短時間に綿花の機械測定を

行う研究が進み， HVI (High Volume Instruｭ

ment)という機械が開発された。この測定器は，従

来独立して使われていた検品機械を 1 つにまとめ，

繊度，繊維長，均斉度，強力，色合い， ごみ含有

を瞬時に計測できるように組み合わされている。し

かし，現在は実用化を進める段階でHVI測定の精度

を高める努力が続けられており，近く全世界にその

利用が普及するのものと思われる。今のところは，

HVIと人手による検査が併用されている。

HVI による機械検品

2. 4. 5 綿糸の品質

綿花は最終用途の製品になるのに，紡績，織編，

染色，加工，縫製と幾多の工程を経る。紡組工程は

その第 1 段階の工程で， ここで綿花は綿糸になる。

綿花は長さや太さが 1 本 1 本違う綿繊維の集合体

であり，そのような綿花から均斉で丈夫な綿糸をつ

くらねばならない。

綿糸の品四検査は次のような項目について厳格に

チェックされる。

(I) 糸長と重さーーチーズ巻などの綿糸が所定の

長さと頂口のとおりであるか。

(2) 番手—糸の太さ（番手）が所定通りであるか。



むらはないか。

(3) 強カー一平均強力．最低強力，強力変動率を

測定。所定以上の強力があるか。

(4) 色沢，色沢むら，よごれ，仕立て不良，結び

目の足を検査。

(5) 糸むら，かす，ネップなどはどの程度あるか。

近年は．織編工程の高速化に伴い，糸の強力が重

視されるようになったので，糸強力に大きな影響を

与える使用綿花の繊維の強力や繊度などの品質が重

要な要素となって来た。また，色沢や糸むら． ネッ

プなども原綿に起因することが多い。

2.4.6 原綿による差別化綿素材の生産

(A) 混綿技術

綿は元来肌着タオル，寝具類など実用用途で多

く使われてきたので，その素材となる綿糸は20番手

とか40番手とかの定番の限られた糸が大量に使われ

て来た。

このような量産の綿糸については，原綿代や生産

コストをできる限り切り下げて， しかも所定の品質

をもった糸を生産しなければならない。

日本の紡績は，綿花をすべて海外諸国から輸入し，

それらを組み合わせて混綿し，一定の品質の綿糸を

生産して来た。各国の異なる品質の綿花をどの割合

で混綿するかは，長年培われた紡績各社の大切なノ

ウハウで，この混綿技術は日本の紡績業が独自でつ

くり出したすぐれた技術である。

混綿は，コストの理由だけでなく，綿糸の品質維

持の面でもメリットがある。例えば，単一の綿花を

使って糸を生産している場合，その綿花が気候の原

因などで輸入できなくなり，ほかの綿花を使ったと

き，製品の品質に変動をきたすおそれがあるが，最

初から数種類の綿花を混綿しておれば， そのうちの

ひとつだけを切りかえることにより，品質の変動を

最小限に抑えることができる。

(B) 単一混綿による差別化素材

近年，量産分野はNIESや ASEAN諸国からの安

価な製品の輸入が増加し， タオルなどに使われる 20

番手綿糸は国内消喪の70％までが輸入糸である。一

方で日本の消費者の嗜好が多様化高級化してきたの

で，高品質のひと味違った差別化綿製品に対する需

要が増大した。

そのため，特定綿花の持ち味を出した製品が求め

られるようになり，単独の綿花で糸をつくる単一混

綿が脚光を浴びるようになった。

2. 綿の基礎知識

1976年．海島綿が日本で紡績されるようになり，

西インド諸島海島綿協会のプランドを製品に添付し

て販売を始めたのが．単一混綿による差別化素材の

始まりと言われるが．原綿による差別化綿製品が盛

んになったのは． 80年代前半以降である。

紡績各社が原綿による差別化紫材として開発した

のは，主にパルバデンセ種の超長綿で． エジプト綿

のギザ45やギザ70, インド綿．中国新彊綿，米国スー

ビマ綿，ベルーのタンギスやビマ種などである。一

方．アプランド綿では．米国のサンホーキン綿が単

一混綿の原綿として多く使われている。

そのほか，貴は多くないが，モロッコ．ギリシャ．

コートジポアール． ジンパプエ． ウガンダ， トルコ，

ソ連，南イエメンなどの綿花も差別化紫材として製

品化されている。

これらの原綿による差別化素材である綿糸には，

それぞれプランドがつけられている。

2.5 主要綿花生産国の綿花品種

2. 5. 1 アメリカ

アメリカにおける綿花は，通常アメリカ綿と呼ば

れるアプランド種とエジプト綿タイプのビマ種を中

心に開発した超長繊維綿スービマとに大別される。

伝統的に生産量が多く，生産地域が広範囲にわたる

ため，地域によって異なった各種の綿花品種を栽培

している。したがってパライティに富んだ品質があ

り綿花のデパートと呼ばれている。

アメリカで作付される大部分はアプランド綿であ

るが，その中の主な品種は次のとおりである。

デルタパイン (Deltapi ne) アメリカで最もよく

作付されている品種で，全米の32.5％の作付面積で

栽培されている。アラパマ，アリゾナ，アーカンソー，

ジョージア，ルイジアナ， ミシシッビー， ミズリー，

ノースカロライナ，テネシーの諸州で主に作付され

ている。なかでも，デルタパイン・アカラ 90及びデ

ルタパイン50が最も人気のある品種で，前者が全米

綿花作付面積の 9%, 後者が15％で栽培されている。

ベイマスター (Paymaster) 2 番目に多く作付さ

れているのがペイマスターである。作付面積の12%

で，テキサス州で最も多く栽培されているほか，ニュー

・メキシコでも人気のある品種である。ペイマスター

145が主な品種で全米綿花作付面積の 7 ％に及ぶ。

ストーンピル (Stoneville) 10％の作付面積に栽

培されているのがストーンビルである。アラパマ，

アーカンソー，ルイジアナ， ミシシッビー， ミズリー，
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テネシーの諸州でデルタパインに次いで 2 番目に多

く作付されている。主な品種はストーンピル506 で，

作付面積の 4 ％である。

アカラ (Acala) 4 番目に人気のある品種で，作

付面積の 7 ％を示している。カリフォルニア，ニュー・

メキシコで主に栽培されている品種であるが， アリ

ゾナでも人気がある。アカラ SJ- 2 が中心となる品

種で，全作付の 4 ％である。

タムコット (Tamcot)全米作付面積の 7 ％に栽

培されているのがタムコットで，テキサスでペイマ

スターに次ぎ 2 番目に多く栽培されている。

ジャーメイン (Germain) カリフォルニアでアカ

ラに続き 2 番目に多く作付けされている品種で 4 % 

のシェアを持つ。

表 2-8 アメリカ・アプランド綿の織維特性

品 番 繊維長（インチ）
マイク 0 ネア

繊 度

Acala 1517-75 1-1/8-1-3/16 3.2-4 2 

Acala 1517-77BR 1-1/8-1-3/16 3.4-4.4 

Acala SJ-2 1-3/32-1-5/32 3.8-5.0 

Gascot L-7 31/32-1-1/16 3.2-5.0 

Gascot C-13 31/32 -1-1/16 3.2-5.0 

Coker 500 1-1/32 -1-3/32 2.8-4.6 

Coker 315 l-l/32-1-l/8 3.6-4.8 

D.E.S. 119 1-3/32-1-5/32 3.9-4 9 

Del ta pine 20 1-1/16-1-1/8 4.1-5.1 

Deltapine 41 1ｷl/16-1ｷl/8 3.5-4.5 

Deltapine 50 1-1/16-1-1/8 4.1-5.1 

Deltapine 77 1-1/16-1-1/18 4.0-5.0 

Deltapine Acala 90 1-3/32-1-1/8 3.8-4.6 

Dunn 120 31/32 -1-1/16 3.0-4.6 

G&P GP 3774 15/16-1 3.3-4.5 

Germain's Acala 

GC-510 1-3/32-1-5/32 3.8-4.8 

Growers GSA 71 31/32-l-l/16 3.2-4.5 

Growers GSA 75 31/32 -1-1/16 3.0-4.6 

Growers GSC 25 31/32-1•1/16 3.0-4.6 

Lankart 57 15/16-1 3.2-5.0 

Lankart 61 I 15/16-1 3.5-5.0 

Lankart LX-571 31/32 -1-1/32 3.5-5.0 

Lankart 175 3 1/32-1 ・ 1/32 3.5-5.0 

McNair 235 1-1/16-1-1/8 3.8-4.8 

Paymaster 145 31/32-1-1/16 3.2-4.6 

Paymaster HS 26 I -1-3/32 3.2-4.6 

Paymaster 404 31/32-1-1/16 3.2-4.5 

Rosebud PR 80 1-1/32 -1-3/32 3.0-4.8 

Stoneville 506 1-3/32 -1-5/32 3.5-4.5 

Stoneville 825 1-1/32 -1-3/32 3.8-5.0 

Summit Deltapine 

SR 383 1·l/32-l•3/32 3 0-4.5 

Tamcot CAMD-E 1 -1-1/16 3.0-4.6 

Tamcot CAB-CS I -1-1/16 3.0-4.6 

Tamcot SP 21 31/32-1-1/16 3.0-4.6 

Tamcot SP 215 31/32 -1-1/16 3.0-4.6 
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表 2-9 アメリカ・ビーマ（スビーマ）綿の繊維特性

麟）
表 2 -10 州別生産量

マイクロネア繊度

3.5~4.9 

3.5~4.9 

（単位： 480ポンド俵）

1984/85 
1988/89 
平均

アプランド 南東部 ア ラ ,<マ 420 

フ ロ リ ダ 33 

ジョージア 309 

ノースカロライナ 115 

サウスカロライナ 137 

小 計 1,014 

中南部 アーカンソー 772 

ルイジアナ 879 

ミシシッピ 1,613 

ミ ズ リ 245 

テ ネ シ 474 

小 計 3,983 

南西部 オクラハマ 265 

テ キ サ ス 3,995 

小 計 4,260 

西部 ア リ ゾナ 883 

カリフォルニア 2,817 

ニューメキシコ 82 

小 計 3,782 

その他 2 

A ロ 計 13,041 

ビ マ 1 I ァ リ ゾ ナ 1 160 

カリフォルニア

ニューメキシコ 17 

テ キ サ ス 45 

A ロ 計 223 

以上がアメリカで作付されている主なアプランド

綿の品種であるが，その繊維特性は様々である。 こ

のほかに近年生産量が急増しているのがスービマの

プランドで知られる超長繊維綿アメリカン・ピマで

ある。これはアリゾナ，カリフォルニア， ニュー・

メキシコ，テキサスで栽培されているが， ピマS-

6 が代表品種で，アメリカン・ビマの99％を占めて

いる。残りの 1 ％がピマs- 5 である。

また，アメリカ綿作地域は通常 4 つに区分される。

アラパマ， フロリダ， ジョージア， ノースカロライ

ナ，サウスカロライナを南東部，アーカンザス， ル

イジアナ， ミシシッビー， ミズリー， テネシーを中

南部，オクラハマ，テキサスの 2 州を南西部， アリ

ゾナ，カリフォルニア，ニュー・メキシコの 3 州を

西部と呼んでいる。以下これらの生産地域別にアメ

リカ・アプランド綿の特徴を簡単に説明する。



南東部の生産且は約100万俵で，全生産且の約 8%

を占めている。平均繊維長は 1 Iイ6 インチ以上で， ほ

とんどがアメリカ国内の紡績で消費される。

中南部は，毎年約400万俵ほどの収穫があり，全米

綿花の31％を生産している。平均繊維長は 1 塙ィン

チ以上で，日本市場向けは少なく，多くはアメリカ

国内の紡績で使われるが， 日本の紡績の中にも繊

維の損傷が少ないため愛用するところがある。取引

の中心がテネシー州のメンフィスになるので， メン

フィス綿としてかなり安定した需要があり，輸送の

関係上， ヨーロッパ市場へも安定的に輸出されてい

る。

作付面積が最も大きい地域が，南西部である。こ

の地域では生産且が約430万俵あり，全生産量の32%

を占める。平均繊維長は 1 拾ィンチ以下で，わが国

で太番手用に使用されるアメリカ綿は主としてこの

地域の産である。この地域の綿花は葉ごみの混入が

多いという難点がある。これは， この綿作地域は風

が強いため，繊維がコットン・ポールから離れ難い

品種すなわち，コットン・ポールが全開せずに半

開きになる品種を栽培しているため，繊維のみをむ

しり取る収穫機（ビッカー）は使えず， がく片とも

ポールをしごき取る収穫機（ストリッパー）を使わ

ねばならない。したがって，収穫した綿花には多く

の葉ごみが混入しているのである。

西部の綿作の歴史は浅いが，灌漑施設の普及にと

もなって綿花の作付も増加し，全米に占める比率は

2. 綿の基礎知識

1960年代の20％から現在は30%, 380万俵に増加して

いる。降雨がほとんどなく，気温は安定しており，

灌漑により水屎を常に最善の状態に維持できるため

天候による影響は少なく，品質も安定している。収

穫高も比較的多く， しかも大規模な店場が多いため

生産コストも低い。カリフォルニアの綿作地域は，

サンホーキン川流域の開発にともなってフレスノ市

を中心として発達したサンホーキンパレーとコロラ

ド川からの灌漑によりメキシコ国境付近の砂漠地帯

を開発したインベリアルパレーとに分れる。通常ア

プランド綿の中で最も特色があり， 日本市場で好評

なのがサンホーキン・パレーで濯漑栽培されるサン

ホーキン綿である。この地域の綿花の大部はアカラ

SJ種で，色は光沢のあるナチュラル・ホワイトであ

る。繊維長は 1 拍～ 1 知ィンチに達し，繊維強力

にもすぐれているので，日本市場において高級ニッ

ト糸用原料として最高の評価を得ている。インペリ

アル・パレー綿は色，繊維強力ともにサンホーキン

綿に比ぺやや劣る。市場ではカル／アリ綿（カリフォ

ルニア／アリゾナ綿）として，取引される。ただし，

カリフォルニア綿といってもサンホーキン綿はここ

には含まれていない。

サンホーキン綿に次いで日本が多く輸入している

のがアリゾナ綿である。アリゾナ綿はフェニックス

を中心とする州の南部地方とコロラド川流域地方で

生産され，ほとんどがデルタパイン種である。サン

ホーキン綿と同じアカラ系の品種であるが，高温に

アメリカの綿作地

：げ．綿作地
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2. 綿の基礎知識

は強いためアリゾナでも十分栽培が可能である。品

質はインペリアル・パレー綿とほぼ同じで，繊維強

カ，色沢ともサンホーキン綿よりもやや劣るが品質

が安定しており，日本市場では好評である。価格面

でもサンホーキン綿よりポンド当り 3 セントほど安

いので，中番手用原料として最も多く使用されてい

る。

テキサス，アリゾナ，ニューメキシコ， カリフォ

ルニアの 4 州で栽培される超長繊維綿は別名スービ

マという名称で取引きされている。上級スービマ綿

の特徴は，すぺての点にわたって平均的にすぐれて

いることである。日本が輸入しているのはすぺて上

級品であるが，上級品と下級品との品笠差はかなり

大きい。均斉度がすぐれ，天然撚りが多いため，製

品にした場合，シルクのような光沢感があり，パル

キー性を与える。色沢や繊度の点でシーアイランド

綿や，エジプトのギザ45にはやや劣るが，高級素材

として注目をあびている。

このほかに，アメリカではエルパソ綿と呼ばれる

アメリカ・ビマ綿とアプランド綿の中間種の生産も

ある。エルパソ綿といっても生産地の大部分はテキ

サス州エルパソに隣接するニューメキシコ州である。

この綿花の品種系統はアプランド綿であって，品種

名はアカラ 1517。アプランド綿の中では最も繊維長

が長い。リオグランデ川をはさんで国境を越えたメ

キシコ側のファレスで生産されるファレス綿と同水

準で取引きされる。中下級用カタン糸及び上級肌着

用に需要が多い。

2.5.2 メキシコ

メキシコの国土面積は日本の約 5 倍ほどで， その

うちの12％が耕作可能面積である。アメリカに隣接

しており，アメリカの進歩した近代農法の取り入れ

ることが容易であったため，綿作が盛んとなり，第

二次大戦後主要綿作国となった。

1970年代後半から80年代にかけて，綿作は最高潮

をむかえ，生産量は約150万俵前後で，国内消費が約

70万俵であったので輸出余力が多く，有力な綿花輸

出国となった。しかし，その後，世界綿花相場の低

落にともない生産量が減少していったが，近年， 100

万俵にまで回復してきた。

メキシコで綿作が行われているのは10州であるが，

主力生産地域は次の 4 つのグループに分けられる。

シロアナ／‘ノノラ地方は，カリフォルニア湾に面

したメキシコ北部西海岸一帯で， メキシコの綿花作
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付面積の37％に相当する。湘漑が整備されており，

品質も比較的安定している。

メキシカリ地方の綿作地は，全メキシコの綿花作

付面積の13％である。半乾燥地域で，降水凩が少な

いので， コロラド川の水で潮漑さている。店地の一

部はカリフォルニア州南部のインペリアル・パレー

にまでおよんでいる。パハ・カリフォルニア， カレ

ヒーコ南部が主力産地である。

ラグナ／ドリシャス地方の綿作は古く，全綿花作

付面積の30％を占めている。瀬漑により栽培されて

おり，大部分は国内紡績に供給される

チワワ／ファレス地方の綿花作付面積は，全体の

11％にすぎない。最も古くから発展した綿作地域で

あるチワヮとタマウリーパス州は，現在では主力産

地から外れている。

チワヮ地区では，テキサス州のエル・パソの対岸

であるファレスに綿作が集中しており， リオ・グラ

ンデ川の水で灌漑により栽培されており，品四もエ

ルパソ綿と同じである。

リオグランデに沿ったマタモクロス地区はメキシ’

コ最古の綿作地で， 1960年代初めには主力産地であっ

たが，水不足と虫害およびテキサス州からの根腐れ

病が伝染して広範囲に広がったため，生産量が減少

した。

メキシコで作付されているのはすぺてアプランド

綿で，全メキシコ農事研究会 (!NIA) が，各地毎に

メキシコの綿作地

米国

贄忌｀ー，

太平洋

メキシコ溝

メキシコの作付綿種と繊維特性

綿種 対全作付面積比 繊維長 マイクロネア繊度
（インチ） (µ、/inch)

DPL80 60.096 l 冶～ 1 沿 3.8~4.8 

DPL16 9.0 l も～1 沿 3.8~4.8 

DPLA6 8.0 l も～1 沿 3.8~4.8 

DPLスムース・リーフ 2.0 I も～l 沿 3.8~4.8 

Stoneville 213,731 10.0 l も一l 沿 3.8~4.8 

Coker 310 4.0 l も一l 沿 38~4.8 

Acala 1517-E/70/75 7.0 l 1/8 ~1 7如 3.6~4 5 



綿種を選定している。主な綿種は．デルタパイン80,

デルタパイン16およびストーンピル213があげられる。

また，メキシコ綿の取引方法は，各地によって異なっ

ており統一されていないが，アメリカの綿花商が多

数進出して指導的立場となっているため．格付はア

メリカの標準見本によっており，綿花輸出の引合い

もアメリカ綿と同様であるが．前述のごとく近年生

産最品門の変動輻が年によりたいへん大きいため．

信頼感が不足気味である。

2.5.3 プラジル

プラジルは国土面積が世界で第 5 位．南アメリカ

大陸の48％の面積に相当する広大な国であるが，綿

花は産地および品種で南プラジル綿と北プラジル綿

に分類される。

サンパウロ市の北西部から西部にかけて広がる南

プラジルの綿作は，高度に商業化されている。品種

はアプランド種で，カンビナス農事協会 OAC=Ins

tituto Agronomico Cam pinas) の農業試験場

で改良した品種 IAC17, IAC19およびIAC20が中心

プラジルの綿作地

大西洋

—‘` 

-i-,ん）しん］怜翌 +~9 ノテ

ャネイ C

バラガイ＜パみら／ ＂ントス
ナグア

タカタリナ

プラジルの作付綿種と繊維特性

地域 品 種 繊維長 マイクロネア繊度
（インチ） (#a/inch) 

北部 Mata （一年生） l も～ l 加 3.5~4.9 

IAC20 l も～ 1 沿 3.5~4.9 

CAPA PRE-COOE/1 l も～l 沿 3.5~4.9 

Moco （多年生） 13;16~1 3.5~4.9 

南部 !AC 19/20 l も～ l 沿 3.5~4.9 

2. 綿の基礎知識

であるが． 1988/89綿花年度でサンパウロ州の全綿

花作付面積のうち，約 7 ％がIAC17, 60％がIAC19,

33％がIAC20であったことから IAC17 は， IAC20 に

置き換りつつある。しかしながら， サンパウロ州以

外の南プラジルの綿作は，依然としてIAC17が多い。

IAC19およびIAC20は開花から開じょまでの成長が

早くポール・ウィープルなどの虫害に対してかなり

の耐性をもっている。この地域で収穫される綿花の

繊維長は 1 知インチ～ 1 拾ィンチが多い。収穫方

法が乱暴なため葉ごみの混入が多く，含有水分が多

いので実質使用価値は著しく低くなる。

プラジルの北東地区に位置する北プラジル綿には

多年生と一年生の 2 種類の綿花がある。多年生の綿

種は樹綿もしくはMoco と呼ばれ，内陸部の降雨の

少ない地域で原始的な低コストの方法で栽培される。

生産サイクルは 5 年で繊維長は 1¾6 インチ～ 1 イン

チの短繊維綿である。近年， このMoco種を改良し

て長繊維および超長繊維綿の生産が行われるように

なっている。また，アプランド綿は降水量の多い沿

岸部で栽培され，品質的には南プラジル綿とほぼ同

じである。

プラジル綿は収穫期が雨期に当たるため品笠が降

雨次第で大きく左右される。

2.5.4 ベルー

ベルーは南アメリカの西海岸に位置している。太

平洋沿岸は，アンデス山脈の斜面に激しい季節的降

雨をもたらす南東貿易風のペルト地帯にあるが，北

はピウラ地方から南はイカ，アレキパ地方にいたる

まで海岸にそって帯のように半乾燥地帯が続いてい

る。この半乾燥地帯で，アンデスに源を発する無数

の小河川による灌漑を利用して古くから綿花が栽培

されている。

ペルーの綿花生産旦の約％を占めるのが，長繊維，

短繊維のタンギス綿である。ベルーを原産地とする

タンギス綿は， ラリペルタからカニェテ，チンチャ，

イカ，ナスカ，パルパの南に至る中央沿岸地域で栽

培される。栽培方法は特殊で，切株栽培である。こ

の方法は収穫後残った古株を抜き取らず，地面から

2~3 インチのところで切りとって翌年再び発芽さ

せる。通常 5~6 年間は収穫できる多年生の品種で

あるが， 3 年たっとその収穫量は低下するため， 3 

年で植えかえられる。品質上の特色は，紡績用綿花

中では繊維が太く，マイクロネアは5.0~5.8である。

繊維長は， 1 栢インチ～ 1 ％ィンチと長い，手ざわ
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2. 綿の基礎知識

りはややラフで，羊毛とうまく混ざる品種でパルキー

製品に好適である。

ペルー綿の全生産量のうち30％ぐらいが超長繊維

その品種と繊維特性は下表の通りである。綿で，

品種

ピマ

スービマ

デルセロ

繊維長マイクロネア 四一竺

l 杓～ l 漏 3.3~3.9 エジプト綿

l 加～ lｽ 3.4~4.0 

l 冶～ 1½ 3.3~3.8 

アメリカ産と

同種

シーアイラン

ドとアプラン

ド穫の混合種

ビウラ州およびランパイサ州の北部地域．赤道近

くのチラおよびビウラ渓谷では主としてビマ種が，

一部にはアメリカ産と同種のピマs- 1 及びビマs-

2 などが栽培されている。デルセロは， ニュー・メ

キシコで開発されたシーアイランド系の超長繊維綿

で，ベルーでは北部ビマ綿地域で栽培されている。

この他に北東のシェラ地域の高地で， アマゾン源

流の玄関口であるタラポトを中心に南北150km~250

kmの地域に栽培されているアスペロおよびセミ・ア

スベロがある。これはペルー土着の多年生樹木綿で，

この樹木は4.5~6.1 メートルの高さに成長し， ジャ

ングルの田境の下で20年間収穫できるが，近年はベ

ルーの綿花会社が毎年種子をインディオに配布し，

成長後収穫した綿花を買上げる制度をとっているた

め，一年生として栽培されている。繊維長は品種退

ペルーの綿作地域

スーヒ・マ種 Ai姿勢袂•アスベロ種

. 
ChIra4il 

S.n Lor 

恣：：·· •・・・・・
ぶ•:·:·:•:..

ピマ種

. 
．・

鬱
デル・セロ種 ;" 

パうンn ニ
心r●ペ
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化が進んだため 1 加ィンチ～ 1 打6 インチである。

繊維はタンギスより太く， マイクロネアが6.3~6.9

で，紡績用としては最も太い。バルキーな繊維には

最適である。

2.5.5 西インド諸島

パルパドス，アンティグアなどカリプ海に浮かぶ

旧英国領の新興独立国が主要綿作地で生産される綿

花はすぺてがシーアイランド綿（海島綿）である。

シーアイランド綿は，第一次大戦前は， アメリカ

のフロリダ州やジョージア州の海岸あるいはその沖

合いの島々で生産されていたが，高品質にもかかわ

らず経済性に欠けるため，絶滅に瀕していた。 しか

し，イギリスの経済的，技術的援助により西インド

諸島で復活したのである。

アメリカ

厩米

ふ

゜セントキッツ〇 。

ネピス°。 00 アン
モンセラット O D 

゜ントピンセント 0゜ 允
o パルバドス

゜

日照，降雨そして清澄な空気に恵まれた土地でな

ければ育たないシーアイランド綿は，現在商業栽培

しているあらゆる綿花の中で最高品質であると言わ

れている。繊維長は 1 匂ィンチ～ 2 インチを越える

超長繊維綿で，マイクネアは3.2~3.4 である。中で

も，マスティック島で生産される綿花は繊維長2.5 イ

ンチに達する。光沢のすばらしさとしなやかな肌ざ

わりはエジプト綿ギザ45を上回り，高級用途として

最高の評価を得ている。

2.5.6 ソ連

ソ連における綿作地はすぺて中央アジアで． ウズ

ペク， トルクメン， タジク，カザフ， キルギス， ト

ランス・カフサスおよびアゼルパイジャンの各共和

国で綿花が生産されている。これらの綿作地域は北

緯37度から42度に位置しており， アメリカの綿作地

が北緯26度から38度， インドが北緯 9 度から38度，

エジプトでは北緯22度から35度ということを見れば，

ソ連の綿作地はかなりの高緯度にあると言うことが
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ソ連の綿作地帯

＠＝紐作地帯

できる。

ソ連で生産される綿花の大部分は繊維長 1 ¾2 イン
チ中心の中番手用アプランド綿である。その中でも，

東はフェルガナ盆地から西ヘタシケント， サマルカ

ンド，プハラ，カラクリヘと続くソ連の綿作ペルト

と呼ばれる地域を持つウズペク共和国がソ連の全綿

花生産量の約60％を占めている。

残りは，イラン国境に近いトルクメン共和国とカ

スピ海西岸のアゼルパイジャン共和国で生産されて

いる。

ソ連のアプランド綿の特徴は，品質が高度に安定

していることがあげられる。特に，均斉度が非常に

すぐれており，繊維長が均ーで短繊維含有率が少な

いという点で日本から高い評価を受けている。短繊

維含有率が多ければ糸ネップの原因となり，綿布の

表面にきづが現われ重要な欠点になるし，糸切れの

原因になるが，ソ連綿はこの点に非常にすぐれてい

る。また，マイクロネアが50 ぐらいで， ポリエステ

ルのデニールに最も近いため，合繊との混紡などに

好評を得ている。しかし，良い面ばかりではなく，

悪い面では，綿花の中に異物の混入が多いことと，

色沢の面で同ーグレードであってもアメリカ綿のS

Mプラス級からLMスポッテッド級まで幅が広いこ

とがあげられる。

全生産量のうち約60万俵が超長繊維綿で，厳選綿

と呼ばれている。生産地域はタジク共和国， トルク

メン共和国およびウズペク共和国の南部であるが，

超長繊維綿は輸出を禁止されており， その品質は全

くわかっていない。

2.5.7 トルコ

トルコの綿作地はクコロバ地区， エーゲ地区， ア

ンタリヤ地区の 3 つに大別できる。

中東最大の綿産国であるトルコは，年間200万俵以

上の綿花が生産される。なかでも， アナトリア半島

の東南部にあるクコロパ地区はトルコ綿の約半分を

生産している。

生産される綿花は繊維長 1 ¾2 インチから 1 栢イン

チの中長繊維綿で，繊維本来の性質はかなりすぐれ

ている。ほとんどの綿花がローラー・ジンで処理さ

れているため繊維の傷みも少なく，一部の日本の紡

績で好評を得ている一方，異物の混入という難点も

多い。地理的要因により主にヨーロッパに輸出され

ている。
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地 中 漏

ご

トルコの綿作地

口
2. 5. 8 ギリシャ

ギリシャでは綿花は重要な換金作物であり，

物の作付面積の約25％が綿花で占められている。

産される綿花は繊維長が 1 栢インチから 1 ¾2 インチ

級の中番手用原料となる中長繊維綿であるが作付期

と収穫期に天候が極端に変化することが多いため，

年により品質が変動する。

収穫方法は，機械摘みの比率が増えてきているが，

手摘みの綿花が一部の紡績によって日本へ輸入され，

特化品種として愛用されている。

作
生

ギリシャの綿作地

スレース(T1Y101)

マヶにア（山0如1)

鳥蠣亀方(I“md9)

．：土
中吏ギリシャ (Cen~● I Gr岬）

Thessalll) 

2. 5. 9 南イエメン

イエメン民主人民共和国（通称南イエメン）にとっ

て綿花は主力輸出農作物である。栽培地域はアピャ
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ン／ラヒジ・デルタで，中長繊維綿以上の綿花が年

間約 2 万 5 千俵（480ポンド換算俵）ほど生産される

が，そのうち約 5 千俵が超長繊維綿である。この超

長繊維綿の総合的評価はエジプト綿とスーダン綿の

中間とされている。色沢はやや赤みを帯びたクリー

ミーで．その品質に対する評価は世界的に高く，第

一次中東戦争時にはエジプト綿の代用品として，

の大部分が日本へ輸入された。

濤

南イエメンの綿作地

そ

アデン溝

2. 5. 10 バキスタン

パキスタンでは，在来種のデシ綿が栽培されてい

たが． 1914年に 4Fと呼ばれるアプランド綿が導入

された。当初はわずかな面積で栽培されたが， 20年

後には多数を占めるようになり，現在では，全生産

高の約95％となっている。

綿作は，北緯23度から33度にかけてのインダス川

およびその支流の灌漑地で行われているが， その中

で，生産貴の約75％が 7 つの郡からなるパンジャプ

州によって占められている。そのうちの約半分が潜



在的繊維長が 1 柏ィンチクラスのMNH-93である。

パンジャプ州では，ムルタンとパハワールプルが主

力生産地である。このほかにも南部に位置するシン

ド州の生産高も多く，主力産地は， ハイデラパード

とカイルプールであるが，実際に生産されている綿

花は繊維長 3½2ィンチ～ 1 陥ィンチのものが多く，

アメリカのテキサス綿と並んで短繊維綿の最固要供

給国である。特に太番手オープン・エンド紡績には

最適である。

バキスタンの綿作地

アフガニス 9 :, 

＝綿作地

2. 5. 11 インド

インドは全世界で最も多くの品種の綿花を栽培し

ている国である。アルポレウム，ヘルパケウム， パ

ルパデンセ， ヒルスツムのゴシビウム属 4 大亜種だ

けではなく，同亜種間と異亜種間双方のハイプリッ

ド綿も栽培しており，非紡績用のペンガル・デシ綿

から 100番手紡出可能な超高品質ハイプリッド綿まで

パラエティに富んだ綿花を生産している。

綿作地は，次の 4 つの地域に大きく分けられている。

北部………•••パンジャプ州， ラジャスタン州， ハ

リアナ州

中央部……・・・マハラシュトラ州， マディアプラデ

シ州

北西沿岸部・・・グジャラット州

南部………••アンドラプラデシ州，カルナタカ州，

タミルナド州

北部では，綿が重要な換金作物で， 24~28番手の

綿糸が紡出できる短繊維綿種のJ -34が主力綿種で

ある。繊維長は 1 インチ未満で国内で消喪される。

中央部では，ハイプリッド化されたアプランド綿

2. 綿の基礎知識

であるH-4 が主力綿種である。繊維長は 1 拾ィ

ンチが中心で40~50番手綿糸の紡出が可能である。

北西沿岸部のグジャラート州においても，ハイプ

リッド化されたアプラント綿が主力で品種名はShan

kar 6, 40~60番手の綿糸を紡出することができる。

南部は高品質綿を生産している重要な綿作地域で

ある。 Suvi n DCH32, Varalaxmiなどの高品質ハ

イプリッド綿が生産されている地である。

ハイプリッド綿とは，異品種間の綿花を交配させ

て，その先祖がもっていた農業特性を第一世代に限

り顕在化させるという生物本来の性四を利用して作

られる綿花のことである。在来品種とは全く異なる

綿花品種を交配させると何代も前の祖先がもってい

た農業特性や品釘特性が突然現われてくる。ハイプ

リッド綿はその優れた性格を利用して栽培される。

しかし， このような特殊な性格は第一世代にのみ現

われ，第二世代以降は再び普通の綿花になってしま

うため，毎年新しくハイプリッド種子をつくり替え

ることが必要である。

ハイプリッド綿の種子を作るには，開花予定日早

朝の開花時刻までに手作業で交配するというたいヘ

んめんどうな作業をしなければならない。 1 エーカー

（約4000平方メートル）の綿畑にハイプリッド綿を作

付するには人工交配を600回ぐらい行い，種子を作る

必要があるので現在商業栽培に成功しているのは豊

富な労働力のあるインドだけである。

このハイプリッド化によって繊維長篠インチぐら

いの短繊維綿しか栽培していなかったインドで高品

インドの綿作地
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質の超長繊維綿が生産されるようになった。品種は

前述の通りで，繊維長は最長で 1 匂インチぐらいで，

色沢にすぐれ，ろう分と油脂分の含有員が多いのが

特徴である。ニット製品にすると手ざわりがすぐれ

る。

以上のほかにパングラデシュと国境を接するアッ

サム州北部ではベンガル・デシ綿が生産されている。

繊維長は％ィンチ以下の超短繊維綿で，マイクロネ

ア繊度は5.0以上，中には10を越えるものもある。繊

維の弾性にすぐれ，手ざわりは粗く，ふとん綿用に

は最適。

2. 5. 12 中国

世界最大の綿花生産国である中国の綿作地域は，

その品質特性から揚子江以北から黄河流域を経て旧

満州の遼寧省に至るいわゆる華中，華北と呼ばれる

地域とシルクロード地域に含まれる新彊ウイグル自

治区に大別できる。

中国の綿花生産高の90％以上が華中．華北で生産

される。この地域で生産される綿花はすぺて中番手

用のアプランド綿で．繊維長は， 1 ½2 インチ～ 1 

知ィンチであるが低品質のものは太番手にも使われ

る。品質のパラッキは潜在的にはないが，綿作地が

広大なため，各省ごとにかなりの品質差，特に成熟

度の差がある。この成熟度の不安定により染色性の

問題が生じる。

新彊ウイグル自治区で生産される綿花の約半分が

超長繊維綿で，アメリカ・ビマ綿の派生種が栽培さ

れている。繊維長はエジプト綿の上級品に匹敵し，

色沢がすぐれている。この地域の綿作地は北緯44度

ぐらいにあり， 日本では北海道の北端に相当するの

で，冬は非常に寒い。しかし，綿花の栽培時期には，

大陸性気候のため昼夜の温度差が大きく，晴天が多

くて日照量が豊富なので，綿花の栽培には好条件で

ある。また，土壌の面でもミネラルが豊富で，特に

硼酸とカリに恵まれているという利点もある。この

ような条件に恵まれているため， この地域で生産さ

れるアプランド綿も，他地域の綿花よりもすぐれて

いる。色は白く，手ざわりがしなやかである。 しか

し，土壌に鉄分が多いため染色性に不安があるが，

逆にそのため独特の色調が生じ，好評を得ている場

合もある。

中国の綿花すべてに言えることであるが，収穫が

すべて手摘みである。 1 シーズンに 8 回から 12回に

中国の綿作地

ソ連

黄海

こ緯作地

ク
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分けて収穫を行うので，未熟綿の混入は少ない。ま

た，繊維から種を引き離すジン機械が旧式であるた

め， ジンの運転速度が遅く，繊維の損傷が少ないの

も特徴である。

表 2 -11 中国で栽培されている綿種

作付面積に占
繊維長 (mm)

マイクロネア

めるシェア（％） 繊度(µ g) 

魯棉 1 号 (Lu-M,an No. I) 52 29.0 5 86 

徐州 142 (Xu Zhou 142) 14 27 2 5.89 

徐州1818 (Xu Zhou 1818) 10 28 6 5.93 

湖棉204 (Hu Mian 204) 14 29.5 

侠401 (Shaan 401) 14 27.8 5.70 

新彊 (Xmiang) 4 36.5 

（注） 1986年のプレーメン綿花取引所の報告より

2. 5. 13 エジプト

エジプトの国土は約100平方キロメートルと日本の

約2.5 倍であるが，生活可能な地域は細長いナイル

河の流域とナイル河がつくった地中海沿岸のデルタ

のみで，残りは砂漠であるため，綿花生産地域も限

られている。・そのため綿花は 3 年間のローテーショ

ン（輪作）で栽培されるのが通例である。 11月にコー

ンあるいは米を収穫し．その後，エジプト・クロー

バーを作付け．次の綿花を作付ける 2 月から 3 月ま

2. 綿の基礎知識

でに少なくとも 2 回刈り取る方法である。一般的に

は， 1 年目に小麦とコーンを作付け， 2 年目にアル

ファルファと米を作付け， 3 年目に綿花を作付ける

のである。したがって，エジプトの綿花生産量は年

間約200万俵 (480ポンド換算俵）とわずかであるが，

生産される綿花のすべてが繊維長 1 褥インチ以上の

超長繊維綿とそれ未満の長繊維綿だけであって， 中

長繊維綿以下は全く生産されていない。

エジプトの超長繊維綿は，国際市場で非常な高値

を付けて取引きされている。この超長繊維綿は， エ

ジプト綿花生産最の25％を占めているが，品種とし

てはGiza77, 70, 76および45である。この中で中心

となるのがGiza77 と G iza70 （別名 ISIS) である。

前者はややクリーミーな感じがあり，後者はエジプ

卜超長繊維綿生産の50％強を占めている。これらエ

ジプト超長繊維綿の特徴は，世界最高級の繊維長で

あり，繊維長構成はシーアイランド綿（海島綿）よ

り安定している。色沢もすぐれているが， シーアイ

ランド綿にやや劣る。

またG iza45はこれらの綿花の中で品質が最高であ

る。特に繊度は3.0~3.4に安定しており， シーアイ

ランイド綿に匹敵している。参考までに， アプラン

ド綿の繊度は3.5~4.9が正常とされており， その他

のエジプト超長繊維綿の繊度は3.7~4.4である。

エジプトの綿作地

超長繊維綿 長繊維綿

（超繕長 1 ％ィンチ以上） （超織長 1 1/4 ィンチ以上）

GIZA 45 • GIZA 75 (lotus) @J 
GIZA 70 c1s,,> @ GIZA 69 ~ 

GIZA 77 ( GIZA 80 • 
DENDERA• 
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超長繊維綿以外のエジプト綿はすべて長繊維綿で，

超長繊維 Giza 種とカリフォルニア・サンホーキン

綿（Acala種）の中間に位置している。品種はG iza

75 が最も多く，エジプト長繊維綿の匂を占めてい

る。 2 番目に多い品種はDendera種である。これら

エジプト長繊維綿は日本市場では準超長繊維綿とし

て扱われている。

エジプト超長繊維綿の生産地域はナイル河下流の

デルタであるが， G iza45は最北部で生産される。 G

iza77, 70および76は中央と北部で生産され，長繊維

綿はナイル河上流のアッパー地域でも生産される。

この選択は栽培地域の温度差を考慮したものであり，

各品種の種子の分配も厳重に管理されており，地域

毎に栽培される綿種が特化されている。

以上のようにエジプト綿は最高級の綿花であるが，

綿俵の中に人毛や他繊維の布切れなどが入るという

異物の混入が最大の難点である。

表 2 -12 エジプト綿の繊維持性

主要綿種 繊維長レンジ マイクロネア

（インチ） 繊 度
超長繊維線

1 1 1 3亥亥% 令3 2 ~ 1 夏喜6 

Giza45 3 1~3 3 

Giza70 1 2~1 2 4 0~4.4 

Giza76 1 1 2~1 2 3.7~3.8 

Giza77 1 3.8~4.2 
長繊維綿

1 2~1 2 

G1za69 

1 1 少0,,, 習% 3 2 ~ 1 1 3 41 念命命1 I 2 

4 0~4.6 

G1za75 11 2~1 1 4.7~5.2 

Dendera 1 1 2~1 1 3.8~4.5 

G80&81 1 1 2~1 1 4.0~4.6 

2. 5. 14 スーダン

スーダンでは約100万俵の綿花が生産されており，

そのうち約半分が超長繊維綿と長繊維綿である。超

長繊維綿の主品種はバラカット（Brakat)種である。

パラカット種はスーダンの超長繊維綿生産の約90

％を占めており，ゲジラ地区，白ナイル地区および

トカール地区で栽培されている。パラカット 82, フ

ダ (Huda) 82およびマリオード (Maryoud) 82 は，

在来のバラカット種の代替として交配されたもので

ある。

シャンバット Bは，長繊維綿に分類される品種で，

1985/86 年度に初めて商業生産が行われたが， 1986

/87年度には，スーダン綿の30％まで占めるに至っ

た。この品種の上級品は，エジプトのギザ75 に競合

でき，下級品はカリフォルニア・サンホーキン綿
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表 2 -13 スーダン綿の繊維特性

主要綿種
繊維長レンジ マイクロネア繊度

（インチ） (ｵ g/inch) 

パラカット (Barakat)種 1 ｽ -1~6 33-41 

パラカット (Barakat) 82種＊ I 3/g -I ~6 35-43 

フダ (Huda) 82種 1 9/i6 -I も 3 8-4.3 

マリオード (Maryoud) 82種 Iｽ  -1~6 32-35 

シャンパット (Shambat) B種 1ｽ  -1~6 3.4-3 9 

パラカラ (Baracala) 67B種 l 冷— 1 杓 4 2-4.5 

アカラ (Acala) 82種＊ l 冷— I 栓 44-47 

アカラ (Acala) 83種＊ 1 l-':J2 - 1 杓 4.1 

スーダカラ (Sudacala) -K種＊ I 冷— l 怜 44-47 

ヌパ・アルパ (Nubs-Alber) I -1 加 3.2-42 
(57)12種

アクライン (Acram) 1 - 1 加 3 4-4.3 

注： ＊新綿種

（アカラ種）に似ている。ゲジラ，ラハド， ギルバ，

スキ，青ナイルおよび白ナイルの各地区で栽培され

ている。 中番手用アプランド綿であるアカラ (Aca

la) 種は，スーダン綿の生産量の約匂を占めており，

ラハド，ギルバ，青ナイルおよびゼイダプの各地区

で栽培されている。



スーダンの超長繊維綿のほとんどがヨーロッパ市

場向けであり．日本が買付けるのはほとんどすべて

長繊維綿で．繊度が3.2~3.8でほぼ満足する水準で

ある。色沢も難点は特にないが，スーダン綿の最大

の難点は粘着性物質の付着と砂の混入で． この種の

トラブルは世界の綿花の中でも最も多い。そのため，

ォープン・エンド紡績には全く不向きであり， リン

グ紡績糸には綿花価格を考えれば最適であるが，他

綿種との混用が必要である。

2. 5. 15 コートジポアール

旧フランス領に属するコートジボアールで綿花が

商業栽培されるようになったのは， 1962年のことで

ある。この国の綿花が質的にも量的にも大きく進歩

したのは，国内にフランスの研究所をおき，積極的

にフランスの指導を受けたことが，多大な効果をあ

げたのである。北部と中央部を中心に生産される綿

花は大部分が中長繊維綿である。繊維長は 1 ¼6 イン

チから 1 摺インチ，マイクロネア繊度は3.9~4.4 と

ほぼ平均的な値である。マイクロネア繊度の割には

成熟度がすぐれているのが特徴であるが， ほかに，

数字では現われない点では，繊維のしなやかさで好

評である。

コートジポアール綿作地

2. 5. 16 ジンパプエ

ジンバプエは旧英国領に属している。旧英国領の

国々は旧フランス領各国の綿花に比べると一般に保

守的であって，古きよき時代の綿花性質を多く残し

ている。栽培される綿花品種も旧英国領時代に英国

が開発した長繊維綿に近い中長繊維綿であってわが

2. 綿の基礎知識

国でも中高級番手用原料として高く評価されている。

また， ローラー・ジンを多く残しているため， 多少

のごみの混入があるが，綿繊維本来の良さも残して

いる。特にジンバプエの綿花は旧ローデシア時代か

ら品質管理が徹底している。繊維長は 1%6インチか

ら 1 知ィンチ，色沢は世界最高級で，均斉度としな

やかさで非常にすぐれている。しかし，繊維の絡み

が弱いためニット向け原料としては使われていない。

ジンバプェ綿作地

2. 5. 17 モロッコ

北アフリカ北岸で，大西洋と地中海の境目にある

モロッコは，スペインとはジプラルタル海峡を隔て

た位置にあり，その地理的事情により，綿花もヨー

ロッパ中心に輸出されていたが，近年， 日本にもわ

ずかながら輸入されている。

モロッコは年間 2 万から 4 万俵 (480ポンド換算俵）

の綿花を生産しているが，そのうちの約90％がベニ・

メラル州のタドラで作付されている。

生産される綿のすべてが超長繊維綿であり， ピマ

種とタドラ種の 2 品種が栽培されている。前者はモ

ロッコ綿の92％を占め，繊維長が 1 ½インチと非常

にすぐれている。マイクロネア繊度は3.7中心。後者

は繊維長 1 1拾ィンチ，マイクロネア繊度が3.3中心

である。
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モロッコの綿作地
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2. 5. 18 オーストラリア

オーストラリアの綿花産業の歴史は浅く，本格的

栽培が行われるようになったのは1960年代になって

からであるが， この数年間， コンスタントに百万俵

位を生産するようになり，安定的な輸出が期待でき

る有力な中長繊維綿の供給国である。他の主要綿産

国がすべて北半球にあり，新綿が出回り始めるのが

11月ごろになる。したがって南半球にあるオースト

ラリアの綿花が出回り始める 5 月から 7 月頃は世界

的に綿花供給の空白期であり，その端境期を埋める

貴重な原料供給国となっている。 オーストラリアの

主要綿作地は，ニュー・サウス・ウェールズ州のナ

モイ河流域とクイーンズランド州東部で，生産され

る綿花はすべて繊維長 1 拾級の中番手用原料である。

現在栽培されている主要品種はアカラ系統のデル

タ・パイン90と最近開発された新品種のサイオクラ

である。この新品種はデルタ・パイン90 と同等の品

質を持っている上に，農薬が良く行きわたるよう葉

の切れ込みが深い。また，デルタ・パイン90 に比べ

土地に対する適応性が高く，マイクロネア繊度が安

定的であるという特徴を持っている。

オーストラリアの綿花は，元来， アメリカ綿の利

点のみを吸収して合理的に栽培しているため，品質，

価格とも申し分がなく，欠点の少ない綿花として，

上級40番手級綿糸原料として重要な地位を占めてい

る。しかし，アメリカのサンホーキン綿のように単

一混綿による特化品種として扱っている日本の紡績

は現在のところ見当たらない。

（財団法人日本綿業振興会常務理事日比障）
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3 ，麻．その他植物繊維

＾一立
弟二早

麻，その他植物繊維

3. 1 ラミー（苧麻）

1. 1. 1 はじめに
麻の種数は約20種類近くあると言われている。代

表的なものに， ラミー． リネン，大麻， ジュート

（いずれも靱皮繊維），マニラ麻，サイザル麻（いず

れも葉繊維）がある。これらの中で，衣料用として

代表的なものは， ラミー（苧麻）とリネン（亜麻）

であり，家庭用品品質表示法で麻という統一文字を

使用できるのは． ラミーとリネンに限ると明示され

ている。

人間は最初，アダムとイプの物語にあるように木

の葉や獣皮を被服として用いていたが．一万年位前

には麻類や獣毛類から繊維を分類採取し． それを手

でつむぎ糸にし，織って布に加工していたと発掘さ

れた資料から明らかにされている。

今から4000年位前のエジプトでは．各寺院には麻

（リネン）の織場が設けられ， ミイラを包んでいる麻

布から当時の技術水準が相当高いものであったこと

が分る。

日本でも相当古くから麻（ラミーや大麻など）の

織物は使用されており，弥生時代には現在の技術で

も再現が難しい非常に高度な麻織を． 当時すでに生

表 3-1 麻の種類

名 称 種 別 産 地 用 途

Ramie 
奪麻科

プラジル
衣料用

ラミー 苧麻（ちょま）
⑥年生）

中国
寝装，資材用

からむし．まお フィリピン

Flax 
ソ連ポーランド

リネン LInen 
亜麻科 フランス チェコ 衣料用

亜麻（あま）
（一年生 ルーマニア 資材用

ペルギー中国

桑科
ソ連イタリー

大 麻 Hemp
（一年生）

ルーマニア ローブ

韓国

Jute 
田麻科 バングラディシュ 麻袋

ジュート
黄麻（こうま）

（一年生） タイ カーペット基布

（シナノキ） インド ヘッシャンクロス

マニラ麻 7バカ
芭蕉科

フィリビン
ロープ

⑥年生） 帽子用真田

石蒜科 メキシコ
ロープ

サイザル麻 へネケン ⑥年生） フィリピン

（ヒガンパナ） 西インド
カーペット

産していたことが吉野ケ里遺跡の出土品から知るこ

とができる。

飛鳥朝，奈良時代に．特にラミーが衣料として愛

用されていたことが日本書紀などにも記されている。

また．正倉院に蔵されている当時の衣料品をみても，

天皇から庶民まで広い階層にわたって麻が一般衣料

として広く使用されていたことがわかる。

最近では，ラミーは，小千谷縮，近江麻縮，能登

上布などの最高級着尺地から，服地， シャッなどの

ファッション素材，インテリア等に至るまで，我々

の生活に深くかつ広範囲に使用されている。

表 3-2 世界のラミーおよびリネンの栽培地図

主な産地を●印ラミー▲印リネンで示す

ペルギ

フラン

3. 1. 2 ラミー（苧麻）について

ラミー（苧麻）は，宿根性イラクサ科の草木で，

白葉苧麻と緑葉苧麻とがある。

・白葉苧麻：葉の裏側に銀白色の毛が生えていて，

裏側が白く見える。

・緑葉苧麻：葉の裏側に毛が生えていない。裏側も

緑である。

ラミー（写真 3 一①）は，温暖な気候条件と湿濶

な土地に生育し，草丈は 1 ~2.5mに伸び，一年間に

2~3 回，気象条件のよいところでは， 5~6 回収

穫できる植物である。

主にフィリピン，プラジル，中国南部地方の高温・

多湿な地域で栽培され，年間約20万トンのラミー原

料（ラミーの草から木質，外皮など繊維質以外のほ

とんどを除去したもの）が生産されている。
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写 3-1 ラミー

3. 1. 3 ラミー繊維について

ラミー（苧麻）繊維は， ラミー原草の茎の靱皮部

（茎の木質部と表皮の間の部分）からとる靱皮繊維で，

紡績して糸にする。

日本ではラミーは，古くから「からむし」，「まお」

と呼ばれ，手績（てつむぎ）によって生産され，衣

料に使用されてきた。

越後上布，小千谷縮，能登上布，八重山上布など

は，現代にまで引き継がれている代表的な高級麻織

物である。

(1) ラミー繊維の外観

ラミー繊維の断面は，円形または楕円形状で中空

孔（ルーメン）がある。

側面は，平滑で縦走する条線，亀裂，関節状の節

がある。

繊維には天然の撚りがなく直線状で，先端になる

にしたがい細くなり，先端部は丸味をおびている。

（写真 3 ―② (A) (B)(C) 参照）
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写 3 -2(A) ラミー繊維の断面写真

写 3 -2(8) ラミー繊維の断面写真

写 3 -2(C) ラミー繊維の側面写真

(2) ラミー繊維の長さ，繊度，比重

ラミー繊維は，衣料用に使用される天然繊維の中

では，最も長く，その長さも一様ではなく， 20mm~

250mm程度の幅を有している。

繊度も一様ではなく，1.5デニールから20デニール

にもおよび，平均繊度は 5 デニールぐらいである。

比重は，1.51 髭訊である。



表 3-3 繊維性能表

--------ラミー
（苧麻）

比 重 g /cu/ 1.51 

水 分 率 % 6 (25℃,65% R. H) 

繊 度 d 4.5 

強 カ（乾） g/d 65~68 

” （湿） II 77~78 

伸 度（乾） % 2.3 

99 （湿） " 2.4 

ヤ ン グ 率 kg/ma! 2,500~5,500 

吸 水 車 % 24.0 
（飽和蒸気中， 4 h) 

発 散 率
99 100 

（陰干 し 35h) 

繊 維 長 mm 20~200 

(3) 内部構造

繊維内部の結晶化度は， 88~90%, 配列度は， 79

％とたかくラミー繊維の強力や腰を強くしている。

ヤング率は， 2,500~5,500kg<nl と大きく，繊維の

シャリ感や張りの原因となっている。

(4) ラミー繊維の特長

・天然繊維中で最もシャリ感がある。

繊維はかたく張り腰がつよくシャリ感があり，汗

ばんでも肌に密着せず，べとつかない。

・通気性に優れた織物が作りやすい。

多少粗く織っても，繊維の腰がつよいために，織

糸が滑脱しにくく通気性に優れた織物をつくること

ができる。

・吸湿（汗），放湿性にすぐれている。

汗をすばやく吸収し，放出するために気化熱をう

ばい涼しい。また洗濯物の乾きも早い。

・熱伝導性に優れる。

皮ふに接したときの冷感にすぐれ，夏の衣料とし

てさわやかな感触を与える。

・強力は天然繊維中でもっともつよい。

強力は（乾）で6.5~6.8 昆／ニール，（湿）で7.7~

8.8 号デニールとなり，水に濡れると強度は増加する。

・洗濯性に優れる。

強い洗いにも耐え，洗濯で汚れが落ちやすく，清

潔さが保持できる。また水に濡れると繊維強力が向

上し洗濯回数の多い夏期に適した素材である。

・白度に優れる。

ラミーは精練により， リグニン， ペクチンなどの

不純物をほとんど除去できるため，純度の高いセル

3 ，麻，その他植物繊維

ロースとなり白度に優れた織物になる。

•各種繊維との混紡にすぐれる。

混紡する相手に合わせた繊維長のラミーを生産す

ることができ，あらゆる繊維との混紡に適し両素材

の特長を発揮した複合素材をつくることができる。

・伸度は低い。

（乾）で2.3%, （湿）で 2.4％と低く，強力と伸び

の低い物性を要求される縫糸，ロープなどにも適し

ている。

(5) ラミー紡績について

我が国のラミー紡績業は，大正 4 年に起こりその

特色は長繊維紡績であることと， この紡績技術が当

時の欧米先進国になかったため，我が国で独自に開

発された紡績法である。この紡績技術は以降いろい

ろな改良を重ね，現在でも世界のトップに位してい

る。

ラミー糸の製造

回 ラミーの茎部表皮の下にある靱皮部より

| 繊維は取られる。刈取り後， はく皮機に

かけ木質部，表皮部の大半を除去し繊維

をとるが，不純物は約30％残っている。

四 原料には，ペクチンが結合しており繊維
とするためにはこれを取り除き，木質部

などのきょう雑物も除去する工程が精練

である。

ベクチン，細胞間物質は一般にアルカリ

液に溶けにくいため，酸処理や発酵精練

によりアルカリに可溶とする。その後ア

ルカリ液で高圧精練をおこない除去する。

原料晒をおこなう場合，過酸化水素，次

亜塩素酸が一般に使用されている。

精練により，ほぽ純粋な繊維になるが紡

績性を向上させるために， ドレッサ，軟

繊機などで繊維を軟かくし，分繊させ紡

績油を付与し乾燥する。

回 精練後の繊維は乱れがひどく，塊りをな
し，きょう雑物も残っている。機械紡績

するには繊維が長いため精練工程では，

まず繊維の分繊性を向上させ，乱れをそ

ろえ，紡績に適した繊維長の分布に規制

するために，ローラドラフト装置および

カット機に仕掛ける。さらにハイスピー

ドギルに仕掛け，繊維の平行度を向上さ

せ，スライバーのむらを除去する。つぎ

にスライバー状またはラップ状でコーマ

43 



3 ．麻．その他植物繊維

に仕掛け．未分解繊維筋． ネップ，不純

物，短繊維を除去しハイスピードギルを

通しスライバーの太さをそろえ乱れを直

す。

(a) 匡…逼］ラミー紡績は絹糸紡績より発達した
ものであるが．生産性向上を目的に杭毛

紡績タイプの機械を改良し高速化． ラー

ジパッケージ化が計られている。工程は

練条工程粗紡工程精紡工程，捲糸工

程からなっている。

練条工程 スライバーをハイスピードギル，

オートレベラーを組み合わせたエ

程に 2 ~ 3 回仕掛けダプリング．
ドラフトをくり返し．繊維の平行

度を向上させながらスライバーの

斑を減少させる。

粗紡工程練条工程を通したスライバーを引

きそろえドラフトし均整にすると

ともに細くし．撚りをかけながら

粗糸としてポビンに捲きとる。絹

紡方式では．ギルフォーラのつい

た始紡機にかけるが，一般にロー

ラードラフトによるスーパーロー

バーが利用されている。

精紡工程 粗糸（ロープ）を紡出する糸の番

手に合わせドラフトし細くする。

細くなった繊維束に撚りをかけな

がら糸としボビンに捲きとる。一

般にリング精紡機が使用されてい

る。

捲糸工程 ワインダーで精紡機よりあがった

糸のスラプ，ネップ，太糸．細糸

の欠点部分をセンサーでキャッチ

し除去しながらチーズ又はコーン

に仕立てる。最近は糸の結びをな

くすため撚りつなぎを行い糸質を

向上させたものも増えている。ま

た精紡機とワインダーを連続化し

省力が計られつつある。

(b) 直製綿工程で長繊維をとった後に，短
繊維が残る。スフ紡または綿紡方式で短

繊維を， ラミー糸または他素材と混紡し

有効活用する。工程は混打綿でラップを

つくり．これをフラットカードにかけス

ライバーとした後練条機．粗紡機． リ
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ング精紡機にかけて糸とする。

糸質は長繊維紡績糸のようにきれいでは

ないが，安価であり家庭用品分野， イン

テリア分野などにその多くは使用されて

いる。

ラミーは，大体以上の工程でラミー糸， ラミー混

紡糸に紡績されているが，麻紡メーカーはそれぞれ

独自の機械や工程の組み合わせを開発し特長をもた

せている。特にラミー糸の品質は， ラミー繊維の品

質におうところが多く，原料，精練，製綿工程の管

理が重要なポイントとなっている。

(6) 麻番手について

麻の番手は， 1 紹の長さを300ヤードとし， 1 ポン

ドの中にある 300ヤードの倍数即ち認数で番手とする。

番手＝長さ（ヤード）＋重且（グラム） （ l ポンド＝453.6 g) 
300. 453.6 

(7) ラミーの需要量と用途

家庭用品品質表示法では，麻という統一文字を使

用できるのはラミーとリネンに限ると言われている。

国内の衣料用，非衣料用として生産される主要繊

維の生産量は，ここ数年186万トン／年程度である。

このうち麻および麻混紡糸の生産量は，1.3万トン～

3 万トン／年程度である。輸入糸をプラスしても1.5

万トン／年～4.7万トン／年程度で推移しており，麻

の総供給量（国内生産量プラス輸入量）は， 国内の

主要繊維の生産量の1.5~3.5％という希少素材であ

る。

このうち， ラミー及びラミー混紡糸は60~65％程

度と推定されるが，流行により消費の変動が大きい

ことと，シーズン性が強いことから，最近はインテ

リア，産業資材分野などの非衣料分野への強化が計

られ， ラミーの特長を生かした用途開発が進み， こ

の分野での消費は拡大傾向にある。

また衣料分野に於いては，多様化する消費者のニー

ズにきめ細かく対応すべく， ラミー繊維の改質加工，

複合素材の拡充と複合テクニックの多彩化，後加工

による機能性の付与などを目的とした開発が積極的

に進められ，安定的な需要創出に努力がはらわれて

いる。

主な用途

•服飾用

・紳士，婦人，子供服， シャツ， プラウス， ハ

ンカチーフ，バッグ，ネクタイ パラソル，帽

子，着尺地，肌着などの織物

・紳士・婦人セーター，ニットスーツ， スポー

ツウェア，肌着，ファンデーション（プラジャー，
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表 3 -4 麻糸の生産輸入統計概算表（単位トン）

¥ 品 種
1987 1988 1989 1990（推定） 1991 （推定）

(S62年） (S63年） (H元年） (H 2 年） (H 3 年）

ラミー糸 4,500 3,500 2,600 2,000 2,400 

純 糸 リネン糸 700 500 200 200 240 

国
Il ヽ 計 5,200 4,000 2,800 2,200 2,640 

ラミー混紡糸 2,200 1,500 400 400 480 

内 麻高率混紡糸 リネン' II 2,700 1,200 800 700 840 

小 計 4,900 2,700 1,200 1,100 1,320 
生 麻・綿混紡糸 14,900 6,700 2,000 1,600 1,920 

産
麻・ポリエステル混紡糸 6,900 6,000 2,700 2,800 3,360 

麻低率混紡糸 麻・レーヨン混紡糸 3,100 2,500 3,400 3,600 4,320 

麻・アクリル他混紡糸 3,600 5,000 1,200 2,200 2,640 

小 計 28,500 20,200 9,300 10,200 12,240 

合 計 38,600 26,900 13,300 13,500 16,200 

輸
ラミー糸 2,100 1,100 400 220 280 

純 糸 リネン糸 6,300 4,000 800 1, 100 1,320 
入

小 計 8,400 5,100 1,200 1,320 1,600 

供 給 量 総 合 計 47,000 32,000 14,500 14,820 17,800 

（生産量；通産省統計 輸入量；大蔵省統計による）

ガードル），靴下，パジャマなどの編物

•インテリア

・カーテン，のれん，壁装用クロス， じゅうた

ん，イスカバー地，イス張り地，テープルクロ

ス， ラグマットなど

•家庭用品

・ランチョンマット，ナプキン， ディッシュタ

ォル，エプロン，ベッドシーツ，枕カバー，夏

掛フトン地と中綿など

•その他（繊維）

・芯地，装頓用クロス， タタミ糸， 靴縫糸， 消

防用ホース，テント，電線包縛糸， スクリュー

パッキングなどの工業用資材

（パウダー化による利用分野）

化粧品 ・ラミーパウダーの吸湿発散性を利用し

た夏用ファンデーション， ボディーパウ

ダー。また吸油性の良さを利用した保湿

化粧品

食品 ・ダイエタリファイバー

医薬用 ・内服固型製剤全般用

工業用 ・水処理剤，各種樹脂・ゴムの改質材，

スクラプ材など

（フィプリル化による利用分野）

工業用 ·ゴム・プラスチックなどの補強材，建

材（床·壁など）の補強材

3. 1. 4 最近のラミーの開発状況

麻（ラミーとリネン）に対する消費者のイメージ

アンケートがある。麻の専業メーカーのトスコ株式会

社が関東•関西地区を中心に10代から 60代全般にわ

たる男女を無作為に抽出してアンケートを集計した

もので，消費者のニーズを開発に役立てるヒントが

数多く含まれていると考えるのでその一部を紹介す

る。アンケートは昭和63年から行われており，記載

するデーターは平成 3 年 1 月 16 日に集計したもので

ある。

・設定サンプル数（上表） →・有効回答数（下表）

（内訳）

男
―
女

: I 10: I 20笠 I3゜：： I 約：： I 50正 1 悶： 1 で丑
合計| 42| 87| 81| 78| 57| 55| 400 

（内訳）

10代 20代 30代 40代 50代贄岱合計

男 I回収数 5 27 26 28 16 21 123 
ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷ.. ｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷ 

性囀腎 25.o I 61.41 63.41 11.s I 57.1 I so.a I 62.1 

女 1回収数 11 24 31 32 18 13 129 
ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ • ·、.........、····•···-·········-·········-·········-·········-········

性罰翌~ I 5o.o I 55.s I 11.51 s2.1 I 62.1 I 44.s I 63.9 

合計
16 | 5l l 57 | 60 | 34 l 34 | 252 

38.1 I 58.6 I 70.4 I 76.9 I 59.6 I 61.8 I 63.0 

45 
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・麻の好感度について

ファッション素材としての麻は？

N(l 選 択 肢 男性

① 好 き 37 

② どちらかといえば好き 54 

③ どちらでもない 26 

④ どちらかといえばきらい 5 

⑤ き ら し＼ 1 

^^ ロ 計 123 

（所見）

“好き＂が男性に比ぺ女性が

約倍の回答数である。男性よ

り女性の方に高い好感度で受

け入れられているようである。

女性

69 

44 

12 

4 

゜129 

合計

106 

98 

38 , 
1 

252 

ファッション素材としての麻の良さは？

Na 選 択 肢 男性 女性 合計

① 涼 し し 9 98 98 196 

② 自然な感じがする 79 81 160 

③ 感触がよい 55 81 136 

④ 高級感がある 44 43 87 

⑤ 清 潔 29 33 62 

⑥ そ の 他 2 7 , 
無 回 答

゜
1 1 

^ に
計 307 344 651 

（所見）

麻の特性として提案している“涼しい”“自

然な感じがする＂がかなり好意をもたれてい

る。また‘｀感触がよい’'に関しては女性に圧

倒的にうけているようである。

・麻の欠点について

46 

ファッション素材としての麻の欠点は？

No. 選 択 肢 男性

① シワになる 86 

② 手入れが大変 52 

③ 両 価 だ 43 

④ 透 け る 12 

⑤ チクチクする 36 

⑥ そ の 他 3 

無 回 答

゜合 計 232 

（所見）

“シワになる”“手入れが大

変＂で約60％を占めている。

“透ける＂が女性に意外に不

評なのは考えさせられる。

女性 合計

109 195 

65 117 

34 77 

26 38 

29 65 

4 7 

1 1 

268 500 

〔全体）
( (3.6%) ( (0.4%) 

( (38.9%) 
( (421%) 

〔男性〕
((4.1%)( (0.8%) 

( (43.9%) 

〔全体〕
((1. 4%) 

( (30 2%) 

( (20.9%) 

〔男性）
( (0.7%) 

〔全体〕
((1.4%) 

((1 5.4%) 

〔女性〕
( (23.4%)( (9.7%) ((1. 5%) 

((1 0.9%) 

( (37.1%) 

((1 2.7%) 

( (22.4%) ( (243%) 

( (53.5%) 

( (40.8%) 



•イメージについて

都会的←ー→牧歌的

No. 選 択 肢 男性 女性

① 都 会 的 13 22 

② やや都会的 29 34 

③ どちらでもない 25 24 

④ やや牧歌的 37 32 

⑤ 牧 歌 的 18 16 

無 回 答 1 1 

^ ロ
計 123 129 

（所見）

回答数は，ほぱ相半ばする結果と

なった。麻の両面性がうかがわれ

る。

一般的←ー→個性的

N11 選 択 肢 男性 女性

① 般 的 I 5 

② やや一般的 8 11 

③ どちらでもない 19 25 

④ やや個性的 68 56 

⑤ 個 性 的 26 31 

無 回 答 1 1 

合 計 123 129 

（所見）

個性的であることが強く打ち出さ

れたが，消費者にこの点を訴える

製品づくりがやはり重要か。

高級←ー→低俗

Na 選 択 肢 男性

① 高 級 41 

② や や 高 級 51 

③ どちらでもない 25 

④ や や 低 俗 3 

⑤ 低 俗 I 

無 回 笈tコ 2 

合 計 123 

（所見）

圧倒的に“高級"“やや高級＂

の回答数が優勢である。

女性

33 

72 

23 

゜゚
1 

129 

合計

35 

63 

49 

69 

34 

2 

252 

合計

6 

19 

44 

124 

57 

2 

252 

合計

74 

123 

48 

3 

1 

3 

252 

( (27.6%) 

〔男性）

〔男性）

3 ，麻，その他植物繊維

〔全体〕

( (25 2%) 

〔女性〕

((1 9.6%) ( (12.5%) 

( (25.0%) 

((1 88%) 

〔全体〕

① (2.4%)② (7.6%) 

( (266%) 

① (0.8%) ② (6.6%) 

((1 9.5%) 

( (55.7%) ( (43.8%) 

〔全体〕
((1. 2%) ( (0.4%) 

〔男性） 〔女性〕
( (2 5%) ( (0.8%) 

( (49.4%) 

( (421%) ( (56.3%) 
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新鮮←ー→古めかしい

N(l 選 択 肢 男性 女性

① 新 鮮 20 32 

② や や 新 鮮 53 37 

③ どちらでもない 34 52 

④ やや古めかしい 12 6 

⑤ 古めかしい 2 I 

無 回 答 2 1 

合 計 123 129 

（所見）

古い麻でありながら，現状では新鮮と

とらえられていることは，今後の対象

に若年が入ることでもあり力強い。

上品←ー→下品

No. 選 択 肢 男性 女性

① 上 品 39 44 

② や や 上 品 55 58 

③ どちらでもない 26 25 

④ や や 下 品 2 1 

⑤ 下 品

゜ ゜無 回 答 1 I 

^ に
計 123 129 

若い←ー→年寄りくさい

合計

52 

90 

86 

18 

3 

3 

252 

合計

83 

113 

51 

3 

゜2 

252 

N(l選 択 肢 男性 女性 合計

48 

① 若 し 9 14 17 

② や や 若 し 9 29 38 

③ どちらでもない 61 67 

④ やや年寄りくさい 16 6 

⑤ 年寄りくさい 2 

゜無 回 ク' I I 

合 計 123 129 

（所見）

約40％が若いイメージを持っているこ

とは， ファッション素材としてたいヘ

ん心強いことである。

31 

67 

128 

22 

2 

2 

252 

( (34.5%) 

〔男性〕

④ (9.9％しgは上7%)

( (28.1%) 

〔男性〕
((1. 6%) 

( (45.1%) 

( (51.2%) 

〔男性〕

’( (16.5%) 

⑤(1．堕旦＄① ( 11.5%) 
((1 3.l%) 

( (40.6%) 

( (23.8%) 

( (52.3%) 

( (36.1%) 

〔女性）
7%) ( (0.8%) 

- • • •, ~ •一

(25.0%) 

( (26.8%) 

( (29. 796) 



自然的←ー→人工的

No. 選 択 肢 男性 女性

① 自 然 的 72 83 

② やや自然的 37 36 

③ どちらでもない 8 8 

④ やや人工的 5 

゜⑤ 人 エ 的

゜
1 

無 回 答 1 1 

合 計 123 129 

（所見）

天然素材としての評価がストレート

にでている。

フォーマル←ー→カジュアル

No. 選 択 肢 男性 女性

① フォーマル 7 8 

② ややフォーマル 17 20 

③ どちらでもない 49 40 

④ ややカジュアル 34 43 

⑤ カジュアル 14 17 

無 回 答 2 1 

合 計 123 129 

（所見）

ややカジュアルの傾向が強い。

知性的←ー→感性的

No. 選 択 肢 男性 女性

① 知 性 的 , 19 

② やや知性的 33 50 

③ どちらでもない 43 33 

④ やや感性的 27 17 

⑤ 感 性 的 , 8 

無 回 答 2 2 

^ ロ
計 123 129 

（所見）

"知性的＂いわゆる落ち着いて，物

静かなイメージの回答数がやや多い。

この点は前出の“上品”の回答数か

らも見受けられる。

合計

155 

73 

16 

5 

l 

2 

252 

合計

15 

37 

89 

77 

31 

3 

252 

合計

28 

83 

76 

44 

17 

4 

252 
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( (29.2%) 

( (62.0%) 

（女性〕
③ (6.3%) （⑤ (0.8%) 

( (30.3%) 

( (28.1%) 

( (30.9%) 

( (28.1%) 
( (59.0%) 

( (33.6%) 

(40.5%) 

〔全体〕
( (6.9%) 

〔男性〕 ③ (30.6%) 
⑤ (7.4%) ＿① (7.4%) 

( (22.3%) 

( (35.5%) 

( (64.8%) 

( (33.5%) 
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男らしい←ー→女らしい

N11 選 択 肢 男性 女性 合計

① 男 ら し し 9 14 5 19 

〔全体〕

④ (6.8%) ⑤ （竺竺上① (7.6%) 

② やや男らしい 31 15 46 

③ どちらでもない 69 89 158 

④ やや女らしい 6 11 17 

⑤ 女 ら し し＼ 2 8 10 ( (63.2%) 
無 回 答 1 1 2 

^ ロ
計 123 129 252 

〔男性）

④ (4.9%)竺(l.6%)
.(D (11.5%) 

〔女性〕
( (63%) ( (3.9%) 

贅沢←ー→質素

N11 選 択 肢 男性 女性

① 贅 沢 21 25 

② や や 贅 沢 43 47 

③ どちらでもない 39 47 

④ や や 質 素 15 6 

⑤ 質 素 4 3 

無 回 答 1 1 

合 計 123 129 

（所見）

高級感が高いため，当然「高価で

ある」イメージが強く出ている。

( (566%) 

合計

46 

90 

86 

21 

7 

2 

252 

アンケートの結果，麻のイメージは全般に好しい

傾向を示している。素材の欠点では，①シワとこれ

に起因する手入れが大変，②チクチクするという 2

つの点が今後の開発ボイントと考える。

シワの防止については，ポリエステルやウールな

どとの複合化により相当なレベルまで改善されてお

り， アンケートは麻100％の商品に対するものが中心

と判断している。麻100％の商品に対する防シワ性の

向上は，樹脂加工により鋭角的なシワを防止する程

度の水準にまでは進んでいるが，繊維強度の低下が

問題点となり効果的な方法は未だ確立されていない

のが現状である。現在は繊維強力の低下を押える樹

脂加工方法や樹脂加工以外の方法による繊維の弾性

化を向上させる方法についての研究をすすめ防ヽンワ
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( (8 6%)ィ＂三音～＼②（1 1.7%)

( (254%) 

( (695%) 

( (34.4%) 

( (36.0%) 

〔女性〕

( (4 7%)旦~3%)
•( (195%) 

( (36 7%) 

性の向上に取り組んでいる。

チクチク感については，ラミー繊維に対する意見

と考えている。ラミーのチクチク感の改善について

は最近いろいろな開発が行われ完成度も高まってき

ているので紹介する。

(1) ラミーのソフト化

麻（ラミーやリネン）は天然繊維のなかで最も涼

しい繊維といわれ，高湿・多湿な季節には最も適し

た繊維といわれ， ラミーは夏の衣料素材として輻広

く使用されている。

シーズン的にラミー素材は直接肌に触れる衣料に

使用されることが多く，涼しさの他に肌触りの良さ

が強く求められる。しかしラミー繊維は固く，一部



に太い繊維（10デニール程度）が含まれていること

から個人差はあるがチクチクすると言われることが

ある。

これを改善する方法は， ラミーの繊度を細くした

り， ラミー繊維の腰を弱くして，肌触りを良くする

ことが考えられる。従来は平滑剤や柔軟剤を使用し

肌触りを良くする方法が一般的にとられていた。最

近はこれらと新しい加工方法を併用した更に肌触り

を良くする方法が開発されている。新しい方法とし

て

(a) 酵素によるソフト化

(b) 物理作用によるソフト化

の 2 つに大別されると考えられるので， これらの概

要について報告する。

(a) 酵素によるソフト化

酵素は細菌などの細胞や動植物の細胞中に存在し

て，酸化還元反応や加水分解などを触媒するもので

非常に多くのものが存在すると考えられている。酵

素はそれぞれが，ある特定な物質にのみ使用するた

めに，食品洗剤，医薬，繊維などの分野で輻広く

利用されている。

これらの中で麻や綿の主成分であるセルロースを

写 3 -3 加工前の編地表面 (80倍）

写 3-4 加工前のラミー繊維の側面 (2000倍）

3 ，麻，その他植物繊維

分解する酵素（セルラーゼ）を応用すると繊維をソ

フトにするという報告が20年ぐらい前にイギリスで

発表され，以来日本でも研究が続けられている。

この加工方法による特長は，セルラーゼ含有水溶

液中でラミー（セルロース）を分解し減量するため

に，繊維が細くなり更にラミーの経方行に走ってい

る亀裂が大きくなるために繊維の腰が弱くなり，風

合がソフトになると考えられるとともに，糸や織編

物の毛羽が除去され滑らかな表面になるというプラ

スの面がある。（写真 3 一③） （写真 3 ー④）参照。

反対に減量がすすむほど繊維の強力が低下すると

いうマイナス面もある。麻は綿に比べ減量による強

度低下が大きいこともあり（ラミーは結晶領域が綿

に比べ多い，酵素は非結晶頷域に作用する為と考え

られる），番手が細くなるほど減量率を押さえ衣料品

として必要な強度を保持させるよう配慮する必要が

ある。同時に減凩に影響する活性（酵素の濃度），温度，

PH, 処理時間も加エロット間のパラッキをなくし，

風合差が発生しないように加工する必要がある。

酵素によるラミーのソフト化は， ラミー 100％織物

やジャージー，ニット用原糸， ポリエステル混のシャ

ッ地などに行われており，次第にその加工塁は増加

写 3 -3 加工後の編地表面 (80倍）

写 3 -4 加工後のラミー繊維の側面 (2000倍）
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している。

(b) 物理作用によるソフト化

ラミー織編物を揉んだり，たたいたりして繊維の

腰を弱める方法である。

トスコ滋賀（樹（滋賀県能登川町）が開発した「プ

ラモア加工」は，織物を大型のプロアで吸い込んで，

500~1,000m／分の高速で金網にたたきつけ，繊維

の腰を弱くし‘ノフトにしたり，織物をリラックスさ

せ織物にふくらみと織目をきれいにするものである。

1991年の春夏衣料素材用として，生産を始め次第に

その良さが認められ加工呈も増加している。

以上が，最近ラミーのソフト化を目的に開発され

たものであるが，その効果をより高める為にこれら

の方法を組み合わせたり，柔軟剤の併用が一般に行

われている。

(2) ラミーのソフト化品質生産性の向上につ

いて

•新品種ラミー「パープルラミー」について

ラミーは春夏の衣料素材として重要な通気性や吸．

発汗性に優れていること，張りがあり汗ばんでも肌

に密着せず清涼感にすぐれ，洗濯にも強く干きが早

いという特長がある。

しかし， ラミー繊維の平均繊度が 5 デニール程度

と太いこと，繊維が固いことなどが原因して生産面

や風合面で改善がおくれていた。生産面では，紡績

においてラミーの平均繊度が 5 デニールと太くかつ

繊維が直線性で固く抱合性に欠けるため，紡績性，

品質に影響するところの糸を構成する繊維の本数が

少く，均ーな太さの糸が紡績しにくいこと，精紡機

での糸切れが多く細番手糸の生産が非常に難しいと

いう問題点がある，，さらに，織布工程や編立工程で

も均整度が綿などに比べ劣ること，長い毛羽が他の

毛羽にからみ糸切れが多く，生産に多くの労力を要

するといった問超がある。

風合面では，一般に繊度が10デニール以上になる

と肌をチクチクとする剌し感をうったえる人が多く

なるといわれている。ラミーの平均繊度は 5 デニー

ル程度であるが， 10デニール以上の繊維をわずかで

はあるが含有しているため，ラミーの細繊度化また

はソフト化に関する開発の必要性があった。

特にここ 10数年前からの麻プームにより麻の着用

者層が増加し，風合面の改善を求めるニーズと革新

化への対応を考えるとラミーの細繊度化を目的とす

る細繊種ラミーの開発が急務となってきた。

トスコでは40数年前からラミー栽培試験農場， 10 

数年からプラジルのパラナ州に直営農場を所有し，

色々な角度からラミーの研究を続け多くの種のデー

ターを所有している。このデーターとトスコ中央研

究所における先端的なパイオテクノロジーを活用し，

細繊維を産出する新品種ラミーを開発し，三原市の

試験農場で栽培試験をくり返してきた。

（新品種ラミーは，栽培中に草色が紫色になること

から洋の東西を問わず高貴な色，王者の衣を意味す

るパープルを選び，「パープルラミー」と名付けられ

た。）

さらに，この新品種が，日本とは気候風土の異な

るマレーシアで期待通りの品質の繊維を産出するか

どうか， 1987年から試験栽培を行ってきた。（試験栽

培の地をマレーシアに選んだのは， マレーシアでは

ラミー栽培が行われていないため， 自然交配による

変種の発生を予防することができるという理由によ

る。）

試験栽培した新品種ラミーの平均繊度は 3 デニー

写 3 -5 マレーシアで増殖中のパープルラミー
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ルと従来のラミーの約半分のデニールで分布してい

ることが確認された。更に，ラミーでは画期的な 3

デニールの繊維が安定的に採取できることについて

も確認でき， この結果をもとに 1989年からマレーシ

アのサバ州で本格栽培を始め，農場の拡張作業を進

めている。

「パープルラミー」からとれる繊維は，在来種と比

較して繊度が約半分の 3 デニールと細いことから，

生産面，品質面で色々な改善と可能性が拡がってき

た。

パープルラミー繊維と生産面の向上

紡績平均繊度が従来品種の約半分の 3 デニー

ルとなり 単繊維の腰が弱くなったこと

と，糸を構成する繊維の本数を従来品の

約 2 倍に出来ることから紡績性が向上し，

精紡工程での回転数アップと糸切れの大

巾減少とワインダーエ程での中切率が大

巾に減少した。

パープルラミーと従来種を比較すると，

100番手（麻番手）では，精紡機の回転を

23％アップして生産した時の精紡機での

糸切れ数は67％減少し， ワインダーの中

切率は63％減少した。 140番手（麻番手）

では，精紡機の回転数を 60％アップして

糸切数は92％減少し， ワインダーの中切

率は86％減少した。

表 3 -5 生産面の比較（従来種を 100とした時の換算値）

精紡工程 ワインダーエ程
番手 原 料

回転数 糸切数 中切数

従 来 種 100 100 100 
lOO'S 

ノゞープルラミー 123 33 37 

従 来 種 100 100 100 
140'S 

パープルラミー 160 8 14 

編・織 表 3 -6 のように糸品質が向上し編・織

工程での糸切れが大巾に減少した。その

結果，織物では100番手（麻番手）以上の

細番手を革新織機に仕掛けることが難し

いとされていたものが， 150番手⑮斥番手）

までの細番手を製織展開することに見通

しを持つにいたった。また， ニットも従

来100番手（麻番手）単糸までが製品化の

限界であったが， 140番手（麻番手）単糸

3 ，麻，その他植物繊維

まで可能となった。

品質面 表 3-6 のように通常のラミー原料に比

較し糸の強力，均整度（ U%参考）が向

上すると同時に，糸欠点(IP I 参考）も

減少し糸品質は大幅に向上した。また，

生地外観はシルクのような光沢を呈し，

糸斑の少ないきれいな生地面を得ること

ができた。更に風合面においてもソフト

なタッチとしなやかさも有している。

表 3 -6 糸品質の比較（従来品を100 とした時の換算値）

I P I 
番手 原 料 強力 伸度 U% 細 太

ネップ(• 50%) (+50%) 

従来種 lOO 100 100 100 100 100 
100 脅

パープ）レうミー 113 110 90 56 51 58 

従来種 100 100 JOO 100 100 100 
140' 弩

パープルラミー 139 115 81 26 37 92 

以上のように「パープルラミー」から採取される繊

維が，ラミーの紡績や編・織物の生産面．品質面．

風合的に与える効果は予想以上のものであった。同

時に「パープルラミー」の開発により， ラミーの商

品化の可能性は大巾に拡大した。織物では従来200番

手（麻番手）が最高とされていたが，パープルラミー

を使用することにより世界初の250番手（麻番手）単

糸織物を安定的に生産することも可能となり， 300番

手（麻番手）単糸編物の開発も射程距離内に入った

と言える段階にきた。ジャージーでは200番手（麻番

手）単糸のダプルジャージーをこれも世界で初めて

開発している。今後はパープルラミーの増殖にテン

ポを合わせ，原料の特長を生かした中・太番手まで

商品の巾を広げる予定で進められている。パープル

ラミーを使用した製品は「トスコエターナル」とい

うプランドで1990年から量産に入り販売を開始して

いる。「トスコエターナル」は，今後麻の新しい可能

性と多様化，高級化するニーズに巾広く応えうる素

材として麻の需要を喚起してゆく切り札に成長して

ゆくものと考える。

(3) 精紡機での複合素材

一般に， ラミーと他繊維との複合化は，

・ミキサーによる混綿

・撚糸工程での交撚

・交織交編
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という方法でおこなわれている。これらの複合によ

り

・麻に新しい機能性を付与する。

・糸や生地の形状，柄などの表現に変化をつける。

ことを目的としている。

最近，これらの複合化のほかに，精紡工程での複

合化による素材開発がラミーでも急速にすすんでい

る。

複合糸の種類と主な特長

(a) コーアヤーン：ラミー／ポリエステル

糸の断面の中心部分に，ポリエステル長繊維， そ

れをラミー繊維が被うように両繊維を供給し精紡機

で糸にする。

ポリエステルは，防シヮ性やセット性を向上させ

る。

麻は表面を被い，さわやかな涼感と吸発汗性の良

さを付与し両素材の特長を最大限に発揮しようとす

るものである。

一、

フミー

糸の断面

(b) 精紡交撚糸

ロープ（粗糸）の素材を変えて供給したり，長繊

維やスパン糸とロープ（粗糸）を供給して，杢糸夕

イプの糸や双糸状の糸にする。

異索材を精紡で交撚することにより，糸の形状を

改善したり，後の染色で異色染を行い表現に変化を

つける。

(4) トウカット紡績

一般に， ラミーとポリエステルまたはアクリル混

紡糸は，それぞれのステープルを混紡して生産して

いる。ポリエステルまたはアクリルは一般に所定の

長さにカットされステープルであり これをカード

で解繊スライバー化して更に合条してスライバー

の太さを揃え，これをラミーと混綿する。

一方， トウカットによるラミー混紡糸は， ポリエ

ステルやアクリルのトウ（長繊維状の繊維束）を延

伸して切断したスライバーを合条してラミーを混綿
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する。

この方法による糸の特長は，

・トウの均一性を残したスライバーの生産が可能

となり，糸の均整度が向上する。

・トウを延伸してカットするため， スライバー内

の繊維の平行度がたかく．ネップの発生が少な

し 9 。

・トゥを延伸してカットするため，繊維の先端が

細くなっている為に肌触りが良い織物やニット

となる。また，延伸カットされたテトロンやア

クリルの伸びの一部が，糸や織物の染色工程で

回復するため，弾性のある糸や織物の生産が可

能になる。

（その他）

ラミー繊維の機能性付与を目的に最近開発された

ものは，「抗困防臭」，「防炎」，「速乾」，「遠赤外線」，

「香り」，「ストレッチ」，「紫外線遮へい」等があり，

最近高まりつつある消費者の安全，快適，健康，衛

生などへの意識に応えるべく多岐にわたっている。

3. 1. 5 まとめ

ラミーは，涼感に優れ，天然繊維の中で最も強く，

春夏の衣料素材として古くから愛用され，最近では

新しい都会的なファッション素材， カジュアル素材

として認識されている。

麻の欠点であるシワやチクチク感に対しても専業

メーカーを中心とした改善に努力がはらわれ，現状

では満足出来る水準には今一歩の感はあるが，近い

将来には相当なレベルに達し消費者のニーズに応え

うるものと考えている。

また最近になって地球規模での環境保護の重要性

が求められ，エコロジーの思想がファッションでも

取りあげられ，重要なポジションを占めている。し

かしこの思想が真に理解されてファッションに取り

入れられているとは考えにくいケースが多々ある。

地球の資源や環境について，我々は子孫から預かっ

ている，かけがえのない資源や環境を我々の世代で

浪費したり，破壊することは人類そのものの生存に

関わる重要な問題であると最近よく言われている。

我々は使用する素材について，消費者への送り手と

してこれらについてよく考え企画する必要があると

考える。このような観点からラミーを考えると，生

育条件の良い高温・多湿な地域では年間 5 ~6 回生

産出来る非常に生産サイクルの早い植物であること，



繊維を採取した残りの木質や葉は再び肥料として活

用出来ること，繊維は使用後に土地に戻せば分解す

るセルロースであり，自然にやさしいクリーンな素

材である。また，春夏の衣料素材として重要な機能

を数多く有するラミーに対する新しい機能を付与す

る開発も進み，消費者の安全性，快適性などのニー

ズに応える商品も数多く上市している。このような

商品の充実とェコロジーに対する消費者の意識がこ

れからますます高まると考えられる時代背景を考え

ると， ラミーの重要性は今後ますます強まるものと

考える。（トスコ株式会社開発室室長末次正之）

3. 2 リネン（亜麻）

3. 2. 1 リネン（亜麻）の歴史について

リネンは，人類最古の衣料といわれ，紀元前5000年

頃には既に栽培されていたといわれます。古代エジ

プトでは，「神に許された」織物として神宮の衣服や

神事に用いられたり，一般の衣服にも使われていた

ことが古い文献からも明らかになっています。（ファ

イユーム (Fayum) 遺跡でのリネン布の出土）， ま

たピラミッドから発掘されたミイラを包んだ白布も

リネンで，その後藍で染められたものも発見されて

います。スイス湖上住居跡では，新石器時代の民族

がリネンの衣料や船の帆やロープをつくっていたこ

とも歴史学者が証明しています。

原産地は小アジア地方ともいわれており，有史以

前にアッシリア，ギリシャ，イタリアに分布し，ロ一

マ時代には，ベルギー， フランス， イギリスに普及

していました。聖書の中にも記されている繊維とし

て， 18世紀頃はとくに多くの生産高を示しており，

世界文明の発祥の地小アジア，エジプト地方で芽生

え，人類最古の衣料としてヨーロッパに永い歴史を

写 3 -6 リネン
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築きあげ，現在まで，衣料のファッション素材とし

てその伝統を誇り続けています。

＜＊小アジアはトルコを中心とした黒海．地中海地区＞

我が国にリネンが渡来したのは元禄年間で， 当初

薬草園で栽培され薬用として種子採取を目的として

いました。繊維用としてリネンが栽培されたのは，

明冶の初期からです。明治 7 年，北海道開拓（開拓

吏黒田清隆）にあたって種子をベルギーから輸入し

技術者を招いて，亜麻の耕作と紡績が（明治16年）

始まり，昭和20年以降もリネン原料は全て国産でま

かなっていましたが，昭和24~25年頃より繊維需要

の低迷と農業事情のため次第に減少し，昭和42年以

降全量輸入となっています。

当初の海軍の夏服や，帆布等の用途に多く使われ

ていました。（表 3 -7) 

表 3 -7 我が国の繊維用亜麻の栽培の歴史について

明治元年 札幌郊外官営農場にて，繊維用亜麻栽培

明治 7 年 北海道開拓使により亜麻を栽培

明治17年 近江製麻設立

明治20年 北海道製麻．下野製麻設立

3. 2. 2 麻の種類とリネンとは

「麻」は，一般に木や草に含まれている繊維を総称

する言葉で種類も多く，種属的分類をすると 20種近

くあり，それぞれの性質や用途も異なります。現在

では，我が国において， 「麻」といえば亜麻（あま）

＜リネン＞，苧麻（ちょま） ＜ラミー＞，大麻（た

いま） ＜ヘンプ＞．黄麻（こうま） ＜ジュート＞な

ど全てを含みます。欧米でも，各々の名称に区分さ

れてはいますが，何々 hempという名称で何種類も

の麻類があるのと同じ事情でしょう。「麻衣きればな

つかし紀の国の妹背の山に麻まく吾妹」 0頑頴瑳針二）

と歌われているように，衣料の原料として古くから

一般的に使われていたのが麻織物です。これは大麻

だと推定されています。（表 3 -8) 

植物体での構成位置で分類すると， 2 種類に大別

でき植物繊維の靭皮繊維 (bast fiber) と葉脈繊維

Cleaf fiber) に分類されます。靭皮繊維は， 葉脈繊

維に比較して幾分柔らかく， リネンは靭皮繊維に属

します。特に衣料用として，現在ではリネンとラミー

が代表的なもので，「家庭用品品質表示法」で「麻」

と表示することが認められているのはリネンとラミー

の 2 種類で，その他の麻類は「指定外繊維」として

「麻」表示はできません。（表 3 -9) 
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表 3-8 麻の種類と用途

分類 名 称 別 名

亜 麻 フラックス

リネン

軟

質
苧 麻 ラミー，からむし

支那麻

^ 靱 大 麻 麻皮麻精麻

皮 ヘンプ

‘一’’

繊
黄 麻 ジュート，印度麻

つなそ

維 洋 麻 ケナウ，アンパリ

称

ポウ麻 青麻， きりあさ市皮

硬
マニラ麻 アバカ

質

^ 
サイザル麻 シザル麻

葉 へネケン

脈
、一 マゲー
繊

維 マラオン

表 3-9 植物繊維の分類

種類 性質

亜麻科 1 年生

尋麻科 多年生

桑科 1 年生

田麻科 1 年生

錦葵科 1 年生

錦葵科 1 年生

芭蕉科 多年生

石芯科 多年生

石芯科 多年生

百合科 多年生

種子毛繊維（Seed Fiber), 綿花，カポック綿

植物繊維」一靱皮繊維 (Bast Fiber), 亜麻，苧麻，黄麻，大片
Vegetabl 

Fiber 
葉脈繊維 (Leaf Fiber), マニラ麻，サイザル

果実繊維 (Fruit Fi ber), コイヤ

3. 2. 3 原料生産地栽培条件について

主な産地 主な用途 英 名

ソ連，ポーランド，ルーマ 衣料用，資材用，寝装 Flax 
ニア，チェコ， フランス， 用 Lmen 
ペルギー，中国

中国，フィリビン 衣料用寝装用，資材 Rem1e 
プラジル 用

ソ連，イタリー ロープ．新縄 Hemp 
ルーマニア，韓国

中国．インド．タイ 麻袋，括糸，ヘッシャン， Jute 
パングラデッシュ クロスカーベット基布

インド，台湾， ソ連 黄麻代用 Kenaph 

中国 黄麻代用 Indian-mallow 

フィリピン ロープ，麻麻田，ト Manila hemp 
ワイン，括糸

メキシコ， フィリピン マニラ麻代用 Sisal hemp 
西印度諸島

メキシコ マニラ麻代用 Maguey 

ニュージーランド マニラ麻代用 Newzealand 
flax 

上昇の期間を栽培期間としています。又，生育期に

は月平均60~80mmの降雨があること，収穫期には雨

の少ないことがよいとされています。年 1 回の収穫

は，刈り取りではなくて，引き抜き方法で行い，連

作を著しく嫌う植物なので，同じ土地で連作すると

収穫量が減り，品質も低下します。これは，立枯病

が原因とされており， 4~7 年の輪作を行っていま

す。

リネンは，その植物及び靭皮からとった繊維（原

料）をフラックス (Flax) といい，フラックスで作っ

た糸や布をリネン (Linen) といいます。フランス

ではラン (LIN), イタリアではリノ (LINO), ド

イツではライネン (LEINEN) と云います。リネン

は，亜麻科の 1 年生草木で亜寒帯に適した栽培植物

であり，比較的寒い地方で，湿気が多く，排水のよ

い土壌で良質の繊維用亜麻が育ちます。又干ばつの

ない，やや冷涼な気温に適しています。リネンには，

繊維用，種子用及び鑑賞用があり，繊維用のリネン

は，現在，東欧， ソ連， フランス，ベルギー， 中国

東北部で栽培され，優良産地では 7 ℃ （播種期 4~

5 月）より 17℃ （収穫期 7~8 月）まで，漸次気温

収穫量は，長繊維の正線と短繊維の粗線の合計で

表し，産地によって収穫量に大きな差があります。

世界平均では， 1 ha当たりおおよそ530kg (1 988年）

の収穫で，世界の年間生産量は， おおよそ 70万t

(1988年）です。（図 3- 1 ，表 3 -10) 
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表 3 -10 地域別亜麻繊維生産高 出所 FA0 

収穫面積(l,OOOHa) 生 産 高(1,000MT)

地 域

1979-81 86 87 88 79-81 86 87 88 

全 世 界 1,395 1,295 1,332 1,345 628 728 932 714 

ソ 連 1,037 975 971 970 287 336 425 323 

中 国 71 85 129 133 135 209 321 201 

東ヨーロッパ 191 149 143 146 96 81 76 78 

西ヨーロッパ 57 58 63 71 78 81 89 92 

●亜麻（リネン）

図 3 -1 亜麻の主な産地

。 0

0

 

3. 2. 4 原料・紡績生産工程について

リネンは靭皮繊維であるので， これを紡績原料と

するまでに，草丈0.8~1.0m，直径0.8~2.0mmの成長

した亜麻茎を木質部と靭皮部に分類させます。この

工程は，木質部と靭皮部との結合を弱める浸水工程

(retting)と外皮及び木質部を機械的に破砕し除去

する製線工程（Scutching)からなり， ここで長繊

維である正線 (Scutched Line) と短繊維である粗線

(Scutched Tow) に分類します。浸水は，一般的

微生物による発酵作用を利用する独特の工程で，水

中に浸漬して行う水浸水 (Water retting)と地上

に倒して行う雨露浸水 (Dew retting)に大別され

ます。

浸水は繊維束を分裂し易くし，後の紡績工程での

可紡性に与える影響が大きく重要な工程です。浸水

による減量はおおよそ20％前後で，製線工程での歩

留は干茎に対して正線でおおよそ17％前後，粗線で

おおよそ 7 ％前後と云われています。（図 3-2, 3) 

紡績での可紡性をよくするため，櫛杭工程（Hackl

ing)にて繊維束を分裂させ平行度を上げて，繊維

塊もつれ，外皮木質を除去します。この工程に

て得られた繊維は長く長線 (Hackled Line) と称

4

月
に
タ
ネ
を
ま
き

6

月
初
旬
ご
ろ
か
▼

7

月
か
ら
8

月
に
か
け
て
収
穫

ら
開
花
す
る

▼
抜
き
と
ら
れ
た
リ
ネ
ン

ゴムペルトにはさまれた亜麻

冒．．ヽ．．．．

；よび粗線
図 3 -2 

（ターピン製線機）
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（生茎） （千茎）

: ＊発酵浸水
: I • water rettmg 
: 
'ｷｷｷｷｷｷI • dew retting 

＊化学浸水

（無浸水）

（正線） Scutched Line 
（粗線） Scutched Tow 

図 3 -3 原料工程 ＜出所繊維便覧ほか＞

し長繊維紡績に使用され，脱落した短い繊維は短線

(Hackling Tow) と称し短繊維紡績に使われます。

亜麻紡績の精紡方式には乾式と湿式とがあって，

乾式（乾紡タイプ）では繊維が繊維束として挙動す

るため細番手を紡出することは難しく，通常，亜麻

I 

式紡績では麻番手で20(L) 程度までであるが，特別

の処理をすることより， 現在， 麻番手で， 40~

50(L) クラスの紡績が可能となっています。

湿式（濶紡タイプ）は， リネン独特の方式でロー

プは温湯に浸漬されてから， ドラフトされ紡出され

ます。したがって単繊維を膠着しているペクチン質

はこの温湯作用により膨濶軟化し， ドラフトゾーン

で単繊維化して挙動し，麻番手で100~150(L) の細

番手の紡出が可能です。湿式で紡出された糸は，糊

付糸のような状態となりコンパクトで毛羽の少ない

のが特徴となります。

その他ギル紡は，亜麻乾式紡績の一種で，現在

次第に減少しているようですが，ギル上でドラフト

され，太番手用で，麻番手の 5~14(L) クラスであ

り，スライバーより直接紡糸するため，繊維配列の

よい強力の高い糸を得ることができます。（図 3-4,

5) 

▼
繊
維
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く
し
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ず
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く
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▼
紡
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機
で
糸
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つ
む
ぐ

し
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”
r

＼
翌
ニ
―
ド
ド

) 
機杭灌

図 3 -4 （亜麻瀾紡機）
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（正線）

I ターピン製繊機 I

く 2

（短線）

Hackled Tow 

く 3 亜＞

（粗線）
l l 

（プレーカーカード）

図 3 -5 

3. 2. 5 繊維の形態・構造と特性について

リネンの茎は，表皮・靭皮・木質部に大別されま

す。繊維は靭皮部に繊維束の形で存在し，繊維束は

繊維細胞（単繊維）の集合体で，繊維細胞および繊

維束間には非セルロース成分があって， これらを膠

着しています。形態としては，繊維は均斉な円筒状

で天然撚りはなく，願微鏡で見た時，表面のところ

どころに関節状の節があり中空孔（ルーメン）が見

えます。繊維の両端は鋭くとがっており，繊維細胞

は，比較的短く，平均30mm以下です。断面は繊維細

胞自体，多角型で細胞膜は厚く， ルーメンは狭く，

時に線状をなしており，太さは平均23 µ前後です。

（図 3-6, 7, 8, 9) 

（潤紡糸）

（乾紡糸）

（ギル紡糸）
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繊維を構成している繊維素分子は，重合度が高く，

それゆえ引張強度が大きく，天然繊維中でとくに強

い繊維です。結晶化度，配列度は高く，傾角（ミク

ロフィプリルが繊維軸対して角度のあるらせん構造

になっている，角度）は小さい。このため繊維特性

上，抗張力，ヤング率，剛性が増大し，一方，伸度，

防しわ性に減少が見られます。ヤング率は，綿より

も高く，「張り」「しゃり感」を与え， さらに通気性

アップにも寄与します。公定水分率は， 12％で良好

な吸水性及び発散性を有します。

単繊維強度は大きく，とくに湿瀾時に，強力が増

す特徴をもち，耐久性に富む繊維です。反対に，伸

表 3 -11 繊維の形態と構造

単繊維の長さ (mm)

単繊維の太さ(µ)

断面形態

冒特 I クリンプ
I ねじれ

の長 1 節

重 合 度
結晶化度（％）
傾 角（゜）

表 3 -12 物性値

引張強度 標準

(g/d) 湿

伸 度 (%) 

伸長弾性率 (%) 

見掛けヤング率(g/d)

比 重

水 分 率 公定

(%) 標準

断面膨濶度 (%) 

60 

亜麻

56~63 

5.8~6.6 

1.5~2.3 

74(296) 

150~265 

1.5 

12 

7~10 

40 

なし
なし

あり

2,200~2,400 
88 
55 

出所繊維学会誌

苧麻 綿

65 3.0~4 9 

7.7 3.3~6 4 

18~23 3~ 7 

84(1 %) 84(1 %) 

185~405 68~93 

1.5 1.54 

12 8.5 

7 ~10 7 

21~42 

1 
I 

I 

度は低く，とくに伸長弾性率は小さく，伸びの回復

が低い傾向にあります。その他の特性について，繊

維の光学的性質として，反射は光沢に関係し，屈折，

吸収は分子構造，配列度，表面状態などに関連して

います。

電気的性質としては，表面抵抗値並に摩擦帯電圧

ともに小さく，静電気の帯電によるまつわりつきや，

ほこりの吸着等はみられません。化学的性質につい

ても綿と同様で，耐薬品性について同じような溶解

性をもち，耐熱性，燃焼性について（限界酸素指数

LOI値は，綿より高いが易燃性です）溶融しない利

点があります。（表 3 -11, 12, 13, 14, 図 3 -10) 

出所繊維学会誌

2,600 1 2,000 
88~90 | 88 

3.5 I 50 

表 3 -13 素材性能及び特徴

特 性 項 目 評価 性能•特徴

機械的性質 重合度 大 強靱（強力大）
（構造的性質） 結晶度 大

I 
抗張力，ヤング率，剛性，

大→「脹り」「しゃり感」，
光沢，大，伸度．防しわ性．

傾角 小 小→しわになりやすい

強度 大 耐久性富む＜洗濯条件下

で強力保持＞
伸長率 小 しわ回復，低
ヤング率 大 「しゃり感」「張り」
水分率 大 吸水性，発散性

電気的性質
[ 
表面比抵抗 • まつわりつきなし

摩擦耐電圧

化学的性質 耐薬品性 • 綿に同じ

耐熱性 • 易燃性
燃焼性 • 熱分解，溶融なし

物理的性質 熱伝導性 • 放熱効果，冷涼感

（衛生的性質） 通気性 • むれ，快適

保温性 • 放熱

吸湿・吸水性 • 汗を吸う

発散性 • 汗を発散
防虫性

゜
清潔感

◎優れている 〇良好 △普通



表 3 -14 原料の化学的組成 (%) 

亜麻 苧麻 綿

水 分 10 7 10.2 7 4 

セルローズ 71 5 66 3 87 0 

水抽出物 60 10.3 39 

油脂および鐵 24 0.6 06 

灰 分 1 3 5.6 1 1 

細胞間物質 9 4 12.7 

出所繊維学会誌

g/tex 

4O,. 

10 

0 5 10 15 20 25 30 35 40% 
伸度

図 3 -10 天然繊維の強伸度 出所繊維学会誌

3. 2. 6 リネンの製繊・製編・加工技術•取扱い

同じセルロース繊維の綿と比較して，伸度が小さい

という点で個々の技術上の差があり， それぞれの条

件で行います。製織工程の準備工程として，経糸の

整経を行います。リネン潤紡糸は単繊維を膠着して

いるペクチン質などによって，糊付糸のように毛羽

伏せ状態になっているため，多くの場合糊付は不要

で，部分整経が行われることが多い。乾紡糸もしく

は混紡糸については，荒巻整経で行い，糸速は綿の

条件よりいくぶん低速にする必要があります。製織

の際に，糸の毛羽を伏せ，糸切れを少なくして製織

性をあげるため，糊付の条件が重要なポイントとな

ります。糊付には， 1 本糊付，紹糊付， ビーム糊付

があり，糸のタイプ，用途により区分しています。

糊材の組成は現在では， PVA, コンスターチ，油剤

宣

宣
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が主流で，それぞれ条件は違いますがおおよそ 5%

前後の付着鼠です。

現在，製織の生産対応は革新織機が主流で， レピ

ア織機では200~230rpm, 自動織機では 150~190

rpmの回転数で製織しています。又，混紡品では，

エアジェット織機の対応もあり， 400~500rpmで運

転しています。とくに製織性は温湿度に大きく影響

され，一般に25℃前後， 80%RH の条件が望しく，

高湿度の場合に好結果が得られています。

製編も同様横編は双糸使いの先染が多く，糸染

時の風合，平滑処理によって編成効果をあげており，

丸編は単糸使いの後染が主流で， いずれも温湿度の

管理が製編性に大きく影響します。

先染等のリネンの糸加工について， リネンにはペ

クチン， リグニンなどの央雑物が多員に存在してい

るので，染色前の処理工程に十分な時間を必要とし

ます。糸の種頬によっても処理条件は違ってきます

が， Watter rettingしたものはDew rettingより

も目減りは少なく，燦白には亜塩素酸ソーダ法と過

酸化水素法が一般的に用いられています。ここで，

アルカリによる過度な処理は，繊維自身を分繊化さ

せることがあるので，加工条件に留意する必要があ

ります。＜亜塩素酸ソーダによる処理方法＞はリネ

ンの漂白に最適といわれており， さらに白度を必要

とする場合には，亜塩素酸ソーダ～過酸化水索によ

る方法が良好です。＜過酸化水素による処理方法＞

は加工条件に留意することが必要です。又，鉄分が

付着している場合がありますので， キレート剤を使

用することが必要ですし，篠酸で前処理する方法も

とられています。次に， リネン糸の染色については，

綿・レーヨンと比較して，重合度，結晶化度，配列

度が高く，染料吸収率が低い傾向にあります。使用

染料は，綿・レーヨンと同様で，反応性染料，直接

染料，バット染料，ナフトール染料，硫化染料など

が用いられ，その中でも反応染料が一般的です。

スラッシャサイジング

図 3 -11 製織準備工程
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（表 3 -14，図 3 -11) 

リネン織物の仕上加工工程について， リネンは前

述どおりペクチン， リグニン等の不純物が多いので，

染色に先立ち，毛焼き，糊抜き，精練，漂白，場合

により， シルケット加工等の前処理を行います。そ

の良否が，染色結果に大きな影轡を与えます。各エ

程は次のようになります。

＜毛焼き＞毛羽は綿に比較して太く焼きにく<,

ガス毛焼＜直火式＞が主流です。又，毛焼に先立ち，

シャーリングを行うこともあります。

＜糊抜き＞製織時における毛羽伏せのため，蚤糸

に糊が使用されている場合，染色における浸透不良

がないように糊抜きを十分に行います。

＜精練・漂白＞精練は不純物を除去するために，

苛性ソーダや炭酸‘ノーダにて十分に処理します。漂

白は綿に準じて行いますが，亜塩素酸ソーダが最も

色素を取りやすく，強度の低下も少ないので一般的

に用いられます。

＜シルケット＞一般に綿と同様光沢寄与，染料

の吸収率の向上などでシルケット加工を行うのが主

流です。

＜染色＞綿と同様，セルロース繊維という点で適

用される染料は，反応染料，直接染料， スレン染料

が主流です。（図 3 -12) 

代表的な染料について述べると，反応染料は色相

も鮮明であり， リネンの染色に最もよく用いられま

す。とくに，吸尽染色法の場合， リネンは結晶化度

が高く，染料を内部浸透させるため，染色温度をさ

げる必要があります。低温型の染料では浸透不足と

なり，染色の外観品位に問題が残り，一般的には，

高温型の反応染料が良好です。染色条件も， 80℃以

上が必要で，染色温度に耐える染料選択が必要で，

アルカリ剤を添加し，セルロースと十分反応させる

ため，いろいろな染法が検討されています。又，堅

牢度面での耐塩素性の問題，濃色における湿潤堅牢

度の向上など， フィクス処理をします。直接染料は，

種類によって衣料用として，色相の鮮明性は期待で

きませんが簡単に染色できるという点で，以前から

一般的に使用されていました。堅牢度面で，洗濯堅

牢度が低く，内装用の使用が主です。スレン染料に

ついてはリネンの染色において，鮮明色にはやや問

題がありますが，堅牢度面は最も優秀です。とくに

耐塩素性，耐光性，耐湿濶堅牢度性については良い

性能を示します。但し，染色法がやや複雑で均染性

を得る手法が必要です。（表 3 -15) 

仕上加工面では， リネンは綿と同様セルロース繊

維であり，基本的に綿・レーヨンの加工技術はリネ

ンにも応用できます。但し，繊維構造が異なる点，

リネンについては綿以上に加工条件に留意する必要

があります。（表 3 -16) 

染色工程

「―i精練・漂白 1可 「― I 精練・漂白・染色 17 

繊：＿＿ 糸 生機（織物・ニバ） 万→口正l
I のり抜き I • I 精練・漂白 I • | シルケy卜加工 I • i浸染・捺染 I • i乾燥（熱処理） 1 

L__ニエ→直こ→エ幻→一次製品→二次製品 7 
図 3 -12 仕上加工工程

表 3 -15 リネンの主要染料について

反応染料 直接染料 建染染料（スレン）

適用濃度範囲 淡色～濃色 淡色～濃色 淡色～中色
色 相 鮮明色も可能 暗味の傾向 中間色が主体

堅ろう度 比較的良好 湿濶堅ろう度を中心に不良 全般的に良好

浸 染 法

゜ ゜
0 （主として糸染め）

連 染 法

゜
0 （主として布染め）

捺 染 法

゜ ゜ ゜染色操作 比較的容易 比較的容易 煩 雑

染色価格 標 準
安価～高価

高 価
（高堅ろう度タイプは高価）
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表 3 -16 各種加工について

特殊樹脂加工
発水加工．防水加工．吸汗吸水加工，

抗菌加工，防臭加工，防炎加工

リップル加工， しわ加工． ワッシャー加

工， エメリー加工（ピーチ調）， プリー

ッ加工，クレープ加工， エンポス加工，

差別化加工
オパール加工， ‘ノフト加工， 防縮加工，

防しわ加工，高反発加工， ストレッチ加

工， コーティング加工，インジゴ草木染

加工，むら染め（スベック）加工，パイ

オ加工

3. 2. 7 用途について

原料は，現在，国内生産はなく輸入に依存してい

ます。純糸の紡績， とくにリネン濶紡糸の生産は，

小規模で大部分を原料，糸，織物，二次製品の形で

外国より調達しています。混紡糸については，輸入

原料で国内で紡績されることが多いです。 リネン，

ラミーを製品用途別に見ると，衣料用68%, 家庭用

31%. 産業用 1 ％で，我が国の消費は衣料重点型で．

家庭用，産業用についても，それぞれ特性を生かし

た用途に限られています。

前述したように， リネンは衣料用ばかりでなく，

テープルクロス，ナフキン．ハンカチ， シーツ，椅

子掛地．ケースメント．壁紙などのインテリア用品

並びに，寝装品にも用いられており，業務用のテン

ト地や帆布ホロー地絵画のキャンバス．芯地，靴

やカパン．さらにそれらの縫糸などにも使われてい

ます。又．短い繊維は，紙幣，辞書．煙草の巻紙に

用いられるなど．身の回わりの各種付属品や資材用

にも使われています。

採種用の実からは．ペンキや印刷インクに使われ

る亜麻仁油（リンシードオイル）が採れます。とく

に．麻繊維の中で．衣料用としては古く， ラミーが

アジアで広く利用され． リネンはヨーロッパで発達

してきました。（表 3 -8. 17) 

表 3 -17 各国の 1 人当たり亜麻繊維消費量 単位：グラム

1985 1986 1987 

日 本 54 103 130 

米 国 430 441 492 

イタリア 161 91 152 

ドイ ツ 125 108 130 

フランス 125 65 121 

イギリス 90 92 97 

（出所 FAO) 
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夏は麻といわれるように，夏用衣料素材として，

涼しい着用感と触感が評価されています。これは衣

料の機能として，人体の放熱を調節して，衣服内の

環境状態を快適に保つこと，外部の環境状態が人体

に与える影響を緩和することにあります。夏の高温

多湿の環境状態では，熱の移動の伝導，副射につい

て，外気と衣服内部の快適といえる温湿度条件に近

いため，熱が人体から生布に，生布から外気層へと

移動するのを見きわめることは難しく， おそらく換

気性が最も実際的要素でしょう。 リネンは繊維の剛

性，吸汗性，乾燥性などの特性と，通気性や繊維の

表面状態も含めて，夏衣料に要求される清涼感を与

えている条件がそろっています。

3. 2. 8 最近の動向，開発状況について

繊維の機能は複雑多岐にわたりますが，合理性を

追求する機能性と感性を追求する審美性・ファッショ

ン性の 2 つは複雑に交錯し，共に進化していきます。

消費者のニーズも高級化するとともに多様化してお

り，数多くの差別化素材が誕生しています。 リネン

素材はそれ自身，自然感覚の魅力ある衣料素材であ

るが，さらに高付加価値化のため「風合，外観」「機

能性」を求めた新素材開発の努力がなされています。

リネン素材の開発テーマとしても， 次の 4 件が大

きくクローズアップされます。

1) 原綿の特徴を生かした差別化素材の追求。

2) 原綿の化学的な改質処理による新しい特性の

追求。

3) 新しい紡績技術の追求。＜交撚を含む＞

4) 化合繊他繊維との混紡技術，複合化への追

求。（表 3 -18. 19) 

リネンは靭皮繊維で， これを紡績原料とするには

表 3 -18 付加価値加工について

ソフト，ぬめり，ナチュラル， しゃり，

張り，反発パルキー，ポリューム，光沢，
風合外観

艶．発色性（鮮明）， クリヤー異色効果．
（感性）

杢糸調，むら染，霜降調， リンクル，

ドレープ

吸湿吸水，発水，防水，発散（乾燥），

機能性
通気，保温，防縮，防しわ， ストレッチ，

抗ピリング，耐洗濯性，防臭，防菌，防虫，

防かび，防炎， W&W
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表 3 -19 糸の開発事例

テーマ 内 容

表面変化
•原綿トップ染の紡績糸，単色使いや多彩色使いとミックス技術で独特の深みのある杢調，多色杢
調の色糸の展開

細番手化 •特殊混紡法による細番手の紡績糸の展開

•特殊精紡交撚方式の紡糸で，毛羽を押さえた膨らみのあるソフトタイプの糸で，かつ，強撚糸の
ソフト化 細番手化の糸展開

・ファインデニールのポリエステル原綿と精選されたリネンとの混紡糸でソフト化を展開

•特殊紡による二層構造糸の展開
（ポリエステルとの二層構造糸による防しわ性の向上）

機能性 ・高収縮ポリエステル混紡によるパルキー性の展開
・フィラメントとのカパーリングによる二層糸構造の展開

•特殊撚りによる糸の伸縮性の展開（糸の形状記憶加工・パルキー性・防しわ性）

いくつかの方法があります。市場には種々の形態の

繊維原料があり．品質や色合いで格付けされ．長繊

維原料の正線と短繊維原料の粗線に分類されていま

す。

最近では，製線工程の前の浸水工程での原料処理

について，水浸水から雨露浸水処理への傾向が主流

となっています。さらに紡績の段階で，非セルロー

ス成分を残して紡績する点で，紡績方式によって外

観物性面について性格の異なるタイプの糸の展開

になります。

一般的に原料の繊維長．紡績方式によって長繊維

濶紡糸（Wet spun line yarn), 長繊維乾紡糸

(Dry spun line y arn), 短繊維潤紡糸 (Wet spun 

tow yarn), 短繊維乾紡糸 (Dry spun tow yarn) 

に大別され．最近では長繊維濶紡糸で粗糸を化学処

理して紡績するロープ精練方式が定着し． この方式

での細番手化の傾向が出てきています。

リネン原料の品質は．産地．気象条件等によって

かなり異なります。輸入される紡績用原料の分類，

並に，糸のタイプを見きわめることが． とくに素材

使用の重要なポイントになるでしょう。（図 3 -13. 

14. 15) 

次に仕上加工面でも． リネン自身がもつ素材のナ

（千トン）
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チュラルな風合とその機能性について，素材自体の

もつ長所を最大限伸ばし欠点を改善することが最大

のテーマとなっています。最近ではとくに，消費水

準の向上とともに製品に対する要求も消費者主導と

なり，多様化，個性化の傾向の中， ソフト，光沢が

基調で，感性面での付加価値がポイントになってい

ます。（表 3 -20，図 3 -16. 17, 18) 
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表 3 -20 加工面での開発事例

テーマ

ソフト化

防縮・寸法
安定化

加 工 内 容

セルロース
天然のセルロースは結晶領域と非結晶領域からなる平行なセルロース分子が互い

改質加工
に水素結合しています。このセルロースに分解酵素を作用させ，本来の性質を壊
すことなく，改質処理し，減量効果によるソフト化の追求。

柔軟剤加工
シリコン樹脂， ウレタン樹脂が主流で特にアミノ変性シリコン系は導人されたア
ミノ基により，繊維表面への配向吸着性をアップ， ソフト化の追求。

マーセうイズ加工 セルロース繊維を苛性に浸漬し，収縮，膨潤させることで，寸法・安定性の追求

防縮・樹脂
繊維素反応型樹脂（グレオキザール系樹脂）等により，直鎖状に長く結合してい

加工
る線状高分子のセルロースのグリコース残基ごとのOH基に反応させ，分子間架
橋し，防縮．防しわ性の追求。

セルロースの構造

CH,OH 

H汀亨゜
セロビオース

セルロース

図 3 -16 セルロース改質加工

H,OH 

A[。5皇冒—三:/-ょコ：ニコ
セルロース 1 アルカリセルロース 1 水セルロール セルロース II

図 3 -17 マーセライズ加工

反応機構

>
/ \ 

Cell-0-N N -CH20-Cell 

I I 
CH—CH 
I I 

0 0 
I I 

Cell Cell 

図 3 -18 樹脂加工

3. 2. 9 まとめ

リネンの持つ， しっとりとした優雅な光沢とさわ

やかな風合は，定評のあるところです。高温多湿の

我が国の気候に対して「ハリコシ」「シャリ」さらに

「吸水性」「発散性」「通気性」の良さがトータル的な

評価として「涼しさ」「快適性」を感じさせ，ナチュ

ラルなライフスタイルヘの志向には， その自然な外

蜆がマッチしています。又，天然繊維の中でとくに

強くて，濡れるとさらに強度が増すことは，洗濯に

強く，多量に出る汗を吸収し，発散させ．洗濯回数

の多い夏衣料用途に適しています。ファッショント

レンドにより． しわの価値観は低下し，向上が望ま

れています。ポリエステルの混紡や交撚技術などに

よって「しわ」の問題も改善され． ウォッシャプル

でイージーケア<W&W>の商品開発がみられます。

かつて古くから人類に親しまれ． ましてや最近の

ェコロジープームの中，地球的環境汚染の問頗，省

資源対策の検討も含め，石油を原料とする化合繊と

違い，更新可能な資源である天然繊維， しいては植

物繊維が衣料素材として位置づけられ， その価値が

見直される必要があります。

甚本的な素材の良さより，感性を強調した流れが

主流の中，本来機能性を兼備えたうえに， それらの

感性的な加工を付与することが望ましく， その時，

初めてそのものが評価されます。これからもあらゆ

る用途に応じて，着心地，快適性など，益々要求が

厳しくなることでしょう。

（帝国繊維株式会社生産開発事業本部

生産技術システム部次長大崎誠彦）
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3. 3 羅布麻（ロープーマ）

3. 3. 1 はじめに

羅布麻は中国語の植物名称である。わが国ではこ

こ数年来， “ロープーマ”等の商品名で羅布麻繊維

の衣料品分野への商品化が行われ，注目を浴びつつ

あるが，商品化の歴史は浅く．未知の部分が多い。

しかし，既存のいくつかの天然繊維の優れた特徴を

兼ね備えており．今後の研究開発により高級衣料と

しての普及が待望される新しい植物繊維である。産

地の中国では，羅布麻の生態等に関する学術的研究．

衣料等への実用化にむけての開発がこれまで断続的

に行われてきたが．その成果を系統的に集大成する

には至らなかった模様である。最近あらためて日本

と中国との共同作業により．衣料をはじめとする各

種高級繊維製品の素材としての開発研究が行われて

いる。

3. 3. 2 羅布麻とは

羅布麻は央竹桃科に属する野生植物で，多年生宿

根草本植物である。根の深さは 2~ 3 メートル，寿

命は10~20年である。生命力が強く，酪暑，醗寒，

乾燥に耐え，アルカリ土壌，砂地でもよく生育する。

地下茎は 4 月初めに芽を出し， 6 月には高さ1.0~

1. 5 メートル，茎は鉛筆くらいの太さに成長し， ピン

ク色の小さな花をつけ， 10月をすぎると立ち枯れの

状態となる。これを刈り取って茎皮をむき，茎皮の

中の靭皮繊維を利用するのである。

t \蔓

開花期 (6 月頃）のロープーマ

羅布麻の自然分布はユーラシア大陸の広い地域に

わたっている。中国では西北地区，華北地区の 11 の

省および自治区に分布するが，最も群落が密集して

いるのは新彊ウイグル自治区タリム盆地周辺である。

羅布麻とは，楼蘭遺跡で名高いロプノール湖（羅布
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泊）にちなんでつけられた名称であるが，実際には

ノプノール湖よりも西のタリム河， コンチェ河流域

に多く分布している。新彊での分布面積は800万ムー

にも及び，資源的には無尽蔵であるとも言われてい

るが，人が人り込めない地方も多く，必ずしもすべ

てが利用可能というわけではない。

羅布麻には紅麻と白麻の二種顆がある。茎の色の

違いからそう呼ばれるのであるが，花，葉の形状も

互いに若干異なる。前者は揚子江以北に分散して自

生しており，後者は新彊ウイグル自治区の前述の河

川流域に群生する。新彊の白麻は， その花の大きさ

によって大花，中花，小花の三種類に分けられ，現

在利用されているのは，分布が人里に近く採集も便

利な大花と中花である。

3. 3. 3 開発利用の歴史と現状

中国における羅布麻の利用は，衣料用の繊維とし

てよりも，むしろ葉や根に含まれる成分に血圧降下，

強心利尿等の作用があることから，医薬，茶， たば

こ等への利用が注目されてきた。しかし，衣料用繊

維としても民間では古くから利用されていたらしく，

新彊では約 300年前，尉梨や若尭などで人々が羅布

麻の茎皮で布を織っていたと伝えられている。

近代的紡織工業の分野で利用が始まったのは，

1950年以降である。当時の中国は，綿花生産がその

需要に追いつかぬ状況であった。人民の衣料問題を

解決するために，豊富な野生の羅布麻を紡織繊維の

原料として利用すことは，大いに研究，開発に値す

ることであった。 1950年代後半から 1960年代にかけ

て，上海西安で綿毛との混紡糸，およびそれら

による各種織物が試作された。しかしその後，加工

の難しさに加えて，綿花の増産や化合繊工業の発展

等により，羅布麻が本格的に商品化されるには至ら

なかった。

1980年代半ば頃，中国が対外開放政策を推進する

なかで，新彊ウイグル自治区では，羅布麻を対外貿

易の重要商品の一つとして位置づけ，国際市場に売

り出すことを決定した。現在では新彊紡織品進出口

公司が中心となって，主産地であるバインゴルン蒙

古自治州，アクス地区，カシュガル地区， ホータン

地区の各州地区対外貿易公司を通じて原皮を購人し，

バインゴルン州にある脱膠工場で精干麻に加工生産

し，同公司が一手に国内外に販売している。日本に

は精干麻の状態で輸入され，紡績，織布，編立，縫

製，染色等を行っている。



3. 3. 4 繊維の特徴

羅布麻繊維はラミー， リネンと同じ靭皮繊維であ

り，茎の構造はリネンに近い。繊維長もリネンとほ

ぽ同じ20~40mmである。繊維の断面は六角形で中空

がある。

繊度はラミーより細く，強力はより強い。

羅布麻はラミー， リネン等の麻とは異なり，肌ざ

わりが柔らかくチクチクしない， しなやかで絹のよ

うな光沢がある，吸水性と通気性に優れるといった

特徴をもっている。つまり，麻のさわやかさ，綿の

柔らかさ，絹の光沢をあわせもった繊維といえる。

表 3 -21 羅布麻（ロープーマ）物性比較表

ロープーマ ラミー リネン

繊 度 (D) 3 4.5 2 

強力（乾） (g /0) 6.7 6.5 6.3 

伸度（乾） (%) 2.5 2.3 1.8 

吸水率（％） 24 24 8.5 

発散率（％） 100 100 88 

注：ロープーマ 9 は通産省の繊維製品品質表示規則により
“繊維素繊維’'の表示となります。

3. 3. 5 原皮の採取

新彊では，小麦，綿花の収穫が終わる 10月下旬か

ら春の農耕が始まるまでの農閑期を利用して，農民

や農場労働者により原草の収穫と剥皮が行われる。

新彊では羅布麻の分布面積広しといえども，群落の

まばらなところも多く，密集地で効率良く収穫しよ

うとすれば，概して交通，輸送の不便な地方にまで

分け入らねばならない。

収穫した原草は，手作業あるいは機械により糸lj皮

される。手作業による剥皮は，農家や農場の副業と

して行われるが，一本一本の茎から茎皮をはがす作

業は多大な労力を要する。一人が一日に得られる茎

皮（原皮）鼠はせいぜい0.8~ 1. 0 キロにとどまる。

表 3 -22 羅布麻加工の工程図
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一方．機械による剥皮は，ここ数年来研究が続けら

れて来たもので，現在，実用段階にはいりつつある。

各種の剥皮機が考察されたが，原理的には大同小異

である。数対のローラーの間に束ねた茎を通すこと

により，茎をおしつぶし，茎皮と木質部とを分離す

るのである。

剥皮後の原皮

3. 3. 6 脱膠

羅布麻の茎皮には，繊維以外に表皮， 内皮，柔軟

組織ペクチン等の物質が含まれる。繊維を取り出

すためには，脱膠を行い繊維を分離させねばならな

い。脱膠により取り出された繊維は精干麻と称され，

紡績の直接原料となる。脱膠工程としては， まず原

草を 1~2 日間，常温の水中に浸漬し発酵させた後，

苛性‘ノーダを主体とした薬液中で精錬する。一回の

精錬時間は 1 時間ないし 1 時間半，精錬後，大洗機

により数分間たたきながら水洗いをおこない，精錬

により分離した繊維以外の物質を流し去る。このエ

程を 2~3 回繰り返しおこなう。この後，漂白，中

和，水洗，脱水，オイリングを経て， 自然乾燥させ

る。繊維に柔軟性をもたせるため軟線機による軟線

をおこなう。

層王｝—剥皮~脱股~績

糸染，織布

織布，染色 断，縫製~
原草の収穫:: 酵発盆
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ニット（経編） ［己□／~
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3. 3. 7 紡績から衣料製品まで

わが国での羅布麻の紡績は純紡および毛， シルク，

化合繊との混紡も試みられているが，主体は綿との

混紡である。その市場性と経済性から，羅布麻70%

／綿30%, 羅布麻55％／綿45％の二種類の混率が中

心となっている。

羅布麻繊維は剥皮，脱膠工程で木質部が必ずしも

完全に除去されないため，紡績前工程での木質部除

去が必要である。また，羅布麻繊維の繊維長，・抱合

力等の問題もあり，紡績工場ではゲージ，圧力， ド

ラフト等，さまざまな綿での工夫が必要とされる。

繊布，編立，染色ではとくに困難な問題はない。

市場では春夏シーズンを中心に，各種の衣料，寝

装品インテリア，小物として販売されている。

3. 3. 8 今後の課題

羅布麻繊維の開発利用は，中国で若干の経験があ

るというものの，未知の部分が多い。剥皮，脱膠技

術の改善により，より良い繊維を取り出し，更に高

級な商品群を作り出すことができる。また，羅布麻

を野生のままで利用するのではなく，人工的に栽培

することにより，資源保護とより効率的な原皮の採

取のための努力も試みられつつあり， その成果が期

待される。

（蝶理株式会社ロープーマ・プロジェクト・チーム）

3. 4 パイナップル繊維

3. 4. 1 歴史

パイナップル繊維は現在も「ビーニャ」と呼ばれ

フィリビンで細々と民芸品的に生産されている特殊

繊維である。その歴史は古く 16世紀終りには一宣教

師によってフィリビン島におけるパイナップルの葉

繊維を原料とする織物製造が報告されている。

パイナップルは元来，南米が原産地で，学名アナ

ナスコモサスのアナナスは南米ガラニインディアン

の言語に由来し，香り高い果物という意味である。

このアナナスコモサスが大航海時代に， イスパニア

人やポルトガル人達によって各地に伝わり， フィリ

ピンにも 16世紀末に伝えられた。フィリビン原住民

達の間には「アバカ」と呼ばれるマニラ麻の製造技

術が存在して居り，このアパカの技術がパイナップ

ルの葉と結びつき「ピーニャ」の生産に至った。

3. 4. 2 特徴

パイナップル繊維は果実の下方に生育する葉より
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採取される。特に「ピーニャ」は，食用のパイナッ

プルより小ぶりの実をつけ，葉の長く柔かい種類よ

り繊維が採られている。

パイナップル繊維の特徴は何といっても，断面の

電顕写真（写真 3-7) に見られる様に非常に細い

単織維の集合体である事で， これはいわば天然のマ

イクロファイバーと呼べる。その太さは，約0.3 d で

あり絹の約Y4, 綿の約柑，ラミーの約船に相当す
る。この様に細い為にその取扱いには細心の注意が

要求されるが，パイナップル繊維独特の光沢と柔ら

かな風合の得られる要因となっている。

次いで繊維の物理的性質では，表 3 -23に示す如

くパイナップル繊維は綿や麻並みの比重1.5 g /cd,

ほぼ綿並みの強力，ヤング率を示しソフトである事

が理解出来る。平衡水分率が高く (7.9%) 吸水•発

散率に優れて居り，夏用素材に適すと考えられる。

写 3 -7 バイナップル繊維断面電顕写真

表 3 -23 「芭蕉」・「パイナップル」•他繊維の物性比較

芭蕉 綿 リネン ラミー パイナッブル

比煎 I 01 152 151 151 1.52 (i,:/r.al). 

水分率 104 6.0 7.0 6.0 7,91 
(%) 4 

繊（d) 度 5,1~39.4 1.8 2,0 4 5 ~釘出

強、9d)乾 59~8 4 2,5~50 63 65~6.8 31~3.6 

強力湿 6 I ~7 2 6.6 7 7~7.8 2.0~3.4 (g/ d ) .  

伸渇）乾 30~3 3 7.0~100 1.8 2.3 3.1~4.4 

伸度湿 3 2 ~4 9 2.2 2.4 3.8~5.1 (%). 

ヤング率 1080~2700 980~I 300 2500 2500~5000 580~1500 
(kg／ヽ）

吸水率 29 0 8.5 24.0 12.3 (%) 

発散率 78 88 100 98.4 
(%) 20 
繊維長 20~70 25~45 20~30 20~200 （見五酌(mm) 

3. 4. 3 製法

パイナップルの葉から繊維を採るには， まず割れ

た陶器やガラスの様なもので葉をしごき，葉肉成分



を除去する。得られた繊維を水洗し乾燥した後一本

ずつ手で継ぎ織機にかけて織物とする。こうして得

られた手紡ぎ手織布がフィリピン伝統の「ビーニャ」

であるが，現在僅かに500~l,OOOM／月程の生産が

細々と続いている程度である。

3. 4. 4 カネポウ「鳳梨布」

鐘紡卸では，昭和57年より「テクノクラフト」シ

リーズとして民芸品や伝統工芸的商品の現代版化に

努めて来た。その開発商品の一つにパイナップル繊

維を手掛け昭和62年から研究を続けて来た。フィリ

ピンに開発担当者が出張し現地での「ピーニャ」の

原料背景，生産工程，規模を調査した。また，缶詰

用として多量に生産されているパイナップル畑で放

棄され，肥料としてのみ利用されている葉に若目し，

この葉からの採繊に着手した。手で繊維成分を採取

する代わりにデコルケーターと呼ばれる剥皮機にて

葉掬成分を除去し水洗した粗繊維を日本国内に持ち

込む。輸入した粗繊維を更にアルカリ溶液の中で煮

沸し樹脂分の除去を行う。次いで，麻紡工程に順次，

繊維カット，カーディングを経て紡紹にかける。昭

和62年の開発スタート当初，フィリピンでの採繊条

件，アルカリ処理条件，紡績条件等の条件設定が難

しく，綿75％混或いはシルク 50％混の糸が漸く紡け

た程度であった。暫くはこの混紡糸にて商品化が進

められて来たが，平成 2 年 4 月に初めてパイナップ

ル100％の糸が採れる様になった。それには，採繊技

術から紡績，織布，加工までの一環管理体制が大い

に貢献したが，細かな各工程での最適化条件の積み

重ねが極めて重要なファクターである。

表 3 -24 カネポウ「鳳梨布」製造フローチャート

パイナップル原草
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カネポウ「鳳梨布」の工程をチャートにて示すと

第 3 -24表の如くなる。こうして生産されるパイナッ

プル紡績糸は，柔らかで自然な風合と光沢，清涼感，

優れた吸湿発散性，適度な繊維差によるナチュラル

な外観，チクチクしないやさしい肌触りなどを備え，

織物としてスーツ， ドレス， ジャケットからシャツ，

プラウスや寝装用に使われている。

3. 5 芭蕉繊維

3. 5. 1 歴史

芭蕉布の歴史は極めて古く，琉球では 7 世紀初め

庶民の衣類として着用されていたとされる。また，

中国や南方との交易の折の高級貢物として役に立っ

たばかりでなく， 日本国内にあっても献上物として

本土に盛んに送られ，国の保護奨励によって， その

技術も一段と発展した様である。

近年は綿や麻におされ，生産量は激減し，今や民

芸品として少量が和装用，小物用などに生産されて

いる程度である。

3. 5. 2 特徴

芭蕉には，「花芭蕉」「実芭蕉」「糸芭蕉」の 3 種類

があり，糸芭蕉から繊維を採っている。糸芭蕉は 3

~4mにもなる背の高い樹で，沖縄本島，奄美大島

のものが繊維には最もよいと云われる。その繊維と

しての特徴は，断面写真（写真 3 -8) からも解る

様に，繊維の内腔が広い為に比重が麻より約30％軽

く，吸湿性が高い事，繊維が比較的太く優雅で張り

のある事，独特の光沢を有する事等が挙げられる。

繊維物性については表 3 -23 に示す。 比重が1.0 g 

/c吋と軽く，内腔が大きい為に平衡水分率が10％と

高い。強度は麻と同等で強くヤング率も高い，といっ

た特徴がある。

写 3-8 芭蕉繊維断面電顕写真
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3 ，麻，その他植物繊維

3. 5. 3 製法

現在沖縄地方で受け継がれている伝統的な芭蕉布

の製法は，

①糸芭蕉を伐採し，その茎から繊維となる皮を採

る。古い表皮を除き，外側から順に皮をはぎ，内

皮を着尺用として使用する。

②剥いだ内皮を束ね，灰汁で煮て不純物（非繊維

質）を除き，水洗する。

③次いで煮た内皮を爪や竹でしごいては付着して

いる不純物を除去して繊維とする。更に爪先きで

細く裂き乍ら一本ずつつないで長い糸とする。

④この長繊維ライクの糸で織物にする訳だが， こ

の際水分を与えながら整経し，手織機で製織して

いる。

⑤織り上った反物は，再び灰汁で精練を行い，十

分な水洗の後，お米の磨ぎ汁を発酵させた「ユナ

ジ」で漂白と共に漂白工程のアルカリを中和して

やる。

また，竹富島では海晒しと称し海水に芭蕉布を浸

け込み，海辺の紫外線や海水中のミネラル成分で

漂白を行っているといわれる。

の様になっている。

一本の芭蕉の樹から着尺用の良質の芭蕉繊維は約

20gr しか採れず，繊度を揃える為の糸芭蕉の栽培や

手入れを考えると大変な手間である。

3. 5. 4 カネポウ「芭蕉布」

昭和58年より，紡績法による芭蕉繊維の工業化が

鐘紡卸でなされた。その概略製造フローチャートは

図 3 -19に示されるとおりで，先のパイナップル繊

維同様麻紡績に似た方法で糸が作られ， テキスタイ

ル化されている。

芭蕉は繊維が太く硬い為に100％紡績より綿混， シ

ルク混等の混紡品として，婦人・紳士衣料や寝装用

として販売されている。

自然な光沢，清涼感，軽さ，優雅な張り感等が好

評である。

（鐘紡株式会社 繊維新商品開発部部長 小野 啓）
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煮ることによって、茎
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柔軟性を与える。

洗浄
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乙
図 3 -19 カネポウ「芭蕉布」製造フローチャート
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

第四章

羊毛，獣毛の基礎知識

4. 1 羊毛の基礎知識

毛皮をまとう；それはわれわれの遠い祖先が恵ま

れない皮下脂肪と貧弱な体毛のゆえに，寒冷期を生

き抜くための生活の知恵であった。おとなしくて，

特別な武器を持たぬ野性の羊（ヒッジ）は，人間に

とって格好の獲物であったろう。人間の体毛は長い

年月にわたる着衣の習慣からますます退化し，衣料

の必要度はしだいに増大した。手先が器用になるに

つれて，頭脳が発達し，人間はついに野性の羊を集

めて，家畜としてこれを飼育し，計画的に衣料を確

保するようになった。 (BC6000年と推定される地層

から家畜化された羊の骨が発見されている）また，

羊を殺すことなく，体毛だけを刈り採って，身にま

とうに便利なように加工するまでになった。獣毛は

その太さや外観によってウールとヘアに分けられる。

現在衣料用に使われている獣毛の大部分は緬羊の毛

（シープウール， sheep wool)である。加工技術が

進歩するにつれて，人間は獣毛以外の植物繊維から

も衣料をつくるようになった。こうしてわれわれの

先祖は，他の動物にはみられない独自の衣生活の基

礎を確立したのである。

衣食住のうち食と住はすべての動物に共通である。

羊と人間との関わりは他の何ものよりも長く深い，

いま地球上には，約10億頭の羊が飼育され，年々 150

万tのウールが生産されている。

獣毛は，化学的にはケラチンからできている。ヶ

ラチンとは，脊椎動物の皮膚およびそれから外に向

かって発達した組織蛋白の総称であり，適度な弾性・

強度·耐久性の要求される部位を形づくっている。

したがって，架橋性アミノ酸である、ンスチンの含有

量が他の蛋白質に比して多いのが特徴である。獣毛

繊維は形態学的には大まかに，表皮 (cuticul), 毛

皮質（cortex), 毛髄（medulla) の三つの部分か

らなっている。

羊毛は高度の機能性をもった繊維であり， また相

反する性質を兼ね備えた繊維でもある。それだけに，

繊維の形成には絹の100万倍，合成繊維の 100億倍と

いう大変な時間が費やされている。羊毛に関して，

その繊維構造の発生を論ずるためには，先ず紡糸孔

ともいうべき毛根の発生にまでさかのぼる必要があ

る。

4. 1. 1. 1 毛根 (Follicle) の発生

A. B. Wildmanは帝王切開して取出した緬羊の胎

児について，毛根の発生と毛の成長について詳細な

観察を行った。図 4 - 1 にその結果を示す。すなわ

ち，毛根は表皮の変形によって生じたものであり，

完成後は， 3 つの付属器官；脂腺（ Sebaceous

gland），汗腺（Sweat gland), および立毛筋

(Arrector muscle) をもっ， この 3 個の器官を完

備するものを第 1 次毛根P.F. (Primary follicle) 

と名づける。この種の毛根は 3 つずつ組を作って発

生し，いわゆる“トリオ”を形成することが多い。

第 1 次毛根の周辺（ 3 つの器官の反対側）に， 時期

的におくれて， 第 2 次毛根 S.F. (Secondary 

fo ll icle) が多数発生する。これは付属器官としては，

脂腺だけしかもたない。 P.F. と S.F. の数の比率は，

緬羊の種頬によって異なる。たとえば， Merino

coarseで17~18, Merino fineで22~24, Corriedale 

で 10, L incolnで 5 などである。毛根発生の密度は

品種により違う，すなわち， Merino coarse約60

/ mnl, Merino fine 80／叫， Coriedale 25/』

Lincoln 15/mn!である。

4. 1. 1. 2 毛根の微細構造

毛根の底部に発生したヘアーコーン（図 4 -1, 

d, H.C.) は表皮に向かって，直線的に成長し，繊

維 (Wool shaft)を形成する。これはさらに表皮

をつき破って，皮膚の外に突出するが， このときの

抵抗のために，繊維は，さや (Outer root sheath 

と Inner root sheath) とともに， ゆるやかならせ

んを描いて坐屈し固まる。（図 4 -1, e) このため，

毛根壁には厚い側と薄い側とを生じる。 Ruda!]は乳

頭 (Papilla) の形が非対称であると，発生する羊

毛のけん縮度が高いことを認めている。脂腺からは

脂肪が分泌されて，毛の表面を覆い，繊維が相互に

もつれることを防ぎ，かつ外部からの傷害を防いで

いる。また脂肪によるコスメチックな働きは，立体

らせん状にけん縮しようとする各繊維の傾向を統一
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図4-1 毛根の発生過程 (W i ldman)

して，平面波状に近い型のけん縮に強制している。

堀尾近土は毛根底部から表皮に至る 250枚の連続切

片を作成し，顕微科学的に観察した結果，毛根底部

より上怜ぐらいまでは，色素によるパイラテラル構
造を示さないことを認めた。

4.1.1.3 羊毛の発育に影響を与える因子

a) 銅；緬羊の飼料中に銅分が欠乏すると，毛量

が減少し，けん縮が失われることが知られている。

このとき銅イオンの適量を注射することによって，

毛の質は復元する。銅欠羊毛に関してつぎのことが

判っている。化学分析的には，シスチン含量が低下

しており，ーSH基含鼠が正常羊毛のそれに比して大

である (Burley, 1954) 機械的には35~45％の強度

低下，伸長時の塑性変形量が増大している。

銅の機作に関して， Marston (Copper Metabolｭ

ism Symposium 1950) はつぎのように述べてい

る。毛根のケラチン化帯でのシスティン残基 (-SH)

からシスチン残基 (-ss-) への酸化反応（角質化

反応）は，含銅酵素の触媒作用によって起こり，正

常な場合は， 6~8 時間で反応を終了するが，銅不

足羊毛の場合では， 3 日以上の期間を要する。この

ことは続いておこる脱水過程にも影響を与え，分子

鎖集合体のdisorderを誘起する。

ジサルファイド結合 (-ss-) の生成が不十分の
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ままで，全繊維が形成される場合は，力学的不均衡

が期待されず， したがってけん縮の少ない直毛を生

むものと考えられる。

また銅不足は，チロシンの活性を低下させ， メラ

ニン色素の生成が減ることも認められている。

b) モリプデン；飼料中モリプデンが増大すると，

銅不足同様の現象をおこす (Dick, 1954) 

C) コパルト；コパルトの不足は，発育不全，毛

量低下，強度低下を招く。

d) ビタミン；ビタミンA は毛の発育に影響しな

いが (Pierce, 1954), リボフラビン，パントテン

酸の欠乏により黒人の頭髪のカールが伸び， また脱

色があるといわれる (Hughes 1946) 。

e) グリコーゲン；毛根シース中にかなりのグリ

コーゲンが顕微化学的に検出されている。 しかもケ

ラチン化帯より上部には，存在しない， グリコーゲ

ンは，壁を透過して，繊維（Fiber shaft)中に侵

入し得ないが，ケラチン化に必要なエネルギーを供

給していると考えられている。ケラチン化帯でグリ

コーゲンの働きを受けやすく，ケラチン化が早く起

る側と，ケラチン化がおくれる側を生じることが予

想される。このことは，唸でラペルしたシスチンを

皮下注射し，繊維に顧われる radioactivityを現象す

ることによって，実証される。すなわち早くケラチ

ン化した側は， 3SSーシスチンの介入を許さず，未ケ



ラチン化部分にのみ"S ーシスチンの浸透が起こる。

図 4-2 にこのオートラジオグラフを示す。

図 4 -2 "Sでラペルしたシスチンを注射して
48時間経過した毛根縦断面のオート
ラジオグラフ

4. 1. 2 化学組成

羊毛を形成しているものは主としてケラチンであ

る，その完全加水分解物中には，表 4 - 1 に示す炭

化水素系 7 種ヒドロキシ系 3 種，酸性 2 種，塩基

性 4 種含硫黄系 2 種合わせて18種類の型のアミノ

酸が見出されている。羊毛ケラチンは存在場所によっ

て，アミノ酸組成が著しく変動する羊毛組織の各部

分を機械的に分離採取することは．技術的に困難

であるために，各構造要素の正確なアミノ酸組成を

求めることは，現段階では無理である。 しかし特定

のアミノ酸たとえばシスチンは組織を崩すことなく，

穎微化学的に，これを検出することが可能である。

この手法により．パラコルテックスはオルソコルテッ

クスより硫黄含嚢が高く．またマトリックスはフィ

プリルよりもシスチンを多く含むことが認められて

いる。

クチクル（鱗片）を構成しているケラチンは．化

学的処理と機械的処理を適当に併用することにより，

コルテックス（繊維の本体）から分離することがで

きる。表 4 -2 にギ酸処理と超音波による解体処理

によって単離したクチクルの分析数値が示されてい

る。すなわち．クチクルケラチンはコルテックスケ

ラチンに比して，相対的にシスチンの含皇が高く，

酸性アミノ酸に富み，塩基性アミノ酸は少ない。こ

れはクチクルが塩基性色素でよく染色される事実に

符号している。また表 4-2 第 1 行に示されている

システィン酸は． シスチンの酸化生成物と考えられ

るが， この含有塁について，クチクル部分は，全羊

毛の 5 倍量を示している。一方． シスチンについて

は． 2 倍弱である。この事実は， クチクルシスチン

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

表 4 -1 羊毛を加水分解して得られるアミノ酸

Name Structure of side chain (-R) 

Hydrocarbon 
Glycine 
Alanine 

Valine 

Leucme 

lsoleucme 

Phenylalanine 

Proline (cyclic, "other"_ end 
connects to N a tom) 

Hydroxy 
Serine 

Threonine 

Tyrosine 
Acid~ic (free and as 血ide)

Aspartic Acid 

G lu tamic Acid 
Basic 

Arginine 

Lysine 

Histidme 

Tryptophan 

Sulfur-containmg 

Cystine 

Methionine 

-H  
-CH. 

/CH, 

-CH 

¥CH, 

/CH, 

-CH,CH 

CH~H, 
/ 

-CH 
\ 
CH,CH, 

-CH,-<3 >
-CH, 

¥CH, 
/ 

-CH, 

-CH,OH 
OH 

/ 
-CH 

\ 
CH, 

-CH,—くこ>-OH

『
-CH,c-OH 

『
-CH,CH,C-OH 

H NH 
I -I' 

-CH,CH,CH,N-C 

\NH , 
-CH,c出CH,C比NH,

NH-CH 
/ 

---CH,—ミ 1

-CH心
H 

NH 
/ 

-CH•-S-S-CH, —CH 
\ 
co 

---CH,CH,-S-CH, 

が紫外線の作用その他により優先的に酸化されたこ

とを意味しており，構造と反応性に関連して興味あ

ることである。

シスチンの大部分は，隣接分子鎖間にまたがって，

ジサルファイド架橋を形成している。分析値からも

いえるように，平均的に，アミノ酸残基 8~10個に

1 個の割合で，この種の架橋がかかっている。また

塩結合（～"'-COO―…+NH3～ー）によるものも同程

度存在し得る。
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4. 羊毛獣毛の基礎知識

表 4-2 アミノ酸分析値（クチクルはギ酸中で超音波

破壌によって分離）

全羊毛 クチクル
全羊毛

[ｵmol/g] [ｵmol/g] 
アミノ酸残基

100当りの数

システイン酸 , 44 

アスパラギン酸 180 309 55~6.2 

スレオニン 499 463 63~6.4 

セ リ ン 737 1,553 78~10.3 

グルタミン酸 754 832 LO 1~12.4 

グ リ シ’ ン 546 869 78~6.9 

ア ラ 二 ン 346 574 4 4~5.6 

½シスチン 911 1,634 10.4~13.0 

9ゞ リ ン 415 706 48~5.7 

イチオニン 21 31 0.4~05 

イソロイシン 229 219 2.7~3.9 

ロ イ ン ン 435 543 6.6~7.0 

チ ロ シ‘ ン 223 259 2.5~4.1 

フェニルアラニン 196 142 2.3~2.8 

トリプトファン 31 34 1.0~1.0 

リ ジ ン 236 260 2.2~2.6 

ヒスチジン 51 77 05~0.8 

ァルギニン 537 474 6.0~6.9 

プロ リ ン 496 1,046 5.2~8.0 

ヒドロキシリシン 0 I~0 I 

ア マ イ ド 9.0~11 I 

測定者 Inghs 
多数研究者の
測定値範囲

1 次構造

ペプタイド連鎖中でアミノ酸がどのような順に配

置されるかは，蛋白質の機能を決定する重要な因子

である。ケラチン分子鎖中のアミノ酸の序列(1次

構造）については，多くの研究者によって研究され，

とくにオーストラリアの連邦産業科学研究機構 (CS

IRO) の研究陣によってかなり明確にされてきた。

羊毛蛋白質は分別溶解，分別沈澱などの手法によ

り高グリシン・チロシン成分と高硫黄，低硫黄の 3

つの成分に分けられる。

ケラチンを可溶化する第 1 段階の処置は，

ファイド結合の開裂である。これには，酸化開裂と

還元開裂とがある。たとえば過酢酸で処置すると一

s-sーはSO3H となり不可逆的に開裂する（この場

合はトリプトファンが分解するので注意を要する）。

メルカプトニタノールやチオグリコール酸で処理

すると， ジサルファイド (-SS-) が開裂して，

SHを生じるが，これは容易に酸化されて一 SS ーに

もどるので，さらにモノプロム酢酸等でプロックす

ることにより安定化する。生成物をSCMK Cs-

4. 1. 3 

ジサル

Carboxy methyl Keratein) という。 8 M尿素水

溶液に溶けているSCMK は，pH4. 4 に調節するこ

とにより一部が沈澱する。これをSCMKA といい，

まだ溶けている部分をSCMKBという。化学分析の

結果， SCMKAは硫黄含員が少ないのでlow-S成

分， SCMKBはこれが多いのでhigh-8成分と呼ば

れている。表 4-3 におのおの分析数値が示されて

いる。またSCMKAは50%a ーヘリックス構造をと

り， SCMKBはこの構造をとっていないことが認め

られている。 1ow-S成分は更に 2 つのタイプに分け

られるが表 4-4 にtype IT の 1 次構造を示す。

表 4-3 硫黄含量の多い成分（H igh-S) と少い成分

(Low-S) とのアミノ酸組成

リジン

ヒスチジン

アルギニン

SCMC ーシステイン

アスパラギン酸

スレオニン

セリン

グルタミン酸

プロリン

グリシン

アラニン

ヴァリン

イチオニン

イソロイシン

ロイシン

チロシン

フェニルアラニン

Low-S I High-S 
(SCMKA) I (SCMKB) 

5.70 I 0.96 

1.30 I 1.66 

21.l I 12.6 

3.63 I 16.2 

7.09 I 1.94 

3.02 I 8.02 

5.03 I 9.76 

14.4 I 6.26 

1.73 I 9.96 

4.19 I 4.61 

4.91 I 2.0:; 

4.13 I 4.17 

0.93 I 0.00 

2.57 I 2.22 

8.66 I 2.36 

2.23 I 1.42 

1.67 I 0.96 

表 4-4

1
8
1
5
2
2
2
9
3
6
4
3
5
0
5
7
6
4
7
1
7
8
8
5
9
2
 

Low-S成分Type II のアミノ酸配列序列特

に 7 ケ毎に区切って縦に並べて表示している

Low-S Type II 

1 2 

Ile Glu 

Ala Glu 

Ser Gly 

Leu Asn 

Glu Glu 

Tyr Glu 

Arg Ala 

Phe Val 

Val Asp 

Lys Ser 

Val Glu 

Thr Asp 

Tyr Glu 

Leu-COOH 

3 

Thr ヽ

Cys 

Arg 

Leu 

Cys 

Glu 

Thr 

Ala 

Cys 

Asp 

Ala 

Phe 

Glu 

4 

Leu 

Val 

Leu 

Val 

Tyr 

Glu 

Ala 

Leu 

Ala 

Leu 

Leu 

.Leu 

Glu 

5 

Arg 

Glu 

Ser 

Gin 

Glu 

Ile 

Glu 

Lys 

Tyr 

Glu 

Ile 

Arg 

Ile 

6 

Arg 

Ala 

Ser 

Glu 

Arg 

Ala 

Asn 

Lys 

Leu 

Ala 

Gin 

Arg 

Arg 

7 

Glu 

Asp 

Glu 

Val 

Arg 

Leu 

Glu 

Asp 

Arg 

Asn 

Glu 

Leu 

Val 
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4. 1. 4 a ーヘリックス

Pauling, Coreyによって提案された a ーヘリッ

クス構造（図 4 -3) が羊毛ケラチン中に存在する

ことは，多くの研究者によって支持されている。た

とえばFraser等はNH伸縮振動による吸収バンド

(3300cm-') を用いる赤外二色性の測定，および重水

素置換の実験から羊毛の結晶部分でケラチンは a

ヘリックス構造をとっていることを認めている。Jo

rdan等は，重水素置換のデーターから，メリノ種80

番羊毛の a ーヘリックス含量を36％と評価している。

また羊毛ケラチンの部分加水分解物の水溶液につい

ても旋光分散等のデーターから a ーヘリックスの存

在が指摘されている。

図 4 -3 Pauling, Coreyの a ーヘリックス

4. 1.5 プロトフィプリルとミクロフィプリル

low-S成分の部位では a ーヘリックスのm本が，

わずかにラセン (co i led co i l) を描いて集合して，

1 つの単位をつくる。これをプロトフィプリルとい

う。プロトフィブリルは，さらに n 本集ってミクロ

フィプリルとなる。 n およびmの値については， x

線研究，電子顕微鏡的観察にもとづき種々論議され
ている。

mの値については 2 と 3 が提唱されているが，電

4, 羊毛獣毛の基礎知識

子顕微鏡解像力ぎりぎりの大きさのため判定は困難

である。唯 1 次構造の特性（巾広い疎水領域の偏在）

からm= 3 が適当と考えられる。（図 4-4 -a) 

又 n については，プロトフィプリル（m= 3) 間

にかかる一88ー結合を安定にするためにも n = (9 

+2) が妥当である。（図 4 -4 -b) 

また硫黄含量が高くなると a ーヘリックス構造を

とり難くなり， フィプリルも形成し難いようである。

これは次に述べるような非晶性のマトリックスを形

成する。

〶

゜
0 50A 
I I'.., 

(a) (b) 

図 4-4 プロトフィプリル(a)とミクロフィプリル(b)

4.1.6 X-Y構造

ミクロフィプリルは，その繊維軸に沿って，外力

により比較的変形し難い部分と比較的変形し易い部

分が交互に，直列に連続している（図 4-5)。前者

をYー構造，後者をXー構造と名づけている。

マトリックスミクロフィプリル

.. ~_ 

.

.

.

.

.
 .
 

.

.

.

.
 .. 

-.. 

~
．
~
 

Y

X

Y

 

(a) Cb) 

図 4-5 羊毛の 2 相構造（a）と X-Y構造(b)
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

xー構造は80℃付近に 1 つの転移点をもっている。

これは外力による，不可逆な，ヘリックス→ランダ

ムコイル転移をおこす温度に相当しており， とくに

熱水中でこの傾向が明瞭に顕われる。

4. 1. 7 マトリックス

ミクロフィプリルは， シスチン含最の高い非晶性

のマトリックスにとり囲まれている（図 4 -5), さ

きに述べたSCMKBとこの領域から抽出されたもの

である。

マトリックスとフィプリルの間にも，共有結合に

よる架橋が存在するものと考えられている。また図

4 - 5 に示されるように，両者は繊維軸に平行に，

パラレルに配置されている。これはFeughelman に

よって， 2 相構造 (Two phase structure) と命

名されている。常温での羊毛の吸湿， あるいは水膨

濶は，主として，マトリックス中の親水性基（特に

アミノ基）によるものである。湿濶，吸水状態でも

羊毛のパルキー性が，あまり低下しないのは， この

ような複合的な構造が関与しているからである。

マトリックスとミクロフィプリルの量的比率は，

ォルソコルテックス中で約 I : 4, パラコルテック

ス中で約 1 : 1 である。

マトリックスに取り囲まれたミクロフィブリルの

集合の形式は，ヘキサゴナルパッキング（最密充填）

をとるものと， うず巻き状態に集合して， 1 つの単

位を作るものがある。前者はパラコルテック中に見

られ，後者はオルソコルテック中に見られる。うず

巻き型集合単位をマクロフィプリルと呼んでいる。

4. 1.8 羊毛の顕微鏡的構造

4.1.8.1 クチクル

全羊毛中の約 1 割りを占めているクチクルは，繊

維の根元から先端に向かって，のこぎりの刃状に突

出するりん片状組織をなしているが，樹皮のように

繊維の表面を覆っているのでスケールとも呼ばれる。

クチクルは品種や太さによって特長ある外観を示す

ので， しばしば毛の鑑定に利用される。形状は，王

冠型，王冠網状型，網型，波型などに大別される。

一般に細い毛は王冠型，太い毛は波型になる。 Kass

enbeck は羊毛の直径や発育とクチクルの形状との関

係を詳しく調べた。あとでLundgren らがこれを整

理して，模式的に表現した（図 4-6)。

クチクルは， これらをさらに詳細に観察すると，

エピクチクル，エキゾクチクルおよびエンドクチク

•V. 

＝
ニ
ー

a

b

c

d

e

 

図 4-6

表面が平滑で光沢あり．酸
アルカリに敏感である
強度高く (20~50kg/nn!)
摩擦係数小 (0.2~0.5)

強度は中程度(15~20kg/mttl)
摩擦係数 (0.3~0.4)

無光沢．酸アルカリに比較的強
＜．強度は低い (IO~15kg/cnf)
摩擦係数 (0.4~05) 

a :モルモット．ネズミ．ア
ザラシ， ミンクの上毛。 b:
アルパカ。 C :人毛。 d: モ
ヘア。 e: 各種羊毛。f :モ
ルモットの肌毛。g ：ネズミ
の肌毛。 h: アザラシの肌毛。

一 i・ミンクの肌毛。
スケールパターンと毛種毛物性との関係を

示す模式図

ルの 3 層にわかれている。

クチクルに基く表面構造の特色は，羊毛の物理的

性質の面にも現れる。たとえば摩擦係数の値が，羊

毛の根元から先端に向う場合（µ,)と，その逆の場

合（如）で異なり，異方性を生じる， これはDFE

(directional frictional effect)をもって表される。

測定例を表 4 - 5 に示す。

表 4 -5 湿潤状態の羊毛の摩擦係数と異方性

ｵ, ｵ, DFE 

( スケー ) ( スケール ) (~) ル方向 に逆平方

未処理 深夜pH 4 03 06 0 33 

羊毛 pH108 02 06 0 50 

塩素処 深夜pP 4 0 I 0 I 

゜理羊毛 pH108 0 02 0 02 

゜
オルソコルテックス、｀

ミクロフィプリル

フィプリル

パラコルテックス
ク

図 4-7 羊毛の模型（Lundg ren. Ward (1963)) 

DFEの値が大きいと，これから作った繊維は縮絨

性を示す。羊毛の表面だけを塩素処理すると縮絨を
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とめることができる， これはクチクル中のジサルファ

イド結合が塩素と適量の水分によって，酸化開裂し，

クチクルの弱体化ないしは，脱落がおこり， そのた

め摩擦係数の異方性が失われたことによる。

4. 1. 8. 2 コルテックス

羊毛のコルテックスは長さ 100µ, 輻 4µ程度の紡

錘状細胞が，細胞間物質を介して集合し，繊維の骨

幹をなしている。（図 4 -8) 

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

するがP-Cは抵抗する。その他の相異点を表示する

と表 4-6 のとおりである。

図 4-8 0 ークロルフェノールで膨潤させたリンカーン

羊毛の横断切片の位相差顕微鏡写真

4. 1. 8. 3 毛髄

獣毛繊維の中央部に網状の細胞を含んだり（図4-

9 -a), 空洞（図 4-9-b, c) になった部分

が見受けられることがあるが，これを毛髄(medulla)

という。綿繊維の内腔に対比されるものである。繊

維全体に通ったもの，一部分に少し長く存在するも

の（図 4-9-b), 点々と存在するもの（部 4 -9-

C), 梯子状のもの（図 4 -9-f), まったくない

ものなどいろいろである。

ヘアのほとんどは毛髄を有し， メリノ羊毛などの

細毛は毛髄を観察することはできない。品質改良の

結果である。

組織学的には，比較的塩基性色素を吸着しやすい

ォルソコルテックス (0-C) と，酸性色素を吸着し

やすいパラコルテクス (P-C) の 2 つに区分される。

前者は繊維のわん曲の外側に，後者は内側に位置し，

全体としてバイラテラル構造をとっている。 0-C と

P-Cとの量的比率は，羊毛の品種により異なる。リ

ンカーン種では， P-Cが中央に位することもあり，

したがってこれはけん縮が粗である。両方のコルテ

クスのいずれにも属さないメタコルテックスの存在

も， Onionsや牧島らによって報告されている。

紫外線吸収の面からも， 0-C と P-C とは若干の

相異が認められ，化学組成に差があることを意味し

ている。またトリプシンの作用により， 0-Cは溶解

表 4-6 オルソコルテックスとパラコルテックスの相異点

パラコルテックス オルソコルテックス

飽和臭素水 膨濶（大） 膨潤（小）

アルカリ " （小） " （大）

比 重· 相(対1.3的80に6)大 相(対1.2的27に4)小
等電点.. 6.75 5 90 

* 比重は熱変質を受けた試料についての値である

* * 組織化学的に測定した値である
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4. 1. 8. 4(A) 羊毛の繊維形態と構造

羊毛の特長は弾性に富んだクリンプ（ちぢれ）に

ある。その発現は， コルテックスのパイラテラル構

造に由来している。クリンプの形態は図 4 -10 に示

すようによぢれ方向を交互に繰り返す平面波に近い

形をとっている。

be  

図 4-10 a: 羊毛のクリンプの模式図

b :羊毛断面にみるバイラテラル構造

図 4-7, 4 -ll にウールの微細構造の特徴を模式

図に示す。

クチクル（スケール）の細胞は，厚さが lµm ぁ

り，エピクチクルの薄い膜でエキゾクチクルとエン

ドクチクルを包んだ形になっている。エキゾクチク

ルは疎水性であるが，エンドクチクルは親水性で水
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4. 羊毛獣毛の基礎知識

パラコルテックス

オルソコ）レ

テックス

m
 

ｵ
 

レ
ク
ル
ー

ス
ー
ゾ
ク
ク
さ

ク
ル
チ
キ
チ
厚

ッ
コ
ス
エ

テ
ソ
ク
豆
と
几
れ

l

止

芦
ーT
ェ
＼
ェ
ン
ド
ク
チ
ク
ル

万
割
討
糾
別
®

囲沿色部は一ssー含量が多い。

図 4 -11 羊毛繊維（ウールの模式図）

分を吸いやすく膨潤し， スケールが外側に開いて，

繊維の摩擦係数の異方性が強調される。すなわち繊

維の根元からの先端への摩擦係数（小）と先端から

根元への摩擦係数（大）との差が大きく異なり， こ

のため繊維は根元方向へ移動しやすくなる。ウール

にしばしば見られる縮絨（フェルト化）現象はこの

異方性に基づく。

コルテックス（皮質）は，長さ数百ミクロン，幅

4µm程度の紡錘状細胞が細胞間物質を介して集合

し，繊維の根幹をなしている。組織学的には，比較

的塩基性色素を吸着しやすいオルソコルテックスと，

酸性色素を吸着しやすいパラコルテックスの 2 つに

区分される。前者は繊維の湾曲の外側に，後者は内

側に位置し，全体としてパイラテラル（二層）構造

をとっている。ウールのクリンプ（捲縮）はこの構

造に基づく。

なお， ウールの場合，毛髄はほとんど存在しない。

4. 1. 8. 4(B) モヘアの構造

図 4 -12にモヘア繊維の微細構造を模式図的に示

す。

ルソコル

ックス
I l l, I I.'1 l',I 1 

パラコル

テックス

スケール

m
 

ｵ
 

4
 

ル

0

ク
さチ
エ
キ
ゾ
ク
厚
レ

豆
I
i
)
止

ェ
＼ー

リ
げ
リ
0

囲沿色部は＿SS＿含量が多い。

図 4 -12 モヘア繊維の模式図

クチクル（スケール）の細胞は，庫さが0.4µ m と

薄く，大部分はエキゾクチクルで， エンドクチクル

はごくわずかである。エキゾチクチルが主体のため

損傷のない場合は，水分や薬剤は吸収されにくい。
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また，スケールの突起はほとんどなく，光沢があり

繊維の摩擦係数の異方性も少なく， ウールのような

縮絨性はみられない。ただし，スケールの重なりが

少ないため，図 4-13の荷重一伸長曲線に見られる

ように，わずかの伸長 (6~ 7 %)でスケールがは

がれる（曲線のこぶの部分）ことに留意すべきである。

コルテックス（皮質）は，パラコルテックスが外

側，オルソコルテックスが内側のシース・コア（芯・

鞘）構造になっている。

毛髄は，太い繊維の場合のみ存在する。毛髄が極

端に多い鏃維をケンピー（死毛）という。

荷
重 ,‘y ' 

ヽ
I 

' ,, ,, 

一
乙'

伸長

図 4_13 モヘア繊維の荷重一伸長曲線

点線は繰り返しの場合でこぶがなくなる。これは

本体（コルテックス）とスケール（クチクル）及

びスケールとスケールが離れたことを意味する。

4. 1. 8. 4 (C) モヘア繊維の破断端

図 4 -14にモヘア繊維を引きちぎったときの破断

端の電子顕微鏡写真を示す。

シース・コア（芯・鞘）構造を反映した，すなわ

ち刀を鞘から抜いたような破断端が見られ， オルソ

コルテックスの部分がフィプリル化（ささくれ）現

象を起こしている。

図 4 -14 モヘア繊維の破断端



4. 1. 8. 4 人毛の微細構造

図 4 -15に人毛の微細構造の特徴を模式図的に示

す。

クチクル（スケール）の数層重なり合っている。

耐薬品性，耐熱性，耐日光性などに優れているのは

このためである。ただし，水分や薬剤が吸収されに

くいので，後述のようにパーマネントセットのため

には強力なセット剤が使用される。

コルテックス（皮質）は，パラコルテックスが 9

割以上を占める。

スケール囮

眉
®

コ
ス
ソ
ク

囲濃色部は一SS ―含:li:I:が多い。 解によって発生するガスが不燃性であることは，ウー

図 4 -15 人毛の模式図 ルが難燃性繊維である要因となっている。

100℃以上の湿熱処理を持続すると次の現象が起き

(e) アルバカ

テ ッ

そ’
(b) モヘア

“ 
(f) クマ

図 4-16 各種動物繊維の走査電子顕微鏡写真

4. 1. 9 ウールに対する熱の作用

ウールは，ケラチンという蛋白質からできている

ことは前述した。玉子や肉が100℃以下のお湯でも熱

変性を受ける（煮える）ことを思うと，同じ蛋白質

からできているウールが，熱によって性質や構造が

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

変わることは十分考えられるたとである。

ゥールは，その加工工程で， しばしば湿熱処理や

乾熱処理を受ける。これはときに強度の低下や黄変

の原因となる。ゥールに対する熱の作用を研究し，

熱によって起こる諸現象を把握することは， ウール

の加工に携わる技術者にとって極めて重要なことで

ある。

概括的にいって，湿熱処理の方が乾熱処理よりも

作用がきびしい。分子の運動が容易になり，化学反

応が誘発されるからである。ウールを約110℃で乾熱

処理を続行すると，ほぼ水分を失い，繊維は粗剛に

なる。温度を下げるとゆっくりと水分を吸収して，

ふたたび柔軟化する。長時間（例えば48時間）熱処

理を続けると，ウールは分解し， アンモニアガス，

硫化水素ガスを発生し，黄変を起こす。これらのガ

ス発生は 100℃以下の温度でもわずかに起こっている

が100℃を越えると急速にガス発生量が増大する。・ア

ンモニア，硫化水素は不燃性のガスであるが，熱分

る。

① セリン，スレオニン，シスチンなどのアミノ

酸が熱分解し，強度低下や黄変をまねく （これは，

デヒドロアラニン残基の生成にもとづいている。）

② ケラチン蛋白質の鎖が切断してもろくなる。

③ ウールのスケール部分のシスチンが優先的に

分解し，スケールそのものが脆弱になり， わずかな

靡擦で脱落し，テカリの原因となる。

ゥール製品に対して高温の湿熱アイロンを反復し

て当てることは上記①～③の損傷を誘発することに

なり危険である。

4. 1.10 羊毛のセット

素材が合繊であろうと天然であろうと織物の寸法，

形状，安定性を保ために“セット”を行う。合成繊

維の場合は熱可塑性を利用す熱セットで充分である

が，羊毛の場合は分子鎖間相互作用が複雑であるた

めに特別なセット剤の併用が必要となる。

熱セットを容易に行うことのできる各種合成繊維

の出現に時期を合わせたように，羊毛の化学セット

に関する研究が各国の羊毛研究者の手によって始め

られた。特にSpeakman等の研究に基づくウールに

ついてのセット理論が確立され加工技術も著しい進

展を見せた。防しわ性や折目加工の点でも，合成繊
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維に対抗できるような，あるいはこれを凌ぐほどの

すぐれた加工法が開発され，完全な実用段階に入っ

たと見られてきた。

現在，多くの研究者によって支持されているウー

ルのセット理論は，要約すれば次のようになる。

羊毛繊維（ウール）を構成する蛋白質（ケラチン）

は，ペプチドと呼ばれるこ高分子の鎖がパラバラに

ならないように，硫黄原子によって固く結ばれ， 3 

次元に発達したネットワークを形成し，組織全体は

強靭で弾力性に富んだものとなっている。これは他

のいかなる繊維にもない，動物繊維（ウール， モヘ

ア，人毛など）独特のものである。この結合は， ジ

サルファイドと呼ばれるシスチン架橋が主体をなし

ている（第 4 -17図）。

図 4 -17 -ssー架橋の分布状態

＿ss-架橋はウール全体にわたって均ーに分布しているのでは

なく．低 S成分 (1-S) 高 S 成分（ h -S) 超高 S 成分 (uh -S) 

に分かれて分布している。エキゾクチクルはアミノ酸l()() 当 25 に

も及ぶオルソコルテックスのラセン部は 5. パラコルテックス

のマトリックス部は15の密度分布である。

図 4 -18は．任意目盛で繊維断面の＿ss-含量を表したものであ

る。

このように強固で安定な構造の物体に所定の変形

を与えこれをセットするためには，結合の 1 部を還

元切断して変形しやすくし，成型後再結合させ，構

造を安定化するのが最も合目的な手段となる。この

とき全ての結合を切らないことが大切である。

ー山」朴p十 0 1f
s s 
（ウール）

i□ 
北0北

（モヘア）

i□ 叫—P叫中
（人毛）

S: スケール

P: バラコルテックス

0: オルソコルテックス

図 4-18

セットの課程で起こる「応カー歪曲線」を図 4 -

19に示す。すなわち還元剤によって， ウールの柔ら

かくなり方が違うのである。

応
力

• 

→歪

図 4 -19 種々な媒体中での応カー歪曲線
種々な媒体中での応カー歪曲線（任意目盛），曲線

の初期傾斜で架橋切断の模様がうかがわれる。

過酢酸では一ssーの酸化開裂が起っている。

ウールの中には， ジサルファイド結合（シスチン

架橋）の他に，酸・アルカリや膨濶剤によって切れ

やすい水素結合やイオン結合，有機溶剤によってゆ

るむ疎水結合などが存在する（図 4 -20) 。

セットを効果的に行うには，これらの結合を適当

に切断しておく必要がある。
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II 

m
 

W 

] 水素結合

二つの陰性原子及び原子団にはさ

まれた水素原子によって起こる架

橘

11 イオン結合

屯子 l コが完全に相手側に移り．

イオン的引力による架橘

m 疎水結合

分散力．ファンデルワースカによっ

て起こる二次近距離結合

IV 共有結合

前 3 者に比して桁はずれに強い結

合．シスチン架橋などがこれであ

る

図 4 -20 羊毛繊維内の架橋結合

ジサルファイド結合 (-ss-) を切る典型的還元

剤としては，次の 4 種類がある。

①チオグリコール酸アンモニウム (TGA)

HSCH,COONH, 

②重亜硫酸ソーダ (BS; バイサルファイト）

NaHSO, または NaO 
\ 

/ 
so 

HO 

③モノエタノールアミン重亜硫酸塩 (MEABS)

HO-C晶—NH心
\ 

S=O 
/ 

HO 

④モノエタノールアミン亜硫酸塩 (MEAS)

HO-C,H,-NH心
\ 

S=O 
/ 

HO-C,H,-NH心

モノエタノールアミン (MEA)

HO-C,H,-NH , 水溶液はアルカリ性で

ゥールを膨濶さすだけ。

還元の機構

①チオグリコール酸アンモニウム (TGA)

ト S-S -1 2王A 疇H HS-I+(TAG), 

すなわち， シスチン 1 モルにTGA2 モルが反応

して， システイン (-SH) 2 モルを生成する。

②重亜硫酸ソーダ (BS)

NaHSO, 
f- S-S -I)f- SH+NaSO,S -I 

f- SSO,Na~C =CH,+ NaHS,O, 

チオ硫酸水素ナトリウムは不安定で． ただちに

Haふ03 （チオ硫酸ナトリウム）と Hふ03 （チ

オ硫酸）に分離する。

チオ硫酸は．さらに亜硫酸ガスと硫黄に分解す

る。

Hふ0,----+H,SOけS

• 

SOげ比〇

また HC-CH,SH （システイン）の一部は，

セット終了後も徐々に硫化水素を発生して， C=C

凡と比Sに分解する。従って，パイサルファイト

で還元すると Na2 ふ 03, 1- SHの他に，に CH2,

亜硫酸ガス (SO2) 硫化水素 (Hぶ），アンモニア

(NH3) などが少しずつ長期間にわたって発生し

悪臭の原因となる。

人間の頭髪のパーマネントセットにバイサルファ

イトが用いられない理由の一つはここにあると思

われる。

③モノエタノールアミン重亜硫酸塩 (MEABS)

②のNaをMEAで置き換えたものに等しく，反

応後の生成物はI- SH, ヒ CH,, SO,, H,S, N 

H,, (HOC晶NHふ s心（モノエタノールア

ミンチオサルフェイト）である。②と同様悪臭を

放つ。

④モノエタノールアミン亜硫酸塩（MEAS)

MEASの水溶液は100℃以上に加熱すると， 1 

部はMEAを離脱してMEABSに変化する。さら

に加熱すればMEAを放出してso，を発生すると推

定される（硫酸アンモニウムの実例）。従って，還

元の機構は③と同じになる。

MEAS は， MEABSに比べて分子サイズが大き

いために，羊毛繊維内部までに浸透するにはかな

りの時間がかかる。図 4 -21 は， BS, MEAS, 

MEABSによる羊毛繊維の応力緩和曲線であるが，

分子が小さいほどセット効果が早いことを意味し

ている。約20分で 3 者ほぼ同程度となる。

103dyne/cnl 

3
 

2
 

↑
応
力

伸長率… 6%
S0,.. ｷ0.85% 

゜ 0.2 0.4 0.60.8 1 2 3 5 7 1113 21 31 

時間（分） • 

図 4-21 還元剤の水溶液中での応力緩和曲線

(Matsuoka. 1940) 

還元剤の水溶液中で測定したウールの応力緩和曲線。

この曲線から薬液の没透の速さを知ることができる。
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上記 4 種類の還元剤に共通している反応生成物；

システイン(I- SH) は一 SS ー交換反応を連鎖的に

起こさす触媒として働き，セット工程の主役をつと

めることになる。

①が最も有効にI-SHを生成し，②．③および④は

I- SH以外に，アミノアクリル酸残基l= CH，を生成

する。これは， もはや一SSー架橋を再形成する機能

を失っているものである。図 4 -22 中1-®でこれが

示されている。

変形からセットに至るまでの経過を模式図的に図

4 -23A, B, Cに示す。

B. TGA型永久セット

プレス前 セット剤噴霧 プレスによる折目のセット処理

(-SSーの一部が切断） （ストレス解消のため一SH と

-ssーが交換反応）

セット完了

(-SSー再結合）

1 に尋
/ 

曰上に畔
ヽ
怜叶

卜ss」土卜sHHS|
•• --0 0-

図 4 -23 8. TGA型セット (-SSー架橋の挙動）

TGA型の場合は模式図の坊主の腕は両腕とも，存在してい

る点にある。従って，セット完了後はフリーの腕の封鎖が

必要。

~ss~ 2. ~SHH,C1 C. MEAS型永久セット

図 4 -22 -ssー架橋切断の形式

l ……チオグリコール酸型還元（再結合可能）

2 "…•パイサルファイト型還元（再結合一部不可能）

3 •…・・過酸化物による酸化開裂（再結合不可能）

セットに利用できるのは 1 と 2 である。

A. スチームプレスによる一時セット

セット完了

(-ss- jlj結合）

) 

プレス前

図 4 -23 

プレスによる一時セット 高湿度または湿潤による
一時セットの消失

A. スチームプレス (-SSー架橋の挙動）

-ssー架橋を切断せずにセット加工した場合は， ＿ ss- のス

トレスが解消されないために折目は永久にセットされずに元の

状態にもどる。

プレス前 セット剤噴霧 ブレスによる折目のセット処理

(-SSーの一部が切断） （ストレス解消のためーSH と

-ssーが交換反応）

図 4 -23 C. MEAS型セット (-SS—架権の挙動）

TGA型との差は，模式図の坊主の片腕が切断される点にある

また，一時セットと永久セットの機構を模式図的

に第 4 -24に示す。

旦詞 = 

も心届極し、
気恩気気ぺべ

汀詞
』
』

: (4,  1 

詞(a) 一次セット

（水素結合によるセット機構）

こ

82 



rrm•i i = 

｀い＼＼も
ぶ摩摩摩平Wi f 

ふ心免＿摩摩廿lf

』
』
(',  

｀け廿し(bl 永久セット

(-SSー結合と水素結合によるセット機構）

卸 箋｛O- 水素結合

•• -ssー結合

(4,’ 

図 4 -24 

4
 

一時セットと永久セットの機構（模式図）

4. 1.11 羊毛ケラチンの化学的性質

羊毛ケラチン分子中には一COOH, -NH,>, N 

H, -OH, -ss-, >COなど多種類の官能基が存
在する， しかしこれらに関わる化学反応は，前に述

べた羊毛の微細構造に制約されて，不均一反応また

は局部的反応となることが多い。

1.11. 1 酸に対する性質

羊毛は両性電解質であるため，酸やアルカリをよ

く吸収する。例えばO.lN塩酸の場合はつぎのごとく

w-NHi―OOC-W-H十→W-NHI -I W-COOH

プロトンが消費され，余漁液をO.lN NaOHで逆涸

定することにより，酸吸収量を知ることができる。

本質的には窒素原子のローンペア電子が関与してい

る。濃塩酸（ 6 N) を用い， 110℃で長時間処理する

と，ケラチンはアミノ酸に迄加水分解される。

0 H H• OH H H,O OH H O H 
II I I II 

^c-N～ヽ→～C-N～ヽ→ ＾へC-N→ ~C+N~  
+ -W  I I H 

OH OH 

100℃のHCl溶液(pH 2) に羊毛を長時間浸すと A

spが先ず溶出，ついでGluが溶出する（カルボキル

基がペプチド鎖に近いものから溶出が初まる）。

酸によるダメージの状態を電子額微鏡で観察する

とオルソコルテックス中の細胞間充てん物質の溶出

が認められる。またフィプリルよりもマトリックス

の方が早くダメージを受ける。

側鎖に酸性基が導入されると，

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

り易くなる。シスチン (-SS-) が酸化されて一 S

0旧基が生成した場合その部位でペプチドが加水分

解され易くなり，末端にシステイン酸残基をもつオ

リゴペプチドが生成される。

非極性アミノ酸残基のうち， Val, Leu などの主

鎖は酸加水分解に対して比較的安定である。これは

適度な長さをもつ炭化水索側鎖がペプチド解裂反応

に対して，立体的に障害しているからである (Rule

of six) 

¥ H 
/9 ¥`  C／摩

]4 も 12 4予…～
c5 6 6 5C 
¥c  c/  

羊毛は硫酸に対してはかなり安定である。

羊毛中に混在するセルローズ系共雑物を硫酸を用

いる炭化処理で取り除くことが工業的に行われてい

る。

4.1.11.2 アルカリに対する性質

アルカリも主鎖を加水的に解裂するが酸よりも選

択性は少ない，また酸のようにトリプトファンの分

解を伴わない。しかし， Arg, Ser, Thr, Cupの側

鎖に変化を与える。

0 o- 0 
(|| H OH- 1 し H H+ II H 
~C-Nrへ→ ～C-N～ヽ→ ~ C+N~ 

I I H 
OH OH 

アルカリ水溶液に対する抵抗性は羊毛のダメージ

の程度を推定する有力な手がかりとなる。工業規格

では， O .l N NaOH, 65℃, 1 hr の処理での溶解度

で表される。普通の羊毛で10~12%, 人毛で 4~6

％のアルカリ溶解度を示す。羊毛が，紫外線，熱，

薬品処理などでダメージを受けるとこの値は増大し，

70, 80 という大きな値をとることもある。

シスチンはアルカリの作用により次の架橋性アミ

ノ酸に変化する。

1. ランチオニン (Horn 1942) 

2. リジノアラニン (Patchornik 1964) 

3. /3アミノアラニン (Asquith 1968) 

シスチンのアルカリ解裂は次のような反応式に従っ

て進行する。

主鎖の切断が起こ
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Hiげ-SS-CH,—i昌 +CH,年S-CH, —{H
シスケン a 炭素の水素がとれる

\ 

? 
S + C=CH, + ~s-CH' —CH C=CHげSづs-CH2ー：; : : 5 

I 5 
デヒドロアラニン

HC-CH,-S-CH,-CH 
| ランチオニン S 

上記機構の証明として 6水素を持たない。

COOH NH, 

出C C-CH,SS-CH,-C-CH, からはランチオニンが生成しないことがTabell によって示された。

叫 cOOH
2 a :ジメチルシスチン

デヒドロアラニンの生成は1972年Asquithによって次のように証明された。

H O H H O H 
II II 

HOOC-C-(CHふ C-N-C-C-N-CH,COOH
I 

H’ 四 ＼アルカリ処理

SH 
グルタチオン H O H 

II 
HOOC C ・ (CHふC-N-C-CONH•CH,COOH

叫 C比
r ーグルタミールデヒドロアラニルグリシン 翠離，

デヒドロアラニンは更にリジン側鎖と反応してリ

ジノアラニンをまたアンモニアと反応してf3アミノ

アラニンを生成する。

s s s s 
C=CH,+H,N(CHふーC → C-CH,-NH-(CHふーC

; ; S リジノアラニン ; 
; 

C=CH,+NH ,• C-CH,-NH, 

~ I /3ーアミノアラニン
尚，以上 3 架橋の他に新しい第 4 の架橋オルニチ

ノアラニンが生成することも認められた。

; : : : 
C=CH, 比N-(CHふーC → C-CH,NH-(CHふーC

| : : : 

ォルニチン

／プ オルニチノアラニン
アルギニンのアルカリ崩壊

以上 3 種の架橋反応はセットに利用できるがジサ

ルファイドや水素結合の再結合が終わったあとでこ

れらの架橋が形成されると理想的なセット効果が期

待される。

糾

4.1.11.3 カルボキシル化学的性質

カルボキシル側鎖（アスパラギン酸， グルタミン

酸）は隣接するアミノ側鎖（アルギニン， リジン）

と塩結合して存在すると考えられるが，酸吸収なら

びに塩基性色素吸着の拠点となるものである。熱処

理によってアミド架橋に転ずる可能性がある。各研

究者の結果をまとめると， この反応を起こすには，

減圧加熱下で，角質ケラチンで100℃以上 (Meham),

羊毛結晶部160℃，羊毛非晶部215℃以上 (Menefee),

合成たんぱく質160℃以上 (Lundgren) の温度を必

要とする。

Alexanderは，少量の鉱酸を含む無水アルコール

でエステル化を行い興味ある結果を得た（表 4 -7 

表 4-7 羊毛の酸触媒エステル化 (Alexanders)

アルコール I エステル化されたOH基の割合（％）

CH,OH 

C2比OH

n-C.I七OH

n-c叶l110H

ベンジンアルコール

C10HllOH 

67 

56 

39 

21 

12 

12 

0.lN HC]中 100° またはアルコールの沸点で 6 hr。



参照）。すなわち用いたアルコールの分子量が高くな

ると反応率が漸次低下している。羊毛の微細構造に

よる立体障害の結果とみられている。反応中に羊毛

が膨潤を起こすような条件では反応率は増大する。

エステル化羊毛については，塩基性色索による示

差染色は困難である。 Zahn およびSchallah は羊毛

をモノカルボン酸の塩化物（ら H2n ぃ COO!)でア

シル化を行う際羊毛が不溶化することを見いだした。

たとえば． ピリジンを含むジメチルスルホキサイド

中にとかした陥酸クロライドで処理した羊毛は，過

ぎ酸ーアンモニア溶解度試験において 71 ％の不溶解

性を示す。この反応条件では， ランチオニンやリジ

ノアラニンの生成は考えられない。また，一方この

処理によって，羊毛中のリジン残基とグルタミン酸，

アスパラギン酸によるカルボキシル基とがほぼ当量

減少しているので， Zahn らはつぎの反応式により，

アミド架橋が新しく導入されたものと考えている。

W -COOH + RCOCI • W-COOCOR+HCl 

(I) 

(I)＋比N-W→W-CONH-W+ RCOOH 

(II) 

すなわちpH7 では，酪酸クロライドはリジンの一 N

H3十とは反応せず、まずグルタミン酸と作用して混

合酸無水物（ I) を生成し，次いでこれがリジンに

作用してたとえばグルタミルリジン (II) を生成す

る。

4.1.11.4 アミノ基の反応性

羊毛はナイロンや絹に比して吸湿性が高い。 Leed

eyは亜硝酸処理によって脱アミノ処理した羊毛試料

の吸湿性を測定した結果，吸湿率とアミノ基数との

間に明瞭なる相関があり， しかも羊毛の吸湿性のか

なりの部分はアミノ基に基づいていることを見いだ

した。

羊毛をジクロルメチルエーテルで処理するとアル

カリ溶解度が低下し，引張り強力が増大することが

見いだされている。これに対して次の反応が考えら

れている。

W-NH□ClCH,OCH,Cl + HOOC-W • w

NHC比OCH,OOC-W

またホルムアルデヒドと反応してN メチロールをつ

くる。

W-NH□HCOH→W-NHCH,OH 

ジアルデヒドたとえばOCHCH,CH心比CHOで

処理すると，架橋を形成し、耐薬品性が向上する。

4 羊毛，獣毛の基礎知識

すなわちNaぶ（一％）溶解度は、未処理試料の62 .4

％から 5.7％にまで低下する。

Schoberl (1948) はジチオグリコリッドと 2 個の

アミノ基との間に，つぎの反応が起こり，ジスルフィ

ドを生成することを見いだした。

CO-CH, 
/ \ 

-NH, H,N—+s s • -NHCOCH,SH HSCH,CONH-
\ / 
CH,-CO ↓酸化

-NHCOCH,SSCH,CONH-

また，アミノ基は 2, 4 ージニトロフルオロベン

ゼン (DNPB) を結合して，ふっ化水素を離脱する

ことが知られている (Sangar, 1945)。この種の反

応はDNP化反応としてスルフヒドリル碁およびフェ

ノール性水酸基にもみられる。

W-NHげ：゜ぐ万02 竺竺よ w-NHNOぐ〉 NO2

無水酢酸あるいは硫酸氷酢酸混合試薬と反応して，

酢酸アミドを生成する。これは羊毛の酸性染料に対

する防染加工に応用されている。

W-NHげO(CH,CO),→W-NHCOH,+CH,COOH

ケラチンのなかのアミノ某は，末端基としても存

在するが大部分は，アルギニン， リジンの側鎖に含

まれている。また，化炭の目的をもって硫酸処理を

ほどこした羊毛では，セリンやスレオニンからいわ

ゆる0-N シフトによって一 NH2 が作り出され，主

鎖の組替えが起こる。

予 圧至 。W
CH-CH,OH 、― CH-CH2 ・

I ow I I 

NH N翫0
I I 
C=O C=O 

とと

H
 

,゚ 

H
 

H
 

,

0

 

c
 

-

H

o

 

奇

c
ー

Z
+
c
~

H
 

しかもこの反応は完全に可逆的でなく， OH―によっ

て 1 部は加水分解により，主鎖（エステル結合）が

切断される。この種の反応特性はたんぱく質中のセ

リンやスレオニンの位置を知るうえに重要である。

また，一方側鎖に新たにアミノ基が導入されるので，

吸湿性や染色性の向上が期待される。

4.1.11.5 ジスルフィドの反応性

ジスルフィド架橋は，結晶内部や非晶領域に存在

する隣接分子間に， またごくまれに分子内にもかかっ

ているといわれている。その反応性も周囲の構造に

支配されることが多い。水蒸気の共存下で水銀蒸気

と反応し黒変する。この反応は非晶領域の多いパラ
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

コルテックスで侵先的に起こり， しばしば顕微化学

反応に応用される。

水の存在下で加熱すると加水分解し

H心
W-CH,SSCH,-W------+ W-CH,SH+HOSCH,-W 

(1 00℃の沸とう水中では数日間を要する）

生じたスルフェン酸は不安定で，硫化水素を発して

カルボニルに変化する。このとき周辺に銀，水銀や

カドミウムが共存すると反応は促進される。
-H,S 

W-CH,SOH ~ W-CHO 

また他方にみいて，隣接するアミノ側鎖と反応して，

スルフェンアミド架橋を
-H,O 

/\/\SOH+H ぶ/\/\ - /¥/¥SHN/¥/¥ 

形成することが，遊離アミノ酸の反応から推測され

る (Speakman) 。

ァルカリ性で加熱されると，カルポニルを生成せ

ずデヒドロアラニン（ a -アミノアクリル酸）残基

を生じる。

H 
-H心

--C —,— C--
I -s II 
CH,SOH CH, 

副生したスルフヒドリルが残存していると反応はさ

らに進行しランチオニンを形成する。

I I I 
C=CHげ HSCH,CH - HC-CH,SCH,-CH 
I I I I 

しかし，スルフヒドリル側鎖としても，熱作用に

より 1 部は硫化水素を発して，デヒドロアラニン残

基を生成する。

I -H,S I 

HC-CH,SH - C=CH, 
I I 

これは羊毛をアルカリ性で熱処理したときの黄変

の一因をなしている。

酸化：酸化剤の作用によりシステイン酸を生じるが，

スルフィン酸を経てスルホン酸（シフテイン酸）に

変化することが赤外吸収的に認められている。

-ss-~ -SO,H ~-so,H 
1090cm—'1175cm —1 

濃厚食塩水にとかした次亜塩素酸，過マンガン酸カ

リその他の酸化剤で酸化すると，繊維表面でのみー

ssーの開裂が起こり，繊維の摩擦係数の異方性が消

滅して防縮効果をあげることができる。

ハロゲンの作用：羊毛（風乾）塩素水または塩素

ガスで処理すると一SSーの酸化開裂が起こる。

-SS-+Cl,+H,O • -SO,H+HCl 
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ジクロルイソシアヌール酸 (D. C. C. A) を主薬と

し，重亜硫酸ナトリウムを副薬品とする防縮加工剤

が開発されている。活性塩素の発生が徐々に行われ

る点が特長とされている。

ハロゲンのうちヨードを使用すると， チロシンの

ヨード化が優先する。

ヨードチンキ ] 

ーこ〉 0H .-O OH 

I 

羊毛をヨード化すると，新たに34A相当するし午線

干渉を得る。これはチロシン残基がケラチン分子鎖

に等間隔に配置されているためと解釈される。

還元：チオグリコール酸， T. H. P (tris-hydroxｭ

ymethyl phosph ine) などによりチオールに変化

する。

-ss —+HSCH,COOH —• -SH +-SSCH, COOH 

HSCH,COOH 
SCH,COOH 

• -SH+ I 
SCH,COOH 

エタノール中
-SS-+P(CH,OH)晶0,―SH+OP(CH,OH), 

無水エタノールを用いると，ランチオニンを生成す

る。

無水エタノール
-SS-+P(CH,OH),~-S-+SP(CH,OH), 

以上の諸反応は，防縮，防染，耐薬品向上を目的

とする化学加工の基礎反応となる。

4.1.11.6 ケラチンの主鎖の反応性

Meybeckeは羊毛を 110℃で長時間（～数日間）熱

処理したあと，炭酸ガス気流中で 1 NHClで加水分

解し，分解物中にかなりな員の a ーケト酸（ピルビ

ン酸とグリオキシル酸）をクロマトグラフにより検

出定量している。これらの生成機構としては

熱
-CO-NH-CH-CO- —• -CO-N=C-CO-

ん
H,O 比0
—• -CONH, + CO-CO---------+ CO-COOH 

I I 
R R 

この初期反応は，光照射によっても起こると考え

られている。主鎖の切断により強度の低下， アルカ

リ溶解度の増大をまねく。

4.1.11.7 荷重伸張曲線と架橋

羊毛の機械的性質は，ポリペプタイド鎖間の架橋

（シスチン，造塩結合など）に大きく影響される。図一



25に架橋状態を種々変化した場合の典型的な荷重伸

長曲線の形状を示す。

つぎにMitche] らはコリデール種羊毛の未処理お

よび化学的処理をほどこした試料について，常温か

ら 140℃までの水中加熱下での弾性率の噴火を測定し

ている。図ー 26に 20℃における値を 1 として，各温

度における比弾性率を示す。とくに約80℃以上の高

温での弾性率にジスルフィド架橋が大きく影響して

いる。
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図 4 -25 種々な媒体中での羊毛の荷重一伸長曲線
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60 

温

I 正常羊毛繊維

ll ホルムアルデヒド処理した羊毛繊維

皿 ジスルフィド含有.!il:を42％に減少させスルフヒドリ

ル基をメチル化した羊毛繊維

図 4 -26 羊毛繊維の各温度における水中での

フック弾性率比

40 80 100 

度 （℃） 

4. 羊毛獣毛の基礎知識

Weigman らは未処理羊毛 (-SH 含量； 12.4 ｵ 

mol/ g・羊毛）と部分還元した羊毛 (-SH含量；

叫mol/ g ·羊毛），（未処理羊毛中の（村シス
チン）含量は約900µmol/ g・羊毛である）さらに

すべての一SHをNーエチルマレインイミド (NEMI)

でプロックした試料とについて，水中での応力緩和

を種々な温度で測定した結果，羊毛の応力緩和に一

SH基が関与しており， とくに70℃以上の温度におい

て顕著に緩和を早めることを認めた（図 4 -27 a, 

b)。また一SHが触媒的に作用する一SSー交換反応

の活性化エネルギーの値として，約23kcal/molが

得られた。これらのことはセットの効果と関連して

重要なことである。

10" 

, 
ー゚

(
P
3
¥
s
a
u
,
<p
)

 

(Ql)J~ 

10' 

三

1010 

（
万
＼s
a
u
,
{
p
)
(
0
!
)
1
3
 

10' 

10' 

20 

20 

40 

温

(a) 

40 

温

60 

度

度

（℃） 

60 

（℃） 

80 100 

80 100 

4.1.11.8 応力緩和と架橋

Speekmanによると．直接セットに関係するケラ

チン繊維の応力緩和は， 2 つの段階に大別される。

第 1 の段階は水索結合や塩結合，疎水効果など副原

子価の開裂によるものであり，第 2 の段階は緩和時

間の大きいーSSー結合の開裂，交換に対応している。

(b) 

（ a) 未処理羊毛 x ……-S-(NEM I) 
（ b) 還元羊毛 0 ……-SH 

図 4 -27 伸長速度毎分500％で20％伸長後 10sec経過後

の緩和弾性率の温度依存性
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

4.1.11.9 疎水効果のセット性におよぼす影響

羊毛製品を水蒸気でセットする場合に，少旦（ 3

％程度）の有機溶媒（アセトン， ジオキサン， DM

F, エタノールなど）の蒸気を共存さすとセット効

果が増大する。たとえば水ージオキサン系の蒸気セッ

トは， 0.5％亜硫酸ナトリウム前処理に相当する効果

がある。これはケラチンの分子間，分子内に存在す

る疎水結合がゆるめられた結果とみられる。

（元岐阜大学教授工学博士近土隆）
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4.2 改質羊毛について

4. 2. 1 はじめに

羊から刈取られた原毛を毛織物として作り上げる

ためには，洗毛，化炭，染色，整理仕上げといった

各種化学的処理が施されてきました。しかしながら，

一般的に，伝統的な羊毛製品個々の特徴は， どちら

かといえば，各種羊毛原料の選定，糸や織の構成，

機械的仕上げ操作，などの物理的要索の組合わせに

大きく依存するものとなっていました。その中で，

主に数少ない羊毛繊維の消費科学的弱点を補う事を

目的とした羊毛繊維の改質加工は， かなり以前から

注目を集め，羊毛繊維の基礎研究の進展とともに比

較的長い歴史を経て発展してきました。例えば， 虫

害から羊毛を守る防虫加工は， 1921年にMeckbach

によってMartius Yellowが発見されて以来， その

研究が活発化し現在に至っている。また，洗っても

縮まない羊毛製品とするための防縮加工については，

1835年にYouattが初めて光学顕微鏡によって羊毛繊

維表面のスケールの存在を確認して以来， その研究
2) 3) 

が進み， Speakman, Scott;, Harris等を経て， 1953
4) 

年には， Moncrieffによって古典的解説書が著わさ

れ，その中に今日の防縮加工法の基礎的事項が既に

記されている。

一方，近年に至って，人工捲縮加工，防炎加工と

いった羊毛繊維の持つ天然の良さを， さらに追求し

た加工法や，脱スケール加工，消臭加工，ファイン・

セラミック加工を代表とする，より一層高度な付加

価値と機能性を付与するための加工法が出現し，今

までにない全く新しいタイプの羊毛製品が種々開発

されてきている。このため，今日に於ける羊毛繊維

の改質加工の意味するところは，羊毛繊維の短所を

補うという従来の考え方から，さらに進んで，羊毛

繊維の持つ多様性，複雑性を探求して， それをいか

に活用して行くかが大きなテーマとなってきている。

4.2.2 人工捲縮加工

羊毛繊維の持つすぐれた繊維性能を特徴づける重

要な要因の一つに，他の繊維には見られない， その

独特な天然の捲縮（縮れ，クリンプ）がある。つま

り、羊毛繊維製品は，その捲縮によって繊維内に多

くの空気を包含することができ，暖かく，軽量で，

弾力性に富んだものとなっている。また，捲縮の多

い繊維は，それだけ耐フェルト性，耐ピリング性を

示し，水蒸気拡散，弾力性， ソフト性などもそれだ



け向上すると言われている。

このため，羊毛繊維の持つ天然のクリンプに， さ

らに人工的にクリンプを付与する人工捲縮加工の研

究は，原毛の有効利用という立場から，主に羊毛原

産国に於いて古くから行われてきた。 しかし， その

数はそれ程多くはなく，代表的なものとしては，一

種の擦過法によるものとか液体アンモニア処理の応

用などであったが，近年，湿濶羊毛トップに延伸一

緩和操作を施すことによって，羊毛繊維を何ら損傷

させる事なく，高度に安定した捲縮を人工的に付与

する IWS 「スーパークリンプ」加工法が日本で開発

され，工業的に成功裡に実用化されている。

5) 6) 

4. 2. 2. 1 IWS Folding Crimp加工

この方式は，特に紡毛用原料の捲縮加工として開

発され，一種の擦過法に属するものである。乾燥状

態の羊毛トップを回転体と静止体とが一体となった

装置に通し，更に，一対のベルトコンベアーの間に

オーパーフィードをかけて羊毛繊維に捲縮を付与し，

コンベアー間で蒸気セットを行い，次いで乾燥する

方式である（図 4 -28）。このように処理された羊毛

繊維は，バルキーなカーペット糸に適し， カード効

率を高め，カーペットの耐摩耗性を向上させるとの

ことで一部採用されたが，熱可塑性の乏しい羊毛繊

維に対する人工捲縮発生方法としては，捲縮頻度，

物性保持，捲縮の安定性などに一部難点があり，広

く普及するまでには至らなかった。

コンペヤベルト間に押し込み，折り畳む

機構からなる人工クリンプ加工
9) 

図 4 -28 IWS Folding Crimp 

7) 

4.2.2.2 液体アンモニアによる処理

液体アンモニア処理により生じる，羊毛繊維内部

の収縮差を利用して羊毛繊維に捲縮を付与する試み

が，当初， フランスで行われ，その後，英国に於い

て捲縮の安定化，物性低下防止など実用化を目指し

た研究が一部進められたが，過収縮現象を基本とし

4. 羊毛，獣毛の碁礎知識

ているため物性低下がどうしても大きく工業的には

成功しなかった。

1)~JO) 

4. 2. 2. 3 IWS 「スーパークリンプ」加工

平成 3 年度日本繊維学会技術賞に輝いたこの方法

は図 4 -29及び図 4 -30に示したように表皮細胞層

（スケール．クチクル）に取り巻かれた羊毛繊維本体

（皮質細胞．コルテックス）がパラーコルテックスと

ォルソーコルテックスという性質の異なる細胞によっ

て二層構造（バイラテラル構造）になっている羊毛

繊維独特の特質（オルソーコルテックスは湾曲の外

側に．パラーコルテックスは内側に常に位置して羊

毛繊維の天然の捲縮が発生する）をうまく利用した

加工方法である。

B-Cortex （オルソーコルテックス）

11) 

図 4 -29 羊毛繊維のクリンプと二層構造

オルソコルテックス．

細胞膜

a ーヘリックス

プロトフィプリル

ミクロフィプリル

マクロフィプリル___ 

ミクロ

フィプリル

rパラコルテックス

エピクチクル

エキソクチクル

エンドクチクル

蛋白質及び

細胞核残留物

9 9) 

図 4 -30 羊毛繊維の系統的ダイヤグラム

羊毛繊維を酸性亜硫酸ナトリウムを含む水溶液に

浸潰して．オルソーコルテックスを優先的に膨濶さ

せた後，ローラードラフトにより約30％近く延伸し

て，直ちに緩和する事によって，オルソーパラ間に

力学的応答差を発生させ．コイル状捲縮を誘発させ

て． これをセットする方法である。

これら一連の操作を通じ，（a）膨潤と還元，（b）延伸一

緩和による捲縮の誘発，（C）スチームセットと水洗処
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理による酸化再架橋処理，が施され，高度に安定し

た，力学的強度低下の少ない人工捲縮加工を達成し

ている（図 4 -31) 。

RELAXATION 

DRY STEAM OVERFEED DRAFT 

三三雪忌
延伸一緩和，押し込み機構からなる
人工クリンプ加工

9) 

図 4 -31 IWS 「スーパークリンプ」

このように， IWS 「スーパークリンプ」加工にお

ける捲縮誘発機構は． 1953年に堀尾．近土の両博士

によって世界で初めて見い出された天然羊毛の捲縮
II) 

発生機構に準じた方法となっており，捲縮湾曲の内

側を天然の捲縮と同じように．常にパラーコルテッ

クスになるように． コイル状に捲縮加工される点，

さらに，還元と酸化とのパランスをうまく取るよう

に工夫している点が最大の特徴であり，羊毛繊維の

人工捲縮加工法の理想的方法であるとされ，軽くて

パルキーな手編毛糸， セーター，婦人服，紳士服，

軽くて弾力のある羊毛ふとん．毛布，外観がきれい

で弾力性にすぐれたカーペット，など数多くの新商

品が開発されている。

未処理 処理済
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同量の羊毛をスーパークリンプ加工（右）した時の体積と比較すると

図 4 -32 IWS 「スーバークリンプ」加工比較

また，後述の防縮加工と組み合わせた IWS 「スー
12) 13) 

パークリンプ スーパーウォッシュ」加工方法も既に

開発されており，従来の防縮加工羊毛製品にはなかっ

た，ふくらみがあり，パルキーでソフトな防縮加工

製品も出現している。

4.2.3 防縮加工

羊毛繊維集合体が水の存在下で機械的に撹拌され

るとき完全に不可逆な収縮が起こる。洗濯などによっ

て発生するこのような収縮は他の繊維では見られな

い羊毛繊維独特の現象で，いわゆるフェルト収縮で

ある。

この羊毛繊維のフェルト化現象の原因は，表 4 -

8 の如く種々要因を含み単純ではないが，羊毛繊維

表面に存在するウロコ状スケールの形態に起因する

摩擦係数の異方性が主要要因であるとの考え方が一

般的である。つまり，毛先から毛根への摩擦係数と，

毛根から毛先への摩擦係数との差が，大きければ大

きい程，よく絡み合い， フェルト化しやすくなる。

表 4-8 フェルト化現象の要因

［靡擦係数の異方性
フェルト性→繊維物性 繊維弾性

繊維直径，繊維長，クリンプ

温度

外因条件［ロ
媒体僅祁9, pH) 

スケールは，図 4 -33に示したようにエピクチク

ル，ェキソクチクル，エンドクチクルの 3 屈から成っ

ているが，主成分はエキソクチクルとエンドクチク
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ルで，繊維の約10％を占める。個々のクチクル細胞

を包んでいるエピクチクルは 3nmの薄い膜で，非

常に疎水性が高く化学薬品に対しても高い抵抗性を

示す。エクソクチクルは多くのシスチン結合で架橋

されたケラチン蛋白質であり，膨濶しにくい堅い構

造であるが．均一層ではなく． シスチン含量の高い

A-layer と呼ばれる層が存在するといわれている。

一方，エンドクチクルはシスチン含有旦の少ない非

ケラチン蛋白質を組成とする水膨濶性がきわめて高

い層である。膨濶性は試薬の反応性と関係しており，

親水性アミノ酸残基が多く．水中での膨濶度が大き

ければ親水性試薬との反応性も高い。このようにス

ケール細胞では．水，酸，アルカリ膨濶度において

著しい差を示し．特に酸性下ではスケールエッジの
6). 15)~18) 

立ち上がりとなり． フェルト化が著しく促進される。

エビクチクル(12% CYS) 

キソクチクル “A"

tCYS) 

1 ヽ）

7 チクル “B"

5% CYS) 

チクル

CYS) 

図 4 -33 羊毛繊維クチクルの模式図

このため，羊毛繊維の防縮加工は，如何にして，

この麿擦係数の異方性を解消してスケールの絡み合

いをなくすかにあり，表 4-9 に示した如き方法が

考えられている。

表 4-9 羊毛繊維の摩擦係数の異方性解消法による

防縮加工

方 法 備 考

l) スケールの柔軟化．一 化学的処理 (DCCA,

部崩壊 H,SO,, KMnO,/salt 
など）

物理的処理（コロナ，プラ

ズマ放電）

2) 樹脂によるスケールの Cl / Hercosett樹脂加工
被覆 （カチオン性樹脂）

3) 脱スケール Vantean加工（金属塩存在
下の塩素処理）

酵素処理

4) スケール間の細胞膜複 イソプロバノール混水中の

合体の一部除去 亜硫酸塩処理

5) スケール間の架橋 親水性工ポキシ処理

また．これらとは別に．布吊用加工方法として．

織物中の繊維同志の接点を樹脂により点接着し．繊

維の相互移動を防止する方法も考案，実施されてい

る。

4. 2. 3. 1 スケールの柔軟化，一部崩壊

4. 2. 3. 1(A) 1) 化学的処理法

古くから各種酸化剤による方法が見い出されてお

り，酸化処理によってスケール細胞中のシスチン架

橋結合を酸化開裂させて，三次元網目構造を軟化し，

スケールが水中でゼリー状，粘性液体化するように

して，羊毛繊維同志のひっかかり，摩擦係数の異方
20) 

性をなくすもので，初期の防縮加工法として広く採

用された。

工業的には，酸化剤として，無機あるいは有機の

塩素化合物 CD.C.C.A: ジクロロイソシアヌル酸塩
91) ~24) 

次亜塩素酸ソーダなど）過マンガン酸カリ，過硫酸

などが使用され，如何にその反応速度をコントロー

ルして均一処理するか，さらには，如何にその反応

をスケールだけに集中させ，繊維物性の低下を防ぐ

かに努力が傾注され，種々方法が開発された。工業

化され，日本でも検討あるいは採用された代表的処
翌， 99)

方を表 4 -10 にホす。

20)25) 祁）

表 4 -10 各種酸化剤を用いて行われた防縮加工法

過マンガン酸カリ／塩法 を硝などの濃厚中性塩中で 4
(Neva-Shrink) ~5 960 w.f．の過マンガン酸

カリ (KMnO,) で酸化処理
後，酸性亜硫酸ソーダで脱色。

過硫醸法 過流酸 (H,S0,) を用いpH

パッチ式 (Dylan XB法） 8 以下で酸化した後，酸性亜

処 理 硫酸‘ノーダで還元中和。

DCCA法 有機塩素化合物（ジクロロイ

ソシアヌル酸あるいは．その

アルカリ金属塩） 3 ~5 %0. 
wfによる塩素化処理後， 酸
性亜硫酸ソーダで脱塩処理。

パソラン法 DCCA （中性）バッド→放
置→酸ショック→説塩

Pad-Acid法 DCCA→酸ショック→脱塩

Pad-Store法 DCCA （酸性）パッド→放
置→酸ショック→脱塩

Dylan XC-P法 水平パダーによる連続式過硫

連続式 酸処理

Dylan XC-11 法 モノ過硫酸／DCCA併用連
続処理

Dylan FTC法 次亜塩素酸ソーダ（中性）パッ
ド→酸ショック→脱塩

Dylan Fullwash法 次亜塩素ソーダ／過マンガン
酸カリ（中性）パッド→脱塩
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しかしながら，これらの塩素化法や酸化法による

スケール先端の柔軟化，一部崩壊操作だけでは，得

られる防縮効果に限界があり，商品バラエティーに

乏しく，より一層高度な耐洗濯性能が付与できる防

縮加工法の開発研究が進められ，次に述べる樹脂と

の併用法，塩素化／樹脂防縮加工へと発展していっ

た。

4. 2. 3. 1(B) 物理的処理

常圧下でのコロナ放電処理法を始めとする物理的

手段による防縮加工方法も古くから試みられている。

特に，最近になって，減圧下でのプラズマ放電処理

法の研究が進み，一部実用化され，図 4 -34 の如き
27) 

プラズマ加工装置も開発されている。酸化プラズマ

処理により，羊毛繊維表面は親水化し，摩擦係数の

異方性が少なくなり，防縮性能が付与される。これ

らの効果は，化学的酸化処理，例えば塩素化やモノ

過硫酸カリで得られる効果と類似したものであると

言われている。

マッチングポックス

スターポン

29) 

図 4 -34 プラズマ加工装置（山東鉄工所）

4.2.3.2 樹脂によるスケールの被覆
28)~32) 

4.2.3.2(A) 塩素化／樹脂防縮加工法

スケールの樹脂被覆により摩擦係数の異方性を低

下させる試みもかなり以前から行われており， アミ

ノ可塑樹脂，界面重合法によるナイロン被覆（バン

コーラ加工）やポリ尿素被覆など数々の方法が開発

されたが，物性や風合の低下，装置上の問題，高コ

ストなどの欠点のために広くは用いられなかった。

しかし，その後，塩素化法，酸化法の進展と，比較

的安価な水溶性樹脂の出現とが相侯って， いわゆる

“スーパーウォッシュ”加工法（塩素化／樹脂法，

一般にCl/Hercosettプロセスと呼ばれる）が 1962

年オーストラリアのCSIROによって開発された。こ

の加工法は， ジクロロイソシアヌル酸塩 (D.C.C.A)

あるいは次亜塩素酸ソーダなどの塩素化剤で羊毛繊

92 

維に塩素化前処理を施し，次に少最のカチオン性ポ

リアミドエピクロルヒドリン樹脂（Hercosett 57 

(Hercules) あるいはPollam i n E-10 （東邦化学））

で樹脂加工し，羊毛繊維表面に極く薄い均ーなる皮

膜を形成し被覆する方法である。このため，風合い

低下も少なく，非常に高度な防縮性能が付与でき，

マシンウォッシャプル製品の製造が可能となり，世

界中で広く普及した。

この加工法に於ける塩素化前処理は， スケール先

端を一部崩壊，柔軟化し，羊毛繊維同志の絡み合い

を少なくする効果もあるが，ここでの強酸性下での

低濃度の塩素化前処理は，引き続く樹脂加工工程に

対して，次のような重要な役割を果たす。

Wool-S-S-Wool CI,/NaHSO, 2 Wool-SO,H 

9 0) 

図 4 -35 スルホン酸基を生じるジサルファイト結合の酸化

Cl,/NaHSO, Wool-COOH 
Wool-CONH-Wool ~ 

Wool-NH, 

図 4 -36 カルポキン基と一般アミンを生じる
90) 

クチクル中でのペプチド結合の開裂

すなわち，

① 羊毛繊維の臨界表面張力を増大させ，濡れ易

くする。 （羊毛繊維はそのスケール表面のエビクチ

クルに基因し， もともと非常に濡れ難い繊維であり，

臨界表面張力は， 30dyne/cm程度であるが，塩素化

前処理を施すと 69dyne/cm に増大する。一般に樹脂

が繊維上に拡張するためには，その樹脂の臨界表面

張力は繊維のそれよりも低くなければならない。こ

こで使用する Hercosett樹脂の臨界表面張力は52dy

ne/cmであり，塩素化前処理を施す事によってはじ

めて，均ーなる樹脂皮膜の形成が可能となる。

② スケール中でのジサルファイド結合 (-s-s

結合）のスルホン酸基 (-SO,H) への開裂。（塩素

化前処理羊毛の表面は，中性から弱アルカリ性領域

で，ーsoP. -coo8イオンを帯び， アニオン活
性となる。羊毛繊維表面に分布されたポリアミドエ

ピクロルヒドリン樹脂Hercosettは， アゼチジニウ

ムイオンを持ちカチオンに帯電している。このため，

羊毛繊維表面と界面電気化学的に反応し，次いで共

有結合により強固に接着し，均ーな極く薄い皮膜を

形成する）

また，ここで使用する Hercosett樹脂は，水中で



は，可逆的かつ等方的に乾燥時のほぼ 5 倍にも膨濶

するため，少ない樹脂量にも拘わらず非常にすぐれ

た防縮性能が得られる点も大きな特徴である。

\+ ! 
N 

WOOL-NH,+ /-¥ WOOL-NH-CH,CH(OH)CHぶ＜
CH, CH, • 

WOOL-SH + "-_ / WOOL-SCH,CH,(OH)OH,N えこ

叩
CH 

WOOし一COOH十胃紐L-COOCH,CH(OH)CH,N<
CH, CH ,• 

WOOL-S0,H +'¥_ / WOOL-SO,C出CH(OH)CH,N;(こ

叩
OH 

図 4 -37 アゼチジニウムカチオン

図 4-38にサクションドラム機を， 図 4 -39 に水

平パダーをそれぞれ用いたトップの連続式塩素化／

樹脂防縮加工工程の概略図を示す。また，一般染色

機械を使ったバッチ式加工法も糸やニット製品など

を対象として実施されている。

•• - - ---中和
酸性塩素化 水洗 樹脂 柔軟

脱塩素化

図 4 -38 サクションドラム槽を用いた羊毛トップ用
お）．＂）

連続式塩素化／樹脂加工装置

ヒピとにヒ
• • • -• • 

D.C.C.A 放置酸ショク中 和水洗樹脂 柔軟
脱塩素化

図 4-39 水平パダーを用いた羊毛トップ用
"' 連続式塩素化／樹脂加工装置

29).33)~35) 

4. 2. 3. 2(B) 新塩素化／樹脂防縮加工

一般に塩素化反応は，処理液pH値を下げれば下げ

る程，反応速度が速くなり，その分，反応を羊毛繊

維のスケール部分だけに集中させる事ができる。 し

かし， D.C.C.Aを使った水平パダーによる連続処理

や染色機でのパッチ処理では，反応が急激すぎるた

めに均一処理が難しく，処理液pH値のコントロール

により反応速度を押さえながら処理される。このた

め，処理がスケールだけに留まらず，羊毛繊維内部

にまで及ぶ危険性をはらみ，ある程度の繊維損傷は

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

避けられないものであった。また，次亜塩素酸ソー

ダによる強酸性下でのサクションドラム方式の場合

には，反応副産物が塩素化処理槽中に蓄積して，処

理の均一性を損なうという問題を内在していた。

こうした問題を装置的に一挙に解決する全く新し

い考え方に立った装置が， 1980年以前にカナダの

Kray社によって開発された。 Kray "Deep-Im" と

呼ばれるこの装置は，図 4 -40 に示したように， U

字管を使用した垂直深水浸漬原理に基づく新しい

塩素化処理機で，毛細管現象と静水圧との複合効果

によって非常に均ーな処理効果が得られる。

テンション

ローラー
ヽ

盟言
塩素溶液
スプレー

反応器

図 4 -40 
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毛
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口：: ：キ_予 |:~·:If／・
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: 
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I?、m 疇～、ぷ
ドレイ

ドリップトレイ
お）． 33)

Kroy "Deep Im" 装置

塩素化剤として通常，塩素ガスを用い，特殊注入

器中で塩素ガスと水とを混合し，次亜塩素酸を発生

させ，強酸性雰囲気の中で羊毛繊維と反応させる。

羊毛トップは反応槽に対して垂直に近い角度で導入

され，処理液に進入する直前に， この塩素ガスを注

入した強酸性次亜塩素酸水溶液でスプレーされる。

静水圧によって羊毛トップ中の空気ポケットが瞬時

に除去され， トップは直ちに完全に湿濶し，羊毛繊

維と塩素との反応が非常に均ーに完結する。

このすぐれた処理の均一性によって，従来の方式

よりも塩素濃度および樹脂濃度を減少させても，従

来のものと同等，あるいはそれ以上の防縮性が得ら

れる。さらに，処理が羊毛繊維表面だけに集中する

ため，繊維損傷が非常に少ないのも大きな特徴であ

る。

このKray " Deep-Im" 装置の成功に刺激され，

これとは別の独自の発想に基づく他の新塩素化処理

装置が西独のFleissner 社によって開発された。
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4. 羊毛獣毛の基礎知識

"Split Pad " Chlorinator と呼ばれるこの塩素

化処理装置は，図 4 -41に示したように，水平パッ

ドマングルと約 2m長のタンク内に組み込まれた浸

潰ローラー群から成り立っている。次亜塩素酸水溶

液を噴霧ドリップ方式により含浸させた羊毛トップ

をパッドマングルで絞り，その際にローラー間隙を

数mmあけて絞ることを特徴としており， この操作で

気泡を全く含まずに羊毛トップに塩素化剤を供給す

るようにしたものである。処理液と羊毛トップは槽

内の浸漬ローラーを通る間に反応を完了する。

8
 

4 6 

,.フィードローラー 5. 上部ディスプレイスメントポディ

2. 処理液供給システム 6. 下部ディスプレイスメントボディ

3. スプリットーパッド 7. デリパリーローラー

4. トランスポーテイションローラー 8. 絞りローラー

33).“) 

図 4 -41 Fleissner "Split Pad" Chlorinator 

Kroy " Deep-Im ", Fleissner " Split Pad " 

Chlorinator とも，pH2.0で次亜塩素酸 (HOCl)

を羊毛繊維に反応させるために非常に化学反応性が

速く，最初の 1 秒以内にその反応の大部分が完了し，

羊毛繊維表面にだけその反応を集中させる事が出来

る。このため繊維損傷が極めて少なく， また， この

ような急激な反応条件下でも非常に均ーに処理でき

るため，次に続く Hercosett樹脂加工の均一性，効

率を飛躍的に高めることができる点に最大の特徴が

あり，現在のスーパーウォッシュ加工方法の主流を

成し，世界中で数多く採用，稼働している。図 4 -

42 にKroy／樹脂防縮加工工程図，図 4 -43に Fleis

sner／樹脂防縮加工工程図を示す。

クロイ機

塩素化
中和

脱塩素化
水洗 樹脂 柔軟

鵡）． 33)

図 4 -42 羊毛トップ用連続式Kroy／樹脂加工装置
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

①スプリット・パッド・クロリネーター （塩素化）

②サクションドラム処理槽 （還 元）

③ ” （中和）
④ ” （水洗）

⑤ " （樹脂）
⑥ ” （柔軟剤）

⑦乾燥機
34 l 

図 4 -43羊毛トップ用連続式Sp l it Pad／樹脂加工装置

36) 

4.2.3.3 脱スケール加工

脱スケール加工は，塩素化あるいは酸素酸化といっ

た酸化防縮加工を基本としたものが大部分であるが，

スケールを完全に除去するために処理条件があまり

にも強すぎると羊毛繊維本体である皮質細胞が酸化

剤の影響を受け，著しい物性低下を来たす。このた

め，如何にして羊毛繊維のスケール部分だけに限定

した強い酸化処理を均ーに行うかが重要であり， こ

の条件を作り出す処方としては，表 4 -11 に示した

方法が代表的なものである。

これら脱スケール加工によって高度な防縮性能が

付与されるのに加え，シルクのような光沢と優しい

肌ざわり，カシミヤのような艶としなやかさが得ら

れるため，特に「ソフト＆ラスター加工」とも言わ

れている。

表 4 -11 脱スケール加工法

方 法 内 容 例

(I)非膨潤系で 溶液蒸気圧を低下させ 過マンガン酸カ

の処理 ることによって．繊維 リ／塩法
膨濶を引き起こす水の

量を極少化するような

非極性有機溶剤あるい

は浪厚塩溶液の適用

(2)化学反応時 塩素化反応を極力短時 Kroy "Deep Im" 
間の極少化 間 (1~05秒）のう

ちに終了させ，繊維本 Fle1ssner "Spht 

体の皮質細胞への塩素 Pad" 
の浸透を防ぐ方法

(3)緩慢な処理 比較的緩慢な処理法を DCCA／過マン

法の併用 2 つ併用して相乗効果 ガン酸塩法．酸

を得る方法 化剤／酵素処理

(4)特殊前処理 スケール中に吸着され Vantean 
による塩素 た重金属の触媒的分解

化反応のス 作用により塩素化処理

ケールヘの を爆発的に起こさせる

集中化．迅 方法

速化



4.2.3.3(A) 過マンガン酸カリウム／塩法

この方法は羊毛繊維の膨濶を極力押さえ酸化剤の

皮質細胞内への侵入を阻止して，繊維物性をあまり

低下させないでスケール部分だけを取り除く方法で，

染色機などを使ってバッチ処理される。

脱スケール加工に要する過マンガン酸カリ濃度は，

前述のスケール先端の柔軟化，一部崩壊防縮加工処

理濃度よりも当然高くする必要があるが，得られる

効果と物性低下とを考慮し，通常 5~7 ％程度適用

されている。

4. 2. 3. 3(B) D.C.C.A／過マンガン酸カリウム法

この方法も， もともとはスケール先端の一部崩壊，

柔軟化防縮加工法として開発されたものであるが，

D.C.C.A／過マンガン酸カリの濃度を高め，同時に

その割合いを 3 : 1 に変えることにより脱スケール

化が達成される。 4 %D.C.C.A と 2 ％過マンガン酸

カリの組み合わせが．得られる効果と繊維物性との

バランスの点で最適条件とされている。

4.2.3.3(C) 新塩素化処理装置による方法珈切

Kray " Deep-Im" 装置あるいはFleissner "Spliｭ

t Pad" 装置の特徴を活かし，乾燥した羊毛繊維と

塩素とを瞬時に反応させ，非膨濶状態で塩素化処理

し，処理薬剤を繊維本体内部に浸透させることなく

脱スケールする方法である。前述の新塩素化／樹脂

防縮加工の場合は，1.5~2.0% o.w. fの塩素が適用

されるが，脱スケール加工の場合は， 4~6 ％塩素

が必要となる。しかし，羊毛繊維と塩素の反応は，

0.5~1 秒以内にほぼ完結するため繊維損傷を極少化

する事ができ，連続式脱スケール加工として広く普

及している。

'" 表 4 -12 Kreyラスター加工羊毛の物性

繊度＊ 1

試 料 pH” 
(ｵ) 

21/J. 20 9 7 2 

未 加 工 24ｵ 25.7 7.2 

27 ｵ 28 2 7 0 

21 ｵ. 20 5 3 3 
クロイ—

24 ｵ 23.0 4.1 
ラスター加工

27 ｵ 28.9 4 5 

テスト方法： *'J IS L 1083-1971, A法 (n =100) 
*• JIS L 1031-1977 
*'JIS L 1081-1977, 5.14C法

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

Kray "Deep-Im "プロセスによって得られた脱

スケール加工羊毛繊維の物性値を表 4 -12に，また，

脱スケール羊毛繊維を始めとする代表的防縮加工羊

毛繊維の電額写真を図 4 -44にまとめて示す。

① 未加工羊毛

② DCCA塩素化羊毛

図 4 -44 各種防縮加工羊毛の電顕写真

光 沢（％）＊、 溶解度（％）＊ 2
白度＊ 3

長さ方向 輻方向 アルカリ UB 

82 106 70 15 0 54 8 

82 83 63 14.1 58 3 

77 101 57 14 1 47.2 

86 127 85 16 2 65.l 

85 134 88 19.9 68.4 

83 127 82 18 5 62 5 

＊｀光の入射角45℃．反応角45℃の光の強さを測定。光沢は標
準白色版の光の強さ(100) に対する割合で算出。
使用試験機CONIOPHOTOMETER。
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4. 羊毛，獣毛の碁礎知識

③ K roy /Hercoset t処理羊毛

④ 脱スケール羊毛 (Kroy加工）

図 4 -44 各種防縮加工羊毛の電顕写真

4. 2. 3. 3(D) 酵素加工

スケール細胞中のエンドクチクルは非ケラチン質

で蛋白質分解酵素によって容易に抽出される。さら

に，スケール細胞中の他の部分も酸化剤によりシス

チン架橋結合を切断すれば同じく消化分解され得る。

この原理を応用した，酸化剤前処理／蛋白質分解酵

素処理併用法がいくつか考案されている。酸化剤処

理に続く酵素処理を如何にスケール部分だけに集中

させるかが重要であり，例えば．塩類を併用して羊

毛繊維の膨濶を押えながら処理する方法などが開発
38) 

されている。

他の方法として，アルカリプロテアーゼを含むpH

8.5以上のアルカリ性溶液で処理することを特徴とす
39) 

る脱スケール加工など．蛋白質分解酵素単独処理に

よる方法もいくつか開発され，一部実用化されてい

る。

4.2.3.3(E) Vantean （ヴァンテアン）プロセス

脱スケール加工羊毛製品の最初の商品化を果た

したのが，昭和58年度日本繊維学会技術賞を受賞
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したこの「ヴァンテアン」プロセス（日本ハイスピ
40）～ヽ 2)

ナー）である。

これは，羊毛繊維をニッケルのような重金属をイ

オンとして含む水溶液中に浸漬し， スケールの接合

部分とエンドクチクルとにこれを吸着させ，次に，

次亜塩素酸イオン溶液中で処理し，上記部分におい

て急激な接触的酸化分解を起こさせ， スケール組織

をその内側から崩壊，剥離する方法である。

4. 2. 3. 4 スケール間の細胞膜複合体の一部
43) 

除去による方法

羊毛繊維を1.5％亜硫酸ナトリウムを含む50％イソ

プロパノール混水中で処理し，スケール間を接合す

る役目を果たす細胞間充填物，細胞膜複合体中のデ

ルタ層といわれる部分を分離可溶化することにより，

防縮効果が付与できるとの研究結果が報告されてい

るが，今のところ実用化には至っていない。

“). 49) 

4.2.3.5 スケール間の架橋処理

親水性のエポキシ化合物によってスケールとスケー

ルとの間の細胞膜複合体をセットするとともに， ス

ケール間を架橋させて，スケールの立上がり現象を

防止する事により，防縮性能が付与できるとの研究

成果が最近報告された。

これは，羊毛繊維を中性塩の飽和水溶液中で，湿

潤一脱膨潤処理したのち，還元剤を加え還元処理を

施し，次に，工ポキシ化合物を添加して， スケール

とスケールの間を架橋重合処理することからなり，

今までに無い全く新しい発想に基づく防縮加工方法

であるといえる。

25).46)~ヽ9)

4.2.3.6 点接着による繊維移動の防止

布吊中の繊維と繊維との接点を樹脂で接着して繊

維の相互移動を防止して防縮性を付与する研究も古

くから行われ，メチルロールメラミンによるLanas

et法，ゴムラテックスを用いる Positex法が開発され

たが，特に風合いの問題で採用されなかった。 1969

年代になると， Synthappret LKF （ポリウレタン

系ポリマー）， Zese t TP （ポリエチレン系ポリマー）

など有機溶剤系での樹脂加工法が紹介されたが， や

はり，風合い，樹脂の保管などの問題により， あま

り普及しなかった。 1972年代には， チオール化合物

を使う Oligan SW プロセスが業界導入されたが，そ

の後樹脂の生産が中止された。

その後，新しくオーストラリアのCSIRO により，



ポリアクリレィトエマルジョンあるいはポリウレタ

ンディスパージョンと，重亜硫酸ソーダ付加ポリウ

レタン樹脂（Synthapp re t BAP (Bayer)) を使う

水系でのパディング／乾燥操作による防縮加工法が

開発された。この方法は， SIROLAN BAP プロセ

スと呼ばれ， 1977年に日本に導入されて以来， その

風合いとすぐれた防縮性能により， シャッ地， ズポ

ン用織物， ジャージー織物，などに幅広く採用され

ており，年々その生産鼠を増やしてきている。また，

塩化マグネシウムを併用する一般染色機械による吸

尽法も開発されており，セーターなどのニット類に

一部採用されている。

図 4 -45 SI ROLAN BAP加工羊毛織物の電顕写真

4.2.4 セラミック加工

TiO,, Al,0,, SiO,, ZiO心どのファインセラ

ミックスを羊毛繊維に堅固に付着させて， セラミッ

クス粒子の特性を羊毛繊維に付与させる加工をセラ

ミック加工と称し，新しいタイプの羊毛繊維素材を
50) 

作り出している。

現在，次の二つの方法が実用化されており，麻ラ

イクのクールでドライな風合いを特徴とする春夏用

羊毛衣料，さらには，遠赤外線を放射するタイプの

ファインセラミックスを用いた防寒，保温羊毛繊維

素材，例えば肌着，毛布，ふとんなどが開発されて

いる。

4. 2. 4. 1 塩素化／樹脂防縮加工法の詔眉
前述の塩素化前処理によって化学反応性が増大し

た羊毛繊維に，カチオンに帯電するように変性した

ファインセラミックス粒子を樹脂（Hercosett)とと

もに固着させる方法で，羊毛繊維と強固に共有結合

したHercosetl樹脂皮膜内にファインセラミックス

を包み込むものであり．同時にすぐれた防縮性能も

4 ．羊毛，獣毛の基礎知識

得られる。このため．すぐれた耐久性を持ち， ドラ

イクリーニング，水洗い洗濯などによる風合い変化

もなく．麻が洗濯により．その特徴であるクール感

ドライ感， シャリ感を失っていくのとは，対称的で

あり，麻を越えた夏物素材とも言われている。「ラセー

ダラン」加工（鐘紡）などの方法があるが， その加

エイメージ図と加工羊毛繊維の表面写真を図 4 -46, 

図 4 -47に示す。

セラミック粒子 樹脂

50~IOOmｵ 

図 4 -46 セラミック加工「ラセーダラン」（鐘紡）
5 1) 

の加エイメージ図

図 4 -47 セラミック加工羊毛の電顕写真

4.2.4.2 高温高圧処理による方法

水溶液中で膨濶した羊毛繊維のスケール間隙に，

ファインセラミックス粒子を高圧下で挿入する方法

（アグァレックス加工）で，羊毛繊維の吸水，吸湿性
も増大するといわれている。

4.2.5. 消臭加工

羊毛繊維は元来，他の繊維と比較してすぐれた消

臭機能を有していることは良く知られている（図 4-
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

48)。この羊毛繊維元来の消臭機能をさらに向上させ

て，今までにない消臭機能により一層すぐれたスポー

ツウェア，ふとん，靴下などの羊毛製品が開発され

ている。現在採用されている羊毛繊維消臭加工法の

主なものとしては，次のようなものがある。

100 

8
0
6
0
4
0
 

脱
臭
率
（
％
）

20 

゜

図 n ー酪酸

図 1 ％アンモニア

召 30％トリメチルアミン

羊毛 綿 ナイロンポリエステル

60分放置後（洗浄： 0)
3 9) 

図 4 -48 各種未加工繊維の消臭効果

37), 52) 

4. 2. 5. 1 塩素化／樹脂防縮加工法の応用

羊毛繊維に塩素化前処理を施し，繊維表面を改質

しマイナスに帯電させたあと，カチオン性のHercos

ett樹脂を併用して，植物エキス消臭剤を包接させ

たサイクロデキストリン（デンプンに酵素を作用さ

せて得られるプドウ糖を構成単位とする環状オリゴ

糖で，種々の物質を取り込む性能，包接機能を有す

る空洞組織を持つのが特徴）を羊毛繊維表面に固着

させる方法で，処理された羊毛繊維は0.1 µ程度の薄

い皮膜で覆われており，空涸内径 5~lOA のサイク

ロデキストリンは形成された樹脂皮膜内に含有され

ている（図 4 -49) 。

サイクロデキストリン

内径0.5mµ~l.Omµ 樹脂膜
空気 0.1µ厚さ

裏 0゚謬。

9言冒
37) 

図 4 -49 サイクロデキストリン処理羊毛のイメージ図

樹脂皮膜は吸湿性にすぐれ，消臭剤を包接したサ

ィクロデキストリンが樹脂皮膜内に包含されていて
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も消臭機能を十分に発揮することができる。消臭効

果は繰り返し洗濯に対して耐久性があり，処理され

た羊毛繊維はすぐれた防縮性を持つ。

53) 

4.2.5.2 金属フタロシアニン誘導体の利用

Fe(m)あるいはCo(II) フタロシアニンオクタカルポ

ン酸またはフタロシアニンテトラカルボン酸の酸ク

ロリドを特殊な方法により羊毛繊維へ担持加工し結

合させる方法。この場合の消臭機構は水と酸素の存

在下で過酸化水素および活性化酸素が発生すること

により，悪臭ガスを分解することによるものといわ

れている。

4.2.5.3 シリコン第四級アンモニウム塩処理

微生物の細胞表層機能の阻害作用を有するシリコ

ン第四級アンモニウム塩加工剤で羊毛繊維を処理し

抗菌防臭加工する方法である。

4.2.5.4 多孔性ファインセラミックス加工

前述のセラミック加工法によって多孔性セラミッ

クスを羊毛繊維に固着させて，物理的に脱臭する方

法も試みられている。

“). 55) 

4.2.6 撥水，撥油加工
羊毛繊維は汚れにくく，水をはじき撥水性である

にも拘らず，吸湿性に富んだ繊維である事はよく知

られている。これはスケール細胞を包んでいる疎水

性の高いエピクチクルとスケール間を接合する水膨

濶性の高い細胞膜複合体とに由来する。このため，

撥水性と吸水性という相反する性質を合理的に調和

した他に類を見ない繊維となっている。

しかし，その表面張力があまりにも低い油汚れや

油状物は，羊毛繊維織物の表面を比較的簡単に広がっ

てしまい，油性の汚れなどに対する羊毛繊維の撥油

性は，どちらかと言えば低い部類にはいる。また，

前述の塩素化処理，塩素化／樹脂加工，脱スケール

加工などを施すと臨界表面張力が増大し，親水性と

なり，未加工羊毛に比べ非常に濡れ易くなる。この

ため，プラックフォーマル， レーサー服， 消防服，

企業ユニフォームなどの一部衣料， さらには， ゴル

フウェアなど戸外用スポーツウェアを始めとする各

種防縮製品など，特に優れた撥水，撥油性が求めら

れる商品群については，羊毛製品でも一部，撥水撥

油加工が施される。

テトラフルオロエチレンのポリマー（テフロン）



は，水，油，各種汚れなどを付着させない表面を作

る事はよく知られている。このように，ある種のフッ

索樹脂の表面自由エネルギーは非常に低く，撥水性

とともに撥油性をも合わせ持つ。このため，繊維製

'品の撥水撥油加工には，繊維の種類を問わず， これ

ら有機化合物による処理が主流を成している。

羊毛製品の場合には，パーフルオロアルキル基を

もったフッ素化合物（Scotchgard （住友スリーエ

ム），アサヒガード（明成化学）をパッディング操作

により織物上に含浸させ，次に，乾燥， キュアリン

グ工程を通し，織物表面上にこのフッ素樹脂膜を形

成させる方法がとられている。また， Nuva F (Hoｭ

echst)を使った水溶液による吸尽処理法も一部採用

されている。

他に，撥水性能を付与するものとして，ワックス・

エマルジョン (Phobotex FTC(Ciba-Geigy)など）

や， シリコーン (Perlit (Bayer)) による処理法が

あり，パディング方式あるいは吸尽方法によって適

用されている。

0). 56)~60) 

4.2.7 防炎加工
羊毛繊維は化学的組成として， 19種類のアミノ酸

から構成されている関係上．天然的に難燃性のある

")  

表 4 -13 各種繊維の燃焼特性

4. 羊毛．獣毛の基礎知識

安全な繊維である。その特徴として．公定水分率に

おいて15％もの水分率を示し窒素含有量が15~16%

と高い（羊毛繊維の典型的な元素構成は， C=48~

50%, 0=23~24%, N=l5~16%, H= 6~7 %, 

S= 3~4 ％となっている）。引火温度が高い，燃焼

熱が低い．炎の温度が低い，限界酸素指数 (LOI) が

高い，などが挙げられる（表 4 -13)。また，羊毛繊

維は着火した場合，溶融しないで炭化するため，他

の合成繊維のように溶けて皮膚に酪い火傷を引き起

こすこともないのも大きな特質である。

このため，羊毛繊維の防炎加工の開発研究は，他

の繊維に比べ，それ程活発ではなかったが，綿の耐

久性防炎加工法，芳香族ポリアミドの開発， さらに

は，火や熱への安全対策に対する社会的要求の高ま

りに呼応した防炎規制強化などに対処するためにそ

の研究が始まった。

4. 2. 7. 1 硼酸塩による処理

航空機内装材用羊毛織物の硼酸塩処理による防炎

加工が1969年以前にすでに実施され， 1971年後半ま

で，羊毛の防炎加工法として広く採用されていた。

これは硼砂と硼酸を 2 対 1 に溶解した液中に羊毛織

物を浸漬し，その後，脱水機あるいはマングルによ

繊 維
LOI 燃焼熱 (5.6. 7) 発火温度 (5 6 8) 融点

(1.2 3.4) (Kcal/ g) （℃） （℃） 

アクリラン 18.2 7,6 465-530 235-320 

綿 18.4 3.9 255 溶融しない

トリアセテート 18.4 450-520 293 

ジアセテート 18.6 450-540 255 

ポリプロピレン 18 6 11.1 570 164-170 

レーヨン 19.7 39 420 溶融しない

ポリピニルアルコール 19.7 

ナイロン 20.1 79 485-575 160-260 

ポリエステル 20.6 5.7 485-560 252-292 

羊毛 25 2 4 9 570-600 溶融しない

防炎レーヨン 26 4 溶融しない

モダクリル 26.8 160-190 

ノーメックス
30 0 800 316 

ナイロンT-450

T1あるいはZr
27-33 溶融しない

処理羊毛

ポリピニルクロライド 37.1 5 1 100-160 

LOI —限界酸素指数

TiあるいはZr処理羊毛ーーチタニウムあるいはジルコニウム錯塩化合物により媒染処理された羊毛
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り脱液，硼酸塩を 4~5 ％沈着される方法である。

しかし，この処理法は耐久性がないためクリーニン

グ後，再加工しなければならなかった。

如何にして，繊維製品を防炎加工するかについて

は，多くの理論が提出されているが，表 4 -14 の項

目が重要な点であると一般的には言われている。こ

の硼酸塩を用いた防炎加工法の原理の重要なものの

一つは，硼酸（171℃)および硼砂（75℃)のような

低融点化合物にもとづくガラス状膜形成にあると考

えられている。

99) 

表 4 -14 繊維製品の防炎化理論

物理的理論

1) ガラス形成能のある物質による塗膜

—障壁—閉じこめ

2) 不燃性ガスの発生―

3) 熱の吸収―防炎促進の物理変化

化学的理論

1) 熱分解反応の改良

2) 可燃性ガス生成の低減一~リーラジカルトラッ

プとして作用する化合物を添加

3) 炭化物生成の促進—炭化物生成を活発化するこ

とにより炎のもととなる揮発物質の発生を抑制

4.2.7.2 アンモニウム塩による処理

その後酸，ナトリウム塩，アンモニウム塩の形

における各種のアニオンの垂直燃焼試験に対する効

果が比較検討され，強酸であまり揮発しやすくない

酸（燐酸，硫酸，スルファミン酸）およびそのアン

モニウム塩による処理が，硼酸塩処理よりもすぐれ

た防炎効果が得られることが見い出された。これら

のアンモニウム塩または酸は，塩がおそらく加熱の

際，酸に溶解して，熱分解ルートを改めるものと理

解されている。これらの処理の耐久性は硼砂／硼酸

処理に比べれば， より改良されたものであったが，

まだ満足できるものではなかった。

4.2.7.3 有機燐化合物 (THPC) による処理

1969年に米国連邦航空局の航空機用内装材燃焼性

基準が改正されたのに伴い，特に耐洗濯性にすぐれ

た羊毛繊維用防炎加工法の出現に対する要望が高ま

り．それまで綿に対して耐久性のある防炎加工法と

されていたProban加工法 (Proban Ltd) の羊毛

への応用に関する研究が行われ． 1970年前半にその

適用法が確立された。

このProban加工は，テトラキスーハイドロキシ

100 

メチルーホスフォニウム塩化物 (THPC), 尿素，

メラミン樹脂を併用する方法で，一部商業化も実施

された。 THPC／尿素およびメラミン樹脂溶液を織

物にパッドし，乾燥した後， 150℃で 4 分間キュアリ

ングする。その後，羊毛の酸化，中和と，未反応の

薬剤を除去するために過酸化水素と洗絨剤で後処理

する。燐ハロゲン化合物は気相中のフリーラジカル

をトラップして燃焼の機構を変化し， また，脱水を

容易にして固体中に炭化物を生成せしめるものとさ

れている。このTHPC処理は，すぐれた防炎効果が

得られたにも拘わらず商業ベースで次に述べるチタ

ニウム，ジルコニウム処理にとって代わられた主な

理由は，羊毛重量に対して10~18％も付加されるた

め羊毛本来の風合いを損ねる，処理がかなり複雑で

品質管理も難しく，コストの掛かる加工法であった

ことなどである。

4.2.7.4 チタニウムあるいはジルコニウム化

合物による処理

この防炎加工法の最初の重要な発見は米国におい

てなされた。つまり， クロム染色の付加効果として，

羊毛繊維の防炎性能が著しく高まることが発見され

た。しかし，クロム媒染により羊毛繊維が緑色に着

色するとか得られる防炎効果は垂直燃焼試験を満足

しない，などにより実現化されなかった。 しかし，

この発想から防炎性能を高め，化学反応率を高め，

さらに，耐水・耐洗濯堅牢度を高めるために，羊毛

繊維と金属錯塩との反応機構についての研究が進め

られ， ここに羊毛繊維に対する理想的な防炎加工法

が完成し， ZIRPRO （ザプロ）防炎加工法と称して

実用化された。これは，フッ化チタニウムあるいは

フッ化ジルコニウムの金属錯塩を強酸性下の条件で

処理し，羊毛繊維中の一NH般と一 COOH との反応座

席を利用して，該金属錯塩と堅固な化学結合を形成

されるものである。

9x:M/\X0州

図4閑：汀長こ直：ム：、羊毛繊維の



このような反応機構であるため， ZIRPRO防炎加

工は羊毛繊維の染色工程と類似しており，処理も一

般の染色機を使って行われるため，羊毛繊維の持つ

特質のいずれをも侵すことなく，羊毛繊維の難燃性

をさらに高め，防炎性繊維にするという理想的な防

炎加工であり，日本を始め世界各国で広く採用され

ている。また，このZIRPRO防炎加工法は，羊毛繊

維の発煙性や毒性ガスの生成に対して何等悪影響を

与えない，他の各種防炎加工にはない，特記すべき

特徴があり，航空機や車両用内装材， ホテルやバス

用毛布，ひざかけ，消防服， レーサー服など，今ま

でにない新しい羊毛製品の数々が開発されている。

図 4 -51 航空機用ZIRPRO加工羊毛椅子張地

このZIRPRO加工におけるチタニウムやジルコニ

ウム化合物の羊毛繊維に対する作用は，炭化生成の

増大，および，温和な加熱の際に生じる可燃揮発物

を捕獲する酸の生成であるものと考えられている。

61)~65) 

4 ｷ 2.8 防虫加工

羊毛食害虫には非常に多くの種類があるが， 日本

で特に問題となるのは，イガ， ヒメマルカツオプシ

ムシ， ヒメカツオプシムシであり， その幼虫時代に

羊毛を食い潰す。普通の動物においては羊毛蛋白で

あるケラチンは消化されないが， これらの幼虫は前

腸部より特殊な消化酵素を分泌して， ケラチンを消

化，吸収すると言われている。

イガ：成虫は体長約 5 mm位の淡褐色を呈する小さ

い蛾で年 1~2 回発生する。羊毛を食害する幼虫は，

体長 5~6 mmのイモ虫状で，頭が黒褐色，体は淡黄

色を呈し，繊維を集めミノムシのように筒巣を作っ

て，この中で棲息し蛹となり，ついで蛾となって出

現する。

ヒメマルカツオプシムシ：成虫は卵形で，体色は

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

被害の最も多い害虫三種

ヒノカツォ·プシムシ

広虫 成虫

ヽ
イガ

幼虫 幼虫

四ー、：心

ヒメマルカツオプシムシ

成虫

幼虫

毛製品などを食い荒らすのは幼虫時です

図 4 -52 羊毛食害虫

黄褐色で全体に灰白色の短い毛が密生して霜降り状

に見え，腹面は白地を呈し，体長 2 ~3 mmの小甲虫

である。幼虫は全体に褐色の粗毛で覆われ，灰褐色

を呈し，大きさは最終令の幼虫で 5~6 mm に達する。

ヒメカツオプシムシ：成虫は黒色楕円形の甲虫で，

体長 5 mm内外である。幼虫は赤褐色で体長 9 mm程で，

体の後端に体長に近い長い毛が生えている。羊毛を

食害するのは，いずれも幼虫時代である。

今日の如く防虫に関する知見が普及する以前は，

羊毛の虫害を受ける量は膨大なものであった。この

対策として古くから，虫干とか，樟脳，ナフタリン，

パラジクロールベンゼンを有効成分とする薬剤， 除

虫菊製剤などが使用されてきた。これら薬剤は，容

器内に羊毛製品などと共に置くことよって， その強

く特異な臭いで害虫を近づけないようにする忌避効

果と， もし近づいた場合はガスとなって揮散し，害

虫がそれを吸うことにより殺虫する防虫剤である。

もう一つの防虫法は，防虫加工剤を使って羊毛繊

維を化学処理して，害虫がそれを食害した時に消化

毒として働き殺虫し，防虫性を与える。いわゆる防

虫加工である。 Meckbachの研究により Marti us Yeｭ

llow と呼ばれる黄色の染料が防虫効果をもっている

ことが分かって以来，染料のように羊毛繊維と結合

力があり， しかも無色で防虫効果が大である物質が

次々と合成され，防虫加工に利用されるに至った。

4.2.8.1 昇華性防虫加工剤による防除法

食害虫の防除対策として家庭で衣顆を保存する場

合によく用いられる方法で，前述の如き各種昇華性

防虫剤があるが．この中でパラジクロールベンゼン

は．殺虫，忌避性とも非常にすぐれ．少し前まで昇

華性防虫剤の主流となっていたが，最近． その人体

への毒性が懸念されており．また，特異な臭気を有
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するとか，樟脳を併用すると溶融して衣顆にしみを

付けたりボタンなどのプラスチックを侵すなどの欠

点を内在していた。そこで， さらに安全性が高く，

効果の大きい昇華性防虫剤の開発研究が行われ，哺

乳類には低毒性であると言われている合成ピレスロ

イドの応用研究が進み，常温蒸散性を有するベーパー

スリンが開発され，新しい衣料用昇華防虫剤として

使用され始めている。

4.2.8.2 防虫加工剤による処理

防虫加工処理剤による羊毛繊維の防虫加工の歴史

は長く，過去，数多くの防虫加工剤，加工法が開発

されてきたが， 日本で現在市販，使用されている防

虫加工剤は表 4 -15の如く 6 種類あり， それらは大

きくは次の二つに分類できる。一つは， もともと羊

毛用防虫加工剤として特に開発されたもので，他の

一つは，本来は農業分野で開発されたものを羊毛用

として改良されたものの二種類である。前者の羊毛

用に開発されたもの有効成分は， アニオン性のポリ

塩化芳香族化合物をベースにしたものが主体であり，

後者は，合成ビロスロイド系薬剤のパーメスリンが

主要成分となったものである（図 4 -53 にその有効

成分を示す）。

防虫加工剤で処理された羊毛繊維を摂取しない限

り，食害虫は殺虫されないことから， これら防虫加

工剤は，食害虫の消化系統を通じて体内に入り， そ

の消化システムを阻害し殺虫効果を発揮するものと

考えられている。

これらの防虫加工剤は羊毛用染料と同じように，

羊毛繊維に親和性があり，強固に結合でき，通常は

染色と同時に加工処理される。
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ポリ塩化芳香族化合物系防虫加工剤；
オイランU33 （クロルフェニリド）， ミッチンFFハイ
コンク（サルコフェニュロン）
ミッチンLP （クロルフェニリド及びフルコフェニュ
ロン）

ミッチン4108 （クロルフェニリド及びサルコフェニュ
ロン）

パーメスリン系防虫加工剤，
オイランSPA （バーメスリン）． ミッチン AL （パー
メスリン及びヘキサハイドロピリミディン誘導体）

※ オイラン (Bayer), ミッチン (Ciba-Geigy) 

図 4-53 各種防虫加工剤の有効成分

n), 99) 

4.2.9 各種羊毛用化学加工処理による防ダニ効果
一般的に，敷物および寝装製品内のダニの発生は，

繊維の種類と何等相関するものではない事がよく知

られている。しかし， これら製品は， ダニにとって

理想的な生息地となっており，ダニがいくつかのア

表 4 -15 カーベット，椅子張地に対するウールマーク防虫性基準

薬 品 名 染 色 糸 未染色糸 試 験 機 関

オイラン U33 0.182%V /w以上 0.210%V/W以上 （財）毛製品検査協会泉大津支所

オイラン SPA 0 125%V/W以上 0.150%V/W以上 同 上

ミッチン AL 0.098%v/w以上 0.118%V/W以上 同 上

ミッチン LP 0.218%v/w以上 0 252%V/W以上 同 上

0 400%V/W以上 0 400%V/W以上 化研工業株式会社

ミッチン FFハイコンク 0444%W/W以上 （財）毛製品検査協会泉大津支所

ミッチン 4108 0.29!%V/W以上 同 上

0.400%V/W以上 0400%V/W以上 化研工業株式会社
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レルギー，特にぜん息の共通の原因となると言われ

ている。

羊毛繊維用に特に開発，実用化された防ダニ加工

剤は今のところ見い出せないが，現在採用されてい

る各種羊毛用化学加工処理が，果たしてダニの増殖

を抑制する効果をもっかどうかを調査した非常に興

味深い研究結果が報告されている。

これによると，表 4 -16の如く，抗菌剤Ultrafre

sh300DD (Thompson Research), 防炎加工Zirp

ro (IWS), パーメスリン系防虫加工剤Mitin BC 

(Ciba-Geigy)などが特に効果的であるとの事である。

9 9) 

表 4 -16 防ダニ効果の高い加工

加 工 ダニ数 抗ダニ値（％）

300DD 262 99 

DC/125/300DD 3,857 92 

ザプロ 837 98 

ミッチンBC 761 98 

未加工 49,352 

'51) 

4. 2.10 帯電防止加工

羊毛繊維は吸湿性が高く，関係湿度が50％以下に

下がった場合にのみ静電気の問題が発生する。この

ため，航空機用内装材，一部業務用カーペットなど

の分野では，羊毛繊維でも帯電防止加工が施されて

いる。

4.2.10.1 導電性繊維の混用

ステンレススチール繊維，カーボン繊維，導電性

ポリマーをコーティングした繊維，銅化合物処理し

た導電性アクリルなどの導電性繊維を羊毛製品に極

く少量（通常 1 ％以下）混入して，放電効果（コロ

ナ放電）による除電原理を応用する帯電防止方法で

あるが，その色相が限定されるため適用範囲に制約

がある。

4.2.10.2 第四級アンモニウム塩処理

Disperstat W (Stephenson Bros.) と呼ばれる

3 つのアルキ）レ長鎖をもつ第四級アンモニウム化合

物の水溶性エマルジョンを使った吸尽処理法が開発

されている。これは， 0.8~1%o.w.f.濃度の Disp

erstat Wを含んだ，浴pH 5~ 7 の液中で20℃,20

分間処理するという非常に簡単な方法であり，特に

カーペット分野で一部採用されている。

Disperstat Wの作用機構については， まだ明確

にはなっていないが，未加工羊毛と加工羊毛の表面

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

抵抗は似たような値が得られることから，導電によ

るものではなく，静電気の帯電そのものを押さえる

吸湿剤的作用によるものと推測されている。

4. 2.11 一浴異色染68). 69) 

羊毛繊維は細胞学的には，前にも述べたように，

皮質細胞（コルテックス）と， これを取り巻く表皮

細胞（スケール）， これらを接合する細胞膜複合体

(CMC)から構成さている。この細胞膜複合体は水膨

潤性が非常に高く，染料分子の羊毛繊維内部への拡

散を促進する導水管の役目を果たしている。

また，羊毛繊維を形成している化学的基本単位は

19種類のアミノ酸であり，一般的にアミノ酸は． R

CH (NH,)-COOHの共通の構造で示され． R （側

鎖）の種類によって各種アミノ酸に分れる。羊毛繊

維のこれら側鎖は酸性，中性，塩基性などバラエティー

に富んでいる。また．親水性側鎖と疎水性側鎖とを

包含した．各種染料との反応性に富んだ構造になっ

ている。

このように羊毛繊維は各種染料が繊維内部で拡散

しやすく，また染料とイオン結合．疎水結合，水素

結合．共有結合など様々な方式によって強固に結合

でき，その染色方法は多岐にわたっている。

こうした羊毛繊維の特質を利用し．後染めで異色

カラー効果を得る一浴多色染めの研究開発の歴史も

古く，次のような方式が代表的なものである。

① 羊毛繊維の毛先と根元の染着性の差を利用し

て異色メランジ効果を得るメニック染色法。

② 予めクロム処理し．クロム染料に対する発色

性を付与するマルチクロム染色法。

③ スルファミン酸により羊毛繊維中にアニオン

基を導入し，染着座席を封鎖するスルファミン

酸防染法。

④ 塩素化処理．塩素化／樹脂処理．脱スケール

加工を始めとする各種防縮加工法による促染化。

⑤ 反応型スルフォン化合物「サンドスペース S

(Sandoz)」を代表とする各種特殊助剤による

防染処理。

⑥ 反応型カチオン製品「サンドスペース DPE

(Sandoz)」などの各種特殊助剤による促染処

理。

J!l) 

4. 2.12．抗セット剤

羊毛繊維を染色すると，場合によって一部，不可

逆な変形を生じる。この不可逆な変化は，糸や織物
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のセットとなり，物性低下をもたらす。この永久セッ

トは通常，水分の存在下， 70℃以上の温度で外界か

ら力が加えられた時，即ち染色，さらには，還元剤

で処理された場合に，安定な分子構造をとろうとし

て，羊毛繊維中でSH/SSの交換反応を起こし， ポ

リペプタイド中のSS結合が再配列される。この結果，

繊維糸，織物の形態は加えられた変形旦に応じて

歪みを生じ永久セットされる。
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このセットは，例えば，カーペット糸の撚りセッ

ト，織物の煮絨耐久折目付け加工などの加工処理

では重要な利点であるが，染色中のセットは多くの

場合，かえっていろいろな問願を引き起こす。

そこで，羊毛繊維中のSH基と反応する抗セット剤

を適用することにより，染色中に生じる羊毛繊維中

のSS結合の再配列を阻害し，染色工程中に発生する

永久セットを防止する方法がいくつか開発されてい

る。こうした抗セット剤処理を併用した染色物は，

① 染色中の羊毛糸や織物の嵩高性の減少を押さ

えることができる。

② 染色中に生じる織物のしわ， ランニングマー

クが防止できる。

③ 染色後の織物のハイグラルエクスパンション

を抑制することができる。

④ 各種物性が向上する。

などの従来の染色物には見られないすぐれた特性を

示すことから注目を集め，現在，工業化試験が進め

られている。

4. 2.13 光黄変防止剤（紫外線吸収剤処理）69),71)~94)

羊毛繊維の光による黄変化現象の解明とその防止

策に関する研究は，主にオーストラリアのCSIROを

中心に過去数多くの研究者により進められ， その報

文は，防縮加工と比べても，その数に於いて引けを

とらず，その重要性は，古くから認識されていた。

数多い報告の一部としては，次のようなものがある。

① 最も黄変化に関係深い構成アミノ酸は， トリ

プトファンであり，次いでチロシンである。シ

スチンも紫外線照射で分解し，強力低下を引き
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起こすが光黄変への関与は少ない。

② 羊毛繊維の光黄変を最も額著に起こさせるの

は290~320nmの近紫外線であり， 320~380nm

の近紫外線および可視380~475nmでは，特に，

430nm近郊では，逆に漂白効果も一部見られる。

③ チオ尿素ーホルムアルデヒド初期結合物によ

る処理は光黄変効果があるが，洗濯に対する堅

牢性はあまりない。

この他にも，チオグリコール酸類による浸潰処理，

コパルト媒染染料やコパルト含金染料の応用など多々

ある。その中で紫外線吸収剤の利用に関するものも，

古くは， 1960年頃， LennoxやRose等によって報告

されているが， 1985年に東京で開催された第 7 回国

際羊毛研究会議に於いてCSIROより数多く発表され

た。こうした羊毛用紫外線吸収剤に関する研究成果

を踏まえ， Ciba-Geigy社は，羊毛繊維用紫外線吸

収剤ペンゾトリアゾール誘導体の合成に成功した。

Cibafast W と呼ばれるこの製品は， その後， IWS

と協同して，その最適適用法が確立され， その効果

が確認されるにつれ，特に自動車用椅子張地などに

適用されるようになってきている。

Cibafast Wは，浴pH を5.5以下に保持した染浴

で，染色と同時に適用でき，余分な工程を要する事

なく，処理できる。

表 4 -17にCiba fast W による光黄変防止効果の

例を示したが，同時に光脆化も著しく改良される事

も確認されている。

表 4 -17 自動車向色相に対する 2 サイクルFAKRA

試験後のプルースケール等母

色相
染色のみ

2 % C1bafast W 

(1 .2型金属錯塩染料使い） 併用染色

グ レ 5 5 -6 

ダークグレー 5 -6 6 

ダークプラウン 5 -6 6 

ダークプラウン 5 6 

中色プラウン 5 6 

ページュ 4 -5 5 -6 

ページュ 5 6 

紫外線吸収剤の作用は，光のエネルギーを吸収し，

分子内で震動エネルギー（熱エネルギー）に効果的

に内部変換し，光による羊毛繊維の黄変化を防止す

るものと言われている。



4. 2.14 耐久折目付け加工75)

羊毛繊維織物から作られたズポンやプリーツスカー

トの折目は長期間の着用や雨に濡れると消失する傾

向にある。これを防止する耐久折目付け加工が過

＇去いくつか開発され，一部実用化されている。

4.2.14.1 シロセット (Siroset)加工

これは，折目の筒所に還元剤を噴霧し，乾燥する

前にプレス機あるいはオートクレープ機を用いて，

スチーム処理し，折目を永久的にセットする。これ

は，折目を付けた状態で羊毛繊維のポリペプチド主

鎖間に架橋しているシスチン結合などの側鎖の再配

列により達成される。

4.2.14.2 リントラク (Lin trak) 加工

ズポンの折目の内側にシリコンやポリウレタンな

どの樹脂を 1 ~2 mm輻で付着させ，樹脂の熱可塑性

を利用し，折目に耐久性を付与するもので，羊毛繊

維以外のものにも適用できる。

4.2.14.3 プリセンシタイズ (Presensitise) 加工

既製服などの大量折目付け加工用として，染色整

理工程で織物に還元剤を含ませ，縫製後に，折目に

水を噴霧し，スチーム処理するプリセンシタイズ加

工と水を噴霧せず，スチーム処理だけを行う， ドラ

イ・プリセンシタイズ加工が1970年以前に既に開発

されているが，現在でも一部採用されている。

(IWS国際羊毛事務局一宮技術センター

梅原亮・柴田豊）
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4.3 オーストラリア羊毛

世界の羊毛生産高は 1989年現在 198万 6,000 トン

（クリーン換算量）で，全繊維生産高に占めるウール

のシェアは 5 ％に過ぎない。 5 ％シェアは 1983年以

来変わっていない。 1961年のシェア 10％のちょうど

半分だ。しかし， シェアが半減したといっても， こ

れは世界の繊維生産のスケールが拡大するスピード

に天然繊維であるウールがついていけないだけで，

ウールの生産そのものはこの間に33％拡大している

のである。しかも繊維の用途が大きく広がっている

のに呼応して，ウールもアパレルだけでなく， カー

ペットをはじめとするノン・アパレル分野にも進出

している。

表 4 -18 世界の羊毛生産高 （単位：脂付重量 1,000 トン）

1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 

オーストラリア 891 701 830 890 916 952 1,109 

ソ連 421 443 447 469 461 478 474 

ニュージーランド 334 381 358 350 346 341 309 

中国

英国

パキスタン

アルジェリア

米国

118 176 178 185 209 222 238 
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55 80 85 85 85 85 85 

46 51 58 59 62 65 70 

20 39 49 50 53 55 57 

25 38 42 40 43 45 46 

88 52 44 42 42 44 45 

30 37 44 43 43 44 44 ルーマニア

その他とも合計 2,929 2,896 3,020 3,095 3,156 3,236 3,391 

表 4 -19 世界の羊毛輸出量

（半製品を含む実貫重量クリーン換算． 1,000 トン）

1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 

オーストラリア 706 556 718 714 807 732 718 

ニュージーランド 289 274 307 306 272 304 232 

アルゼンチン 96 81 63 68 61 57 41 

南アフリカ 93 62 53 39 33 40 38 

フランス 32 44 37 33 41 37 34 

ウルグアイ 45 41 26 39 40 33 27 

英国 16 17 19 19 21 23 23 

その他とも合計 1,425 1,193 1,357 1,387 1,470 1,394 1,278 
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世界最大の羊毛生産国はオーストラリアである。

羊の数でいえば世界の14％に過ぎないが，脂付羊毛

（グリージーウール）の生産量では世界の33%, メリ

ノ種のウール生産だけでみると約半分に相当する。

さらに衣料（アパレル）用のウール供給国としては

約 7 割を占める最大の供給国である。

ォーストラリアは建国が1788年という若い国で，

メリノ種の羊が南アフリカのケープタウンから入っ

てきたのは1797年と，メリノ牧羊は200年にも満たな

い。牧羊8,000年という長い歴史のほんの一瞬に， 史

上例を見ない衣料用羊毛の巨大供給国に成長したこ

とになる。その成長の原動力になったのは，南半球

の果てに位置するという距離のハンディキャップが

あげられる。長い航海の末に北半球の消費地で競争

に勝てるような高い品質と生産性の追求が， オース

トラリアの今日の地位を築きあげたのである。

現在，オーストラリアの羊頭数は 1 億6,500万頭に

達しているが，その 4 分の 3 はメリノ羊である。こ

れらの純血メリノ種は，スペインに起源をもち， フ

ランス， ドイツ，アメリカなどで品種改良が加えら

れた各種メリノ種の血を引き継ぎながら， オースト

ラリアで定着した羊達である。

メリノ羊は衣料用に最適の細番手羊毛を産み出す

羊毛専用種だが，他種の羊の品種改良にも向けられ

ている。メリノ種の羊毛生産力と，他種の羊肉生産

カの双方を兼ね備えた新種の開発にも貢献している

のである。

ォーストラリアは日本の21倍という面積を有する

広大な大陸だ。しかもその中心部は不毛の砂漠であ

る。砂漢との限界ぎりぎりまで土地を有効利用でき

る産業としてこの国の発展を支えてきたのが牧羊な

のだ。海岸部の雨の多い地帯から内陸の雨の少ない

地帯まで，オーストラリアでは各州で羊が飼育され

ているが，基本的に羊を飼育できるのは，年間降雨

鼠が250 ミリ以上， 750 ミリ以下の地域だとされてい

る。そして，それぞれの自然環境に対応して，各種

の羊が飼育されている。牧羊地帯は「放牧適地帯」

（パストラル・ゾーン），「牧羊／小麦栽培地帯」（ウィー

ト／シープ・ゾーン），「多雨地帯」（ハイ・レイン・

フォール・ゾーン）の 3 つに大別できる。

放牧適地帯

メリノ種の羊を中心とするオーストラリアの牧羊

に最も適しているのは乾燥ないしは準乾燥の気象条

件の内陸部だ。牧草地の面積が1,000ヘクタールから

10,000ヘクタールという大規模な牧場が中心だが，

4. 羊毛獣毛の基礎知識

雨が少ないので自生植物も制限され，一平方キロあ

たり 5 頭～25頭しか飼育出来ない。平均的には2,500

ヘクタールの土地に5,000頭の羊といったところであ

る。羊の飼育にしか向かないので， この地帯の牧羊

業者こそが本当の意味での専門牧羊業者といってよ

し 90

牧羊／小麦栽培地帯

牧場の一画で大麦，小麦，カラス麦などの穀物類

を栽培し， もう一方の区画では一年生の豆科植物の

牧草地に羊を放牧できる地帯である。これを年ごと

に転換していくことで，効率の良い総合農法ができ

る。そこそこ雨に恵まれた地域で，牧草地もあまり

多くを必要とはしない。毛と肉の兼用種も飼育でき

る。問願は羊と穀物の採算比較である。双方のバラ

ンスがとれているうちは良いが，片方が悪くなると

経営の比重がもう一方に偏重してしまう。但し，経

営効率に常に配慮するので，飼育管理には積極的だ。

多雨地帯

ニューサウスウェールズ州から南豪州にかけての

沿岸部や西豪州の南半分は年間降雨量が500 ミリを越

える。これらの地域では，毛と肉の両方の収穫を目

的とする羊と，牛肉と乳製品の両方を目的とする牛

とが畜産農家の仕事の中心である。面白いことに，

細番ないしは超細番の高級メリノ羊毛の生産もこの

地帯で行われている。牧場の規模は比較的小さい。

また病気の予防などコストが高いので，採算意識は

特に強い。

4. 3. 1 主な羊の分類

ォーストラリアの飼育羊はメリノが中心であるが，

メリノだけではない。主な羊はメリノと，ポルウォー

ス， コリデール，ボーダーレスター， ドーセットホー

ンなどで，メリノ・カムバック， クロスプリードな

どに分類されている。

オーストラリア・メリノ

メリノの分類の仕方はいくつかあるが， オースト

ラリアでは生産羊毛の細さによって 3 タイプに分け

るのが一般的である。いちばん細い毛のメリノが

「ファイン・ウール・メリノ」，中間の太さの毛の羊

が「メディアム・ウール・メリノ」，そしていちばん

毛の太いのが「ストロング・ウール・メリノ」であ

る。ファイン・メリノはスペイン・メリノの血統を

引き継いだ「スパニッシュ・メリノ」やスペイン・

メリノをドイツで改良した「サクソン・メリノ」が

中心。毛の細さが19 ・ミクロンより細いメリノをスー
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ペピンメリノのオリジナル

パー・ファインという。サクソン・メリノは内部の

涼しい地帯で，スパニッシュはタスマニア島などで

飼育されている。 20~22 ミクロンの毛はメディアム

だが，羊種でいえば「ベピン・メリノ」がその代表

である。ペピン・メリノはオーストラリアで独自に

開発された体格の丈夫なメリノ羊で， ニューサウス

ウェールズの中西部やクイーンズランド中央部の牧

羊地帯が中心である。オーストラリアのメリノの約

半分がペピンである。 「ストロング・メリノ」はさ

らに自然条件が過酪な地域でも耐えられるように開

発された羊で，代表種は「サウスオーストラリアメ

リノ」である。毛は23~26 ミクロンと太い。

全体をまとめてみるとメリノ・ウールは細さが17

~26 ミクロン，毛の長さは50 ミリから 110 ミリ，平均

75 ミリ。 1 頭当たりの収毛星は4.5キロ内外。毛のち

ぢれが多く，細いのに強い。色は純白でどんな色に

も染まり，衣料用に最適の原料である。最近ではメ

リノの多彩さがますます注目されており， さまざま

なメリノ・ストーリーが生み出されている。よりき

れいな毛を作るために，室内だけで飼育する羊毛

（シャーリーウール）はそのひとつだし， タスマニア

を始めとするスーパーファインはそれぞれの牧場名

にちなんだネーミングがつけられている。伝統的に

有名なジロン地方のスーパーファインラム（スーパー

ジロン）やジロンラムも紡毛用のラム（子羊）羊毛

として改めてクローズアップされるようになった。

「メリノ王国」オーストラリアならではのことである。

ポルウォース

メリノと英国種の交配によってオーストラリアで

開発された毛と肉の兼用種。毛の太さは21~25 ミク

ロンとメリノよりやや太めだが，毛の成長力は旺盛

で，平均 5 キロはとれる。毛の長さは平均120 ミリ

(100~140 ミリ）。ニット用などに人気がある。タス
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マニア島のポルウォースが特に有名だ。

コリデール

これもメリノと英国種の交配で誕生した羊。その

毛は25~32 ミクロン，平均28 ミクロンとオーストラ

リアの羊毛としては太い。毛の長さは150~180 ミリ，

平均160 ミリで，服地，ニット，内装用生地などに使

われる。 1 頭あたりの収毛量は平均 6 キロと多い。

ォーストラリアにおける雑種羊毛（クロスプレッド）

の代表である。

ポーダーレスター

英国種の羊。肉と毛の兼用種で，毛の太さは32~

38 ミクロン，平均36 ミクロン。毛の長さは200~250

ミリ，平均220 ミリに達する。やはり 1 頭あたり 6 キ

口は刈り取れる。ボーダーレスターとメリノの交配

種も多い。

4.3.2 組織化された業務

ォーストラリアは世界で最も組織化された羊毛産

業をもっている。その仕組みを業種別に見ると羊の

繁殖を担当するシープ・プリーダー，羊毛を生産す

るウール・グロワー，羊毛の物流・販売を行うウー

ル・プローカー，羊毛を買い付けるウール・パイヤー，

販売済みの羊毛を輸出用に梱包するウール・ダンパー

などに分けることができ，さらに関連職種がこれら

の基幹職種を取り巻いている。

シープ・プリーダー

ォーストラリアでは常に羊の血統維持と取り組む

家畜業者がいる。羊にとって血統は品質を保証する

極めて重要な要素だ。プリーダーは牧羊業者がいつ

でも血統正しい羊を入手できるよう多くの種羊， 雌

羊，子羊をストックし，定期的に販売する。プリー

ダーがいなければオーストラリアのメリノもすぐに

品質の劣化をまねくことになる。

ウール・グロワー

いわゆる牧羊業者。オーストラリア羊毛産業の主

役だ。グロワーの仕事を定義づけるとすれば，「羊の

飼育，管理年 1 回の羊毛の刈り取り，販売に備え

ての出荷準備」ということになる。グロワーは牧場

とそこに放牧している羊の所有者であるのが普通で，

家族単位で牧場の管理経営に携わることが多い。

ウール・プローカー

いわば羊毛問屋である。グロワーから出荷された

羊毛を荷受けし，入着順に販売カタログにのせ，競

売（オークション）に出市する準備を行う。販売代

金は手数料を差し引いてグロワーに支払う。現在，



オーストラリアで生産される羊毛の約 8 割がオーク

ション経由で販売されている。

ウール・パイヤー

羊毛買い付け代理業のこと。オーストラリア国内

や海外の顧客から注文を受けて所定の羊毛を買い付

ける。大半はオークションでの買い付けだが， バイ

ヤーが直接グロワーと取り引きするプライベート

（相対）取り引きも行われている。

ウール・ダンパー

販売された海外向け羊毛は海上輸送運賃節約のた

めコンテナ船で運ばれる。コンテナに最も効率的に

羊毛を積み込むため，高圧梱包を行うのがダンパー

である。通常オーストラリア羊毛は 1 俵に約175 キロ

詰めこまれているが，その容積を約半分に圧縮する

のがダンパーの役割である。

こうした基幹職種を取り巻く関連業種で重要なも

のに，年に 1 度の毛刈りを行うウール・シアラー，

刈り取られた羊毛の選別を行うウール・クラッサー

がいる。

年に 1 度の刈り取り時期が来るとグロワーは広い

牧場に点在している羊を馬やオートパイにのって，

牧羊犬（シープ・ドッグ）の助けも借りながらかり

集め，毛刈り小屋（シアリング・シェッド）に隣接

して設けられた囲いの中に羊を追い込む。この羊を

シェッドの中で刈り取っていくのがシアラーだ。シ

アラーは法的に登録された羊毛刈り取りの専門職人

だ。牧場主と契約し，牧場に短期間住み込んだり，

通勤したりして，所定の期間内に毛を刈り取ってい

く。現在，オーストラリア中で 13,000人以上の登録

シアラーがいる。

シアラーは始めに羊の腹部からバリカンを当て，

股の内側，後脚，尾部，腰部，首，頭部，横腹，背

オーストラリアの刈り取り風景

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

の順に一気に刈り取っていく。最終的にこれらの毛

が 1 枚の板のようにつながって刈り上げられる。こ

れをフリースという。こうすることで，身体の下側

にあたる汚い部分を簡単にとることができるのであ

る。助手はフリースを抱えてウール・テープルの上

にほうりなげるようにして，選別用に広げる。この

フリースを選別仕分けするのがクラッサーである。

クラッサーはオーストラリア全体で35,000人いる。

同じような品種のみを選別仕分けすることで，商品

価値が高まるのだから， クラッサーの役割も重要だ。

羊毛の品質を左右する情報の中で特に重要なもの

は，まずその羊毛の細さ（紘度）であり，純羊毛量

がどれだけあるか（歩留り）である。また。買手側

にとって，毛の中に植物の種やトゲといった加工上

機械に悪影響を与える爽雑物がどれだけはいってい

るのかも見極めなければならない。こうした判断を

瞬時に行っていたのがウール・バイヤーであるがい

まやオーストラリアで販売されている羊毛のほとん

どはこの 3 つの品質情報を科学的に測定するように

なっている。これをオプジェクティプ・メジャメン

トという。この測定法の導人によってオーストラリ

ア羊毛の品質に対する信頼はいちだんと増した。い

までは羊毛の強力，毛の長さ，白さまで科学的に測

定できるようになっている。この試験は販売前にオー

ストラリア羊毛検査所 (AWTA) が行っている。

オーストラリア羊毛の競売場

羊毛の販売はニューサウスウエールズ州のシドニー，

ヴィクトリア州のメルボルン，ウエスタン・オース

トラリア州のフリーマントルが 3 大販売センターと

されているが，このほかにクイーンズランド州では

プリスベン，ニューサウスウェールズ州ではニュー

キャッスル，ゴールパン，ヴィクトリア州でジロン

とポートランド，サウスオーストラリア州のアデレ

イド，タスマニア島のローンセストンがあるが，科
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学的品質測定の進捗に伴い，販売センターは集約の

方向にある。将来はシドニー，メルボルン， フリー

マントルだけで羊毛のオークションが行われること

になる。

オーストラリアの羊毛マーケティングを推進して

いる機関が羊毛産業法という法律に基づいて組織化

されたオーストラリア羊毛公社 (AWC) である。

研究開発の促進についてはこれまでのAWCの組織

から分離独立したオーストラリア研究開発公社が担

当することになった。また国際的なウールの需要振

興についてはAWC と IWS （国際羊毛事務局）が密

接な連携のもとに推進している。

もうひとつオーストラリアがユニークなのは豪州

連邦科学産業研究機構（CSIRO) の存在である。政

府の全面的パックアップのもとに設立されたこのCS

!ROは羊毛繊維の内部構造の研究から最終的な製品

開発まで幅の広い研究開発を行っている。最近では

AWCの資金拠出も増枠され，研究施設の拡充も進

んでいる。 CSIROから送り出された開発成果は枚挙

にいとまがないが，クールウールの世界的ヒットの

もとになった「サイロスパン」紡績技術はそうした

開発成果のほんの一例だ。いってみればオーストラ

リアは国家ぐるみで高品質な衣料用ウールの生産・

販売に努力しているのである。日本が所要羊毛量の

7 割以上をオーストラリアに依存しているのも， そ

うした官民あげての取り組みを高く評価しているか

らである。

(IWS国際羊毛事務局 大内輝雄）

4.4 ニュージーランド羊毛

オーストラリアが世界最大のアパレル羊毛供給国

であるのと対照的に，ニュージーランドはクロスプ

レッド・ウール（雑種羊毛）の最大供給国である。

世界の羊毛貿易量の18％を占めるニュージーランド

は人口わずか330万人の小さな国だが，そのうち 3 万

人がグロワーで，全島に6,000万頭もの羊が飼育され

ている。まさに羊王国である。 1 年間に生産される

羊毛が30万トン。そのうち約90％が原毛状態で輸出

され，残りのうち約 7 ％が製品の形で世界の国々に

向けて船積みされている。つまり刈り取った毛のう

ちニュージーランド国内で最終的に消費する比率は

わずか 3 ％に過ぎない。

ニュージーランドは農業に適した国である。温暖

な気候と均衡のとれた降雨が清潔で肥沃な大地を育

み，羊の飼育に向いているのである。そうした条件
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が，ニュージーランド羊毛が白く，央雑物がほとん

どない，バラエティ豊かな高品質のものにしている

わけだ。メリノに偏重したオーストラリアと異なり，

ニュージーランドの羊種はきわめてパラエティ豊か

である。ニュージーランドで独自に開発されたクロ

スプレッド，英国種，そしてメリノまで，実に輻が

広い。その主力は肉と毛の兼用種で，毛はオースト

ラリアに比べてかなり太い。

表 4 -20 ニュージーランドの羊種

羊種名 比率％ 繊維の太さ

ロムニー 40 33~37 ミクロン

クープウォース 19 35~39 ミクロン

ペレンデール 15 31~35 ミクロン

コリデール 6 28~33 ミクロン

NZハーフプレッド 4 25~31 ミクロン

メリノ 2 17~24 ミクロン

ボーダーデール 2 30~35 ミクロン

ドライスデール 1 40 ミクロン以上

ポーダーレスター 1 37~40 ミクロン

サフォーク 30~35 ミクロン

チェピオット 28~33 ミクロン

サウスサフォーク 28~32 ミクロン

ドーセット 27~32 ミクロン

ドーセットダウン 26~29 ミクロン

ハンプシャー 26~30 ミクロン

サウスドーセットダウン 25~28 ミクロン

サウスダウン 23~28 ミクロン

ォーストラリアにおけるメリノ・カムパックのよ

うに，毛と肉の兼用種いわゆるデュアル・パーパ

ス羊の開発が進んだのがニュージーランドだ。オー

ストラリアより 50年遅れて国づくりが始まったニュー

ジーランドも，牧羊を中心とする農業が国家の基幹

産業となった。オーストラリアと比べて国土が小さ

いかわりに，緑にあふれたニュージーランドでは，

ォーストラリアとは違った牧羊が必要で， そのぶん

品種改良も独自の方向をたどったのである。

1840年から60年にかけての第 1 次牧羊発展期に，

ニュージーランドには英国からイングリッシュ・レ

スター，ポーダーレスター，ロムニーマーシュ， リ

ンカーン， シロップシャー，サウスダウンなどの毛・

肉兼用種が持ち込まれた。そしてメリノ・カムパッ

ク同様にメリノと英国長毛種との交配が進んだ。こ

こで固定されたのが「コリデール」と「ニュージ一



ランド・ハーフプレッド」だ。

羊毛は建国当初のニュージーランドにおいて最も

重要な収入源だった。羊毛生産性の高い英国リンカー

ン種や豪州メリノが飼育の中心だったが， 1882年に

ニュージーランド・ヨーロッパ間に冷凍設備を持つ

船が就航， これによって遠く離れたヨーロッパに食

肉が輸送できるようになった。より効率の高い，良

質な毛と肉を生み出せる羊が求められだした。「コリ

デール」はそうした要求に応えた開発種で， メリノ

にリンカーン，イングリッシュレスター， ボーダー

レスター， ロムニーなどを掛け合わせ， その混血種

をさらに少なくとも 6 回以上交配を重ねてつくりだ

した。開発者は北オタゴにあったコリデール牧場の

ジェームス・リドルで， 1868年に交配を開始， 10年

がかりで固定したという。ニュージーランド・ハー

フプレッドは，コリデールをつくりだす過程で生れ

た羊種である。コリデールよりもメリノに近い。

ニュージーランドロムニー

1900年頃になると，英国ロムニーマーシュ種が人

気を博すようになった。羊の大敵である腐蹄症にか

かりにくく，多湿地帯での飼育に向いているからだ。

ニュージーランドではロムニーマーシュを原形にし

て「ニュージーランド・ロムニー」という独自の血

統がつくりあげられていった。マーシュより毛はや

や太いが，生産性が高く肉の味も良い。ただしロム

ニーは足が短くあまり長距離を歩けないし，子羊の

出産にも障害がおきがちだ。その欠点を克服したの

が1945年に開発された「ペレンデール」である。こ

の羊は長い足を持つ英国のチェビオット種と短足の

ロムニ一種を交配させたもので，毛の生産性が向上

するとともに，高地でも飼育可能な丈夫な足を持っ

ている。

「クープウォース」も同じような目的で開発された

羊であるが，ボーダーレスターとロムニーの交配種

4. 羊毛獣毛の基礎知識

ニュージーランドのペレンデール

である。開発者のイアン・クープウォース・リンカー

ン大学教授にちなんで命名された。

ニュージーランドには北島のマッセイ，南島のリ

ンカーンというふたつの農業大学があり，真剣に羊

種の改良研究が進められている。マッセイ大学のフ

ランシス・ドライ教授が1940年に発表したのが，羊

毛の中に毛髄をもつカーペット専用種「ドライスデー

ル」だ。毛髄はしなやかさや光沢を落すということ

から，これをなくすことが品質改良の大きな課題で

あったが， ドライは逆に毛髄を持つ羊毛を復活させ

ることで，嵩高性にあふれた羊毛を得ることに成功

したのである。太番手羊毛のナンバーワン供給国と

してニュージーランドではいまも新しい羊種の開発

作業が続けられている。

4. 4. 1 現在の重要羊種

現在の重要羊種は以下の通りである。

ロムニー

英国のロムニー・マーシュ種を碁礎にニュージ一

ランドで独自に固定した毛肉兼羊種。生産量の約60

％がカーペット向けだが，毛布， ドレス・コート地，

家具用織物などにも向けられている。

クープウォース

ロムニーとボーダーレスターの交配種。カーペッ

ト用に使われることが多い。飼育しやすいので，頭

数は増加気味である。名前は開発者イアン・クープ

ウォース教授にちなんでつけられた。

ペレンデール

ロムニーとチェビオットの交配によって作り出さ

れた羊種。顔はチェビオットにそっくりだが，毛は

はるかにふさふさしている。手触りが柔らかで，弾

力性に富んでいるので用途は広い。開発者ジョン・

ペレンの名前にちなんで命名された。
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4. 羊毛，獣毛の碁礎知識

コリデール

メリノとリンカーン， レスター， ロムニー， ボー

ダーレスターなどの英国種との交配を重ねることで

開発された羊種。中目付のウーステッドや手編毛糸

に向いている。名前はコリデール牧場で開発された

ことからつけられた。

ニュージーランドハーフプレッド

コリデールと同様，メリノと英国種の交配雑種だ

が，コリデールほど長い交配を重ねる必要はない。

いわば， コリデールヘ至る中間の雑種で， コリデー

ルよりメリノ的。用途はコリデールと変わらない。

ロムニーを基礎に他の羊種との交配で開発された

クープウォース，ペレンデールなどを総称してニュー

ジーランドでは「クロスプレッド」あるいは「ロム

クロス」という。

ニュージーランドのクロスプレッド・ウールは最

もきれいで白いと定評がある。英国リンカーン種ほ

どの光沢はないが，中間度合いの光沢を有し，有色

羊毛や植物性央雑物の混入もほとんどない。したがっ

て，ニュージーランド羊毛の洗い上げ歩留まりは80

％にも達する。こうした特長からニュージーランド

のクロスプレッド・ウールは国際的に評価されてい

るのだが，最近ではメリノ種の飼育熱も高まり，太

番手だけではない供給輻の広さを強調するようになっ

ている。

31~40 ミクロンのクロスプレッド・ウールはニュー

ジーランド中で生産されているが， 18~31 ミクロン

のメリノやハーフプレッド，コリデールは南島での

生産が中心だ。羊毛の主要販売センターは北島では

ウェリントン，南島ではクライストチャーチに置か

れ，各地に集結された羊毛を集約販売している。

ニュージーランドでの羊毛刈り取りには 3 つのパ

ターンがある。オーストラリア同様に 1 年 1 回（通

常 9 月から 1 月にかけて）というケースも多いが，

1 年に 2 回 (11月と 4 月）， さらには 8 ヵ月に 1 回

（つまり 2 年に 3 回）という刈り取りパターンがある。

いいかえるとニュージーランドでは 1 年中毛刈りが

行われているわけだ。

1 年に 1 回しか刈り取らない羊毛のことを「フル・

フリース」あるいは「フル・レングス」といい，毛

足の長さは120-150 ミリある。ニュージーランドの

羊毛の約 6 割は 6~8 ヵ月で刈り取られるが， これ

を「セカンド・シアー」と呼び，その毛足は75~125

ミリである。

毛足の長さは加工工程や製品用途によって異なる
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が，ニュージーランドの羊毛はこのようにさまざま

な長さのものも提供できるので，原料選択の幅が広

し＼。

1 頭の羊から刈り取った毛は， ボデイ・ウールを

はじめ，首，腹，股などさまざまな部分に別れてい

るし， ボデイ・ウールの白度を高めるために取り去っ

たピーセスもある。こうした羊毛は紡毛工程で活用

されている。また羊毛産業は原毛同士のプレンディ

ング（混毛）にノウハウがあるが， このプレンディ

ング用にもニュージーランド羊毛は向いているので

ある。

ニュージーランドから輸出される羊毛は脂付き，

洗い上げ，スライプの 3 種類に分けられる。脂付き

（グリージー・ウール）は羊から刈り取ったままの状

態だ。洗い上げ羊毛（スカード・ウール）とは土砂．

脂．汗などの不純物を洗い落した羊毛で， この状態

でニュージーランド羊毛の白さがよく分かる。ニュー

ジーランドから輸出される羊毛の 3 分の 2 以上が洗

い上げ羊毛である（ニュージーランドには約30軒の

洗毛工場があり．世界最高水準の洗い上げ加工技術

を誇っている）。スライプ・ウールというのは，食肉

用に屠殺された羊やラムの毛皮から化学薬品を使っ

て毛を取り去り，洗いあげた状態の羊毛のこと。

4.4.2 品質特性と用途

ォーストラリアと並んでニュージーランドは羊毛

品質の科学的測定が進んでいる。これは羊毛の主要

な品質特性を客観的にはじきだし，取引の参考に供

するきわめて重要な販売制度の変革であるが，ニュー

ジーランドでは繊維直径（ミクロン），植物性央雑物，

嵩高性．白度（カラー），毛髄，カーディング後の繊

維長と測定項目が異なる。これは生産羊毛の品質特

性と用途の違いからくるものだ。

産毛国としてのニュージーランドは．安心できる

太番手羊毛の供給国として名声を高めてきた。たし

かにニュージーランドで生みだされる羊毛の大半は

カーペット原料に最適の太番クロスプレッド・タイ

プだが．年産の 3 分の 1 以上の羊毛がカーペット以

外の羊毛製品，たとえばニットウェア． アパレル生

地家具用織物，寝具などに使われているのである。

ニットウェアの場合．ニュージーランド・ウール・

ボードでは原料の太さと用途の関係を別表のように

説明している。



表 4 -21 ニュージーランド羊毛のニット用途

ミクロン幅 製品用途

19-25 シングル／ダプル・ニット，フルファッ

ション・ニット，アンダーウェア，靴下

23 手編毛糸，ベビーウール

25-27 シングル／ダプル・ニット，フルファッ

ション・ニット，靴下

27 手編毛糸 3 子撚り， 4 子撚り

28-32 ダプル・ニット， トリプル・ニット，

パルキー・ニット

ニュージーランドの細番手羊毛はカーベット用羊

毛ほどには有名ではないが，抗毛ニット糸にも広範

囲に使用されている。ここでもニュージーランド羊

毛の強力，均一性，色合などの特長が生かされてい

る。手触りの柔らかさは原則的には繊維の細さと関

係があり，細い毛ほどやわらかい。

紡毛ニット糸では低価格で手触りや外観の良さを

向上させるため，ニュージーランドのバラエティ豊

かな羊毛がプレンドされる。細番ラムやメリノウー

ルをプレンドしたラムズウール紡毛糸や，チェビオッ

トやラムを使ったシェットランド紡毛糸はニュージ一

ランド羊毛のアパレル分野での利用の最高例である。

ニュージーランド羊毛業界の中央機関であるニュー

ジーランド・ウール・ポード (NZWB), ニュージ一

ランド羊毛研究所 (WRONZ) などが近年積極的に

取り組んでいるのは，アパレル用杭毛織物の開発だ。

30-37 ミクロンのニュージーランド・クロスプレッ

ド羊毛を使って杭毛スーツ地をつくる技術が日本の

業界の努力によって実った。 35 ミクロンのクロスプ

レッドをヨコ糸に，メリノをタテ糸に使ったトロピ

カル・スーツ地は，モヘア混紡と対抗できる夏のウー

ル100％素材として， 日本市場に出回りだした。アパ

レル用のニュージーランド羊毛応用研究はこれから

もますます盛んに進められることだろう。

(IWS国際羊毛事務局 大内輝雄）

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

4.5 英国羊毛

イギリス並びにアイルランドは北緯50度から 60度

に位置して，日本近辺でいうと，ちょうどサハリン

（樺太）の北部からカムチャッカ半島と同じ緯度に

たる。英国を取り巻く海は，本来ならば冬季は海岸

まで完全に氷結し，北極圏の苛酪な気象条件下に一

面の厚い氷の世界になるべきだが，英国は幸いにし

て有名なGULF STREAM （メキシコ暖流）に囲

まれているので，沿海はドーバ海峡からスコットラ

ンド北部に至るまで氷結することがない。ただ， そ

のために北極圏の極寒気がGULF • STREAM に暖

められ，英国は常に濃霧に包まれ極北の地にありな

がら春秋，夏は言うに及ばず，冬季でも多雨に恵

まれるという特異な現象に包まれると共に一方，気

象条件に依っては冬季北極園より気温の下がること

もしばしばで，内陸では川も湖も氷結するところが

多い。

従って 5 月でも氷雨に震え， 8 月でもストープで

暖をとる時もあり，また雨の非常に多い季節では太

陽の顔が見える日が月に 2 • 3 回で， 6 月の一番良

い季節でも，早朝は快晴でも午前10時頃には必ず霧

雨が降ってくる。

こうした厳寒かつ多雨と言う厳しい自然環境の

もとで，英国の羊は古代より厳冬でも雪にくるまっ

て生き抜いてきた。英国ではすでに新石器時代後半

には牧畜羊がいたといわれ，古代羊毛の風格を持っ

た，世界で最高強靭にして，最高に強いCRIMP と

縮絨性，弾力性に恵まれ，耐久性に富み，他のウー

ルに比べ毛玉の出来にくい特徴を持ち，純粋種だけ

で40種類が現存する。それぞれ独自の持ち味，特質

を持った英国羊毛が 2 千年来の伝統と品種改良にそ

そがれたひたむきな情熱に依って生産されている。

これに比べて亜熱帯から温帯に位置して年中穏やか

な気候に恵まれたオーストラリア， ニュージーラン

ドでは，僅か200年前から初めて羊の飼育・品種改良

が始まり，中世に開発されたスペインメリノの原種

を中心として英国の著名な短毛種·長毛種の原種と

の交配によって品種改良が進められ，僅かな年月の

間に細かくて，繊度むらが少なく，真白で， COLO

RED WOOL KEMPのほとんど混入しない今日の

素晴らしいオーストラリア，ニュージーランドのメ

リノ種，多種の優れたクロスプレッド種が完成され

た。その反面，英国羊毛の 2~3 千年来の伝統の逗

しい野性味は薄らいだのである。数量においてもオー
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4 ．羊毛，獣毛の基礎知識

表 4 -22 英国に生息する40種類の羊の分類

Short Down Teeswater 

Clun Forest Wensleydale しongwool

Devon Close Wool White Face Dartmoor 

Dorset Down Mountain and Hill 

Dorset Horn Beulah Speckled-face 

Hampshare Down Black face 

Jacob Black Welsh Mountam 

Kerry Hill Brecknock Hill Cheviot 

Lianwenog Cheviot 

Oxford Down Dalesbred 

Ryeland Derbyshire Gntstone 

Shropshire Exmoor Horn 

Suffolk Herd wick 

South Down Hill Radnor 

Long Wool and Luster Lonk 

Bluefaced Leicester North Country Cheviot 

Border Leicester Rough Fall 

Dartmoor South Wales Mountam 

Devon and Cornwall Long Wool Swaledale 

Leicester Long Wool Welsh Hill Speckled 

Lincoln Long Wool 

Romney 

Welsh Mountain 

Wotsh Mountain Badger Faced 

ストラリア，ニュージーランドで世界の産毛量の40

％に当たる 13億4,500万kg (1989現在）を産するのに

対し，英国羊毛は世界産毛量の僅か1.91 ％に当たる

6,500万kg(1989現在）の規模である。オーストラリア，

ニュージーランドの毛はいわゆる篤農家の毛で， サ

サニシキやコシヒカリに当たる BEST主食であるの

に対して，英国羊毛はむしろそれぞれの特質を保つ

べく HOBBYで飼われた特殊素材としてモヘア・ア

ルバカ・カシミヤ・キャメル・アンゴララビット等

のHAIRと共に副食に当たるもので， グルメの時代，

消費者のために主食と相まってより豪華な副食の味

が生かされるよう調合料理をすべきである。人間が

古代から中世に，羊の毛皮を衣類として着ている頃

は，羊も原始羊の様に外側は荒くて長い剛毛に被わ

れ，内側に極めて細い柔毛が密生して， いわゆるニ

重構造のFLEECEの方が極めて温かく有難かったの

であろうが，中世に至り羊の毛を紡ぐ都合からは，

繊度むらの少ない均ーにしてKEMPの混じらない毛

が必要となり，また色にしても古代羊毛は黒・茶と

か天然の単色あるいは斑のものが多く，中世からは

染色上からも色が純白で色毛が混入しない羊の実現

が人間の夢であった。

英国羊毛は古代羊毛の名残りとして繊度むらが大

きく， COLORED WOOL KEMPの混入は多く，

BURR, SEED等の植物・央雑物の混入も多い。色
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は多少クリーミーでオーストラリア， ニュージーラ

ンドに比してこの点では大変評判の悪い毛であるが，

毛製品を造る上でその著しい特質が如何に重要であ

るかを述べよう。

4. 5. 1 英国羊毛の分類

英国羊毛は大別してSHORT DOWN （短毛）種

と LONG WOOL AND LUSTER種（長毛種）

及びMOUNTAIN AND HILL種の三つに大別さ

れる。少しロマンチックに考古学的に推理すると，

氷河期が終わると同時に人間も羊もアジアの高地よ

り西へ西へと移動し，スカンジナピヤ半島を経て北

からスコットランド・イングランドに入ったのが長

毛種であり， MOUNTAIN AND HIIL種であると

考えられ，西の端スペインまで辿りつき多少改良さ

れて，南からイングランドに入って英国の多雨で厳

表 4 -23 英国羊毛の規模

英国羊毛公社に登録されたる英王連邦 CU.K.) におけ

る合計羊頭数

英国羊毛公社の組織で競売された英国羊毛の Fleece

Wool合計数

年 数量（百万kg)

1970 31.6 

1971 32.6 

1972 33.5 

1973 34.1 

1974 34.9 

1975 34.6 

1976 33 5 

1977 32.2 

1978 35 2 

1979 35 I 

1980 38.6 

1981 38.2 

1982 37.2 

1983 39.3 

1984 38.4 

1985 40.2 

1986 41 7 

1987 44 5 

1988 46 5-

1989 65 

1990 67 

1991 72 

-estimated 

英王国連 (U.K.) におけるスキンウール年間生産量(kg) 29,000,000 
英国羊毛公社の競売組織外のprivate取引で取扱われたfleece wool年間
生産量(kg) I 9,000,000 
Ireland 
Shetland lmlands 
Isle of Man, Channe Island, etc 

250,000 
500,000 



表 4 -24 英国羊毛公社にて取扱われたFleece wool の

種類別数量

種類

Southdown and Dorset Horn 

Shropshire, Clun, Kerry etc 

Kent 

Welsh 

Radoner and Crossbred 

Halfbred 

Jacob 

Lincoln and Luster 

Masham 

Swaledale 

Herd wick 

Gritstone and Lonk 

Exmoor Horn 

Devon 

SW Crossbred 

Cheviot 

Suffolk and Suffolk Cross 

Leicester 

Cross 

Blackface 

Hill Lamb 

Lamb 

Oddments 

Daggings 

数量（千kg)

140 

4070 

720 

3795 

5180 

8355 

105 

60 

1875 

2660 

180 

370 

120 

320 

880 

2085 

295 

210 

12000 

6430 

105 

960 

1865 

1210 

53990 

しい気候によって創られたのがSHORT DOWN種

と考えられている。

SHORT DOWN種

まずSHORT DOWN種だが，こんにち世界のファッ

ションで最も要求されるのは織物でもニットでも軽

くてソフトで，ステイフネス（弾力）のあることで

ある。 SHORT DOWN種の毛は，世界中で一番CR

IMPが強く最もスポンジネスのある縮絨性豊かな毛

で， この種の純粋種である PICK SUPER GRAD 

Eの毛を35％から 50％混人して紡績すると，その最

高のスポンジネスからして混入された他の原料をも

引っ張って膨らみ，糸の断面が真円になる。この真

円になることがスリップ止めとなり，織物にしても

ニット製品にしても手編みの場合でも，糸の打ち込

みを減らすことができ，目付けを著しく減らす事が

できて， これによって最高に空気をはらむことにつ

ながり，軽くて，暖かく極めて立体感があり，柔ら

かくて弾力のあるニット・織物を作ることができる。

かつそのFIBERの強靭さは世界ーである。

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

この様に羊毛がそのCRIMPにより繊維と繊維の

間に空気をはらむことからして， 目付けを軽く出来

るほど逆に暖かさを増すことが最近， NHK の「ト

ライ・アンド・トライ」で立証された。それは最も

HEAVEYに糸を打ち込んだニット地と MEDIUM

に打ち込んだものと最も LIGHT なものとを比べた

時，いずれのニット地が最も暖かいというテーマに

よるものであった。参加者はすべてHEAVEYかM

EDIUMを選んだが，実験の結果は最も打ち込みの

少ないLIGHTのものが一番暖かいことが立証され

た。これは天然のWOOLの繊維はCRIMPがあって

繊維と繊維の間に空気をはらむので， それが温度の

放出を防ぎ，保温力になっているためである。

このPICK SUPER GRADEの世界で一番空気

をはらみ，世界で一番軽くて暖かく，糸の断面を真

円にすることが，ニット・織物に弾力ある腰をもた

せ， ‘ノフトな手触りをもたせることにもつながる。

オーストラリアのメリノ種の場合， CRIMP は健全

に育ったものは規則正しく，シロップシャ・ダウン

等不規則のCRIMPのものはテンダ一気味で強度が

無いと言われているが，これに反して英国のショー

ト・ダウン種は，世界で一番不規則で著しいCRIM

Pを持っており，かつその強度においても全く世界

一丈夫な繊維であって，何千年もの間の過能な生活

環境で作られたものと思われる。

南米各地でも極端に不規則なCRIMPを持った毛

が産出するが， COMBING, SPINNING の工程を

通ると， CRIMPが延びてしまって，味も素っ気も

無くなってしまい，英国羊毛のPICK SUPER GR 

ADEの様に製品になればなるほど膨みの出てくるも

のとは全く相違する。この英国羊毛の秘密は，酪寒

の地でありながら極めて多雨なことで， この環境で

生き抜くための防水機能としてSCALE と SCALEの

重なりが深く，エンドキュテイクルが水分を充分に

含むことができ，これが繊維の強靭さと共に強力な

る膨みをもたらす原因と思われる。このことを通じ

CRIMPが極端にあることと毛の膨むこととは全く

別の要素と思われる。

SHORT DOWN種は主として， ENGLANDの

MIDLAND地方より南部で産し代表的なものとし

ては， CLUN FOREST, DORSET HORN, JAC 

OB, SHROPSHIRE,SUFFOLK,SOUTH DOWN 

等が有名で，これらSHORT DOWN種の総てから

（英国羊毛公社）でGRADE された PICK AND S 

UPER GRADEは，世界で最高に弾力に富んでお
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4. 羊毛獣毛の基礎知識

り，これら 100％でCOMBされたり SCOURED され

たものをあだ名として， SUPER DOWN品質と総

称しているが，産毛量は最近とみに減り貴重なもの

となっている。永年絹・綿・麻の文化に馴染んでき

た日本の消費者の好みに合わせるために英国の誇る

SUPER DOWNにオーストラリアの64/608のメリ

ノ種の毛をBLENDするのも，日本市場向けに独自

の商品をクリエートするKNOW HOWの一つである。

英国では農民に言わせると，羊を飼って毛の数倍

儲かるのは肉であって，毛は一年に一回刈らないと

毛の重みで足を折って死んでしまうが，毛の代金で

やっと刈り賃が出るのだという。従って最近は， 肉

が美味で身が大きく頑健で多産系の肉用の羊を欲し

がり，その様な交配がなされる向きがあって， その

CROSSされた英国のDOWN CROSSとも称せられ

るぺき羊の毛は， 100％で紡績されても純粋種程の膨

らみはないが，何しろ英国で開発された毛のため，

ォーストラリア，ニュージーランドのシロップシャー・

ダウンよりは膨らみが強い。

ォーストラリア，ニュージーランドのシロップシャー

・ダウンは色毛とKEMYはほとんど混入してなく，

英国羊毛は色毛とKEMYが混人しているが，昨今の

様に世界中の原料染・糸染によるツィード・トーン

の傾向の場合は，英国羊毛の色毛とKEMY は問題に

ならず，膨らみの強い英国のDOWN CROSSの方

が良い。また品種改良の努力の結果，英国では低カ

ロリーのラム肉を生産することに成功し，アメリカ・

ヨーロッパヘの輸出用として近年， 2 割増産された。

従ってDOWN CROSSの毛も益々増産傾向にあり，

価格も適正であるため，その優れた特質と相まって

"CLUN FOREST" 有名なSuper Down品質の一つで

す。

Shortwool and Downに属します。

B.W.M.B提供
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"Dorset Horn" 有名なSu per Down品質の一つ

Shortwool and Downに属します。

B.W.M.B提供

"Souths Down" 有名なSu per Down品質の一つ

Shortwool and Downに属します。
B.W.M.B提供

·suFFOLK" 有名なSu per Down品質の一つ

Shortwool and Downに属します。

B.W.M.B提供



アメリカ・ヨーロッパ・日本・中国と近年における

ベストセラーの羊毛の一つとなっている。

LONG WOOL & LUSTER種

LONG WOOL AND LUSTER種は世界で一番

HAIRに近いWOOLである。 CRIMPがほとんど無

<, HAIR と同じ形状のゆるやかなカールをしてお

り，オルソとパラが同心円状で， WOOLの様にオル

ソとパラが偏在してひきつりによる極端なCRIMP

は生じていない。 HAIR と同じく髄が発達していて，

ところどころに中空の部分もあって大変暖かく，保

温力に富んだ強靭なFIBERである。またSCALE は

WOOLより HAIRに似ていて，溺み性の少ないフェ

ルトしにくい形状で， HAIRの様な光沢と滑りもあ

るが，電子顕微鏡で見ると SCALE HEIGHT も普

通のWOOLのよりも格段と低く， HAIRに近い。 し

かし， HAIRの様に薄いガラス板を重ねた様では無

く，やはり WOOLはWOOLであって， HAIRよりは

くびれのあるSCALEをしている。

そのSCALEからして手触りは， HAIRに準じて滑

らかで光沢もあるが，英国羊毛のため多少のスポン

ジネスと膨らみもあり，毛足が平均 6~8 インチで，

長くて強靭である。また少しプラッシングすると大

変美しく，ツィード，ニット，手編みにあっても光

沢があり，柔らかい効果が得られる。代表的な羊と

してはBLUE FACE LEICESTER.LEICESTER, 

LINCOLN, TEESW ATER, WENSLEYDALE 等

が有名で，スコットランド南部，イングランド北部・

南部で飼育され，その内でも生後 1 年目に初めて鋏

を入れ刈り取る毛をHOG WOOLと言い，毛尖が残っ

て，極めてソフトな毛質で，普通の長毛種は48'S36

~ 7 ミクロンがFINESTだが， HOG WOOLは52~

54'Sで34 ミクロンで産毛且にも限りがあり大変貴重

な原料である。これら総ての長毛種のHOG WOOL 

をあだ名としてTEESWATER と総称している。

BLUE FACE LEICESTER は永年，種羊とし

て交配に用いられ双子が生まれ易いとして珍重がら

れてきたが，近年BLUE FACEの HOG WOOLか

ら英国羊毛の中では一番細かい26~ 7 ミクロンが選

別され，滑りのあるSILKYで光沢があり，然も SH

ORT DOWN種に負けないスポンジネスを兼ね備え，

かつ毛足が長い世界最高の特質を備えた WOOL と言

われ，産出量が極めて少ないため貴重なものとされ

ている。織物・ニット・手編みに最高級品として使

われている。

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

有名なTeeswater
Longwool and Luster種に属します。

最も有名な “Bluefaced Leicesterｷ 
Long and Luster種に属します。

MOUNTAIN HILL種

B.W.M.B提供

B.W.M.B提供

MOUNTAIN HILL種は古代羊毛の二重構造のF

LEECEの風格を持っていて，外は荒い40~44 ミク

ロンの粗毛で被われ，中は19~34 ミクロンの綿毛が

生えており，表面的にはラフな風合いであるが，外

見よりは意外とソフトで膨らみがあり，軽くて暖か

い製品ができる。それも二重構造のFLEECEの風合

いに依る。

代表的な羊としてはBLACK FACE.CHEVIOT, 

EXMOOR HORN,HERDWICK,HILL RADNO 

R,SWALEDALE, WELSH等が有名で，スコット

ランドのHIGHLAND地方からENGLAND地方の

北部， WALES地方で飼育されている。 CHEVIOT

は普通54'835 ミクロンがFINESTだが， CHEVIOT 

HOG は58'830 ミクロンでソフトで光沢があり， ス

ポンジネスで毛足が長い。 FINE TWEEDまたはモ

ヘア・アルバカ等のHAIR並びに中間番手のメリノ
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

種の毛との混用にもSILKYな風合いを得るには最適

で，数且に限りのある貴重なものである。

典型的mounta i n and Hell種 “Blackf ace·

最も典型的な英国羊毛の一つ “chev i ot·

mountain and H i ll種に属します。

B.W.M.B提供

B.W.M.B提供

"HERDWICK" 典型的なmounta i n and H i ll の一つ。

B.W.M.B提供
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典型的な英国羊毛の一つWelsh mauntain 

mountain and H i ll種に属します。

天然原色羊毛

B.W.M.B提供

英国羊毛には天然の原色のものも数多く， SHOR

T DOWN種では角が 4 本あるJACOB WOOL.MO 

UNTAIN HILL種では HERDWICK,BLACK,W

ELSH,SWALEDALE等が原色のWOOL として有

名である。またLONG WOOL種でも一部，原色の

ものもある。

• J ACOB" 四本角で有名です。

数千年末の古代羊毛です。

島々の羊毛

B.W.M.B提供

スコットランドの北々東 300kmに位置する SHET

LAND島は，大きな木が一本も生えていない北極圏

に近い酷寒，強風雪厚い雲で包まれた小島である。

冬季は草も無く羊は岩の海岸の海藻を食ぺるため．

SILKYな毛が取れると言われている。約25万キロの

独特のSHETLAND WOOLが産出され， SILKY

でSOFT, 膨らみが最高で，軽くて暖かい色の白い

毛が採れる。マン島，ガンジー島， ジャジー島， ア

ラン島でも合計50万kgの最高に強靭で弾力のある独



特のWOOLを産出する。

しかし伝統的な英国のLOCAL独特のFISHERM

AN SWEATERにしても， ALAN SWEATER に

しても，紡績において大変強撚にしてしまって，逆

に独特のCHARACTERを殺してしまう程固くてH

EAVYな糸にしてしまったり，ニットでも思い切り

HEAVEYに打ち込んで大変固くて重いSWEATE

Rにしてしまうが，これは英国の苛酷な気象条件に

耐え得る為で，日本でも若い人に，冬の雪山用， ス

キーツアー用として珍重されている。

HOME SPUNによる HARRIS TWEED にも同

じことが言え，原料はスコットランドの北辺，酪寒

と多雨の厳しいヘプリディーズ諸島で産する典型的

な二重構造FLEECEのHARRIS WOOL と称せら

れる毛で， GRANDEはNu 1 から Nu 4 まである。

4.5.2 生産・販売及び用途

用途

英国羊毛の約 4 分の 1 に当たる FINER SIDE の

ものは，総てニット製品織物，手編みに使用され，

日本は鋭意EXTRAFINE QUARLITYを買い付け

ているが，特に最近，フトン用にも弾力があり腰が

あって強靭な英国羊毛が最適である事が分かり，防

縮，防虫，防臭抗菌加工されたフトン用の英国羊

毛が開発使用されている。また英国羊毛のベット

カバー，毛布， WOOL RUG も丈夫で最高である。

英国からの英国羊毛の輸出高は日本向けが第一位で，

年間GREASY換算約900万kg,全体の約 2 割が日本

向けに輸出されている。英国羊毛の中でCOARSER

SIDEのものは，全体の50％以上がカーペットに使

われ，最近はかなりの盪が中国ヘカーペット用に輸

出されているし，日本でも最近，カーペット業界は

英国羊毛使いの高級品に強い関心を寄せており，近

く必ず大きな発展があるものと期待されている。

生産・販売

現在英国では， 5,922万 5 千頭の羊が約 9 万人の牧

羊業者によって飼育され7.200万kgの英国羊毛を生産

一軒当たり平均660頭の羊を飼育して年間800kgの毛

を刈り取っている。通常 3 種類ぐらいの羊を飼って

いるから，一軒で一種顆当たり約260kg位の単位にな

り，この員では買う方も売る方も全く取り扱い様が

なく，そこで英国農政法により英国中の羊の毛は総

て一旦（英国羊毛公社）に集荷されることが決めら

れている。

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

ENGLANDの南部で 5 月に刈り取りが始まり北

のスコットランドで 7 月までのニヶ月の間に英国中

の羊は毛を刈られB.W.M.Bの倉庫に集めらる。次

いでB. W.M.Bの熟練GRADERの手に依って約

250種にGRADEされ，年間を通じてBRADFORD

と EDINBURGのニヶ所のオークションで売られる。

競り落とされた羊毛はTOP• MAKER等の業者の

倉庫でSORTING されるが，英国羊毛のBREEDIN

Gの規模は極めて小さく， しかも飼育の環境は丘陵

地が多いために日照りに対する傾斜の方向もまちま

ちで，土壌にも差違があるため牧草の条件が微妙に

違い，同じ種類の羊の毛でもデリケートに品質が違

つ。

英国羊毛のSORTINGには永年の経験と練度が必

要で， 16歳から始めて停年まで続くが， ピアノと同

じで，途中一時的にやめれば練度が低下して駄目に

なる。現在，英国羊毛のSORTER は僅か50人とい

われ， SORTINGなしで英国羊毛のエッセンスを取

り出すことは出来ず，懸命に後継者を養成している

のが実情である。また，英国の羊毛工業と日本の羊

毛工業ではどの点が一番違っているかというと， そ

れはSORTINGが出来るか出来ないかだと言われて

おり，これにひきかえオーストラリア， ニュージ一

ランドでは，同じ時期に生まれた同種の羊を千頭以

上のなるべく多くの単位で同じ広い土壌と環境で成

育して均一の毛を生産して， NO SORTINGで使用

する方向にあって，英国羊毛とは全く対照的である。

また英国における SORTING の IDEA はオースト

ラリア，ニュージーランドと全く正反対で， その目

的は第一に一番良い所を紡毛用にPICK UPする。

BEST FLEECEの一番CHARACTERがあり，色

も白くて央雑物も少ない所を紡毛用に， PICK UP 

しCOMBINGによって均ー化してしまう。杭毛用に

は一番CHARACTERの無いINFERIORの毛でよ

いという IDEAである。オーストラリア，ニュージ一

ランドの様にBEST FLEECEを，杭毛用にPICK

UP して， その PIECES, LOCKS, CRUCHING 

を紡毛用に当てるのとは全く正反対なのである。

＜日本の消費者向け商品のクリエーティープ＞

この様にオーストラリア，ニュージーランドでは

世界で一番均一化されたCOLORED WOOL KEM 

Pの混入してない白度の良いWOOLが大量に生産さ

れ，英国ではオーストラリア，ニュージーランドの

産毛鼠の僅か4.8％に当たる古代羊毛の風格を備えた
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4 ．羊毛獣毛の基礎知識

英国羊毛が取れるのだが，その両極端の持ち味をH

ARMONYさせた製品で，日本の消費者のオシャレ

心を満たさなければと思う。特に今冬用に軽くて表

面変化に富んだニット，織物とか， SOFT TWEED 

TONEが，また色もクラッシックなTWEEDTONE

がPOPULAR と言われているときに， COLORED

WOOLの必ず飛び込んでいる英国羊毛にとっては，

この原料染め，糸染めの傾向はGOOD CHANCE 

であり， 日本人好みのSILKYなタッチを得るために，

大いに英国羊毛にオーストラリアメリノ，ニュージ一

ランドの毛，南米，南アの羊毛，またモヘア， アル

パカ，キャメル，カシミヤ，アンゴラ・ラビット等

の特殊HAIRをも混紡すべきだと思われる。

(MATERIAL CONSULTANT 川島成信）

4.6 繊 獣 毛

繊獣毛マーケットから見た日本羊

毛工業

日本の人々は古代より伝統的に絹・麻・綿の世界

に誇るべき，比類無き服飾文化を築いてきた。日本

の着物ほど優雅にして緻密で，千年来の伝統の文化

が滲み出たものを他に見たことがない。ところが羊

毛工業になると，発足以来100年余り経つが，永年に

互る技術と経験の積重ねを続けてきた父祖伝来の伝

統的メーカーは別として，大部分のメーカーは動物

の毛のVARIETY と IRREGULALITYに富んだ本

質•特色を充分に生かし切れない観がある。

4. 6. 1 

早い話が日本における48/2 の杭毛糸の原料の買

付けにしても，定期相場の規格を基準にして繊度む

らの少ない，毛足の揃った，色の白い，色毛の混入

しない，良質の羊毛を買付けるため， どうしても綿

糸の様な真直ぐな糸を紡ぐことを誇りとする伝統が

出来上ってしまい， その糸で造られる最終製品が，

消費者の着心地や．風合いの好み， おしゃれ心を満

たすことには考えが及ばないのである。これに反し

ヨーロッパでは，糸の風合いよりも最終製品の仕上

がりを考えて原料を選択するので． 同じ 48/ 2 の糸

の原料を買うにしても中心より細めの短いSIDE と

太めの長いSIDE を買い， BLEND して糸を紡ぎ，

わざと小むらを作り，その小むらが製品の風合いと

なり，色の深みとなり，毛の特質の良さを消費者に

伝える。

またOILING にしても，日本では定期市場規格を

基準にするから，糸の段階で見栄えが良く，色が白

く仕上がることだけを考えて，加工途中で毛の繊維

を痛めないで最終製品まで毛質の良さを維持しよう

とする配慮に鋏ける。そのため原毛を完全に洗って

しまい，水溶性の合成油を使うが， ヨーロッパでは

糸の段階での見てくれは悪くても，最終製品まで毛

の繊維が痛められることなく良質の風合いが保たれ

ることを第一にしてOILINGするから，技術面から

許される限り．なるべく原毛の残滓を残す様に洗い．

鹸化度の良い動物油，植物油を主として使い，最終

の仕上げにおいて一挙に洗い上げる。

繊 獣 毛
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この様に極めて基本的な事例においても，毛の取

扱いに大きなへだたりがある。日本の多くのメーカー

では製造側のリスクを避ける都合とかコストを下げ

る都合ばかりを考えて，消費者により良質の風合い

をより効果的に供給しようとする工夫に訣けるため，

毛玉が出来ては駄目とか，糸むらがあってはいけな

いとか，色毛が入っては駄目とか，結局は毛を使っ

ても綿織物の風合いになってしまうのである。最近，

杭毛紡での紡毛のアイデアで糸を紡ぎ紡毛紡で杭毛

糸の風合いの糸を紡げとか言われているがこれは一

時的なファッションではなく極めて基本的なことに

やっと気が付き始めたのだと思われる。ここで毛の

特質を充分に生かし切る方法を考えてみると，毛織

物にしても，ニット製品，手編毛糸にしても期待通

りの製品が仕上がるかどうかの50％の要因は， 目的

にかなった最適の原料の選定， その適切なBLEND

にあると信じられているが，特に平成 3 年から 4 年

にかけての冬には，昨年冬までのストレート・スムー

ス・ YARN傾向から一変して表面変化が求められ，

NATURAL HAIR RISING とか， HOME SPU 

N調のSLUE YARN, ピリングをデザインしたNE

P YARNの傾向が予測される。この場合，表面効

果は原料の選定とBLENDに依ってのみ調整される

から，ファッション傾向のテーマとして「原料素材

のBLEND」と言われる由縁である。これが平成の

4 年から 5 年の冬にかけては表面をBRUSHING す

る，よりファンシーの方向ヘエスカレートすると期

待されている。

この視点から毛の味を生かし切るためには，道は

一つしかない。それはヨーロッパの伝統あるメーカー

や日本でも永年にわたって，技術と経験の積重ねを

続けてきた一部のメーカーの様に，原料屋から紡績・

ニッターまたは機屋，アパレルから問屋，及びその

製品の販売ルートまでが一つになって， それぞれの

立場でしか言えない意見をまとめ，協議の場をもっ

て， 100％消費者のオシャレ心を満たすため日夜，無

限の努力を続けるべきだと思う。この方向だと，紡

績が糸を紡ぐときには，その糸の使われる目的が分

かっているので，その目的に最もかなった原料を選

定出来るし，色についても紡績時に分かっているか

ら原料染，段染等の先染が出来る。

特に色のファッションの流れは原料染のメランゲ

に依るTWEED TONEの方向に向かっている。こ

れが紡績時にその糸が何に使われるかが分かってな

いと，どの目的に使われても適応出来る様な糸を紡

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

ぐことになり，従って原料コストばかり高くなって，

その使われる製品の目的のためには適切な特質を持っ

た糸とは言えず極めて無駄の多いことになる。然も

色も後染めの単純な味の無いものになり，特にこの

場合は，思惑で生産することが多くなり， 3 分の 2

は売れ残る可能性があるから，上代はコストの 3 倍

でなければならないという救い様の無い悪循環の慣

習になってしまう。

4.6.2 日本の消費者の為のクリエーティプ

100％消費者のために物造りをするのがファッショ

ン産業であり，いかなる理由にしても，消費者の都

合を考えないで，生産者の都合だけで一方的に物造

りをするのは投機産業である。昨今ヨーロッパの羊

毛工業のKNOW HOWを吸収してきたわが業界は，

日本の消費者の好みについてはヨーロッパの人々よ

りもわれわれが一番よく理解できる立場にあり， も

うここらでヨーロッパの猿真似思考を日本の消費者

に押し付けることはやめて，真に日本の消費者の嗜

好に合った物造りをクリエーティプすべき時と考え

る。もちろんスペース・メディアの時代，常に世界

中の物造りの達人の総力を結集して， 日本の消費者

に満足を与える努力をすべきである。また世界中そ

れぞれの国の人でしか発想し得ない伝統的な色とか

デザインを，お互いに交換し合うことは永久に続く

だろうし，世界中が協力して同じ傾向の色やデザイ

ンの流れの変化を消費者にエンジョイしてもらうこ

ともファッションを盛り上げるに意義あることであ

る。いずれにしても，常にデザイナーのスピリッツ

が生きるよう物造りをする上において，次の 2 点に

留意すべきだと考える。

一つはヨーロッパと日本とでは，太陽の高さ，光

線の角度が全く違うことである。ヨーロッパと日本

とでは本能的にすべて白夜と白日， 白人とアジア人

の頭髪・肌の色，あでやかな， ＜っきりした色とわ

び，さび， もうろう画の色のデリカシーからして緻

密度においても差がある様である。また染織におい

ても許容堅牢度の規制に差があり， ヨーロッパでは

明るい色が使い易く，日本では明るい色を出すのに

コスト的に高くつく。次に肉食と米食との食文化の

差からして肌の細かさ，バイプル以来，羊毛，繊獣

毛と共に馴染んできたのと数千年以来，絹・麻・綿

の文化に馴染んだのとの差からして日本の人々は着

るタッチにおいてより SILKYでSOFTなタッチを好

み，伝統的に高い審美眼からして世界中で一番厚い
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層の人々がいいものを来たがる。この日本の消費者

の目にかなう物を造るには繊獣毛，羊毛の素材の選

択 •BLENDからしてヨーロッパの伝統を基本にし

て，さらに別の工夫をクリエートすべきは当然のこ

とである。

特に欧米では室内調度品・カーペット・カーテン

等インテリア装飾の素材にはHAIR· WOOL共々凝

るが，日本の人々は以外に無神経で合繊素材ですま

せている。また自動車の文化にひたってることは世

界中欧米も日本も同じだが，自動車の内装では欧米

はモヘア・英国羊毛素材に伝統的に凝っている。世

界中の自動車文化のエスカレートが排ガスによる地

球温暖化現象を押し進め，それが南半球に多雨の恵

みをもたらし羊毛の大豊作をもたらしている様にも

感じられるが，自動車文化にマッチしたファッショ

ン，インテリア・マーケット・自動車内装． CAR

KNEE RUG兼レジャーショール等 WOOL と HA

IRの新しい文化に沿った用途拡大を考慮すべきであ

る。また，自動車文化のエスカレートと冷暖房完備

の時代傾向により，毛製品に保温を求める目的は薄

らぎ，むしろ四季の変化に応じたオシャレ心を満た

すべく物造りをしなければならない。そのためには

メインディシュである繊獣毛と羊毛との調和をはか

り，軽くて， ‘ノフトで， シルキーで，美しい風合い，

デコレーションに富んだものをつくりたい。

4.6.3 繊獣毛と羊毛

日本では「毛」というと緬羊の毛も，羊以外の動

物，すなわちカシミヤ山羊の毛， モヘア山羊の毛

（アンゴラ山羊の毛），アンゴラ・ウサギの毛・アル

パカの毛・酪舵の毛もすべて「毛」の一語で表現さ

れ，羊の毛と羊以外の動物の毛とを区別する言葉さ

えもないのです。これに比べて，バイプル以前より，

羊並びに羊以外の動物の毛に親しんできた欧米の人々，

ユーラシア大陸の人々は，羊と羊以外の動物の毛を

はっきりと区別してきた。例えばアメリカ並びにE

Cにおける品質表示規則また日本の大蔵省関税局輸

入統計品目表に依れば，商品分類上WOOL とは羊の

毛を意味し， HAIRは羊以外の動物の毛を意味する。

ちなみにWOOL と HAIR はその FIBERの組織構造

において全く違う。したがってWOOLで作った製品

と HAIR もしくはHAIR と WOOLとの混紡で作った

製品とは，全く風合いも商品としての価値も違い，

その根本的な特質の相違からの効用，使用目的の違

い，また紡績，織布，染織等の取扱い使用法におい
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ても当然相違がある。

その相違点を明確にすると，第一にわが国税関の

輸入査定上の「羊毛／WOOL」すなわち羊の毛は，

横断面の繊維組織においてBILATERAL構造と呼

ぶ一本の毛の繊維の中にある ORTHO CORTEX と

称される部分と， PARA CORTEX と称される部

分との二つの層が均等併存ないしは偏在し， その各

部の分子結合構造並びに化学組成が全く違うため極

端なヒキッリ捲縮を生じ，これが小刻みのCRIMP を

形成し，このCRIMPが羊毛に非常な縮絨性，捲縮

性をもたらし，かつ繊維と繊維の間に空気を含ませ

て保温力を与えているのである。これに反し税関の

輸入査定上の「繊獣毛／FINE ANIMALHAIR 」

すなわち羊以外の動物の繊維製品用の毛は， PARA

と ORTHOが同心円状に位置する構造で，真直にバ

ランスが取れて羊毛における様なCRIMP は形成せ

ず縮絨性も捲縮性もほとんど無い。従ってHAIR繊

維は起毛してもフェルトせず美しい繊維と繊維の間

に豊かに空気をはらみ，軽くて保温力は羊毛の倍以

上有する。羊毛繊維は起毛すると，その捲縮性でフェ

ルトして縮絨してしまう。

つぎにWOOLの表面は大変溺み易いSCALE に被

われていて，きわめてフェルト性に富んでいる。こ

れに反しHAIRは大きく極めて平滑なSCALE に被

われ，フエルトせずなめらかな滑りに富み，光沢に

恵まれ滑らかなソフトタッチのものが多い。特に最

近，電子顕微鏡でFIBREの側面を見ると WOOL と

HAIR とでは明らかにSCALE HEIGHTの違うこ

とがわかった。 WOOLの表面はちょうど地層の断層

写真の様にSCALEが極端に高く， HAIRの場合は

薄いガラス板を重ねた様にSCALEの極めて薄いこ

とが歴然としており， WOOL と HAIRを簡単に見分

けることができ，英国種のLUSTER WOOLは外見

上，最もHAIRに近いのであるが，電子額微鏡で見

ると明らかにSCALEがHAIRのSCALEよりくびれ

ていて容易に判別することができる。

第三にWOOLにおいては，特に改良されたメリノ

種等の羊の毛はほとんど髄が後退しているが， HAI

Rでは極めて発達しているものが多く， ところどこ

ろ中空になっているもの，竹の節の様に連なってい

るもの等があり，その構造が温度の伝導をさえぎり

冬物としては暖かく，夏物としては涼しい効果を与

えている。第四にWOOL もHAIR共に吸湿性に恵ま

れているが，特にHAIR はWOOLに比べて極めて吸

湿のスピードが早いものが多く， この優れた性質が
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絹 モヘア カシミヤ

アルパカ キャメル ビクーニャ

三）
Scale Height 

シルクやモヘアの様に夏物衣料としても大いに快適

性を与えている。この性質における WOOL と HAIR

の比較は，綿と麻との特質の差に似ている。

4.6.4 繊獣毛と羊毛の BLENDの KNOW

HOW 

貴重な繊獣毛を混紡する場合，一番大事なことは

そのBLENDされた繊獣毛が糸の表面に現れること

である。相手の羊毛が表面に出たのでは，繊獣毛の

タッチではなくて，羊毛のタッチになる。ケース・

パイ・ケースで目的により色々違うが，繊獣毛が表

面に出るためには，概してほとんど縮絨しない繊獣

毛より，縮絨する相手の羊毛の方が毛足が長くある

べきとされている。これにより，織物でもニットで

も最終セットがきれいに納まるし， ニットの場合，

笑いの防止にもある程度役立つ様である。この場合

繊獣毛の選択と同じぐらい，相手の羊毛選択が重要

になってくる。特に日本人好みのシルキーなタッチ

を得るPOINT は， このあたりだと思われる。

繊獣毛混用に適したLONG WOOL は64/60Sの

毛足の長い豪州メリノ種， 64/60Sのメリノとリン

コルンのHALF BRED, 58/56の豪州と N.Z. の D

EMI LUSTER HOG, 英国羊毛のNORTH LEIC 

ESTER BLUE FACE Nu 126/27 ミクロン58S

CHEVIOT HOG,58S BLUE FACE CROSS H 

OG,54/52S TEESWATER HOG, また紡毛紡績

では，毛足の長い繊維の方が糸の表面に出るので，

繊獣毛SIDE を許す限り長めを選ぶ方が繊獣毛が表

面に現われ， タッチが良くなる。

4.6.5 繊獣毛と羊毛の品質表示

WOOL と HAIRは性質と用途が全く違うが， 日本

における現行の家庭用品品質表示法に基づく組成表

示では， WOOL と HAIRはすべて「毛」の中に包括

されてしまい，天然繊維である「毛」と人造繊維と

の混入率は，厳密に表示するよう法的に規制されて

いる。しかし天然繊維の毛の中に包括されている W

OOL と HAIRの混入率は一切義務づけられてなく，

表示したければ自由に書いても良いとのことで法的

には野放し同然の状態である。これは重大な問題で，

例えばカシミヤの毛が一本も混入されていてい純毛

製品をカシミヤ 100％とか30％とか勝手に表示しても

罰にはならず，ただ道義上の信用問題だけが残るこ

とになるのである。

一部におけるWOOL と HAIRの出鱈目な表示， ま

た虚偽の表示のために優れた素材の使用の貧弱さか

らくる粗悪な品質が，消費者に対してその特殊な素

材自体に対する誤ったイメージを与えてしまい，業
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界全体に悪い結果を及ぼしている。近年通産省にお

いても，権威ある国際ファッションショーを開催す

ることは，オリンピックを開催するのと同じくらい

の意義がある，との評価で指導方針が出されている。

国際的に権威ある催しをするためには，第一にwoo

L と HAIRの正確にして権威ある品質表示法が規定

されることが，西欧側からも日本国内からも切望さ

れている。近年わが国においても主要なる原料輸入

供給業者，紡績，機屋， ニッター，手織メーカー，

アパレル業者がそれぞれ国際的機構である国際羊毛

事務局の組織・英国羊毛の組織・国際モヘア協会·

国際アルパカ協会に参加して，消費者に対する国際

的な品質保証マークとして規定されたウールマーク・

英国羊毛シンボルマーク・モヘアマーク・アルパカ

マークを使用して，より本物の品質を消費者に安心

して愛好してもらうよう努めている。羊毛工業の伝

統においては一歩先んじているヨーロッパでは常に

次の七つの特殊素材を中心に物造りがされている。

すなわちカシミヤ，アンゴラ，キャメル，アルパカ，

英国羊毛 ラムウールであって，これらのファンシー

素材はいずれも世界の極めて限られた地域で限られ

た量しか産出しないので供給ソースも限られ， こ

の様な優れた原料を活かし得る伝統的な工程も，永

年の技術と経験の蓄積で完成されたものである。従っ

て需要先も厳密にセレクトされ，結果として真に堅

実にして安定した市場が形成されている。また消費

者側も永年の伝統から作り出されたこれら毛製品に

対してあたかも日本の婦人が永年絹の着物に対して

持ってきた憧れと同じ執着を感じ敬意をもって評価

している。この様な環境から EC, 並びにアメリカ

では，天然繊維である毛と人造繊維との混入率はも

とより， WOOL と HAIRの混入率においても極めて

正確に品質表示をすることを誇りとし，互いにプラ

イドを懸けて信用保持のために神経質なまでの気配

りをしており，日頃のラフな性格に比べこのことに

対する彼等の異常なまでの配慮は驚嘆に値いする。

4.6.6 繊獣毛素材の特色及び産毛概要．

ファッション傾向

世界の毛製品のファッション界で常に最も重要な

素材として使用される繊獣毛素材について． その特

色と最近の産毛概要．並びファッション傾向につい

て述べる。

(1)カシミヤ：カシミヤはカシミヤ山羊の毛で． マ

ラヤ山麓の高冷な渓谷．中国の内蒙古． モンゴル人
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民共和国，イラン北部にわたって飼育され，全身の

表面は普通の山羊の様な粗い毛で被われており， そ

の下に酷寒に耐えるための柔毛が密生している。こ

の柔毛は春には自然に脱落するのでこれを櫛で杭き

とるのである。柔毛の産毛量は一頭当たり平均150 g 

から 250 gと少量でたとえば 1 枚のセーターを作るの

に 3 頭分の毛を必要する。推定では中国で280万 kg,

モンゴルで120万kg,イランで100万kgと世界中で合

計500万kgぐらいの産毛量で羊毛の全産量に比して

0.16％にしか当たらず，極めて貴重であり日本は約

3 割に当たる 150万kgの原毛を輸入している。

カシミヤは手触りが極めて柔らかく滑りがあり，

絹の様な光沢と保温性に優れ，繊度は16/17 ミクロ

ン，イラン産は19 ミクロン，色は白が50％で他は茶

とグレーである。カシミヤの整毛は特殊で高度の技

表 4 -25 中国CASHMERE DEHARED GRADE 

Cade 
(Coarse Harr 

DESCRIPTION Content 
Words Max %) 

KV White Dehaired Goatswool 

KVT02 White Dehaired Goatswool 02 

KVT05 White Dehaired Goatswool 05 

KVTIO White Dehaired Goatswool I 

KVM02 White Dehaired Goatswool 02 

KVM05 White Dehall"ed Goatswool 05 

KVMIO White Dehaired Goatswool I 

KVHl5 White Dehaired Goatswool I 5 

KVH20 White Dehaired Goatswool 2 

KVH25 White Dehaired Goatswool 25 

KW Light Grey Dehaired Goatswool 

KWT02 Light Grey Dehaired Goatswool 02 

KWT05 Light Grey Debaired Goatswool 05 

KWTlO しight Grey Dehaired Goatswool I 

KWM02 Light Grey Dehaired Goatswool 02 

KWM05 Light Grey Dehaired Goatswool 05 

KWMIO Light Grey Dehaired Goatswool 1 

KWHl5 Light Grey Dehaired Goatswool I 5 

KWH20 Light Grey Dehaired Goatswool 2 

KWH25 Light Grey Dehaired Goatswool 25 

KX Brown Dehaired Goatswool 

KXT02 Brown Dehaired Goatswool 0.2 

KXT05 Brown Deb aired Goa tswool 05 

KXTlO Brown Deb aired Goa tswool I 

KXM02 Brown Dehaired Goatswool 02 

KXM05 Brown Dehaired Goatswool 05 

KXMIO Brown Dehaired Goatswool I 

KXH15 Brown Dehaired Goatswool 1.5 

KXH20 Brown Dehaired Goatswool 2 

KXH25 Brown Dehaired Goatswool 2.5 

KXF02 Brown Dehaired Goatswool 0,2 

KXF05 Brown Dehaired Goatswool 05 

KXFlO Brown Dehaired Goatswool I 



表 4 -26 中国CASHMERE GRADE 

Code 
DESCRIPTION 

ACWC 
Words % 

KA Willowed White Goatswool, First Grade 58/68 

KB Willowed Light Grey Goatswool, First Grade 56/66 

KC Willowed Brown Goatswool, First Grade 54/64 

KD Willowed Light Fawn Goatswool, First Grade 54/64 

KE Willowed Brown Goatswool, Alpha-B Grade 45/55 

KF Willowed White Goatswool, Second Grade 35/45 

kH Willowed Light Grey Goatswool, Second Grade 35/45 

KI Willowed Brown Goatswool, Second Grade 30/40 

KJ Goatswool Third Grade 

KK White Pulled Goa tswool 

KL Light Grey Pulled Goatswool 

KM Brown Pulled Goatswool 

KN White Goatswool Waste 

KO Light Grey Goatswool Waste 

KP Brown Goa tswool Waste 

KQ White Cashmere Waste 

KR Light Grey Cashmere Waste 

KS Brown Cashmere Waste 

"CASHMERE" 
MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供

術を要し整毛すると50％ぐらいの歩留りで一層希少

価値が高まり 10年前に白の整毛上で4,500円のものが

最近では20,000円と極めて高価だが， それでも世界

中の需要は極めて旺盛です。

(2)アンゴラ・ラピット：約150年前フランスで初め

てホームスパンされたのが紡績の始めと言われ，年

に 2 回刈りとっても一匹の兎から 200/300 gしか産
毛出来ないため，現在では政府の強力な農業政策に

依り中国全土で推定 600万kg,その他フランス，チェ

コスロバキャ，ハンガリー， ポーランド， ドイツ，

アルゼンチン，チリー，オーストラリヤ，ニュージ一

4. 羊毛．獣毛の基礎知識

ランドで推定200万kgと世界で合計800万 kg採毛され

るといわれ．これは全羊毛生産量に比較して0.25%

である。品種はガードヘアーに富んで膨らみの豊か

なフランス種と，細くて柔らかいが少しSCALEの

豊かさがないドイツ種とがあり， ドイツ種の方が 2

倍大型なので 2 倍の生産呈がある。

アンゴラの平均繊度は14.5 ミクロンで極めて細く

竹の節の様に髄が中空で表面も極めてデリケートな

構造のため自然に毛と毛の間に空気をはらんで盛り

上がり，軽さは羊毛の三分のーで温かさは羊毛の 3

倍といわれる。そのデリケートな構造のためフエル

トし易く，水にふれるとフエルトしてしまうので手

で央雑物を取り除き．繊維の長さによって特級・ 1.

2 • 3 • 4 ・級オフグレード・マットに選別される。

紡績からニット・織•最終製品まで全く洗毛染織工

程がなく．ほとんどが製品染の単色で，最近技術的

努力により糸染めによる柄編み，柄織りが評価され

ている。平成 3 年冬まではスムースヤーンの傾向だ

表 4 -27 中国産アンゴラうさぎの毛の基準

竿寸 級
ルーズ

ヘア~ (%) 基 準

優 級
もつれ毛短毛の視人がほとん

(SUPER) 
99% どなく，平均繊維長が38mm以上

のもの。

I 級
もつれ毛，短毛の混入がほとん

(FIRST) 
99% どなく，平均繊維長が31 皿から

3611Dのもの。

2 級
5 ％以内のもつれ毛，短毛の混

(SECOND) 
95% 入があり，平均繊維長が2511111か

ら 3011Dのもの。

3 級
10％以内のもつれ毛，短毛の混

(THIRD) 
90% 入があり．平均繊維長が15皿か

ら20皿のもの。

4 級
(FOURTH) 

90% 短毛及びもつれ毛のもの。

写外級 もつれ毛．及び堅く固まった毛

(OFF) 質のもの。

• Angora Rabbit" 
MR. P. G. ALVIGINI EIELLA ITALY 提供
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

が， ファッション変化とともに平成3/4 年には徐々

にファンシーがカムバックしてアンゴラには最高の

年となるでしょう。

(3)キャメル：キャメルは中国内蒙古・モンゴル人

民共和国・アフガニスタンにわたる中央アジアの砂

漠のほとんど全域に生息する双こぶラクダとアフガ

ニスタン，イラン，サウジアラビア， シリア， エジ

プトの砂漠に生息する一こぶラクダとがあり，繊維

原料としてヘアーを提供するのは双こぶラクダで，

ーこぶラクダの毛は短くて紡績糸用には使えない。

ラクダの毛は剪毛するのではなく，春になると自然

に脱毛するのを杭いたり拾い集める。体の外側は長

さ 38cm, 太さ 75 ミクロンもある針金の様な強靭な粗

毛で覆われ，その下に18-23 ミクロンで長さ 2.5-12

cm の細軟毛がある。

手選別またはリスターコーマーで細軟毛と粗硬毛

とに大別され，細軟毛が更にカシミヤと同じ様に整

毛され，粗毛を取り除く。細軟毛は大変に軽くて毛

と毛の間に空気を含んで繊維が盛り上がり保温力は

抜群で，昔から北極，南極探検用下着， オーバー・

コートに最適とされ，軽くて強靭で暖かさ最高の為

スポーツ用セーター，毛布， コート， ショール，織

物，手編に用いられるなど冬の寒いョーロッパ，北

米東北部では重要な越冬衣料となっている。粗硬毛

"CAMEL" 

MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 

表 4 -28 CAMEL GRADE 

Code 

Words 
DESCRIPTION Yield% 

CA I Willowed Brown Camelwool, First Grade I 80/90 

CB I Willowed Brown Camelwool, Second Grade I 80/90 

CD I Willowed Brown Camelwool, Third Grade I 83/93 

CE I Willowed White Camelwool, First Grade I 80/90 
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は毛芯，カーペット，インテリアに用いられ，産毛

量は中国で150万kgモンゴル人民共和国で200万 kgそ

の他50万kg合計400万kg,で全羊毛生産量に比し 0.1

％に過ぎない。

(4)アルパカ：アルパカは動物学的にはラクダ科に属

し，南米のペルーを中心に頂上まで亜熱帯の砂漢で

あるアンデスの山々，海抜 3 千／ 5 千メートルの高

地に生息し，昼は30度，夜は零下15度まで下がる過

酵な条件の下で粗食に耐えて何千年と生き抜いてき

た。種頬にはアルバカ， リャマ， ビキューナ， ガナ

コ，スーリーがあり，グレイド別ではベビー・アル

パカは21/23 ミクロンが1.5%, スーリーが 5 %, 

アルバカのFINE, 26/27 ミクロンが60%, アルパ

カのCOARSE とリャマ， 34/36 ミクロンが30%,

アルバカの産毛量は 500万kgで羊毛全産毛量の0.16

％に過ぎず，アルバカ類の特質はソフトで滑らかで

肌を刺さないことで天然の色の種類も動物繊維の中

では最も豊富である。

コート地，手編ニット製品，スーツ地，毛布に

使われ，特にワシントン条約で保護されているビキュー

ナは， 10-12 ミクロンと動物繊維中最高に細く， 1 

"ALPACA" 

MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供

"SURI ALPACA" 

MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供



4. 羊毛獣毛の基礎知識

GRADES OF 
ALPACA FIBERS 

Baby : BA, BL, AFF, HT 

表 4 -29 ALPACA GRADE LIST 

DESCRIPTION 

Fibers from the first cut and/ or from high 
zones 

THICKNESS AVERAGE 
(microns) LENG HT 

Suri: SU, AFS, SAA Shiny, long hair variety 

Cut frnm young animals and adults raised at 
high altitude 

0

5

 

8

8

 

// 
0

5

 

7

7

 

2

6

 

2

2

 

// 
0

4

 

2

2

 
Huacaya or Super Fme 
or Arequipa 
Fleece or Fine 
Spinning : SF, FS, AF, HAA 

24.5/26.5 75/85 

Huarizo : HZ, HF 

Coarse : CA, CF, AG, HA 

Mixed Pieces : MP, MX, LP 

Llama: LL 

Hybrid, a cross between alpaca and llama 30/32 80/90 

Fibers that are more than 31 microns thick 32/36 80/90 

Shng cuts and/ or cuts done within 12 months 
of previous shearing 28/30 50/65 

Llama fiber 27/29 75/85 

キロ数十万円もし，コート 1 着分が何百万円と言わ

れている。

一時 5 千頭程に減ったが，この 10年間大変な努力

の結果， 10万頭に回復しているが，極めてデリケー

トな動物で毛を剪ると死んでしまうので採毛できず，

科学的な採毛方法を工夫されている。

"LLAMAS" 

MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供

“VlCUNA” 

MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供

(5)モヘア：モヘアはアンゴラ山羊の毛で， カシミ

ヤヤギと類縁の大変古い動物である。旧約聖書には

モーゼ（BC15世紀）が神のお告げにより祭壇を飾る

のにモヘアと絹で織ったTABERNACLEを用いた

と載っている。モヘアは約 5 千年前に遊牧民によっ

てチベット／ヒマラヤよりトルコにもたらされ，定

着したと考えられている。爾来トルコに温存されて

きたが， 18世紀中にやっと南アフリカ・テキサスに

もたらされた。牧草よりも灌木の芽を食べるので，

その条件にかなったトルコのアナトリヤ高原で90万

kg,南アフリカのポートエリザベス北方で750万kg,

アメリカのテキサスで 400万kg,その他レソートラ

ンド，アルゼンチン，オーストラア， ニュージーラ

ンドなど合計世界で1550万kg産毛し，全羊毛生産量

の0.55％に当たる。

繊度は23-39 ミクロンで絹を上回る光沢と滑らか

さに恵まれ，極めて柔らかく，その優れた吸湿性と

軽さから，世界最高級の紳士夏物に使われ，冬物と

しても最高に軽くて真綿の様に暖かくダイヤモンド

"MOHAIR" 

MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供
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4. 羊毛，獣毛の基礎知識

の様に豪華で繊細な光沢， ソフトで滑らかでフエル

トも縮絨もしない美しさを賞して手編，ニット製品，

婦人服地，コート地， ショール，毛布に使われ，また

優雅な光沢と絢爛さから最高級の椅子張， インテリ

ア用にも使われている。その特性は表現性において

絹を上回り，太陽光線の角度の高い日本の風土に最

適な繊維である。特に平成 3 年から 4 年にかけて最

もポプュラーな繊維となるだろう。日本は世界の全

産毛量の 3 割を消費している。

表 4 -30 MOHAIR GRADELIST 

グレイディング トルコ 南アフリカ

スーパーキッド 26/28ｵ : 8 S 23-28ｵ : SK 

キッド 29/31 : 7 S 28-31 : K 

スーパーヤングコート 32 : 6S 31-32 :SYG 

ヤングコート 33/34 : 5 S 33-34 : YG 

ファインアダルト 35/36 : 4 S 35 :SFH 
アダルト 37/38 : 3 S 36-38 i FH 

ストロングアダルト 39-40 : 2 S 39-40 : H 

テキサス

23-25 ｵ : 40S 

25-27 : 368 

27-29 : 32S 

29-31 : 30S 

31-33 : 28S 

33-35 : 26S 

35-37 : 24S 

37-39 : 22S 

39-40 : 20S 

41-43 :18S 

(6)その他の獣毛

ヤク (YAK) はヒマラヤ山系からチペット・パミー

ル高原，中央アジア，蒙古，キルギスタン， アルタ

イの 4 千メートル以上の高地に生息する。氷河期か

らの生き残りの風格を持った牛科の動物で，高地に

おける唯一の輸送手段に使い得る動物である。雄で

体重 4 百キロ，雌で 3 百キロの頑強な体力を持って

おり， 150キロぐらいの荷物を背負うことができるが，

非常に険しいヒマラヤの山道でも 75キロぐらいを背

負って一日 15~16km の行動範囲を持ている。また，

その厳しい気圧，天候に耐え，雪解けの急流にかか

る一本橋も渡る身の軽さがある。また，一部野性の

ヤクが人跡未踏の山岳地帯の奥の3,700~6,600m ぐ

らいのタクマラカン高地に棲んでいる。雪男と一緒

に棲んでいるのかもしれない。

ヤクは90センチ以上の大きな角を持っており，尾

は馬のように長さ 1 メートルに達する豊かさである。
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全身，外側は針金のような30センチぐらいの粗毛で

おおわれ，内側は 1 年子で15-17 ミクロン， 4 -5 

センチの長さの細軟毛が生えている。色は黒グレー，

白，赤茶色の濃淡がある。細軟毛はカシミヤとよく

似て大変ソフトで，最高の保温力があり，手選別ま

たはリスター・コーマーで粗毛と細軟毛とを大別し，

カシミヤの整毛工程でさらに粗硬毛を取り除き，ニッ

ト，ショール，毛布，織物に使用されている。成長

したヤクが年間 1 キロの硬毛と 0.5キロぐらいの細軟

毛が，春の換毛期に自然に脱落するのを集毛してい

る。硬毛はトップにして毛芯に用いる。またヤクの

糞は燃料に使われ， ミルク，または加工したチーズ

は滋養があり，肉は食用に，毛皮は帽子，衣類と，

その土地の住民に使われ，強靭な尾はロープに使わ

れている。ヤクはその土地の人々の生活に欠かせな

い天与の動物なのである。

“YAK” 
MR. P. G. ALVIGINI BIELLA ITALY 提供

表 4-31 YAK GRADE 

Code 
DESCRIPTION Yield 96 

Words 

YA Willowed Mixed Yak Hair 80/90 

YB Handshaken Yak Hair Long Staple, Mixed 85/95 

YC Handshaken Yak Hair Long Stapl..Black 85/95 

YD Yak Wool 58/68 

マスク・オックス：北カナダの北極圏， アラスカ

北辺で雪にくるまって生息している，氷河期の生き

残りのじゃこう牛という野牛で，外側は針金のよう

な粗毛でおおわれ，中にカシミヤのように 16-18 ミ

クロンの綿毛が生えてる。年に数百キロしか集毛で

きない。

家兎：家兎はフランスを中心とする西欧諸国，南

北米，中国などで飼育されてる。穴兎の畜養変種で，



ニュージランドホワイト， ダッチ， レックス，チン

チラなどがいる。繊維原料としては紡績帽体に用い

られる兎毛は．繊度17 ミクロンで手触りが柔らかく

シルキーで，細く軽い。しかも極めて強靭な繊維で

もある。主に婦人用コート，スーツ地， およびメリ

ャスに用いられている。高率混の場合はカシミヤと

同様の光沢と風合いが得られる。また，紡績原料と

して種々の自然色の野兎毛も用いられる。

ミンク：ミンクは北米．西欧で飼育されてるが．

東欧．北米にも野性として生息してる。 ミンクヘア

はカシミヤより細く l1-14 ミクロンで柔らかい。主

にメリヤス，織物に用いられる。 ミンクの突然変異

種を固定化したものにパステルミンク， サファイア

ミンク， シルバーミンク等がある。

セープル：いたち科の動物で北欧，北アジアなど

に分布するが．東シベリヤ産のものが最高である。

毛は淡茶色から黒褐色まであるが，黒褐色が最良で

ある。毛は独特の光沢があり，非常に細く約9.5 ミク

ロンである。最高品質のメリヤス，織物に用いられ

ている。

ラツークーン：主産地は北米で灰褐色の長毛で黒

褐色の粗毛が混入している。綿毛はミンクに似てお

り，繊度は15-16 ミクロン。

フォックス：欧州，アジア．北米に分布，色彩は

変化に富みレッド，プルー，シルバー， プラックの

4 色に大別される。綿毛は16-20 ミクロンで，用途

は前記のラツークーンと同じくメリヤス，織物。

マスクラット：北米が原産地でミンク同様のメリ

ャス，織物に用いられ，綿毛は13 ミクロンで柔らか

く細い。

ヌートリア 南米，英国に生息しており， コート

などに用いられ，綿毛は約12 ミクロンである。

ピーバー：北欧，北米に生息し綿毛は約 12 ミクロ

ンで用途は織物など。差し毛はケンピ効果として使

われる。

シール：太平洋と南太平洋に生息し，毛は紡績用

に用いられる。毛は短いが独特の素晴らしい光沢が

ある。

オポッサム：南北米， カナダ， オーストラリア，

ニュージーランドなどに生息し，毛は光沢があり，

ソフトで繊度は約18 ミクロン。用途はメリヤス，コー

トなど。

デイアー：北米，カナダに生息しカリプとも言わ

れている。毛は太く堅いが．織物にケンビ効果とし

て使用される。

4. 羊毛，獣毛の基礎知識

レインデイアー：鹿毛より柔らかく，細い。ラッ

プランドから北シベリヤに生息し， メリヤス，織物

にケンピ効果として用いられる。

国際モヘア協会日本委員会会長

国際アルパカ協会会長 川島成信名川繊商株式会社取締役会長l 
お問い合わせ

愛知県枇杷島局私書函18号 川島成信

名川繊商株式会社気付

TEL 0568-23-1717 

FAX 0568-23-2416 
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第五章

機能性絹素材の開発と将来展望

5. 1 総説

絹織物の発祥地は中国で，紀元前3000年に黄帝と

その妃の西陵氏が養蚕及び絹織物の術を広めたと言

われている。前400年ころ，中国の絹織物がインドに

伝わり，前325年のアレクサンドロス大王インド遠征

の時，絹織物が西アジアおよびギリシャ地方にも伝

えられた。古代中国の絹製品はシルクロードと海路

を通して西方世界に伝わり，その品質は貸賛され金

貨と同じ薗昂で交換されたという（世界大百科事典，

大日本百科事典）。時代のいかんを問わず絹の素晴ら

しさの代価がいかに高価であったかが理解できる。

アジアやヨーロッパで見出される膨大な数の絹繊維

及び平織りの絹製品の断面完全度，断面積， ラウジ

ネス繊維を考古学的な立場から計測することにより，

布目は絹の歴史的変遷を詳細に追究するとともに，

古代絹繊維の表面形態の変化を走査型電子顕微鏡に

より観察し，蓑蚕の起源と古代絹について省述して

いる。

カイコ体内には一対の絹糸腺があり，絹糸の原料

となる水溶液状態の蛋白質が貯蔵されている。絹フィ

プロインは後部糸腺で，絹セリシンは中部糸腺の腺

細胞より分泌される。繭糸のコア一部分は絹フィプ

ロインから，周辺部分は絹セリシンから構成されて

いる。繭糸は一対の絹糸腺の内容物が引き出された

ものであるので，外見上一本に見える繭糸は，細長

い二本のフィプロイン繊維からできている。

1 本の繭糸の太さは 3d （デニール）位で， ヒト

の毛髪 (50~60d) の約知である。 1 本の繭糸は余

りにも細すぎ衣料用索材とはなり難いので，何本か

引き揃えて生糸にして利用する必要がある。織物用

のたて糸，よこ糸原糸には，絹糸を更に何本かより

合わせたものを用いる。繭から取り出した繭糸から，

生糸や絹織物を製造する一連の工程は，一面からみ

ると「セリシンの特性の制御工程」と呼んでも差し

支えない。どの時点でセリシンを除去するかにより，

すなわちどの時点で精練するかによって繊維間や糸

間の空隙はが微妙に変わり，織物の風合特性が異な

る多様で多種頬の絹織物が製造できる。絹織物を製

造してからセリシンを除去することで，羽二重，縮

緬塩瀬（しおぜ）等の白生地（後練織物と呼ばれ

る）が，生糸を精練した繊維素材を用いて織物にす

ることで，銘仙，甲斐絹（かいき）， タフタ，お召等

の先練織物が製造できる。第 5 - 1 図はよこ糸の断

面が見えるように切断した絹羽二重の走査型電子顧

微鏡写真である。先練り（さきねり）織物である羽

二重のよこ糸間，繊維間には多量な空隙が存在し，

このことが合成繊維製品に比べて絹織物の大きな特

徴となっている。一本の絹繊維が細いことに加えて

繊維間の空隙が多いため薄地であっても腰のある絹

特有の風合特性を発現させている。絹は光沢と風合

い（手触り）に優れた特徴を持ち，合成繊維等に見

られない良好な染色性，吸放湿性等の実用性能を備

えておりこれまで高級衣料素材として利用されてき

た。こうした絹の特性がどのような微細構造に基づ

いて発現するかを解明するため，あるいは絹蛋白質

の組成と構造に対する純粋な科学的な興味から，絹

の構造と特性に関する研究が古くから進められてき

た。その結果絹蛋白質の分子構造の全容は未だ解

明されていないが，アミノ酸組成や結晶領域，非結

晶領域とによって発現し，特徴ある高次構造に由来

する多様な機能特性が明らかにされつつあり，従来

からの衣料分野だけでなく他の産業分野での高度利

用の可能性が見出されつつある。特に絹は衣料用途

を目的として，カイコによる絹蛋白質の生産を効率

的に行う技術が確立されており，比較的純粋な蛋白

Fig. 5 -1 Cross section of silk fabric. 

wp warp yarn, wt weft yarn. 

図 5-1 絹織物断面の走査電子顕微鏡写真

wpたて糸， wtよこ糸

（よこ糸繊維間での空隙の多い点に着目されたい）
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質素材が年間を通じて随時入手することができる。

繭糸を中性塩溶液で溶かして調整する方法を選ぶこ

とによって繊維状試料はもとより，溶液，粉末，膜

あるいは多孔質体等異なる形状物が調製でき，結晶

性や水に対する溶解性をかなり任意に制御すること

も可能となっている。また絹蛋白質は人体等生体組

織との適合性に富むことも知られている。このよう

な利点に加え，近年のバイオテクノロジーの進歩に

触発されてプロテインエンジニアリングも急速に進

展し．絹蛋白質の構造を人為的にデザインする技術

の開発が試みられるようになった。

蚕糸・昆虫農業技術研究所（以下蚕糸昆虫研究所

と略記する）は．土壌，桑，繭，生糸に至る養蚕．

製糸の全工程を研究対象とする唯一の国立研究機関

である。絹蛋白質に関する研究は．農水省蚕糸試験

場（現・蚕糸昆虫研究所）の創立(1911年）以来．

重要課題の一つとして進められてきており，優れた

基礎的研究成果を蓄積してきたが． 昭和63年 10月に

行われた改組により新たに発足した蚕糸昆虫研究所

においては従来の蚕糸技術に係わる研究に加えて昆

虫機能の解析と利用技術の開発を行うこととなった。

カイコをはじめとする昆虫由来の生体高分子素材の

物性と機能の解明，高度利用技術の開発も併せ行っ

ている。

洋裁用素材としての新しい形質を備えた絹が商品

化され，絹プームが日常生活に浸透しており， NH

Kテレビの「クイズ百点満点」に絹をテーマにした

番組が放映された程である（平成 2 年10月 21 日）。ま

た一昨年（平成元年）の10月にはシルク月間として

大都市の主要な百貨店では「シルクフェアー」が開

催された。木綿や麻のプームが去った後で，絹プー

ムが到来しているのである。優れた衣料用素材の特

性に加えて，絹蛋白質が持つ優れた機能特性に国内

外からの関心が寄せられるようになり， カイコを飼

育して繭から生糸を製造するだけの従来の養蚕，蚕

糸業とは一味違った絹の産業が起ころうとしている

のが絹蛋白質をめぐる最近の状況である。

ここでは，衣料素材としての絹を製造する製糸工

程，絹の一般的な理化学特性，新形質生糸の開発研

究の現状を紹介するとともに，非衣料分野での最近

の利用開発研究の実際と機能性絹蛋白質素材の開発

研究の現状を述べ，さらには将来技術の展望につい

ても考察してみたい。機能性蛋白質の開発研究の現

状については，カイコの飼育技術，菱蚕技術，製糸

技術ならびに絹蛋白質の構造と物性に関して豊かな
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研究蓄積を持つ蚕糸昆虫研究所での研究成果を中心

に記述することにする。

5. 1. 1 養蚕

カイコは桑の葉を食べて成長し，成熟すると繭糸

を吐いて繭を作ることはご存じの通りである。ここ

での対象素材は絹蛋白質であるので， カイコの飼育

についての一般的な知識をまず説明することにした

い。桑を栽培しカイコを飼うことを養蚕と呼んでお

り，養蚕には繭から生糸を製造する工程を含むこと

もある。家蚕は桑葉を食べて成長するので，桑葉の

成育する時期であればいつでも飼育できるが養蚕農

家は通常年 4 回カイコを飼育する。現在，蚕糸昆虫

研究所には約450種顆ものカイコが保存されているが，

個体間の成長にばらつきの少ない品種で，強健で作

柄がよく，多量の絹蛋白質を合成する能力があり，

生糸に太さのむらがなく均ーで良質の繭糸を作るも

の等の条件に合致するカイコから改良を進めて現行

蚕品種が選定される。別な言い方をすれば， こうし

た条件を満足するようにカイコが人為的に淘汰・選

別され現在の実用蚕品種にまで分化が進んだといえ

る。古代の家蚕幼虫は桑の枝にしっかりとしがみつ

いて桑葉を食べていたであろうし，化蛹後の蛾は飛

翔能力を備えていたであろう。しかし，人為的な淘

汰・選別の結果，カイコ幼虫の中には体重が重すぎ

て，自分では桑の枝にしがみつけないほど脚の握力

が低下したものや羽が退化して飛び立つことさえで

きないものもいる。良質で多量の絹糸を得ることを

目的に絶えず追究され続け，野性味を帯びたかつて

のカイコは馴化し家畜化してしまったのである。家

蚕のことをdomestic silkworm と呼ぶのもなるほ

どとうなずける。カイコには気の毒なことであった

のかも知れないが，交雑育種技術の進歩のおかげで

現在飼育されるカイコは，明治以前から大正初期に

かけて飼育された小石丸（こいしまる）と呼ばれる

カイコに比べて，繭糸の長さが 2 倍近くにまで増大

し糸質も大幅に改善され，貴菫な衣料用素材を提供

してくれるようになったことを忘れてはならない。

第 5 -2 図はカイコの一生を模式的に示したもの

である。卵より孵化した黒い蟻のような形をした体

長 3 mm, 体重40mgの幼虫（蟻蚕）は， 4 回の脱皮を

通して春蚕期であれば約25日後に成熟し繭糸を吐き

始める。成熟（熟蚕）するとカイコの皮膚は白色か

ら半透明～アメ色となり， 2 昼夜飲まず食わずひた

すらに繭糸を吐き続けて繭を作る（営繭）。繭の中の
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図 5 -2 カイコの一生

日本蚕糸新聞社「蚕糸の基礎知識」

繭糸を吐き終えた幼虫は，繭の中で蛹となり 12 日後

に蛾になる。繭の中の蛾は蛋白質分解酵素を出し繭

の一部を溶かして外に出て交尾しメス蛾は平均500個

の卵を産み， 4~5 日で蛾の一生を終える。カイコ

のライフサイクルは約60 日である。ちなみにカイコ

とは別に研究素材として貴重なジョウジョパエのラ

イフサイクルは約30日である。両昆虫のライフサイ

クルはともに短いので遺伝的分析用の絶好の対象と

なっている。カイコの繭糸は天然繊維の中で唯一の

連続した一本のフィラメント繊維である。繭殻から

蛾が出る際に繭糸を溶かすので繊維は切断し価値が

半減してしまう。これを防ぐため，蛹が蛾になる前

に繭（乾燥前と言う意味で生繭と呼ぶ）を温度60℃

~120℃で乾燥させて蛹を殺してしまわなくてはなら

ない（乾繭工程）。繭を乾燥させることにより，繭糸

表面のセリシンが変性するので構造変化を最低限に

抑えた長期保存が可能となる。

5. 1. 2 絹生産

1983年のFAO生産年鑑によると世界の生糸生産高

は， 66690tである。国別でみると第一位は中国で第

2 位の日本の 3 倍以上も多い生産量を示している。

中国日本，ソ連，北朝鮮，韓国，インドは，それ

ぞれ全生産贔の57%, 19%, 6 %, 5 %, 4 %, 4 

％を占めており，中国， 日本， ソ連の 3 ケ国が世界

の生糸の80％を生産している。 1938年の統計を見て

みよう。当時の生糸生産高は56457tであり， 日本，

中国， ソ連，北朝鮮，インドの生糸生産最は世界全

生産高の76%, 9 %, 3 %, 3 %, 1 ％を占めた。

各国の生糸国内消費量でみると，我が国の絹消費員

は世界最大で国民 1 人あたり 163gの絹を利用してい

ることになる。イタリアあるいはアメリカ合衆国の

場合よりもそれぞれ3.7倍， 6.8倍の絹を日本人は消

費している計算になる。戦争前と現在とを比較して

みると，日本は生糸の最大輸出国から最大輸入国へ

と変貌を遂げたことを覚えておきたい。 しかも， 日

本は依然として世界の中で最大の絹の消費国である

ことには変わりがない。こうした状況下において，

国内の繭ならびに生糸の生産鼠は減少しつづけてい

る。昭和63年の用途別生糸消費割合では和装用が80

％を占めているが，生活様式の変化に伴い，女性の

着物離れが起こり，日本の絹業は低迷状態を余儀な

くされている。産業庁に働くー研究者として， 日本

の養蚕業が健全に発達することを心より望んでいる。

そのためには，和装用素材を中心としてきた絹需要

の低迷状態から脱却することが必要であり，和装分

野での絹需要を更に増進させつつ，洋装・カジュア

ル分野に適した絹新素材の開発研究を産官学総力を

あげて推進することが重要である。こうした背景を

もとにして洋装用素材で新しい形質を備えたハイプ

リットシルク．スパンローシルク等が続々と開発商

品化されたり，化学加工により絹への新しい機能付

与技術の開発も進んでいる。更に最近では新素材・

シルクトウの開発研究などが積極的に進められつつ

ある。

5. 1. 3 絹フィプロインの生合成

優れた染色性と風合とを持った絹繊維は，他の合

成繊維にない素晴らしい機能性を備えており，絹は

繊維の中にあって女王の位置をゆるぎないものにし

ている。絹糸のヤング率は，他の天然蛋白質繊維に

比べて最も大きな値を示す。最近高強度性のエンジ
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ニアリングプラスチックの言葉をよく耳にする。各

種産業資材用に利用するため，原料を紡糸口から 1

分間に9000m もの高速で引っ張り出すことにより分

子の引き揃えを良くして高強度の繊維を作り出すわ

けである。これに対して成熟したカイコが繭糸を吐

き出す（吐糸）平均の速さは，後の繭糸の繊維化機

構の項でも述べるように， 1 分間にたかだか50~60

cmであり，エンジニアリングプラスチックの例と比

べると驚く程の低速でありながら， ヤング率が大き

く高強度の繭糸が形成されることは不思議としかい

いようがない。しかも繭糸を引っ張って切断する強

度を単位断面積あたりで換算すると飛行機に用いら

れるジュラルミンの切断強度にも匹敵する優れた機

械的性質を示す。こうした不思議な現象を説明する

には， 1）カイコ体内で絹蛋白質が生合成する過程， 2)

液状の絹が絹糸腺内で蓄積される様子， 3）吐糸口よ

り繭糸が吐き出されて繊維構造が形成される機構，

等を明らかにしながら絹の特性に関する研究を更に

進展させることが必要である。

絹蛋白質がカイコの絹糸腺細胞で生合成される過

程が，蚕糸昆虫研究所の赤井により詳細に検討され

ている。フィプロインは絹糸腺の細胞の中の粗面小

胞体上のリポゾームで合成され小胞体の管腔を通じ

ゴルジ装置に移行し，フィプロイン濃度が高められ

フィプロイン小球となること，その後フィプロイン

小球は絹糸腺腔へ吐き出されることが透過型の電子

顕微鏡観察により確かめられた。フィプロインを生

合成する後部糸腺の中を観察すると， ゴルジ液胞内

に幅が約130A のミクロフィラメントが見える。絹糸

腺内に吐き出されたフィブロイン小球は，中部糸腺，

前部糸腺を経て，吐糸作用の後，繊維構造を持つ繭

糸へと形を変える。絹糸腺内の液状絹フィプロイン

が繊維構造を完成し繊維としての優れた機能を発現

する過程や，繭糸の形成機構については今後とも引

き続き検討する必要がある。

1) 絹蛋白質がカイコの体内でどのように作られ

るのであろうか？

成熟した家蚕の幼虫（平均体重は約4.0 g)体内の

絹糸腺には，繭糸の原料となる水溶液状の絹蛋白質

が蓄積されている。第 5-3 図はカイコ幼虫の解剖

写真である。全長が約20cmで一対の絹糸腺（含水状

態で約1. 5 g)の重鼠は，カイコの幼虫体重の約40%

にあたる。絹糸腺重量が急激に増えるのは 5 齢期の

3 日以降であり，絹の生合成の機能が活発となる時

期と符合している。カイコは人間に役立つ絹繊維を
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Fig. 5 -3 Photograph of silkworm silkgland. 

図 5 -3 蚕幼虫の解剖写真

（一対の絹糸腺には繭糸となる液状の絹蛍白質が貯蔵されている）

極めて効率よく製造するわけであり， まさに蛋白質

製造のサイポーグ昆虫と呼ぶにふさわしい。カイコ

幼虫の体重と絹鼠との重量比を人間 (60kg)の場合

に当てはめると，カイコの絹糸腺量が人間では24kg

の臓器に対応することになる。人間の臓器のうちで

比較的大型の肝臓でさえも重量が1. 2kg程度であるか

ら，カイコ幼虫体重の大部分が絹蛋白質を生産する

ための器官となっていると言っても良い。

5. 1. 4 人工飼料育蚕の絹糸特性

カイコはアスパラギン酸やグルタミン酸等を多く

含む桑の葉を食べて成長する。カイコが葉の中の遊

離アミノ酸あるいは微量に含まれる蛋白質を消化し

てできるアミノ酸を用いて絹蛋白質を生合成して絹

糸腺内に貯蓄する。家蚕は桑の葉を，野蚕 (5.1.7.2

で詳しく述べる）は主としてナラ， クヌキ＇， カシワ

の葉を飼料としている。カイコは特定の植物の葉し

か食べず，摂取する食物の選択範囲が狭いため狭食

性昆虫に屈する。生葉以外の人工的に作った飼料で

カイコを飼育することは非常に困難なことであった

が，現在では，人工飼料育技術が普及し，年間を通

じて必要なだけのカイコを飼うことができるように

なり，人工飼料の普及率は我が国においては

40％以上となっている。植物の葉で飼育するのを

「桑葉育」と呼ぶのに対して，人工飼料で飼育するこ

とを「人工飼料育」と呼んで区別している。

“人工飼料で育ったカイコの繭糸や絹糸の性質が

桑葉育の絹糸と違いがあるのか’'蚕糸毘虫研究所を

訪れる見学者からたびたび質問を受けることがある。

次のような解答によりこうした疑問は解決するはず

である。人工飼料育期間や蚕期飼育場所によって異

なるが，人工飼料育繭は全齢桑葉育繭に比べて絹糸



質が若干劣る傾向がある。人工飼料育のカイコから

得た繭糸は，強度，伸度，ヤング率ともに低い値を

示すことが多い。このように，人工飼料育蚕の生糸

の機械的性質は，桑葉育蚕に比べて若干差がある。

カイコが成熟して体内の液状絹蛋白質を吐糸して繭

糸を形成する過程で，分子の配向性や結晶性を規定

する微細構造に若干の相違が生ずるためであろう。

横沢らは，人工飼料育蚕の繭糸で絹製品を製織した

とき，絹織物の嵩高性や曲げ特性がどのようになる

かを調べている。人工飼料で飼育したカイコの生糸

は桑葉育のカイコに比べて寸法変化が起こりやすく，

弾性率，粘性率は小さくなる傾向がある。また， イ

タリアで開発されたスズ増量加工を行うと絹の手触

りが重厚なものになり，生糸の腰を良くして，弾性

的な性質を絹糸に付与することができる。人工飼料

育のカイコの生糸をスズ増量加工すると，桑葉育繭

糸より大きな増量率となる。スズ酸ゲルが生糸の分

子凝集状態の疎な部位，例えば非結晶部分や空孔

（ポイド）部分に沈着する場合，人工飼料育生糸へは

容易にそして多鼠に入りやすいことを意味しており，

人工飼料育繭糸には非結晶部分が多く含まれること

を示唆するものであろう。絹織物を製織する時， た

て糸に人工飼料育生糸を用いると，見掛けの織物密

度が小さくなり，やわらかくて嵩高い絹布となる。

このため，せん断変形が起こり易く，曲げかたさと

圧縮かたさが小さくなることから，布が変形した際，

回復性としわ回復性に優れた絹織物が製造できるも

のと期待されている。

5. 1. 5 絹糸の長所と短所

絹は繊維の女王として君臨して久しく，感触や風

合特性において絹にまさる繊維はない。絹の長所と

弱点とを十分把握することは絹を対象として研究を

展開するために不可欠である。長所と短所と十分理

解した上で絹の感性を活かすよう利用することが何

よりも重要である。

l) 長所

天然繊維の唯一の連続繊維で，高強度の繊維であ

る。優雅な光沢，情感のこもった絹鳴り， おくゆか

しい風合を持つ。組織・密度の異なる織物が自由に

設計できる。熱の伝導率が低く保温性に富む。吸湿

性が優れており，深みのある，あるいは明るい色相

に染色できる。湿濶時における強度の低下は毛織物

より少ない。
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2) 短所

耐光性はナイロン，綿よりも優れているが，長期

保存により光黄変が生ずる。アルカリに溶解し易い。

洗濯後乾いた時しわが残りやすく W&W性が劣って

いる。合成繊維より高コストである。原料ならびに

技術上の制約から大規模生産が困難である。

5. 1. 6 天然蛋白繊維の機能を模倣した加工技術

冷成繊維の製造技術の歴史は，天然高分子素材の

絹を人工的に作り出そうとする先人の歩みの歴史で

あったと言い変えることができる。最近パイオテク

ノロジーの技術において，生体の機構や機能をモデ

ルとして模倣し産業に結びつけようとするバイオミ

メティクスケミストリー（生物模倣化学）の研究が

日本を中心に目ざましく進展している。天然素材で

ある絹のすばらしい形態や機能を模倣し，天然の絹

の機能を越えた合成繊維を作ろうとした先覚者が意

図したものは，次元こそ異なるが， パイオミメティ

クス技術であったと言えよう。人工皮革ならびに蝶

の羽のきれいな色からヒントを得た「デフォール」

（クラレの商品名）の商品化が「天然を真似ようと思

うなら，天然をよく観察せよ」との発想に基づいた

ものであり，天然の模倣から生まれたものであるこ

とは研究開発を進める上で示唆するところが多い。

5. 1. 6. 1 人造絹糸（人絹）をめぐって

木綿のセルロースを硫酸一硝酸ー水の混合液中で

処理して硝酸化させ繊維化させたものが人工絹の第

1 号であった。フランス人のシャルドンネ伯爵が

1889年に改良し工業化したニトロセルロース人絹

（シャルドンネ絹）は，パリの万国博覧会に出品され

実用性衣料索材の端緒となったが点火すると爆発す

る危険性があった。その後， グランツストフ社で

1898年に本格的に生産体制に入ったのが銅アンモニ

ア人絹であった。セラニース社は1917年にアセテート

人絹を大規模に製造した。その後， アメリカ・デュ

ポン社のカローザスの発明したナイロンが1938年に

商品化された。“水と空気と石炭からできあがり，

絹よりも美しく，鋼鉄よりも強い＂合成繊維として

注目を浴びた。

5. 1. 6. 2 シルクライク繊維

シルキー化技術を駆使することにより，合成繊維

を天然の絹の機能性や審美性を持ったシルクライク

繊維へと変化させることが出来る。シルクライク繊

維の商品化が盛んに行われている。合成繊維にはな

い絹糸の特徴としては， i)セリシンを除去するこ
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とで糸間や繊維間に多量の空隙が生ずること（第 5-

1 図を参照のこと）， ii)三角断面に基づき真珠表面

のようにおくゆかしい光沢を持つ， iii)微細な連続

繊維である，等の 3 点を挙げることができる。天然

に学ぶとの視点から，企業側が進めてきたシルク化
ID 

の開発の経過を知ることは有益である。三石は，合

成繊維をシルク化させる技術としてつぎの諸点を挙

げている。 1)異型断面糸の開発 2) マルチフィラメ

ント化の追究， 3）混繊糸技術の開発， 4）部分微小捲

縮潜在嵩高糸， 5）シボ織物素材， 6）絹紡調， 7）紬調，

8)半練調，杵蚕調

繊維関連企業は，天然繊維の有する審美的，機能

的な特徴を合繊商品にいかに発現させていくかを常

に追究している。絹の高級イメージを追究したシル

クライク製品と紡績糸の嵩高く暖かいイメージを模

倣したスパンライク商品の風合，物性，機能性，触

感等については詳細に報告されているので参考にさ

れたい。

5. 1. 7 野蚕

カイコは一般的には養蚕農家が飼育する家蚕（か

さん）を意味する。家蚕とは別に野生のカイコとい

う意味から野蚕（やさん）と呼ばれるカイコがいる。

生物学上の分類によるとカイコは鱗翅目(Lepidopt

era) に属し，鱗翅目ヤママユガ科 (Saturniidae)

に属する野蚕と，農家で飼育されるカイコガ科 (bo

mbyc idae) の家蚕（Bombyx mori)とに分類で

きる。野蚕と家蚕の繭糸は，繭糸表面の形態，化学

組成分子形態，力学的性質において全く異なって

いる。家蚕は専ら桑葉を飼料としているのに対し，

野蚕の飼料植物はプナ科のクヌギ， コナラ， クリ，

カシワ，カシ等である。野蚕繭糸や絹製品は家蚕絹

に比べて耐磨耗性，嵩高性に優れ，特徴ある光沢と

風合を持っているので利用価値の高い絹素材として

関心が寄せられている。野蚕のうち，天蚕エリ蚕

杵蚕， タッサー蚕，ムガ蚕などの繭糸が実用的に付

加価値の高い素材とされている。野蚕全体の約85%

が杵蚕糸であり，世界全体の杵蚕繭の収量は 5 -8 

万tとも推定されている。野蚕繭のうち日本が原産

で，鮮やかな緑色を呈する天蚕繭が地域性を活かし

た地場産業の振興に役立つものとして注目を浴びて

いるので，天蚕を中心に話を進めることにする。

天蚕繭と家蚕繭との形態的な比較や煮繭法につい
12 

ては高林により報告されている。未乾燥の天蚕繭重

量は家蚕繭より 3 倍も大きいのに対して，繭層歩合
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は家蚕の36％にも満たないことが知られている。未

乾燥繭の重さに対する繭層の重さの割合を百分率で

表したものが繭層歩合であるから，繭の重さに占め

る天蚕の蛹の重さが大きく，生糸になる量が少ない

ので，天蚕生糸の生産性はかなり低い。野蚕繭糸の
13 

断面写真によると断面に占めるセリシン層の割合が

相対的に少ないことからセリシン量は家蚕よりも少

ない。天蚕繭は通気性が悪く，通気性のばらつきが

大きい。またセリシンにはシュウ酸カルシウムが含

まれ，繭糸相互の膠着力も大きいので，繭を煮るに

は薬剤を用いたり，煮繭方法も家蚕とは異なり注意

深く行う必要がある。第 5 - 1 表は村山らがまとめ

た天蚕繭の製糸試験成績である。比較例として家蚕

の現行蚕品種の成績を併せて掲げる。天蚕繭糸長は

家蚕繭糸の打程度であり，繭糸量も杓以下である。
15 

なお，長野県蚕業試験工場有明天蚕試験地の中島は，

天蚕の飼育から，繰糸，精練，染色に至る工程を

「天蚕一飼育から製糸まで一」の書物に，また天蚕に

関する研究動向は最近発刊された「天蚕」（赤井・栗

林誠）にまとめている。天蚕の実情を知るにふさわ
しい書物であり，興味ある方に是非ー読されること

をお勧めしたい。『熱水で煮た天蚕繭からは約330m

の繭糸が取れる。家蚕の繭からは約1200m の繭糸を

繰ることができ，野蚕の繭糸長は家蚕繭糸のれにす
ぎない。繭から繭糸がほぐれる状態の良いものを解

舒がよい繭と言うが，天蚕の解舒率は約34 ％であり

家蚕のY3 程度である。天蚕の繭糸から糸をほぐす場

合，糸にはならず無駄になる部分が家蚕より多く，

繭糸をほぐすに人手を要するため，野蚕絹糸はその

分コスト高となる。野蚕の繭糸生産がいかに能率の

悪いものかは次の例からもわかる。家蚕生糸を生産

するには，自動繰糸機を用いて一人一日 8 時間の繰

糸作業を行うとすると 16kg出来上がるのに対して，

天蚕繭糸の繰糸能率は座繰りで一日一人約200粒，糸

Table. 5 -I Reeling test of Tussah silk". 

表 5 -1 天蚕繭の製糸試験成績＇4

繭糸長繭糸量繭糸繊度解舒率強度伸度
(m) (cg) (d) (%) (g/d) (%) 

昭和56年度 生繭 325 18 8 5 17 34 3 41 24 9 
天蚕

村山ら

(1984) 乾繭 333 19 5 5 21 33 3 26 26 8 

比較例
家蚕 乾繭 1235 36 4 2 69 67 3 18 20 2 
日 137号 x

支 137号
日 140号 x 乾繭 1426 50 3 3 29 81 8 30 19 6 
支145号
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量でわずか60 gが限度である。価格で比べてみよう。

家蚕生糸の価格は l kg当たり約1.1万円であるのに対

し，杵蚕生糸は約 3~5 万円．天蚕生糸に至っては

40万とも 60万円ともいわれ，天蚕絹はまさに“繊維

・のダイヤモンド＂と呼ぶにふさわしい。

最近，農山村の活性化が叫ばれ，一村一品運動が

展開されているが，天蚕絹は地場産業の振興に一役

も二役もの役割を果たしている。東京蚕業指導所で

は八丈島で天蚕飼育を行うとともに天蚕絹糸の製品

化を試みている。千葉県蚕業センターでは常緑樹の

マテバシイによって天蚕の飼育を試みている。天蚕

の飼育で採卵，飼育，加害動物防除，人工孵化なら

びに繭の取り扱いは他の野蚕よりも入念にする必要

がある。屋外育での結繭率が低く，繰糸時の収率も

悪い。病気に対して抵抗性があり，飼育しやすく生

糸製造能率のよい蚕品種の育成が必要であることか

ら，蚕糸昆虫研究所と岩手，山形，富山など17県の

農業試験場関係者が協力して孵化，発育経過，減蚕

量，繭質，発蛾等諸性の調査を行っている。蚕糸研

試験場は昭和53~57年に亘り，「天蚕の飼育および天

蚕繭糸の特性に関する研究」を始めた。系統選抜，

冬眠飼料，屋内飼育，無菌飼育，病害防徐，製糸成

績煮繭，繭糸の構造と物性の全領域に亘るこの成

果は蚕糸試験場彙報123号(1988) にまとめられている。

蚕糸試験場が世界に先駆けて人工飼料による家蚕

の全齢飼育に成功したのは昭和35年であった。家蚕

への人工飼料の中には重量で約50％の乾燥桑葉粉末

が含まれている。野蚕への人工飼料にはクヌギ粉末

あるいは脱脂大豆粉末や生大豆粉末を含んだ人工飼

料も開発され，飼育成績においてクヌギ生葉による

ものと遜色のない結果まで得られている。野蚕を人

工飼料で飼育する研究は実用段階に入り，人工飼料

が商品化されている。

5.1. 7. I 野蚕繭糸と絹製品の特徴

天蚕の繭から取れる繭糸について考えてみよう。

吐糸開始時より吐糸終了時に至る繭糸は，繭層部位

では最外層から最内層の繭糸に対応する。最外層か

ら最内層に至る繭糸の繊維，強力，伸度， ヤング率
18 

が坪内により検討された。吐糸開始後， 150m あたり

で繊度は最大，ヤング率は200m付近で最大となる。

0~300m の領域で繭糸の強度はほぼ一定値となり，

300m より次第に低下する。しかし繭糸の伸度は外層，

内層ともにほぼ同一の値となる。
19 

野蚕繭糸を用いた複合絹織物の製織試験結果が蚕

糸試験場彙報にまとめられている。家蚕絹糸と杵蚕

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

絹糸とを混合して製造した複合絹織物において杵蚕

絹糸の配合量が増えると，絹織物にボリューム感が

現れ嵩高くなる。たて糸，よこ糸に家蚕糸と杵蚕糸

のもろより糸を交互に配列することにより，織物に

は適度な目より抵抗が付与でき，バルキーで耐摩耗

性に優れた複合組織物を製造できる。野蚕糸と家蚕

糸との複合繭糸を用いて紳士用背広を試作し着用試

験を行い，複合絹織物は着心地が良く軽快な服地に

適することを明らかにした。

l) 化学構成

家蚕絹フィプロインの主要なアミノ酸組成は，

Gly, Aly, Serであり， この合計が全アミノ酸の80

％を占める。微細構造的に見ると，家蚕絹の分子は

引き揃えの良い結晶部分と分子配列が乱れた非結晶

部分とから構成され， Gly, Ala, Serは主として結

晶部分に多い。これに対して，野蚕絹糸には Ala が

多く含まれ，これが家蚕の場合と対照的となってい

る。野蚕絹糸のX線回折写真は，分子配向性の良い

ポリーLーアラニンのX線回折写真とほぼ同一であ

るため，野蚕絹糸の結晶部分がAlaの連鎖であるポ

リーLーアラニンの結晶構造と類似しているものと

いえる。野蚕絹糸の熱分解温度は360℃付近であるの

に対し，家蚕絹糸は320℃付近で分解する。野蚕絹糸

は家蚕絹糸よりも熱安定性が高いと言える。野蚕絹

糸が熱安定性に優れているのは，結晶部分を構成す

るポリーLーアラニン分子が分子内で水素結合を取っ

て安定化しているためである。野蚕絹フィプロイン

モデル化合物としてのポリー Lーアラニンの示差走

査熱員測定 (DSC) を行ったところ，モデル化合物

は野蚕絹フィプロインよりもさらに20℃高温側の
20 

380℃で熱分解することが確かめられ，上記の推論が

妥当であると考察された。野蚕絹には化学反応性に

富むLys, Arg等の塩基性アミノ酸の多いことが特

徴的であり，その化学反応性を利用することで付加

価値の高い利用技術の開発が期待できる。

2) 形態

野蚕の繭糸 1 本の太さは約10デニールで，家蚕絹

糸より 3 倍ほど大きな値を示す。断面は扁平で繭糸

がリポン状となっており，三角形～円型に近い家蚕

繭糸の場合と対照的である。杵蚕の繭は褐色であり，

繭層セリシンにはタンニンが多く含まれている。タ

ンニンを含まない家蚕とは異なっている。タンニン

は主として繭糸のセリシン中に含まれ，化学反応性

に富む極性側鎖のアミノ酸部分と反応しセリシンを

不溶化させる役割を果たしている。緑色を呈する天
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蚕繭の糸は繭層セリシンに含まれるフラポン色素に

起因する。野蚕糸の精練 (5.5.5.1) でも述べるよう

に野蚕繭糸のセリシンを除去（精練）すると，繭糸

表面には規則的な0.2µmのフィプリル構造が糸軸方

向に明瞭に観察される。フィプリル構造は家蚕絹糸

にはない野蚕絹糸の特徴の一つである。

3) 光沢

精練前の生糸には絹特有の光沢は見られないが，

精練してセリシンを取り除くと家蚕絹糸には真珠様

のおくゆかしい光沢が発現する。精練した野蚕絹に

は表面反射による強い光沢が見られ，見る方向によっ

てはピカリと輝く場合がある。これは野蚕絹糸表面

の0.1~0.2µmの規則的なフィプリル構造あるいは

扁平な断面形態に帰属するものである。表面反射的

な光沢は絹糸内のポイドで複雑な光の屈折散乱が起

こることも原因の一つと考えられる。

4) 機械的特性

絹糸が切断するときの強度と伸度を測定したり，

強度・伸度曲線の形を調べることにより家蚕絹糸か

野蚕絹糸か簡単に評価できる。家蚕絹糸の強度，伸

度はそれぞれ約3.5 g /d, 20％であるの対して，野

蚕繭糸の強度と伸度はそれぞれ 2~3 g /d, 30% 

であり，野蚕繭糸の伸度が大きい点が特徴的である。

また，野蚕絹糸の強伸度曲線上，伸度 2~3 ％の部

位に一次降伏点が明瞭に現れる点は，家蚕繭糸には

見られない現象である。これは，野蚕繭糸の非結晶

部分では分子の配向がかなり乱れていること，家蚕

繭糸では非結晶部分においても分子の配向性が比較

的良いことに起因するものである。強度・伸度曲線

の立ち上がりの勾配は絹の剛さ（ヤング率）に符合

する物理量である。野蚕繭糸のヤング率は700kg/

m訃であるのに，家蚕繭糸ではllOOkg/m而である。ャ

ング率が低い野蚕繭糸は柔らかく伸びやすい性質を

持っている。野蚕糸は家蚕糸より約 3~4 倍太い。

染色座席数が家蚕より多いにもかかわらず，家蚕と

同一の染料で染色した場合には染色しにくい欠点が

ある。表面反射的な光沢のあるため希少価値的な意

義はあっても利用範囲は限られている。野蚕繭糸は

大規模な産業用の素材と言うよりは，飼育から製品

製造までを一貫して行う地場産業用の素材に適して

いるとの見方もある。

5) モデル物質を用いた野蚕絹糸の構造解析

野蚕絹フィプロインの重要なアミノ酸はアラニン

であることは既に述べた。カイコが生合成して作り

出す絹蛋白質は複雑な化学構造を持ち， アラニン以
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intensities for poly-D-Alanine". 

昇温過程におけるポリー D ーアラニンの X線回折

強度’’

外に種々なアミノ酸を含んでいるので，天然の野蚕

絹フィプロインを対象に二次構造ならびに高次構造

を決定することは必ずしも容易なことではない。野

蚕絹フィプロインの結晶部分はアラニンの重合物で

あるポリーアラニンの結晶構造とよく似ているため，

ポリー L (D) ーアラニンは野蚕絹フィプロインの

結晶部分のモデル化化合物として用いることができ

る。ポリーDーアラニンを野蚕絹フィプロインのモ

デル化合物に選び，昇温過程における X線回折強度
2 1 

の変化を調べたものが第 5-4 図である。 a -helix 

のhelix間距離に対応する回折強度は加熱温度220℃

以上で低下し始め， 270℃でその回折は完全に消失す

る。これに対してf3構造のシート間距離に符合する

回折強度は220℃以上で増加し 280℃で最大となる。

第 5-4 図の結果から，昇温過程でモデル化合物に

は a -helix→/3構造の構造転移が起こっているよう

に外見上は見受けられる。ところが， 260℃で時間を

変えて分子形態変化を赤外吸収スペクトル測定によ

り調べたところ， ランダムコイル量は減少しf3構造

量が増加するが， a -helix鼠の変化は起こらないこ

とから，杵蚕絹フィプロインを加熱処理すると a -

helix→/3構造転移が起こるものとされてきた考え方

が誤っているものと判断できる。 a -helix間の水素

結合は熱処理により切断破壊するが， a -helix内の

水素結合は試料が熱分解するまで切断破壊しないと

考えることにより，赤外吸収スペクトルの測定結果

は矛盾なく説明できる。モデル化合物としてポリー

Lーアラニンを用い，加熱温度範囲を試料の熱分解

温度の370℃付近にまで広げて熱処理過程での構造変
れ｝

化を追究してみたい。所定の温度で一旦熱処理した



後試料を室温で冷やして赤外吸収スペクトルを測定

したところ，加熱温度が280℃のサンプルは対照区の

サンプルと同一の赤外吸収スペクトルを示すが，加

熱温度が320℃以上となると B構造に碁づく吸熱ピー

クの強度が増大する。アミド Vパンド領域の赤外吸

収スペクトルにガウス分布が成り立つとして 8構造，

ランダムコイル， a -helix に基づく 3 つの成分に分

解して各分子形態の含率を求めると， 370℃で加熱し

ても a -helix量は変わらず， ランダムコイル量が減

少し，逆に B構造の含量が増加する（第 5 -5 図）。

これは熱処理によりモデル物質は， ランダムコイル

→ B構造転移を起こすことを示唆しており， 230℃付

近で起こる杵蚕絹フィプロインの吸熱，発熱反応は，

a -helix→ B 構造転移によるものでなく， ランダム

コイル→ B構造転移によるものであると判断できる。
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図 5 -5 アミドVパンドよりもとめた熱処理ポリー L ーア

ラニンの分子形態分布3

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

ラ紡糸もこの中に含めて絹紡糸の特性を述べること

にする。

5. 1. 8. 1 紬糸

乾燥する前の生繭を 5~10％の重炭酸水素ナトリ

ウムの加熱水溶液で 2 時間処理してセリシンの残留

率が 2~3 ％になるまで精練する。セリシンを除去

すると繭糸相互の膠着力が弱まり繭糸を大きく拡げ

てまわたがけができる。高級な紬織物の生産地とし

て知られている結城での紬糸は， 60~70d または 200

d前後の太さのものが多く生産されている。

5. 1. 8. 2 ガラ紡糸

ガラ紡機は明治 4 年，仏道に精進中の一住職が発

明したもので，日本独自の絹紡績機という意味から

和紡績機とも呼ばれる。検定屑絹糸などの副産物絹

糸からのラップも原料として利用できる。回転する

金属製の筒（つぼと呼ばれる）からワタ状の原料を

引き出し撚りがかけられながら引き上げられて糸条

となる。ガラ紡では繊維長の短い絹糸屑等が主な原

料であるので太さむらのある糸が製造できる。撚り
22, 23.“ 

数の少ない糸であるため糸の切断強度は低い。ガラ

紡糸のこうした機械特性の欠点を改善するため松本
2 5. 2 6 

らはつぼの中央部にコア一部が通るよう綿筒を改良

し， ポリエステル，生糸あるいは精練絹糸のコアフィ

ラメントのまわりにガラ紡糸を巻きつかせ複合糸を

製造する和紡（ガラ紡）精紡機を開発した。第 5 -

6 図は和紡製紡機の概略図である。コアフィラメン

5. 1. 8 絹紡糸

家蚕あるいは野蚕の繭からほぐした連続の長い繭

糸を引き揃えて生糸を生産し（製糸工程と呼ばれる），

何本かの生糸をより合わせたものが絹糸である。こ

れに対して繭糸屑や真綿などのように繭糸を切断し

繊維長の短い絹繊維に撚りを掛けたり所定の操作を

加えて長い糸にしたものが絹紡糸である。家蚕生糸

より製造した絹糸は太さにむらがないため高級衣料

素材となり，絹紡糸は太さむらや特有の毛羽（節），

嵩高性を持っているため特徴ある風合のちりめんや

銘仙などの原料として利用できる。絹紡糸を製造す

るには，機械を用いるか手作業によるかの違いから，

絹紡糸，紬糸とに大別される。更に， 日本古来のガ

A
 

A : Stuffing tube 

B: Bobbm 

C : Spindle band 

E : Photo displacement sensor 

F: Pulley 

G : Guide pipe 

L: Lever 

M : Magnet tensor 

N,, N, : Clutch 

R : Take-up roller 

S : Hollow spindle 

T : Tin roller 

U : Tension meter 

W: Weight 

y Y : Core filament yarn 

Fig. 5 -6 Improved throstle spinning frame". 

図 5 -6 改良型の和紡精紡機の概略図お
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5. 機能性絹素材の開発と将来展望

Table. 5 -2 Variation and characterization of spun silk yarns. 

表 5 -2 各種紡績糸の特徴

名称 ガラ紡 絹紡糸 紬 糸

布の裁断屑 繭毛羽・屑繭，汚繭 くず繭糸，出殻繭など

原 料
絹糸屑 繭や絹糸よりとった屑繊維 真綿（縦糸か横糸に用いる）

ポロの再生屑 副産糸を原料として紡いだ糸 生繭をアルカリで煮てまわたがけした

検定屑 （半練り，七分練り，本練り） もの

保温性がよい 表面が平滑である 表面が平滑でない，光沢が良い。

保湿性保水性 腰がない ざっくりした風合，粗硬な感じ，

柔軟性 裏地にむく じょうぶな糸，不規則な糸のふし，

製品性能 伸縮性がよい 嵩高くパルキー性あり 草木染の渋いもの．裏地には向かない

柔らかい風合 軽くて暖かい，丈夫，型崩れしない

着ごこちがよい

長もちする

作業用手袋（木綿） 服地用 お召， きもの

用 途
モップ（木綿） 縫糸用 和服地， ネクタイ地

紬糸用 銘仙

富士絹（光沢と嵩高性）

欠 点
強度が弱い

生産能率が悪い
太さむらが大きい

生産能率 糸の製造 25 g／人／つぼ当り 糸の製造では 309 ／人／日

1.1万／kg 25万／kg

糸価格
（結城取り引き価格） （結城取り引き価格）

ト糸の張力とおもりの位置を調節することにより，

従来の和紡（ガラ紡）糸よりもより細く，優れた機

械的性質を持った紡績糸が自由に製造できる。ガラ

紡絹製品の性能を調べたところ，絹織物の機械的性

質は索材製造時のより掛けの方向と回数により影響

を受けることが明らかとなった。

繰糸過程で繰枠に引き揃えて巻き取っただけの繰

繭繊維，繭羽毛ならびに天蚕やエリ蚕など野蚕の繭

層を砕いて作成したラップを原料としてガラ紡糸条
24 

が製造されている。いずれの原料も良好な紡績性を

示し，糸ムラの少ない糸条となる。セリシンが付着

した繭繊維は後練織物のガラ紡素材として適してお

り，柔らかい風合に仕上げることができる。各種絹

紡糸の原料，製品性能ならびに用途等を第 5 - 2 表

に掲げる。

5.2 新形質絹素材の開発

従来の絹の風合とは微妙に違い，特殊な用途に利

用できる差別化絹素材を作るには，普通の繭糸より

細いものや太いものを原料にしたり，合成繊維と複
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高級絹製品では2000万円以上のものも

ある

村野（1986), 村野(1989), 青木ら (1990) に基いて作成

合化させることが便利である。細い繭糸からはしな

やかな風合の絹織物が，太繊維の繭糸からは粗硬な

風合の絹製品が製造できるからである。

5.2. 1 遺伝子資源としてのカイコの保存

現在，小渕沢にある蚕糸昆虫研究所の遺伝素材研

究室には約450種もの蚕品種が遺伝資源として保存さ

れている。保存品種の中には風変わりのものがおり，

極太の繭糸を作るものや，微細な繭糸を吐糸するも

の，あるいは狭食性昆虫と呼ばれるカイコにもかか

わらず“りんご’'や“カステラ＂をつまみぐいする

カイコが保存されている。後の“ハイプリッドシル

ク＂でも述べるように，極細の 6. 6 ナイロン繊維を

芯糸にして，その周りを繭糸で被覆するためには出

来るだけ細い繭糸を用いることがナイロン繊維の被

覆効果を高めるために有効である。そこで蚕糸昆虫

研究所では，バイオテクノロジー技術を駆使して数

多い遺伝子資源であるカイコの中から極細の繭糸を

作るカイコ， “あけぽの＂を育成した。細繊度の繭

糸がしなやかな絹製品用素材に適している理由を考



えてみたい。繭糸を何本か引き揃えて一定の太さの

生糸を製造する場合を考えてみよう。太い繭糸を数

本引き揃えた生糸に比べて細い繭糸を沢山引き揃え

た糸条のE（弾性率） X] （断面 2 次モーメント）値は

低下する。細い繭糸を用いることで，絹製品が柔ら

かくなるので， しなやかな絹製品を製造する素材に

適しているのはこのためである。

“あけぼの’'の細い繭糸を用いるかわりに，保存

品種の中から太繊度繭糸を作るカイコを利用するこ

とにより，通常の手触りの生糸とは異なる粗硬な風

合の絹製品を製造することもできる。狭食性のカイ

コから，桑以外のいろいろいな飼料を食べる低コス

トの人工飼料に適したカイコ， “あさぎり＂が平成

2 年 3 月 19 日に“特徴ある蚕品種”として腹林大臣

より指定を受けた。脱皮のために眠りから覚めた直

後眠起の取り扱いを注意深く行う必要がある。飼育

が容易であり，繭糸長約1000m, 繭糸繊度約3.Sd で，
27 

糸むらのない良質の生糸が得られる。特徴ある蚕品

種の育種や保存が行われ，消費者の多様なニーズに

対応できる準備が整っている。産業昆虫ならびに生

物科学的研究素材としての遺伝子資源の両面から土

” 井良はカイコの有用性を詳述しているのでこれを参

照されたい。

5.2.2 太さの違う繭糸が得られるか？

カイコの保存の仕事は，人手と根気の要する地味

な仕事であるが，絹蛋白質は様々な産業分野での新

しい利用が今後期待できることから，蚕品種を保存

する仕事は生物資源の観点からも，絹研究を進める

上でも重要な役割を担っている。

絹の用途の多様化を図るには，極端に太いものや

細いものなど繊度に特徴のある繭糸を素材として利

用することが実用的な意味から重要である。繭から

生糸を取る繰糸の作業能率からすると，細い繭糸繊

度の下限を1.5デニール，太繊度の上限を4.5 デニー

ル付近に設定するのが望ましいとされる（坪内，私

信）。繊度に特徴ある蚕品種をあれこれ探索し用途に

あった太さの繭糸を得る方法もあるが，現行蚕品種

のカイコから太さの異なる繭糸が得られないであろ

うか。生理活性物質に対するカイコ幼虫の感受性を

活用して繭糸の太さを変える方法が知られている。

赤井らは，幼若ホルモン剤あるいは抗幼若ホルモン

剤をカイコの幼虫に投与する際投与量，投与時期

を設定し，両ホルモンの組み合わせ等を変えると太

さの異なる繭糸が得られることを見出した。ホルモ

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

ン投与で絹糸の太さが変わったとき， カイコの吐糸

速度と絹糸物性との関係は坪内らによって詳細に検

討されている。

家蚕繭の且的形質に及ぽす生理活性物質の投与の

影響をまとめたものが第 5 -3 表である。抗幼若ホ

ルモンを投与して 3 眠化させたカイコの繭糸は細く

なり，抗幼若ホルモンを 5 齢期の幼虫に投与すると

増量効果が現れる。生理活性物質の投与時期，投与

量，投与方法（異なる齢期に繰り返して投与する）

を変えるとカイコの感受性に重要な変化が超こる。

Table. 5 -3 Effect of both jevenile hormone analogue 

(JHA) and anti-jevenoid (AJH) treatｭ

ment on the duration of the feeding period 

and quantitative characters of cocoon and 

filament. 

表 5 -3 生理活性物質投与による家蚕繭質の制御

繭重 繭層量 繭層歩合 繭糸長 繊度
(g) (cg) (%) (m) (d) 

日 137 号 x
抗幼若ホル

モン活性
支146号 物質 (KK 0 90 12 6 14 1 819 I 25 
（桑葉育） 42) 投与に

神田ら よる 3 眠蚕

(1985) 
対照区 2 20 51 6 23.7 1448 2.89 

日 02 号 x 抗幼若ホル

支02号 モン活性

（桑葉育） 物門 (SSP- 3.09 86.0 27.8 
超多量蚕 IIW) 5 齢
品種 期に投与
赤井ら
(1987) 対照区 2 95 78.0 26 4 

HN90号 x 幼若ホルモ
3.69 95 1 

HC74-I} ン投与

赤井
(1988) 対照区 3.30 84 1 

神田俊男，木口憲爾，村山穣助，青木昭，高橘保，

神田千鶴子，玉澄，桑野栄一，江藤守総，蚕糸，試
験場報告， 30,123 (1985) ; 赤井弘，木内信，木村

敬助，1::l蚕雑， 56,85 (1987) ;赤井弘，蚕糸科学と
技術， 27,54 (1988) 

現行蚕品種 (Nl34XC135), 太繊度系蚕品種（H

NlOl XC23), 細繊度系蚕品種 (N5•N6XC5•C6)

のカイコに幼若ホルモン活性物質(JHA) あるいは

JHAに拮抗的に作用する抗幼若ホルモン活性物質

(AJH) を投与したときの繭糸繊度はどのように変

化するであろうか。第 5 -7 図～第 7 - 9 図は上記

3 種顆のカイコにJHAあるいはAJH を投与したと
30 

きの絹糸繊度変化を示したものである。 3, 4, 5 齢

期にJHAを投与した太繊度系蚕品種 (HN101XC23)

の繭糸繊度曲線には内洒部分に最大繊度領域が現れ

る。JHA投与区の絹糸の最大繊度値は，対照区のそ
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Fig. 5 -7 Size curves of cocoon filaments from the 

standard strain, Bombyx mor恥 Nl34XC135.

■ :Control, 口： Treated with JHA, 

• :Treated with AJH. 

図 5 -7 実用蚕品種（N1341 XC135) の繊度曲線

■対照区 □ JHA処理区，● AJH処理区
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Fig. 5 -8 Size curves of cocoon filaments from the 

strain,Bombyx mori, HN101XC23, an imｭ

proved variety, preserved as a race producｭ

ing thick filaments. 

■ :Control, 口： Trea ted with JHA, 

• :Treated with AJH. 

第 5 -8 図 太繊度用蚕品種 (HN 101 X C23) の繊度曲線

■対照区 □JHA処理区，● AJH処理区

れとほぼ同様であるが，繭糸長は増加し特に太繊度

の部分が大きく延長される。これに対して 3 齢期に

AJHを投与した 3 眠蚕の繭糸繊度は対照区のほぼ

％まで細くなるが，繭糸長は対照区よりも長く，全

体的に太さの均斉な繭糸となる。細繊度系蚕品種

(N5ｷN6 X C5•C6) および現行品種 (Nl34 x Cl35) 
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Fig. 5 -9 Size curves of cocoon filaments from the 

strain, Bombyx mor~ N 5 • N 6 X C 5 • C 6, 

an improved variety, preserved as a race 

producing thin filaments. 

■ :Control，口： Treated with JHA, 

• :Treated with AJH. 

図 5 -9 細繊度用蚕品種 (N 5 ｷN 6 x C 5 •C 6) の繊度

曲線

■対照区，口JHA処理区，● AJH処理区

においても繭糸繊度については同様な傾向が見られ

る。ただ，繭形状が小さくなると繭糸繊度も次第に

小さくなり細い繭糸となるが， そのかわり緒糸量

（繭糸を取り出す際，無駄になってしまう繭糸の量）

が相対的に増え，繭から繭糸がほぐれる状態（解舒）

も悪化する場合があるので細繊度を得るための限度

がある。最細繊度の目安は繭繊度が 1 -1. 5デニール

付近を下限と考えるべきである。繭糸が細くなると，

繭糸の太さの均ーさの指標である繭糸繊度偏差が小

さくなり内層から外層に至る繭糸の全過程で均斉な

太さの繭糸となる。繭糸繊度が 4 デニール以上の太

繊度のものは繭糸繊度偏差が大きくなってしまう。

和装用あるいは洋装用素材に太さに特徴のある繭糸

を用いる場合には，繭の生産性，繰糸能率ならびに

繭糸の特性を十分考慮にいれ総合的に判断した上で

付加価値の高い利用法を考えることが望ましい。

5.2.3 新形質絹糸の研究開発

生糸の加工方法を工夫して繊維の引き揃え方や他

の繊維と複合化する方法を変えることにより従来の

織物原糸とは形質の異なる「新形質絹糸」が製造で

きる。開発研究が進んでいる代表的な例を次に述べ

ることにする。なお，新しい特徴を持つ絹素材の製

法，特徴については， 日本製糸技術経営指導協会が

昭和61年度製糸技術経営改善評議委員会を開催した

際に用いた資料（生稲資料），ならびに「蚕糸科学と
31 

技術」 26巻の 7 月号より 12回連載で水出がまとめた

ものに詳しく記述されているのでぜひー読されたい。



Fig. 5 -10 Photograph of strech silk yarn. 

図 5 • 0 同一重量の未加工糸と比較したストレッチシル

クの嵩高性

a ストレッチシルク b 対照区

青木・高橋・神田（公開特許公報昭59-71441)

“ 

Fig. 5 -II Autum-winter man's suit-fabric made of 

strech silk yarn and woman's blouse made 

of hybrid silk yarn. 

図 5 -11 洋装・カジュアル分野で展開が期待される絹の

新素材による試作の一例

左ストレッチシルクをよこ糸にして製縦したスーツ

右ハイプリッドシルクによるプラウス

青木・高橋・神田（試作資料用写真より）

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

5. 2. 3. 1 ストレッチシルク（伸縮性嵩高絹糸）

撚りのない生糸と S撚り •Z撚りの強撚糸とを組み

合わせた後，精練により撚りが戻る際に生糸が縮む

ことを利用して製造したものが嵩高性生糸である。

伸縮性と嵩高性に富み， しわになりにくい特性を持っ

ており，厚手のニット製品に適した絹素材である。

（公開特許公報，昭59-71441)。優れた嵩高性に富む

ストレッチャーンを用いると柔らかいスーツ地等の

絹製品が，これをセーター地に用いると軽くて暖か

く，形崩れのない製品ができる。第 5 -10図は，同

一重量の未加工絹糸とストレッチシルクの嵩高性の

違いを写真撮影したものであり， ストレッチシルク

がパルキー性に富み従来の絹にはない新しい形態的

な特徴を持っていることがわかる。第 5 -11 図は，

洋装・カジュアル分野における新形質絹糸の利用を

想定し試作した作品の一例である。左図はストレッ

チシルクをよこ糸にして製織したスーツ，右図はハ

イプリッドシルクで製造したプラウス写真である。

5.2.3.2 ハイプリッドシルク

蚕糸昆虫研究所で保存している約450種類のカイコ

の遺伝資源の中から交雑育成技術を駆使することに

より，極めて繊細度で「あけぼの」と呼ばれる品種

の繭糸が育成された。繰糸の過程で極細の合成繊維

（ナイロン66) に繭糸をからみつけることにより，絹

の感性と合成繊維の実用性とを兼ね備えたハイプリッ

ドシルクが調製できる。合成繊維と絹とを併用する

ことで，伸び縮みが自在で，強く， しかも絹の光沢

を備えているハイプリッドシルクが製造できる。下

着類，洋服素材として利用されている。ハイプリッ

ドシルクは従来のカバリングヤーンとは異なり，繰

糸工程で他繊維と複合することで製造できる繊維全

般を意味する。製造する方法と繭糸のカバーリング

効果との違いから，ハイプリッドシルクは複合抱合

糸，複合交絡糸，複合緩絡糸に大別できる。開発当

初からハイプッドシルクの製造に係ってきた高林の
32 33 

総説を参考にして，その内容を第 5 - 4 表に要約す

る。ハイプリッドシルクを製造する概要は第 5 -4 

表からも理解できるが各々の製造機構を第 5 -12図一

第 5 -14図に補助資料として掲げておくことにする。
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Table. 5 -4 Different type variations and characterization of hybrid silks. 

表 5 -4 ハイプリッドシルクの製造機構，特徴，用途

項目 複合抱合糸 複合交絡糸 複合糎絡糸

上部の繰枠に巻かれた他繊維を回転 他繊維と繭糸とを回転接緒器下で一 他繊維の周りに繭糸をランダムにカ
接緒器まで導き繭糸と一緒にしてケ 緒にした後，回転接緒器内の通糸管， パリングさせ糸条化させる。フィー

機構
ンネル撚りを経て糸条化させる 通糸管上部に連接したエアジェット ドローラーで繭糸を他繊維より多く

ノズル部のエアーにより繭糸と他繊 送り出し高速ジェットで他繊維の周

維とを交絡させながら繰糸して糸条 りに繭糸を縄絡させて糸条化させる。
化させる。

引揃え 引き揃え状態が平行的 絡み付きが良くストレート状態に近い

特徴 光沢，耐摩耗性，耐洗濯性に優れる 光沢が良い，色相がさえる

繭糸と他繊維とが分離し易い フィードローラ一部で糸条が絡みつき易

問題点 メガネ状の剥離が生じ易い し＼

繭糸同志がセリシンで抱合し易い

対象繭 普通繊度繭糸 細繊度繭糸，普通繊度繭糸 太繊度繭糸，普通繊度繭糸

用途
ソックス，ショーツ，プラウスに適する パンスト等のレッグ用品 中衣用，外衣用
内衣用，中衣用 内衣用

高林の総説（繊維学会誌 45号 1989) に基づいて作成

給糸管

繰解槽

Fig. 5 -12 Manufacturing of hybrid silk"' 

図 5 -12 複合抱合繰糸機構コ
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Fig. 5 -13 Air jet nozzle for preparing hybrid silk" 

図 5 -13 複合交絡機構のエアージェットノズル部の

拡大図コ

ン

I 
ョンローラ

Fig. 5 -14 Manufacturing of 

hybrid silk" 

図 5 -14 複合纏絡繰糸機構コ



5.2.3.3 スーパーハイプリッドシルク

蚕糸科学研究所が開発した生産効率の高いハイプ

リッドシルクがスーパーハイプリッドシルクである。

繭糸のまわりにエアジェットの作用でナイロン等の

合成繊維をからみつけて製造する点はハイプリッド

シルクの場合と同様であるが，スーパーハイプリッ

ドシルクは上記のハイプリッドシルクに比べて 2 倍

以上の高速で繰り枠に巻き取る方法が採用されてい

るため生産効率が優れており，生産コストを下げる

ことが可能である。繭糸と合成繊維との引き揃え状

態が良いため，精練・染色工程においては特段のエ

夫をする必要がある。現在．製品開発が進められて

いる，関東ナイロン工業株式会社が製造したスーパー

ハイプリッドシルク素材のパンティストッキングは，

滑りが良く，伸縮性・フィット性ならびに透明感に

優れた特性を示す。繭糸と芯糸のナイロンPTY との

引き揃えが良いので編織状態が良く，不良品の少な

い点が特徴である（勝野， 日本蚕糸新聞．平成 2 年

10月記事）。

5.2.3.4 絹短繊維素材用シルクトウ

極めて多数の煮繭から繭糸を引き出し，糸条同士

がセリシンで接着しないように引き揃えたものがシ

ルクトウである。何万粒の煮塾繭から繭糸を引き揃

えると嵩高いトウが製造できる。生産性効率は，糸

状の太さが約3000dのときもっとも良好である。セ

リシンの除去程度を自由に変えることができるので，

分繊性の良い集束糸条（トウ）を牽切工程で一定長

に切断することにより他繊維と混紡が可能な絹短繊

維素材を調製することが可能である。従来の絹紡糸

とは違った多様な絹素材として洋装・カジュアル分

野での利用が期待される。また細繊度のスパンライ

クシルク糸条であるため細番手の高級紡績素材とし
7,3' 

ても適している。

1) シルクトゥとは何か

1 本の繭糸は通常 3 デニール程度と細いため， 1 

本の繭糸だけでは衣料用の素材とはなり得ない。そ

のため，高級和装用絹素材としては 6~7 本のある

いはそれ以上の繭糸を引き揃えて製造出来る絹糸が

用いられる。これに対して「シルクトウ」の原料は，

1000~3000粒の繭糸である。セリシンで繭糸相互が

膠着することのないようにして多数の繭糸を同時に

引き揃えることにより，嵩高性に富んだ絹繊維の束

が得られる。繭よりほぐした直後の繭糸のセリシン

は膨濶しておりそのまま引き揃えると繭糸同志が膠

着してしまう。膠着性のセリシンを速やかに乾燥す

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

ることにより繭糸が 1 本ずつばらばらに分繊したシ

ルクトウが得られる。選び抜かれた高級品質の繭

（普通繭）より得られる生糸はフォーマル和装，高級

洋装用に用いられるのに対して， シルクトウ素材に

は普通繭はもとより選除繭も原料とすることができ，

カジュアル和装・洋装の高級ファッション分野に利

用できる汎用性を備えている。

シルクトウの歴史は昭和19年にまで遡る。戦争中

における絹の用途拡大を図るため，鐘渕紡績新町工

場の河倉は，繰解槽に投入した数多くの煮繭から繭

糸を引き揃え連続した繊維束を製造し， これを篠生

糸（しのきいと）と呼んだ。当時，篠生糸は羊毛の

代用品にしようとしていたのである。
7, 3 4 

蚕糸昆虫研究所横沢・於保らは，絹を本格的に

洋装分野に進出させるためには，差別化でき得る衣

料用新素材の開発が重要であるとの認識に立ち，上

記の篠生糸の製造方法を再検討することにより絹短

繊維素材用のシルクトウの開発研究に着手し，製造，

利用，製品化の研究を進めている。シルクトウは繭

糸から直接製造した繭糸の集合体であるため， セリ

シンが付着している。精練程度を制御してセリシン

除去量を変えることにより，未精練（セリシンを除

去しない），半練り，精練（セリシンを除去すること）

等手触り状態がさまざまに異なるシルクトウが調製

できる。セリシンをどの程度除去するかにより，か

たさ，嵩高性の異なるシルクトウが自由に製造でき

る。

2) シルクトウの製造法

第 5 -15図はシルクトウの製造法を少し詳しく説

明したものである。繰解槽(A)に約 10。O粒の煮繭（に

A A2 A: 繰糸槽

B: 繭

C: 解じょ繭糸束

D ：繰枠

E: 集束トラパース装置

F ：巻取枠

G: 赤外線ヒーター

H 繰枠リフト装置

Fig. 5 -15 Manufacture of silk tow 7 

図 5-15 シルクトウの製造方法概略図'
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まゆ）を入れ，引き揃えた繭糸を上部にある 8 角の

大枠の繰枠[))を介して，遠方に設置した巻き取り枠

(F)に巻き付けるとシルクトウが製造できる。繭糸を

繰枠に引き揃えて巻き取るだけでは， セリシンが膠

着してシルクトウの特徴が失われてしまうので，繰

解槽から大型繰枠の区間で赤外線ヒーター (G)により

できるだけすみやかに膠着性のセリシンを乾燥させ

繭糸間の膠着が起きないよう留意する必要がある。

巻き取り枠に巻き取られたシルクトウに嵩高性を与

えるには，巻き取り時，シルクトウに加えられた張

力を十分緩和させることが望ましい。そのためには

巻き取り枠の周囲が自由に変化できるような機構と

なっており，巻き取り枠に設計上のエ夫がなされて

いる。

第 5 -16図は横沢らが提案しているシルクトウの

利用用途を表示したものである。繊度偏差が少なく

良質の繭糸（普通繭）は繰糸工程を経てフォーマル

和装用の高級衣料素材に最適である。選繭工程で除

外された普通繭以外のものあるいは製糸工程からの

副蚕糸は紬や絹紡糸の原料として利用でき， カジュ

アル和装・カジュアル洋装用素材となる。これに対

して， シルクトウは様々な形態と形質の繭を対象に

することができ“糸の形態はマルチフィラメントか

ら繊維長が可変なスパンヤーンまで汎用性が高いた

め，最終製品も高級和装，カジュアル洋装， カジュ

アル和装など高級ファッション分野で利用の拡大が

期待できる”とされている。

5. 2. 3. 5 ストーンウォッシュ・シルク

「機械的に絹を砂で磨いて滑らかにし，染色のと

きに化学処理」を行うことによりストーンウォッシュ・

シルクが製造できる。絹糸表面が磨かれてしまうの

で，絹に特有な光沢は犠牲になる。アメリカを始め，

西独， ヨーロッパで利用拡大の兆しが見えると言わ

れている。販売部門のピエール・サンティーユ部長

によると，「ストーンウォッシュ・シルクは仕立てが

難しく，汚れ易くて，風合が均ーでない等の欠点を

持つが，麻と同様に優美であり，肌触りが素晴らし

い」とストーンウォッシュ・シルクを賞賛している。

（日本蚕糸新聞， 1990年 5 月 23 日記事）。 しかし， 当

記事には，製造方法の詳細や，ストーンウォッシュ・

シルクの具体的な特性等の記述がないのでその後の

追跡調査の結果が知りたい所である。

5.2.3.6 羊毛様捲縮絹糸

濃厚な中性塩溶液に繭糸が溶けることは既に述べ

た。繭糸を塩化カルシウムあるいは硝酸ナトリウム

等の中性塩溶液で処理すると，繭糸は膨潤しついに

は溶解してしまう。中性塩の濃度，温度，浸漬時間

等を適当に選ぶと繭糸の理化学的性質を大幅に劣化
ぉ

することなく収縮させることができる。村瀬は， 中

性塩による繭糸の収縮（塩縮）挙動を研究し， ジア

ゾニウム塩を絹のチロシン分子側鎖部分に反応させ

ることにより絹糸の塩縮が防止できることを見出し，

塩縮はチロシンの作用に碁づくものと考えた。硝酸

カルシウム濃厚溶液で絹糸が収縮すると絹製品にク

レープの風合を付与できる。
36 37 

蚕糸昆虫研究所の加藤は，塩縮の原理を利用して，

羊毛のように捲縮性のある絹糸を調製し，塩縮絹糸

を素材にしてニット製品を作製した。 KESの風合試

•••··· 

フォーマル和装

ドレス等

婦人パンスト等

洋服地

プラウス等洋装

カジュアル和装

、豆、ロー一ーロ一、三
\ 
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豆屯三•星·-iスパノヤーノト→カノュアル洋装 I
Fig. 5 -16 Silk tow as the clothing materials 7. 

第 5 -16図 シルクトウの絹衣料素材の位置づけ＇



験によると試作ニットは重量が軽く，肌触りも優れ

弾性と保温性に富み良好な風合 (THV値）を示した。

l) 製造方法は？

アルカリ溶液処理で繭糸セリシンを除去（精練）

した絹撚糸を硝酸カルシウムの濃厚溶液に入れ，収

縮率が10-30％となるように諸条件を設定する。次

に，活性剤を収縮繭糸の繊維間に作用させ，繭糸繊

維が膠着しないように留意する。繭糸表面に樹脂加

工を施すと，塩縮処理によって生じたクリンプを繭

糸に常時残留させることができ，黄変着色程度軽減

の効果が現れる。

2) 効果的な塩縮処理を行うには？

未精練糸に比べてセリシンを除いた精練糸が塩縮

用の原料に適している。撚り係数は1,500~2,500が

良く，塩縮率10~30％で良好な塩縮効果が得られる。

塩縮処理に用いる硝酸カルシウム溶液の濃度は，溶

液の比重で1.410~ 1. 420が望ましく，同溶液80℃で

絹糸を 1 分間浸潰する簡単な塩縮処理で絹糸に捲縮

を付与することができる。

加工糸の形態的な特性を表す物理量として並列度

と直径化，気孔率を求めた。塩縮率が増えると，直

径化と面積比は増加するが繊維容積は減少した。塩

縮率が30％絹糸の直径比は対照区の25倍以上となり，

気孔容積が85％以上で嵩高性の増加が顕著となった。

エチレン尿素樹脂により表面樹脂加工を施すと絹の

飽和吸水率，伸長弾性率，光沢度は若干低下するこ

とが確かめられた。

上記の方法で作成した塩縮絹糸を素材に機械編み
36,37 箕

でニット地を試作した。その風合特性を川端の計測

システムKES-FB 1 -FB4 で評価した。塩縮絹糸

を素材とすることにより，絹ニット製品のLT, WT, 

B, 2 HB, LC, WC, MMD, SMDが増大するが，

一方G, 2 HG, 2 HG 3 の値はいずれも低下した。

塩縮ニットはしなやかで，弾力性，圧縮反発性に富

み， ‘ノフトで伸び易く，高品質のニット素材として

有望である。

3) 今後の改善すぺき諸点は

塩縮処理は手間のかかる加工方法であるので，経

済的，効率的な面からの改善が望まれる。塩縮処理

には，コストが高くつき，絹糸に均ーな塩縮効果を

与えることが難しいため，品質を安定的に生産する

加工技術を開発することが望ましい。塩縮により絹

糸が収縮すると絹に特有の優雅な光沢は次第に損な

われる場合が多く機械的性質の劣化をいかに防止す

るかが今度の課題である。

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

5.2.3.7 形状記憶絹糸

「形状記憶合金」ということばを耳にされた方も

あろうかと思う。ある種の金属は一定の変形を受け

て曲がっていてもある温度以上にまで加熱したり，

ある温度以下に冷やすともとの状態にもどる性質を

持っており，これを形状合金と呼んでいる。エアコ

ンの風向きの自動調整やロボットの腕のような用途

に利用されたり，はては魚の釣糸の一部にも用いら

れている。女性の胸の形を整えるため形状記憶合金

をプラジャーカップのワイヤーに用いた商品も市販

されており，形状記憶合金がかげながらも女性美を

演出している。

金属のかわりに絹糸や羊毛糸を用いて一定の形状

を保持させようとの発想のもとに水島シルク工業と

大東紡績は「形状記憶絹糸」を共同開発し，東洋紡

糸側により“‘ノワシュール＂の名前ですでに商品化
39 

されている。繊維に撚りを加えると縮み，．撚りをも

とにもどすと繊維がもとの長さにまでもどる性質を

利用することにより絹を形状記憶絹糸にまで変身さ

せることができるのである。すなわち，繭糸膠着物

質のセリシンを完全に除去した精練絹糸の表面にフィ

プロイン，ケラチン，あるいは動物の皮膚や骨を作っ

ている構造蛋白質であるコラーゲンの単独水溶液や

混合水溶液を吸着・被覆させた後，絹糸に撚りを加え，

高温，高圧下で撚りをセットさせる。次にセットし

た撚りの方向と反対の方向に新たに撚りをかけて，

捲縮性，撚縮性，伸縮性を与えたものが形状記憶シ

ルクである。絹の優れた風合特性を損なうことなく

嵩高性が付与出来るので，保湿性，伸縮性を備えた

インナーやアウターニット製品の素材，ならびにセー

ター，靴下，肌着，和装の素材として利用できる。

バルキー性を保持した形状記憶絹糸は好評のようで

あり，水島シルク工業の子会社では加工能力

600t／年の工場で生産を行っているという。

5.2.3.8 あけぽの

「シルラン」の商品名で市販されているパンティー

ストッキングは透明感があり優れた光沢と感触性を

持っている。その素材にはハイプリッドシルクが用

いられていることは既に述べた (5.2.3.2) 。シルラ

ンの商品化を素材的な立場から陰ながら立派に支え

たのは，細繊度繭糸のカイコとして育成された「あ

けぼの」であった。数多い保存品種の中から特殊用

用途のカイコ「あけぽの」が抜擢されたわけである。

栃木県蚕業センターが昭和62年に集約した「あけ
40 

ぼの」の飼育成績を大槻は次のように分析している。
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春蚕期のカイコの繭糸繊度2.43 デニール，繭糸長

1429m, 繭重1. 91g,そして繭糸量は38.3cgであった。

対照区の実用蚕品種と比べて，強健性，収繭量で遜

色がないが，生糸歩合は若干低めである。「あけぼの」

繭糸は細かく，繭糸繊度偏差が小さいため，太さに

むらがなくシルラン素材として最適である。 しかし

特殊用用途に特別育成したものであるから，品種の

特性を十分熟知した上で注意深く飼育することが必

要である。

5.2.3.9 細繊度繭の作出と織物への利用

イミダゾール系の抗幼若ホルモン活性物質をカイ

コに投与して細繊度繭糸を作出する方法ならびに細
4 1 

繊度絹糸から作った絹製品の特性については神田ら

の精力的な研究がある。まず生理活性物質を投与し

てカイコを 3 眼化させる際の最適濃度ならびに投与

方法を検討した。 3 眼蚕の繭糸から 21 デニールの生

糸を繰糸し， これをよこ糸にして羽二重を製織した。

細繊度生糸の強度，ヤング率はともに高い値となっ

た。よこ糸方向における羽二重の防しわ率は向上す

るが剛性率は低い値を示した。この結果は，細繊度

繭糸を用いることにより， しなやかで柔らかくしわ

になりにくい絹織物が出来ることを意味するもので

あり，繊度に特徴ある蚕遺伝子資源の重要さを示唆

するところが多いものと言える。

5.2.3.10 絹を混紡することにより帯電防止に

役立つ

大気中の湿度が低下する春先や秋頃になると，合

成繊維素材の衣服を脱いだり， ドアのノプに手を掛

けたり，車を降りてドアを閉めようとすると“パチッ”

と不愉快な音がして電撃を感じた経験を持つ方も多

いであろう。JISでは繊維の水分平衡状態（公定水

分鼠）が定められており，合成繊維の中には， ポリ

塩化ビニル，ポリ塩化ビニリデン，ポリプロピレン，

ポリエチレンのように公定水分率がゼロのものもあ

る。ポリエステルではたったの0.4%, ナイロン， ビ

ニロンはそれぞれ4.5%, 5.0％である。低い吸湿性

の繊維ほど帯電性を帯びやすい性質をもっている。

絹（12%) は，天然素材の中において，羊毛 (15

％）に次いで高い水分率を示す。絹糸とナイロン繊

維とのプレンド交撚糸をレーヨンタフタで摩擦する

と，絹糸の混入量が増えるとレーヨンタフタの帯電

量が増加しゼロに近づく。ナイロン等の合成繊維に

絹糸をプレンドして衣料用素材原料を作成すること

は，ナイロンの合成繊維の特徴に絹の天然素材とし

ての感性を付与することにもなり，更に帯電防止素
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材の作出にも寄与するところが大きいと思われる。

5.2.3.11 絹のニット肌着の着用試験

南品科学研究所は， 8 銘柄のシルクのニット肌着

の着用試験の結果を次のように報告している。すぺ

てのニットは柔らかく， しなやかで肌ざわりが良好

であった。また，軽くて体に馴染みやすい性質のニッ

トとなった。「絹の肌着は薄手で着ている感じがしな

いのに暖かい」との感想を述べたモニターがいたと

のことである。洗潅を行った後の型崩れ，変形，収

縮は起こりがた＜，寸法安定性の優れていることが

確かめられた（日本蚕糸新聞，昭和63年 7 月 27 日記

事）。こうしたニット肌着の着用試験の結果は，ニッ

卜素材の製織条件あるいはニット製品の取り扱い条

件によっても変化し得るため，これらの要因を考慮

しつつ消費性能の解析を行うことにより，一般化し

た知見が得られるものと考えられる。

5. 2. 3.12 絹スーツ・プラウスの売行き

蚕糸砂糖頬価格安定事業団は，全国の主要な都市

にある 426の百貨店内専門店を対象にして，平成元年

11月～平成 2 年 3 月の間の「絹製品の売行きの実態

調査」の結果を次のようにまとめている（日本蚕糸

新聞平成 2 年10月 3 日記事）。平成元年度の洋装シ

ルク製品（特にプラウス，スカート，上着等）の販

売鼠は，昭和62年度に比べて32％増加した。プラウ

スは同年比40％増と飛躍的な伸びを見せ， シルク製

品全体に占める割合が36.4％から 38.5％へと増加し

た。洋装シルク製品の売行きを伸ばしているのは，

フェミニン調への流れが起こるなどの“ファッショ

ン トレンドの変化”によるものであろう。シルク

製品の売行きが伸びているのは，家庭でも容易に手

洗いができるウォッシャプル加工絹素材 (5.3.3) の

利用が伸びていること，中国から輸入した生地を用

いるなどアパレルメーカーがシルクの販売に積極的

に取り組もうとしている事などの背景を挙げること

ができる。

5. 2. 3. 13 90年春夏向けの絹の複合化素材

消費者のニーズの多様化に対応して，絹が合成繊

維や他の天然繊維との複合化素材に用いられ差別化

を狙った商品が数多く出回っている。他繊維との交

撚・交織による新しい性能を持つ素材が続々に製造

されている。シルク／ウール， シルク／レーヨン，

シルク／ポリエステル， シルク／麻， シルク／高級

綿のような二つの素材を複合したり， あるいは三つ

以上の素材を複合する場合もある。第 5 -5 表は絹

を素材に開発した生地タイプや素材の特徴を示した



Table. 5 -5 Materials using silk blend yarns. 

表 5 -6 '90年春向け主要テキスタイルコンパータの開発素材

社名 生地タイプ・企画名 索材組成

セルマー シルクウールちりめん W75/S25 

タキヒヨー クールシルクウールクレープ W75/S25 

外村 シルクウールクレープ S30/W70 

シルクピスコースクレープ S50/RSO 

キング トランスペアレント S100, RIOO, EIOO 

ロンシャン ロンソア S,S/W 

藤井毛織 シルクウール交織 S50/WSO 

百善 シルクウールジャガード S50/W50 
ミズワン シルク S100 

イケガミ シルクミックス S/R,S/E 

クーロン I シルクミックス S100, 8混

マスヤ I ウールクレープ糸使い S/W, WlOO 

シルクウール S50/W50 
ジャガード S/W, S/C, S/F 

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

素材特徴

撚糸で新しい表面変化があり、かつソフトでやさしい風合い

ウールのソフトさに、シルクの軽さをプレンド．単糸使いによ

る柄の繊細な表現クール感

シルクウールでピスコースのおちつき感としゃり感のあるクレー

プ素材

楊柳クレープの先染め，とろみとドレープ

微妙な表面変化，レトロ感覚，なめらかなタッチや撚糸によって

ドライ感出す

展開をシンセティックフィラメントで演出

デリケートな表面効果の追究

100匁のシルクと80番手のウールを使用し、しなやかな素材で

コート， B&S狙い．シルクウールのイメージを一新させる

シルク高混率でハイソサエティーな雰囲気の先染め

ピーチスキンタイプのソフトでおち感のあるもののやナチュラ

ルなイメージで

ローシルクを使用し杢，トップなどでミックスな感じを表現．シ

ルクの新しい素材感

シルクを加えることでしなやかさや光沢感を訴求．フルアイテ

ム展開

表面感で変化を持たせて春～夏まで対応．ビケ組織を加える

交織タイプでマザーニーズ対応

春～夏のジャケット狙いで無地からプリントまで展開

略符号 s＝絹， W= ゥール， R= レーヨン， E＝ポリエステル， C＝綿， F＝麻 （日本繊維新聞平成元年5月 15 日記事）

ものである（日本繊維新聞．平成元年 5 月 15 日記事）。

多種の生地タイプの中から絹を複合化したものを表

に掲げることにする。その他シルク／ウール， ウー

ル／麻． ウール／ポリエステル， ウール／レーヨン

の二者混の複合化素材の開発も進んでいる。絹と他

繊維の複合織・編み物が市販されているが．絹の混

入率が少ないと絹の優れた特性が複合織物に発現し

なかったり，絹の他繊維とを良好に染色することが

困難である場合が多い。

5.3 絹の改質加工

然あるいは合成繊維の機能性を化学加工により

意図的に改善させようと試みられたのはセルロース

繊維が最初であった。セルロース繊維は優れた弾性，

染色性，吸湿性，通気性を持つ反面， 防縮，形態安

定性，耐腐食性，耐薬品性等の諸性質が合成繊維に

比べて劣っている。そのためセルロースの性釘を改

善して利用価値を向上させようと色々な化学加工方

法が開発されてきた。セルロースはグルコース残碁

が規則的に並んだ比較的簡単な構造を持っており，

反応性に富む水酸基がグルコース残基部分に存在す

るため，セルロース繊維を改笠することは比較的容

易である。

セルロース繊維と並んで古くから愛用されてきた

天然繊維紫材に絹糸がある。絹糸は，優雅な光沢，

風合いと触感を持ち，染色性，吸湿性等の実用的機

能特性ならびに強力，弾性などの機械的性質も優れ

ている。しかし紫外線によって黄変劣化が起こり易

く，耐摩耗性等の特性も十分でない。また，湿濶時

のしわ回復率が低いためWash & Wear (W&W) 

性能面でも改善・改質すぺき余地を多く残している。

従って，優れた絹糸の特性を損なうことなく，問厖

となる諸点を改良しW&W性などの実用機能特性を

絹に積極的に付与させるため新しい化学加工技術が

次々に開発されている。絹への化学加工に際しては，

絹糸の理化学的特性ならびに活性部位の化学反応性

を広く把握しつつ，使用目的にかなった特性が発揮

できるよう適切な加工方法を選択し，加工条件を適

宜設定することが必要である。

絹蛋白笠は a アミノ酸がベプチド結合により董合

した生体高分子である。分子間のco と NH基の間で

水紫結合が形成され，分子の凝集密度が高く安定な

立体構造を取っているため，絹蛋白釘に化学加工を

施すには，セルロースヘの化学加工に比ぺて，厳し
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5. 機能性絹素材の開発と将来展望

い条件下で加工することが必要であるが，時として

は絹糸本来の優れた理化学特性が損なわれる場合も

多かった。

絹糸本体の絹フィプロイン繊維は，微細なフィプ

リルから，フィプリルはさらに微細で数多くのミク

ロフィブリルから構成され，微細構造的にも形態的

にも複雑な様相を呈している。また，絹蛋白質は多

種多様なアミノ酸構造（第 1 次構造）を持ち，結晶

部分を除けば非結晶部分のアミノ酸周期は全く明ら

かにされていない。絹糸本体の絹フィプロインは，

結晶部分と非結晶部分とから構成されており，結晶

部分あるいは非結晶部分を構成するアミノ酸は本質

的に異なることが知られている。非結晶部分はアス

パラギン酸， グルタミン酸などの酸性アミノ酸， ヒ

スチジン， リジン，アルギニンなどの塩基性アミン

酸等から構成される。その他チロシン，スレオニン，

トリプトファンなど反応性に富んだ化学組成を多く

含んでいる。非結晶領域に多く含まれ反応性に富ん

だアミノ酸残基部分の化学反応性を考究することは

絹への新規な化学加工を考える上でも有益である。

活性部分の化学反応性に注目して化学修飾を行い

絹の実用的特性を改善すること，加工絹糸の理化学

的特性を解明しつつ変換技術を駆使して絹の高度

利用技術を開発することは多様の機能を持つ衣料素

材の開発さらには非衣料分野における付加価値の

高い絹蛋白質素材の開発研究を進める上でも重要で

ある。ここでは，絹の改質加工の中で実用的な加工

技術として定着しているグラフト加工， ウォッシャ

プル加工，黄変防止加工等について述べることにす

る。

5.3. 1 グラフト加工

グラフト重合の手法を用い絹を改質させようとす

るのがグラフト加工である。加工薬剤には主として

ピニルモノマーを用いる場合が多い。グラフト加工

絹糸はネクタイ地，帯地などに用いられ，和装用素

材への利用は限られている。通常，重合開始剤を含

んだ水溶液中に絹糸を予め浸漬しておき， グラフト

反応のための活性部位を作っておく。グラフト反応

を水溶液中で進行させることから水系グラフト加工

と呼ぶこともでき後述の気相グラフト加工 (5.3.2)

とはこの点で区別できる。グラフト活性部位を作る

には，過硫酸塩に代表される重合開始剤を用いる方

法が一般的であるが，その他 7 線照射により反応活

性の高い部分を作る方法もある。絹のグラフト加工

に関しては，加工方式重合反応機構，加工効率な
42 

らびに加工の歴史的変遷を塩崎が詳細に解説してい

るので参照されたい。

5. 3. 1. I グラフト加工絹糸の特性

精練済みの絹撚糸を，pH 3~4 に調製した硫酸酸

性溶液中で，過硫酸カリウムを重合触媒ならびにメ

タクリルアミド (MAA) を加工薬剤として反応温

度75-90℃でグラフト加工が実施できる。加工絹糸

の理化学的特性は第 5-6 表に掲げるとおりでグラ

フト加工反応が進み加工率が増加すると，繭糸繊度

は増大する。グラフト加工率が55％以上で絹糸繊度

は急激に増大し嵩高い絹糸となる。グラフト加工率

が110％の絹糸繊度は対照区の絹糸繊度の約2.3倍と
43 

なる。デニール当たりの強力の値(g/d) で比較す

ると加工率の増加にともない絹糸の強力は次第に低

下する。一方，高いグラフト加工率を有する絹糸の

伸度は増加する傾向を示す。グラフト加工反応が進

んだ絹糸の初期引張抵抗度は次第に低下することか

ら， MAA グラフト加工により絹糸は柔らかくまた

伸びやすくなることが確かめられた。未加工絹糸の

水分率は10.2%, 加工率が55, 70, 110％の絹糸の水

分率は 12.5, 13.6, 15.2％であり， MAAグラフト加

工により絹糸の吸湿性が向上する。

Table. 5 -6 Physical properties of methacrylamide-grafted silk fibers as a function of the graft-on values. 

表 5 -6 MAAグラフト加工絹糸の理化学的特性

Sample Graft-on Water content Size Strength Strength Elongat10n lmt1al tensile 

resistance 

(%) (%) (d) (g) (g/d) (%) (g/d) 

Control 

゜
10, 2 56 200 3.6 21. 3 54. l 

Grafted fiber 55 12. 5 81 193 2. 4 20. 3 41. 6 

Grafted fiber 70 13. 6 124 219 1.8 24. 7 30. 7 

Grafted fiber 110 15. 2 131 200 I. 5 24. 4 25. 7 
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5. 3. 1. 2 放射線エネルギー利用による絹への

グラフト加工

現在厚手のスーツ地用素材には羊毛が多く用いら

れている。この分野への絹繊維の進出が可能な加工

技術が開発されれば絹需要の拡大に大きく貢献する

こととなろう。紳士服素材としての繊維が備えるべ

き望ましい特性としては，嵩高性，伸縮性に富み，

耐摩耗性，防しわ性が優れていることなどである。

グラフト重合の手法を用いて絹糸の実用性能を改善

することが望ましい。過硫酸塩を重合開始剤に用い

た液相グラフト加工に対して，グラフトの活性点を

放射線のエネルギーで試料内に予め作ってた後， そ

の後，グラフト加工を行うことにより，液相グラフ

ト加工の効果とは異なる特性が絹糸に現れるものと

期待できる。試料を作成する際，まず精練してから

7 線照射で活性部位を作るか，あるいは生糸に 7 線

照射した後精練するかなど試料の調製順序を変える

“ ことによりグラフト加工した絹糸の特性を調べた。

精練前に 7 線照射した試料にメタクリルアミドグラ

フト加工することにより加工絹糸の伸長性率の値に

特徴ある変化が見られること，グラフト加工により

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

繊維の嵩高性ならびに吸湿性が増加するとともに，
4 5 

柔軟性が付与できることが明らかになった。また，

MAAグラフト加工絹をよこ糸に用いることで，絹

織物には柔らかく， しなやかで弾力的な特性が付与

されることが確認された。このことは， グラフト加

工により絹糸の力学的特性変化に加え， グラフト加

工により繊維相互間あるいはたて， よこ糸の交錯点

での空隙が多くなり，絹織物にふくらみを有するよ

うな効果を与えたことを示すものである。

5. 3. 1. 3 グラフト加工絹製品の風合特性

メタクリルアミドグラフト加工絹糸が厚手用のスー

ッ地用の素材として適しているか否か，加工絹糸で

製織した絹織物の力学的特性値を測定して検討する

ことにした。グラフト加工糸をよこ糸に用いて絹織

物を製織し，風合い試験機により絹織物の引っ張り

特性，曲げ特性，せん断特性等の基本的な特性値を

比較検討したものが第 5 -7 表である。グラフト加

工により絹織物は内部間隙が多くなり，繊維・糸相

互の接触状態が疎で，ふくらみを生じ， しなやかな
45 

絹織物となることが確かめられた。表面の特性値か

ら判断するとグラフト加工により織物表面の摩擦係

表 5 _ 7 放射線照射併用によるメタクリルアミドグラフト加工絹織物の力学的特性値

Table. 5 -7 Mechanical properties (bending property, shearing property, dimensional and weight properties, extension 

property, compression property and surface property including the surface friction) of silk fabrics composed 

of methacrylamide-grafted silk fibers. 

For conditions, No. I, No. 2, No. 3, No. 4, see the text" 

Property 

Tensile 

Bendmg 

Sheanng 

Compression 

Surface 

Thickness& Weight 

Symbol 

LT 
WT 
RT 
----

B 
2HB 

G 
2HG 
----

LC 
WC 
RC 
----

MIU 
MMD 
SMD 

T 
w 

o. l 

0. 84 
3. 91 
58. 40 

0. 069 
o. 12 

0.67 
0.26 

0. 49 
0.065 
59. 69 

0. 17 
0. 013 
4. 72 

0. 46 
18. 28 

No. 2 

0, 89 
3. 39 
60. 96 

0. 087 
0, 14 

0. 71 
0, 26 

0. 41 
0. 061 
58. 20 

0. 16 
0. 015 
3. 62 

0. 44 
17. 30 

Sample 
No.3 

0. 83 
3. 34 
59. 82 

0. 062 
0. 11 

0. 48 
0. 18 

0.48 
0. 070 
60. 43 
-----

0. 17 
0. 013 
4. 69 

0. 48 
17. 78 

Note; LT: Linearity of load-extension curve, WT: Tensile energy, PT: Tensile resilience, 
B : Bending rigidity, 2HB : Hysteresis of bending moment, G : Shear stiffness, 

o. 4 

0, 85 
3. 34 
59. 92 

0, 076 
0. 12 

0, 43 
0. 19 

0, 44 
0. 063 
57, 94 

0, 18 
0, 014 
3. 96 

0.47 
17, 47 

2HG : Hysteresis of shear force at 0. 5ー of shear angle, LC : Linearity of compression-thickness curve, 
WC : Compressional energy, RC : Compressional resilience, Ml U : Coefficient of friction, 
MMD : Mean deviation of MIU, SMD : Geometrical roughness, T : Fabric thickness, 
W : Fabric weight 
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数は増加する傾向がみられる。前頁の力学的特性値

を基にしてコンピューター解析して得られたTotal

hand value (THV) の値から判断するとグラフト

加工絹織物は嵩高性が要求される秋冬用厚手スーツ

地等の素材に適した特性を有するといえる。このよ

うに， グラフト加工絹繊維は感性と高級感に富む絹

製品の素材として適している。

5.3.2 気相グラフト加工

ビニール化合物をグラフト薬剤として，過硫酸ア

ンモニウム等の過酸化物系ラジカル重合触媒のもと

気相状態でグラフトさせようとの試みがある。根岸・

"ｷ" 新井は，重合触媒である過硫酸アンモニウム溶液で

あらかじめ浸漬処理した絹糸に真空状態でアクリロ

ニトリルやメチルアクリレートをグラフト重合させ

ようと試みた。ビニールモノマーの種類を変えたり，

加工条件（温度，真空度，時間）を変化させてグラ

フト加工の最適条件を検討するとともに，繊維内に

重合したビニールボリマーの沈着部位や平均重合度
48 

を詳細に究明した。
49 

群馬県繊維工業試験場の上石•徳永はメタクリル

酸メチル，アクリル酸メチルによる絹への気相グラ

フト重合の研究に取り組んでいる。気相グラフト重

合の長所は次のように要約できる。 1) 水系でのグ

ラフトでなく気相で行うため，使用後のモノマーが

回収できる。 2) 気相下でのグラフトであるため，

開始剤を含んだモノマー溶液が少量ですみ，水系で

ないので使用後の廃液を排水する必要がないので，

環境汚染防止に役立つ。 3) 水系ではグラフト効率

の悪いモノマーでも，繊維内に効率良く充填させる

可能性がある。重合開始剤に硝酸セリウムや硝酸ア

ンモニウムを用いて，減圧下で90℃,50分のグラフ

トをさせ，開始剤のpH, 絞り率を変えたときのグラ

フト加工率への影響を調べたところ，開始剤のpHが
49 

5 付近でグラフト加工率は最大の 9 ％となった。加

工絹糸の切断強度の値は開始剤のpH5 のとき最大値

を示す。走査型電子顧微鏡写真によると，加工率 9

％，あるいはそれ以下の低グラフト加工絹糸の表面

全体にグラフトモノマーのオリゴマーによる付着が

認められる。従来のグラフト加工技術による溶液系

での加工の場合には，グラフト加工率30％以上で絹

糸表面にオリゴマーの析出が見られるのに対して，

気相グラフト重合では数％の低グラフト加工率であっ

ても絹糸にオリゴマーが析出する。
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5.3.3 ウォッシャプルシルク

5. 2. 3. 2 で述べたとおりハイプリッドシルク等

の一連の新形質の複合絹素材の出現により，洋装・

カジュアル分野に絹が積極的に利用されるようになっ

た。これまで生糸消費の大部分が和装用に用いられ

ており， このことが「水洗いできない絹」のイメー

ジを定着させているとも考えられる。 しかし，洋装

分野で絹が多く用いられるようになると家庭で絹を

水洗いできるようになることが望ましい。こうした

要望を受けてウォシャプルシルクと呼ばれる絹が商

品化されているので製品例と加工の種類を一括して

表に掲げることにしたい。第 5-8 表は業界紙等に

発表されているウォッシャプルシルクの商標，製品
50 

ならびに主要な加工法をまとめたものである。ウォッ

シャプルシルクは表からも分かる通り和装分野の素

材としてよりはむしろプラウス， ドレス，下着等の

和装・カジュアル分野で多く用いられている実態が

理解できる。ウォッシャプルシルクを調製するには

種々の加工方法があるが中でもエポキシ加工が一番

良く知られている。エポキシ加工とはどのようなも

のかまず説明することにしたい。

Table. 5-8 List of commercialized washable silk" 

表 5 -8 発表された主なウォッシャプルシルク印

発表年月 企業名(i!li標） 製品例 主な加工

57. 7 伴染エ（ソアシャイン） 胴裏 グラフト加工

58. 2 細川テキスタイル プうウス 後加工

58. 9 拳／ロペ トリコット下着 撚糸

61. 2 鐘紡（ソワドメール） プラウス 収縮仕上げ

61. 7 資生堂／ニジ ニット下着 撚糸

61. 11 万栄籟物（シルキッシュ） 胴裏 II1エ

63. 2 伴染工（ソプラーナ） 長櫓袢 エポキシド加工

63. 3 グソゼ産業／大啓産業 長格袢 形状記憶撚糸

63, 3 丹後籍山精練 表地 精練

63. 4 増実／丸紅 トリコット下着 エボキシド加工

63. 6 
大光エフライト／ミラシ

ドレスシャツ 後加工
ョーン

5.3.4 エポキシ加工

中性塩を触媒として絹へのエポキシ加工を行おう

とするものである。エポ、ン処理剤による絹加工は絹

本来の優れた特性を損なうことのない実用化の高い

改質加工である。塩綺•田中は，中性塩の存在下で

エポキ、ンと絹との反応が進むことを見い出し，両者

間の化学反応性を解明した。着色，脆化，風合低下

等の問題が少ない加工法であると考えられている。

エポキシ分子の片側あるいは両端にエポキシ基を持



つ 1 官能性あるいは 2 官能性工ポキシドを絹フィプ

ロインのチロシン，アスパラギン酸， アルギニン等

の化学反応性に富む官能性アミノ酸側鎖に結合させ

ることにより，光沢，染色性，親水性等の絹本来の

特性を損なうことなく，耐久性や腰を絹に付与でき

る。エポキシ化合物を用いて絹への加工を行う工程

概要図ならびに各工程での留意すべき点を第 5 -17 
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図に示す。エポキシ加工は比較的簡単に行うことが

できる。エポキシ加工により絹は水洗いしても寸法

安定性の低下が防止できるようになる（国有特許，

昭47-24199) 。

最近，マイクロ波照射により従来の方法に比べて

更に効率良くエポキシ加工を行うための技術が開発

された（繊高研特開昭60-252771)。絹糸に反応触

媒溶液を付着させ，エポキシ化合物溶液を噴霧させ

た後，マイクロ波照射処理を行うことにより絹製品

に防しわ性，耐光性を付与することができる。加工

に必要なエポキシ化合物量は従来法の％以下で済む

ため経済的にも優れている。京都府織物指導所では

マイクロ波加熱法によるエポキシ加工の研究を進め

マイクロ波照射時間と加工率，エポキシ濃度と加工
52 

率との関係に関する碁礎データを集積している。

5. 3. 4. 1 加工絹糸の特性

絹に対するエポキシ化合物の化学反応性について

は詳細に検討されているが，絹糸の物理的特性に及

ぼすエポキシ化合物の作用については不明の点が多

工 程

（室温， 2 dip-2 nip) 

• 

I 搾 液 I
(pick up 90%) 

• 

I エポキシ有機溶剤液処理 I

(70~75℃, 2 時間）

• 

I 脱 液 I
（遠心分離または真空脱液）

• 

I 後 処 理 I
• 

標準加工工程ヘ

} 

} 
} 
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い。そこで一つのエポキシ基を持つ 1 官能性工ポキ

シ化合物，ならびに二つのエポキシ基を持つ 2 官能

性工ポキシ化合物による加工反応の条件と加工条件
53 

の機械的性質を測定した。用いたエポキシ化合物の

種類，濃度ならびに処理時間を第 5-9 表に掲げる。

反応温度68~70℃で，エポキシ化合物を含んだ所定

濃度のテトラクロロエチレン中時間を変えて加工を

行った。エポキシ化合物で処理した絹糸の理化学的

特性は第 5-10表に示すとおり， グリシドール加工

絹糸の強力および伸度はともに 1 時間の処理で急激

に減少し，この減少は 1~2 時間で一旦停止するも

のの 2 時間以降再び低下した。一方． エチレングリ

コールジグリシジルエーテル加工絹糸についてはエ

ポキシ加工を 1 時間行った場合，伸度は最大の 15.8

％となったがその後，未加工絹糸の値にまで次第に

低下した。強度は 1~2 時間の処理で最大の3.9g/

d となる。トリルグリシジルエーテル加工絹糸の場

合も，処理時間が 2 時間までは強力，伸度の値とも

未加工絹糸より増加するが， 3 時間処理試料では未

加工絹糸より若干低下する。レゾルシノールグリシ

ジルエーテル加工絹糸では，処理時間を 3 時間にま

で延長しても，強力，伸度とも安定して増加し， 2 

時間以降の変化はなだらかである。

処理機能

原糸または布吊いずれも可

①架橋促進剤の繊維内への投錨

②絹繊維の膨濶状態の確保

膨濶状態の架橋生成（フェノール性水酸基の封鎖）

（セリシン定着ないしは黄褐変抑制と防緻性の改善）

処理液の回収

処理繊維の清浄化

Fig. 5 -17 Epoxide treatment process". 

第 5 -17図 エポキシ加工の工程概略図＇’
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表 5 -9 各種エポキシドと加工条件

Table. 5 -9 Charactenzat1on of epox1des and abbreviation for the treated silk fibers 

Epoxide MW*1 Molecular form Sample Cone. Treatment 
abbrev1at1on (%) time (hr) 

G-1 10 1 
Glyc1dol 74 CH\ , -゚/ CH-CH,-OH G-2 10 2 

G-3 10 3 

E-1 5 1 
Ethylene 174 CH, -CH-CH, -0-CH, -CH,＿かCH, —CH-CH,

E-2 5 2 Glycol DGE *2 
\ ゜/ ¥ ゚/ E-3 5 3 

CH,-CH-CH,-0-〇-CH3
T-1 10 

Tolyl GE*3 164 
T-2 10 2 

\ ゜/ T-3 10 3 

CH¥ ,0 —/ CH-CH2-0-0-0-CH¥ 2-0 / CH-CH2 

R-1 5 
Resorcmol 222 

R-2 5 2 DGE*2 
R-3 5 3 

* I Molecular weight, * 2 Diglycidyl Ether, * 3 Glycidyl Ether, 

表 5 -10 エポキシ化合物により加工した絹糸の理化学的特性

Table. 5 -10 Add-on values and mechanical and physical properties of silk fibroin fibers medified with epoxides. 

Sample Add-on S(tgr/endg) h Elongation 
(%) (%) 

G-1 7.9 1. 3 3.0 

G-2 3. 7 1. 3 3. 1 

G-3 0.8 0. I 2. 1 

E-1 9. I 3. 8 15. 8 

E-2 13. 2 3.9 14. 8 

E-3 15. 2 3.0 13. 3 

T-1 1.0 3.5 13. 0 

T-2 3.9 3.3 11. 5 

T-3 4. 3 2. 9 9. 4 

R-1 7. 8 3.9 14. 3 

R-2 14. 0 3.5 12. 9 

R-3 17. 0 4.0 14. 0 

Control 3. 1 12. 2 

5.3.4.2 風合解析

2 官能基を持つエポキシ化合物のエチレングリコー

ルジグリシジルエーテル加工 (EDGE) で加工した

絹織物の力学的特性が解明されている。 KES システ

ムにより，絹製品の風合に影響を及ぼす力学的特性

“ 値を調べたものが第 5 -18図である。よこ糸方向の

単位輻当たりの曲げ剛性は，加工率が増すと次第に

増加し，布自体が硬化することと符合している。た

て糸方向のせん断剛さの値は，加工率が増えても有

意な変化は見られないが， ｢ =0.5° におけるせん剛

ヒステリシスは直線的に増加する。京都府織物指導
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Degree of Degree of Water content 
orientation (%) crystalhzat1on (%) (%) 

74. 2 22. I 8. 6 

75. 3 22. 6 8. 2 

78. 4 23. 4 7.8 

78. 4 22. I 9. 3 

78. 2 23. I 9. 1 

78. 2 24. 6 8, 8 

76. 4 22. 2 9. 6 

77. 4 22. 4 9. 1 

80. 0 23. 0 8, 8 

78. 7 20. 6 8. 4 

79. 0 23. 3 8. 0 

80. 4 22. 8 7, 8 

80. 4 22. 3 10. 3 

所でも種々のエポキシ化合物で加工した絹織物の風

合に影響を及ぽす力学的な物理量をKES-F システ
52 

ムにより測定解析している。加工布は若干硬くなる

傾向が見られるが．その他のエポキシ化合物で加工

した絹布の物理鼠はいずれも対照区とほぼ同一であ

る。フェニルグリシジルエーテル (1 官能性）では

絹製品のしわ回復性が向上する。
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Fig. 5 -18 The relation between the bending rigidity 

(B) and bending hysteresis (2 HB) of the 

silk fabric treated with ethyleneglycol diglyｭ

cidylether (EDGE) and the weight gain : 

0 bending rigidity in weft direction ;• bend

ing rigidity in warp direction ; □ bend ing 

hysteresis in weft direction ; ■ bending hyｭ

steresis in warp direction 

図 5 -18 エポキシ加工した絹織物の曲げ剛性 (B)

ならびにヒステリシス (2 HB) 

（よこ糸方向）

5. 3. 4. 3 耐洗濯性試験

耐洗濯性の良さを化学加工により実現させた「ウォッ

シャプルシルク」の絹製品が数多く市販されている。

「ウォッシャプルシルク」として知られる和装製品

ならびにプラウス，下着などの洋装製品を対象にし

て洗濯し収縮率を求めた実験資料によると，研究対

象製品のよこ糸方向の収縮率はいずれも 1 ％以下で

あり，たて方向では 2~3 ％以下の収縮がわずかに

起こるのみであり，ウォッシャプルシルク加工の効

“ 果が認められる。

5.3.5 ‘ノワドレーヌ加工絹

絹製品は耐防しわ性，耐光堅牢度，湿潤堅牢度の

低いことが欠点とされているため， こうした諸点を

化学的改質加工によって改善しようとするものが鐘

紡卸が開発しフランス語で“女王の絹”を意味する

ソワドレーヌ加工である。（特許出願広告 昭和51-

19516)。絹糸の内部に尿素ホルマリン樹脂を充填さ

せ，絹の実用性機能を向上させようとする加工であ

る。触媒として硝酸亜鉛を含んだ尿素あるいはチオ

尿素溶液にセリシンを除去した練絹を浸漬し，脱液

したのち熱風乾燥をする。減圧下でアルデヒドガス

を 100℃以上の温度で作用させる。液相一気相の 2 段

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

階のこうした処理で，絹本来の機械的性質を損なう

ことなく耐久性，防しわ性，耐候性に優れたソワド

レーヌ加工絹が得られる。該絹糸は専ら高級和装用

素材に用いられている

5.3.6 絹糸の光劣化

絹製品は紫外線の作用を受けると黄変着色してし

まい機械的性質の劣化も同時に起こる。絹が劣化す

るのは，光，水分，酸素あるいは微生物等の作用で

ペプチド結合の切断に基づくものと考えられる。複

数の因子が同時に作用して絹の劣化が起こることが

多い。劣化機構を解明することは絹の黄変着色を防

止する上での重要な基礎知識となりうる。劣化を加

速する上記の要因のうち紫外線照射による絹製品の

劣化については豊富な研究蓄積がある。紫外領域の

光を絹に照射した場合，光の波長と絹の黄変着色と
56 

に関しては桑原らの報告がある。絹を構成するアミ

ノ酸のうちチロシンは波長233-325 ｵ m の光で， セ

リンやフェニルアラニンは299-355 ｵ mの紫外線に

より影響を受けて大幅に減少するが， その他のアミ

ノ酸の量は紫外線照射を行っても員的な変化は起こ

らない。そのため，紫外線吸収剤により組の黄変着

色を防止するには， 233~325ｵ m の波長を持つ光の

紫外線吸収剤を用いるとよい。最大波長数が365nm

の水銀ランプ（東芝H400-D) あるいはキセノンラ

ンプ（スガ試験機ー25A) による光劣化を検討した

ところ，紫外線照射時間が40時間程度ではX線回折

強度曲線から求めた絹糸の結晶化度の低下は起こら
57 

ず一定値を示すことが明らかにされた。 しかし絹糸

の強度と伸度は，照射時間50時間以内で急激に低下

し，その後も機械的性質の劣化は次第に進む。

254nmを主波長とする高圧水銀ランプで照射した

絹のアミノ酸分析の結果によると，結晶領域に多く

含まれるグリシン，アラニンの含有量の減少は微少

である。一方，非結晶領域を構成するロイシン， イ

ソロイシン，チロシン，フェニルアラニン等のアミ

“ ノ酸量は目立って減少する。これは，紫外線照射の

初期段階においては非結晶部分でアミノ酸の切断や

分解が既に起こっていること，絹が照射を過度に受

けると結晶部分においてもアミノ酸の切断や分解が

次第に起こることを意味するものである。

江戸時代に製造した絹と現代の現行品種の絹の物

性とを比較し，放置時間の経過に伴って生ずる絹の

構造変化が解析されている。切断時の強力と伸度は

放置時間100~270年では強カ・伸度ともに低い値を
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示すが，絹製品が製造後100年未満では絹の強カ・伸

度は対照区と大差がなかった。江戸時代の絹をアミ

ノ酸分析すると，非結晶部分に多く含まれるチロシ

ン，イソロイシン，ロイシン，フェニルアラニンの
59 

量は現行蚕品種の絹に比べて目立って減少する。一

方，結晶部分に多いグリシン，アラニン， セリンの

量はほぼ同一で差異は見られない。 270年前の絹の分

子量に対応する固有粘度の値は現行蚕品種の絹より

低下しており，長期の保存中に分子鎖の切断が起こ

り低分子量のものが多くなった。しかし密度測定に

よって結晶化度を求めたところ江戸時代の絹の結晶
60 

性は目立って向上する。保存中に非結晶部分の相対

量が減少するためであろう。

大気に含まれる水分は生糸の機械的性質を劣化さ

せる要因となる。各種の湿度雰囲気中に絹糸を長時

間保存し，保存期間に機械的性質の低下がどのよう

に起こるかを見てみよう。湿度が高いと劣化が起こ

りやすく，セリシンを除去した練絹よりは生糸の方

が目立った機械的性質の低下が起こる。水分が多い

状態では絹蛋白質分子間の結合力は弱まるものと考

えられ，湿度を10％以下に保つことが絹の長期保存
91 

に有効であるとされている。

5.3.7 黄変着色防止加工

絹糸は紫外線領域の光照射で，黄色～褐色へと変

色してしまう。光照射を直接受けなくても絹製品を

保存している間に変色してしまったと苦情のでるこ

とがある。保存中の大気中の酸素や水分が，褐色の

度合いを加速するようである。光照射でどのような

アミノ酸組成の変化が生ずるかが調べられ， トリプ

トファン光分解に対するチロシンの光増感作用が報
62 

告されている。光照射による絹の黄変着色程度を軽

減するには，絹に比較的多く含まれ，着色の原因と

なり得るチロシン，セリン，スレオニン等の分子側

鎖の水酸基を化学的に安定なメチル基， アセチル基

により封鎖して不活性化させたり，紫外線領域の光

エネルギーを吸収する働きのある紫外線吸収剤等を

絹糸中に吸収させたり，絹の表面を被覆することが

有効のようである。現在，絹の黄色着色程度をでき

るだけ軽減させようとの考え方から，各種の黄変防

止加工法が開発されている。ソーピングを行っても

防止加工能力の低下が起こらず，加工前後で絹製品

本来の風合特性の損傷が起きない 2 点を満足するも

のが理想的な黄変防止加工法である。
6 3 6 4 

蚕糸昆虫研究所・山口らは，絹製品をェチレン尿

素樹脂と水溶性ウレタン樹脂の混合溶液で処理する

ことにより，黄変着色の程度を軽減させ，絹の防し

わ性向上が可能となる加工法を開発した。第 5 -11 

表は洗濯前後における加工布をキセノンランプなら

びに殺困等により紫外線を照射した後の黄変度， 白

色度の試験結果を示したものである。チオ尿素ホル

マリン樹脂加工した絹製品を対象区として調べたと

ころ，処理直後でソーピングをしないものでは加工

により黄変抑制の効果が見られたが，一旦ソーピン

グをしてしまうと黄変抑制の効果が薄らいでしまう。

しかし，エチレン尿素樹脂と水溶解ウレタン樹脂に

よる加工を行ったところ， ‘ノーピング後も黄変抑制

効果は持続すること，絹製品の風合や染色性の低下

も起きないことが明らかとなった。

" 平林らは，ペンゾフェノン系で水溶液状の紫外線

吸収剤， 0.5％の 2- ヒドロキシー 4 ーメトキシベン

ゾフェノンー 5 ースルフォニックアシッド(101S)

水溶液に塩化スズを加えた混合溶液に絹製品を浸漬

し， 35℃で30分処理した後，絞り率100％で風乾する

ことにより，耐洗濯性が向上ししかも絹の黄変着色

の防止が可能となることを見出した。加工前後で絹

の風合特性の変化が起こらないことから実用的な絹

加工であろうとされている。

Table. 5 -11 Yellow index and whiteness of resin treated silk fabrics before and after washing. 

表 5 -11 複合樹脂加工絹の加工効果の一例

加工剤 防しわ率（％） キセノンランプ（光源） 殺菌灯（光源）

付着率（％） 乾燥時 湿濶時 黄色度 (Y I) 白色度 (W) 黄色度 (Y I) 白色度 (W)

加工布（洗濯前） 7. 3 80. I 82. 6 12. 97 46, 23 13. 84 43.39 

加工布（洗濯後） 6. 2 76.1 78. 9 14. 12 42. 74 13. 97 43. 39 

未加工布 75. 8 64. 0 21. 47 24. 18 22. 45 19. 88 

特許第1567417号「絹織物のしわおよび黄変防止加工方法」より
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5.4 絹蛋白質素材の調製と構造解析

ここでの対象は繊維や膜等形態の異なる絹蛋白質

である。絹糸腺内に貯蓄する液状絹ならびに液状絹

を水に分散してできる絹蛋白質の水溶液の性質につ

いて説明する。

5.4. 1 絹フィプロインの繊維化機構

カイコの解剖写真は既に第 5 - 1 図に掲げたが，

一本のように見える細長い絹糸腺（第 5 -19図）は

形態的ならびに機能的な違いにより，前部・中部・

後部の 3 区に大別できる。繭糸本体のフィプロイン

は後部糸腺で生合成され腺腔内に蓄積される。生合

成量が増えると後部糸腺内のフィプロインは次第に

中部そして前部糸腺へと送り込まれる。外見上一本

に見える繭糸は 2 本のフィプロイン繊維を膠着物質

のセリシンが接着した構造を取っており， これが合

成繊維にはない繭繊維の特徴の一つである。接着剤

としてのセリシンの役割の重要性がこの点にある。

セリシンは，後部糸腺や前部糸腺で分泌することは

なく，中部糸腺中区から後区に亘る特定部位で分泌

し絹糸腺腔内に蓄積する。中部糸腺腔内には液状の

絹フィプロインが後部糸腺から既に運ばれてきてい

るので， フィプロインの周りを液状のセリシンが覆

うことになる。そのため中部糸腺から前部糸腺内で

は外側のセリシンが内側のフィプロインを覆うよう

な形で金太郎飴のような構造ができている。前部糸

腺の直径は吐糸口に近づくほど細くなり，一対の前

部糸腺が合流した部位から吐糸口までの短い区間で

この金太郎飴には劇的な構造変化が起こる。キチン

質の圧糸部（プレス）は液状絹の圧力を加える器官

イ・， .- (ｷ. 
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Fig. 5 -19 Silkgland of bombyx mori silkworm. 

a anterior silkgland, m middle silkgland, 

p posterior silkgland. 

図 5 -19 カイコの絹糸腺写真

a 前部糸腺， m 中部糸腺，p後部糸腺．
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である。この部位の金太郎飴は乾燥重量で換算する

と水分率は約80％であり比較的濃厚で粘性に富んで

いる。この液状絹の分子は，pH, 熱乾燥，機械的

ずりの作用を受けると凝固しやすい性質を持ってお

り，不安定な状態にある。絹糸膜の中の液状絹を水

に分散させた濃度0.4％の水溶液にガラス棒を入れて

軽くかき回すだけで，絹が凝固・析出してガラス棒

の周りに巻きついたり，絹水溶液も白濁する。こう

した性質があるので，前部糸腺の細い管の中の粘長

な液状絹に圧糸部でのずり応力が加わると絹分子は

変性し結晶性が向上する。分子の配向状態も良くな

る。カイコ幼虫は成熟すると吐き出した繭糸を足場

にして頭を s （エス）字状に振りながら繭を作る。

繭糸は営繭時におけるカイコの引き伸ばし作用で最

終的に繊維構造が完成することになる。吐糸によっ

てカイコが絹糸を形成する場合，吐糸の始めと吐糸

の終わりとでは絹糸の太さや分子配向性に変化が現

われるものであろうか？ それを確かめるため， カ

イコの吐糸運動の反復回数とその際の移動距離の関
66 

係から平均吐糸速度を実測することにした。第 5 -2 

〇図に見るとおり，繭糸の吐糸速度は最外層から約40

o-soomの位置で最大の1.2cm/sec となる。繭糸繊

度が最大値を示す位置は，吐糸速度が最大となる繭

糸部位とほぼ同一であり，カイコの吐糸速度は平均

1 cm/secであることが再確認できる。 1 cm/secで

繭糸が吐糸するとき繭糸に加わる荷重は平均0_3 g/

dである。繭糸繊度が最大 4d程度と仮定しても吐糸

営繭中における単繭糸には最大1.2gの荷重が加わっ

ているにすぎない。部位別繭糸の複屈折を測定した

ものが第 5 -21図である。最外部分より 600m あたり
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Fig. 5 -20 Size and the spinning rate of the cocoon 

filament in relation to the length along 

filament. 

図 5 -20 家蚕繭糸の繊度と吐糸速度
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5. 機能性絹素材の開発と将来展望

で繭糸の複屈折値は最小となる。また内層繭糸の複

屈折は最外層繭糸の場合よりもさらに大きな値の

0.045にまで増加し，複屈折率の値の変動が第 5 -22 

図の繭糸強度の変動と類似している。絹糸の伸度が

次第に低下してほぽ一定値となった（図中の矢印で

表示）繭屑部位は複屈折率が最小値を示した繭層の

部位とほぼ一致している。
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Fig. 5 -21 Birefringence of the cocoon filament m 

relation to the length along filament. 

図第 5 -21 家蚕繭糸の複屈折率
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Fig. 5 -22 Strength and elongation at break of the 

cocoon filament. 

図 5 -22 家蚕繭糸の強度と伸度

カイコの体内の液状絹フィプロインが吐糸過程で

繊維構造を持った繭糸になる際にどのような微細構

造の変化が起こるのであろうか。乾燥程度の液状絹

を人為的に引き伸ばすときに生ずる変化を実験的に

考察してみよう。液状絹フィプロインを引き伸ばし

てX線回折写真を撮影すると未延伸状態で凝固した

試料の回折図形に加えて，赤道線上に比較的集中し
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た面間隔4.23A の弧状の干渉点が出現する。これは，

silk Il 型結晶について，近接分子間の分子間距離に

対応した (201) 面からの回折と符合する。次に延伸

試料の分子配向度の変化を明らかにするため屈折率

の測定を行ってみよう。延伸絹フィプロインの平均

屈折率 (cn iso) は延伸処理の前後で願著な変化が観

察されずほぽ1.553である。試料の複屈折（△ n) は

延伸処理の初期の段階で急激に増加し，延伸倍率が

6 倍以上となって初めて平衡状態に達する。なお試

料分子の配向が一番進んだと考えられる絹フィプロ

イン繊維そのものの複屈折は55X 10― 3 である。こう

した測定結果から，液状絹フィプロインが引き伸ば

される過程は第 5-23図に示したとおり，先ず，近

接分子間に対応した面間隔からのX線回折が， その

後初めて， シート間隔に対応した回折が現われるよ

うな構造変化が起こるものと推察できる。

(al (bl (c) (dl 

Fig. 5 -23 Schematic representation of struuctural 

change of silk fibroin in the course of 

drawing. 

(a) Randomly coiled conformation of 

undrawn silk fibroin. 

(b) Formation of hydrogen bonds (broken 

lines) between C = 0 and N -H groups 

of adjacent molecules in the randomly 

coiled regions of silk fibroin at the very 

early stage of drawing. Specimen gives a 

diffraction pattern corresponding to thei 

nterchain periodicity (d.,,) of 4. 23 A. 
(c) Formation of /3 sheet. 

(d) Compact /3 pleated sheet with antiｭ

parallel chains is formed at a higher 

drawing ratio, when the molecular orienｭ

tation of the silk fibroin increased up 

to the value recorded for degummed silk 

fibroin. Specimen exhibits a diffraction 

pattern corresponding to the intersheet 

periodicity (d心 of 4. 72 A. 
図 5 -23 延伸処理により生ずる絹フィプロインの構造変

化



5.4.2 絹水溶液の特徴

絹フィプロイン水溶液の水分蒸発鼠を適当に変え

ることにより，膜，粉末，ゲル，多孔質体のいろい

ろな形のものが調製できる。カイコの体内の絹糸腺

より調製した未変性の絹フィプロイン溶液または絹

糸を溶解して入手できる再生絹フィブロイン溶液は

非衣料分野で絹の付加価値の高い利用法を開発する

上で役に立った形の材料となる。ここでは，繭糸を

溶かして再生絹フィブロインを調製する際にどのよ

うに分子量分布の変化が起こるかを述べる。未変性

の絹フィプロインには分子量が30万以上のものが多

く含まれておりこの高分子員の分画が中性塩で処理

した時どのような化学構造上の変化が生ずるか十分

に検討しておくことが大切であると考えられるから

である。 9M臭化リチウム中で絹フィプロイン繊維

が完全に溶解する条件 (50℃,10分； 30℃,35分），

およびそれ以上の苛酷な溶解条件として60℃,30分

の 3 つの条件で調製した再生絹フィプロイン溶液の

電気泳動を行うことにする。再生絹フィプロインの

スラプ電気泳動を行った。パターンは第 5 -24図に

示すとおり，溶解条件が異なっても，泳動パターン

には変化が起らずいずれの絹フィプロイン試料も約

3 万から 20万以上に亘る広い分子量分布を示す泳動

M.W. 
3 

(x10) 

200-

1 1 6-
97-

43-

Fig. 5 -24 7.5% SDS polyacrylamide gel electrophoresis 

of regenerated silk fibroin obtained by 

dissolving the silk fibroin fiber in 9M 

LiBr solution at different temperatures 

and reaction time. Lane 1 molecular weight 

markers. Lane 2 dissolved silk fibroin at 

60℃for 30 min. Lane 3 dissolved silk 

fibroin at 50℃for 10 min. Lane 4 dissoｭ

lved silk fibroin at 30℃for 35 min. 

図 5 -24 臭化リチウムにより溶解させた再生絹フィプロ

インの電気泳動パターン

5. 機能性絹素材の開発と将来展望
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パターンが得られる。中性塩処理により絹フィプロ

イン水溶液を調製する際，試料分子は切断し低分子

量となる。

機械的なずり応力が加わると絹フィプロイン水溶

液が白濁しフィプロインが固体となって凝固してく

る。これは絹フィブロイン分子が分子間で水素結合

を形成し易い性質を持っているためである。溶液の

pHを低下させても変性が起こる。例えば酢酸など酸

性の水溶液を加えると絹フィプロイン溶液はたちま

ち白濁しゲル化してしまう。これは，絹フィプロイ

ンの等電点がpH4.0付近にあるためであり，加えた

酸により両性電解質の電荷の代数和がゼロとなる等

電点付近で分子間，分子内の凝集状態が急激に高ま

り，白濁や時にはゲルが起こるためである。あるい

は，絹蛋白質に対してアルコール等の貧溶媒を加え

ると溶解しきれない絹蛋白質が折出し沈殿する。絹

蛋白質が乾燥して試料に含まれる水分が少なくなり，

絹分子の相互作用が高まり変性が起こる。絹蛋白質

の水溶液をできるだけ長い期間保存するには絹への

変性作用を起す要因を取り除くことが必要である。

そのためには 1) 試料の温度を下げる， 2) 滅菌

操作を行い微生物が繁殖しないようにする， 3) 静

かに放置する， 4 ）溶媒を加えることなく，pHの変

化が起こらないように工夫することが望ましい。絹

フィプロインの水溶液が不安定である性質を十分熟

知することが必要である。フィプロインの不安定さ

を活用することにより新しい機能性素材を作出する

ための手掛かりが得られる。

1) 簡単な物理処理で包括性の良い酵素固定化担

体となり得る。

絹フィプロイン水溶液に酵素を加えて撹拌して酵

素を均ーに分散させると酵素を包括する絹フィプロ

イン水溶液が，あるいはこれを乾燥固化することに

より酵素包括の絹蛋白質膜が調製できる。例えばア

ルデヒドのように有害で強い酸化作用を持つ特別な

固定化剤を用いることなく穏やかな条件で酵素をフィ

プロインに固定化できるので， リバーゼやプロテアー

ゼ等の酵素の固定化担体として絹フィプロインが適

すると考えられている。

2) 試料の水溶液が得られる。

中性塩に絹を溶解させた後，セルロース製の透析

チュープに入れて中性塩を純水と置換（脱塩）すれ

ば絹フィプロインの水溶液が得られる。蒸発乾固す

る場合にも実験環境を汚染することは皆無であり，

取り扱い上便利である。ポリアミノ酸の中にはポリ
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グルタミン酸，ポリリジン等のように水に良く溶け

るものもあるが，その他の疎水性の分子側鎖を持つ

ポリアミノ酸は水には溶解しない。例えば絹蛋白質

のモデル化合物であるポリーL-(Gly -Ala) やGI

yと Alaのプロックポリマーならびにアミノ酸の配列

が一定であるポリアミノ酸の多くは水には溶けず，

ジクロロ酢酸， トリクロロ酢酸のように強い極性基

を持つ特別な溶媒にようやく溶解するにすぎず，溶

媒蒸発時に大気汚染の問題が生ずる。アミノ酸ポリ

マーを医用材料として生体内で使うことを考慮する

と，水溶液化が可能な絹フィプロインのほうが遥か

に便利価値が高いといえる。

3) アルコール処理により不溶化できる

絹水溶液が機械的にも化学的に不安定であるため，

試料水溶液にアルコールを加えると絹が変性してゲ

ル状してしまう。作成した直後の未処理絹膜をアル

コール溶液に短時間浸漬するだけで水に不溶の試料

膜が得られるので絹フィプロイン溶液の不安定な性

質を逆に利用することができる。絹蛋白質は中性塩

を用いて水溶液にすることも，またアルコール処理

を行うことにより水に溶ける絹膜を水に溶けない絹

膜へと簡単に変身させることができる。こうした性

質が絹を用いる場合の魅力の一つとして挙げること

ができる。

4) 延伸することで結晶化が起こる

少々濃度の濃い液状の絹フィプロインであれば，

両手で引きのばすだけで液状の簡単に結晶化を起こ

して繊維状態となる。分子間に水素結合を数多く形

成し分子凝集が高まるためである。結晶性の低い絹

フィプロイン膜を水で膨濶させて引き伸ばすと結晶

化が起こり，水に溶解しなくなるからである。

5.4.3 絹蛋白質素材の調製方法

カイコが吐糸して作り出す繭糸は，絹の本体であ

る硬蛋白質のフィプロイン繊維のまわりを膠状のセ

リシンが覆う形で構成されているが， フィプロイン

とセリシンとはアミノ酸組成を異にし化学反応性も

大きく異なっている。カイコによる吐糸過程を経て

繊維化された絹はそのまま，あるいはセリシンを除

いて衣料用原糸として利用できるが，非衣料分野で

の利用を考えるには，先ず絹糸等の繊維状試料を溶

液化させ，これを原料として用いることが有利であ

る。水溶液の蒸発の方法を適宜選択することにより

異なる形状の絹蛋白質が調製できるが，非衣料素材

として利用する場合には先ず絹蛋白質を不溶化させ
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る必要がある。絹蛋白質の材料は成熟したカイコの

体内の絹糸腺からもあるいは繭糸を中性塩で溶解し

た水溶液からも調製することができる。すなわち．

成熟したカイコを解剖して絹糸腺を取り出し．腺細

胞をピンセットで除去することにより液状の絹物質

を得ることができる。あるいは．繭糸，絹糸等のよ

うに繊維構造を持つ絹蛋白質繊維を．塩化カルシウ

ムや臭化リチウム等の中性塩の濃厚溶液で一旦溶解

させた後，純水で透析置換した再生絹蛋白質溶液を

用いることも可能である。こうして調整できる絹蛋

白質溶液は撹拌等機械的な作用や加熱．有機溶媒処

理等により分子構造を変え易く．微生物の繁殖等も

受け易いため試料溶液の取り扱いには特に注意する

必要があるが，絹蛋白質の水溶液から各種の形態の

試料を調整することができ，またこれらの試料を用

いると構造と物性に関する貴重な知見を得ることが

できる。

5.4.4 絹蛋白質の基本構造（モデル化合

物による絹の物性解析）

家蚕の絹フィプロインは約20種類のアミノ酸から

できているが，そのうちアラニン (Ala), グリシン

(Gly),セリン (Ser) で80％以上を占めている。一

方，絹セリシンの構成アミノ酸の30％以上はセリン

で， Ala, Glyは20％に満たない。家蚕絹フィプロ

インの結晶領域はAla-Gly -Ala-Serのように比

較的規則的なアミノ酸周期の繰り返しで構成される

ことが知られている。絹セリシンの結晶領域のアミ

ノ酸周期は完全には解明されていないが，主要なア

ミノ酸組成がセリンであることから判断して， セリ

ンのホモポリマーを主体とした周期となっているも

のと推定できる。通常の絹蛋白質では結晶部分と非

結晶部分とがいわゆる房状構造を取っており，吸湿

挙動や伸び易さ等の性質は非結晶部分の特性に依存

するものと推定できる。このような複雑な微細構造

の特徴を解明する場合，結晶部分の解析はX線回折

の手法により行うことができるが，非結晶領域はX

線回折の対象とならないため絹蛋白質を研究対象と

して用いる代わりに，構造解析が容易なモデル化合

物を用いると便利である。

絹フィプロインの結晶部分のモデル物質にポリー

LーアラニルグリシンとポリーLーセリルグリシンと

のコポリマーを選び，その分子構造と理化学的性質

とを検討した。モデル物質のポリペプチド主鎖はセ

リン残基のc· の位置を中心にして折りたたまれ， 固
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Fig. 5 -25 Cross-polarized optical micrographs of poly-0-benzyl-L-serine (a) and poly-L-serine (b) crystallized 

from dilute solution (0.5%) of dichloroacetic acid at 50℃ 

図 5 -25 ポリー L ーセリンならびにポリーペンジルー Lーセリンのジクロロ酢酸から調整した球晶状試料の偏光顕微鏡写真

a ポリーペンジルーLーセリン． b ポリーLーセリン
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体状態ではCross f3構造を取って結晶化する。絹セ

リシンのモデル物質としてのポリーLーセリン (PL

s) ならびにポリー0ーベンジルーLーセリン (POB

LS) 球晶における分子の配列状態について述べてみ

よう。第 5 -25図はポリアミノ酸球晶の偏光顕微鏡

写真を示したものであるが， DCA溶液から再結晶化

させたPOBLS (a) にはフィブリル状析出結晶が．
TO 

またPLS Cb) には整った球晶形態が観察される。

この析出物には直交ニコルの視野において強い偏光

性がみられ， PLS球晶は半径方向について正の光学

性を示している。さらに直交ニコルの視野のもとに

l 入板（入＝ 53Qmµ) を挿入して調ぺた試料の光学

性は，繊維軸方向に対して光学的に正である。 POB

LS及びPLSの屈折率は基本的には分子側鎖軸の方向

が大きいと考えられるので，これら合成ポリペプチ

ドの分子鎖はフィプリル方向，あるいは球晶の半径

方向に対して垂直に折りたたまれている。側鎖はフィ

プリル方向あるいは球晶の半径方向を向き． POBL

Sおよび分子ともCross f3構造をとって結晶化してい

る。 POBLS と PLSがCross f3を取っていることを

考えると，セリシン乾固の球晶の中でセリシン分子

鎖もまた Cross f3型を取っているものと見なせる。

POBLS, PLSおよび絹セリシンの分子配位につい

て合理的と考えられる模式図は第 5 -26図に示すと

おり． Cross f3型の分子鎖がシート状に重なって結

晶を形成しシート間に側鎖が入り込むこと．側鎖間

あるいは側鎖と主鎖のペプチド間で水素結合を形成

するものと判断できる。球晶中の試料分子の側鎖は

球晶の半径方向に向きかつ主鎖はそれに垂直に向い

ている。このように絹そのものを対象に論議するこ

とが困難な構造はモデル物質の構造解析により推定

することが可能である。絹セリシンの熱分解挙動は．

非結晶領域と結晶領域の熱分解の寄与とに分解する

ことにより，その熱的性質等の全容を考察できるこ
7 1 

とも判っている。

c
 

Fig. 5 -26 Schematic model of cross /3 structure of 

poly-0-benzyl-L-serine and poly-Lｭ

serine. 

a : side chain, b : main chain, c : hydrogen 

bond, d : growth direction of fibril. 

図 5 -26 固体状態におけるポリ＿ペンジルー Lーセリンと

ポリー Lーセリンの cross~ 構造の模式図

5.5 絹蛋白質の新しい利用技術

絹蛋白質は，昆虫が生産する純度の高い蛋白質で

あり多様な機能特性を持っており，素材の入手が容

易であることから，新しい利用技術を開発する上で

の素材として適していると考えられる。絹蛋白質を

効率的に生合成するカイコが魅力ある有益昆虫と言

われるゆえんを考え．続いてカイコ由来の絹蛋白質

の機能的特性を活した新しい利用例に言及すること

にしたい。
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5. 5. 1 今なぜ昆虫研究か？

昆虫の種類は全動物のほぼ％を占めるといわれ，

種類数で300万，個体数は天文的な数の 10t’個とも言

われる。現在昆虫のうちカイコが属する鱗翅目の種

の割合は全昆虫種の16％で甲虫類についで多い。カ

プトムシやガ等の甲虫類は全昆虫種の39％であり鱗

翅目種より圧倒的に多い。

毘虫は様々な優れた機能を持っており，昆虫の優

れた機能の研究を進展することにより実用的に重要

な情報が得られる。昆虫の変態や冬眠現象の合理性，

殺虫剤に対する素早い抵抗性獲得，旺盛な生殖能力

や個体間の情報交信，活発な生合成機能などが毘虫
72 

の高度で多種多様な機能である。フランス“ル モ

ンド”の科学欄（平成 2 年 2 月 14 日記事）には“ショ

ウジョウパ工を長寿化させることに成功”のニュー

スが掲載されている。 Bale大学の分子生物研究所の

Walter Gehri ng所長は，全くの偶然からであるが

と前置きした後， ‘＇通常 1 ヶ月のショウジョウバエ

の寿命を50％増加させ，1.5ヶ月にすることが可能と

なった”と説明している。分子生物学者や遺伝子学

者が昆虫の多様な機能を解析しようとした結果の出

来事である。

100万種以上ともいわれる昆虫の多様な機能のうち

ここでは，カイコの味覚・嗅覚に関する成果を簡単

に述べるとともに，カイコのすぐれた絹蛋白質の生

合成能力について説明を加えたい。蚕糸昆虫研究所

ではカイコの上咽頭に味覚器官があるのかどうか，

味覚感受性がどのようなものかを追究している。「カ

イコの上咽頭と呼ばれる裏側部分には，長さ lµm

の小さな l 対の突起があり，イノシトール，苦み物

質塩または酸にそれぞれ反応する 3 個の感覚細胞
73 

がそこに存在する」ことが明らかになった。こうし

た知見は神経生理学的な手法でカイコの味覚機能の

研究が進んでいる一例である。

一匹のカイコが成熟して繭を作るまでに食べる生

桑の量は20-23 gで，カイコが一生の間に消化利用

する乾物は約 2 gである。カイコの一生は約60 日で

あり，この一生の生長は急激である。孵化直後のカ

イコの幼虫（蛾蚕）と成熟したカイコ幼虫の大きさ

や重さを比べるといかにすさまじい速度で生長する

か理解できる。体長では25倍，体幅では20倍，体重

では 1 万倍，絹糸腺重量では 10万倍にも巨大化し，

体重の40％が絹を合成し蓄積する器官となってしま

う。活発に蛋白質を生合成するカイコは絹蛋白質製

造のための機械工場に例えることができる。誕生し
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た直後の人間が，仮に中生代に繁栄した最大級で体

長が25mの恐竜，プロントザウルスにまで巨大化し

たとしても，カイコに見られるすさまじい生長量に

はとても追い付かないことは明らかである。

5.5.2 絹蛋白質の利用技術

昭和時代に入ってから海外市場が拡大するにおよ

び日本の絹織物工業は著しい発展期を迎えた。 しか

し第 2 次世界大戦中に絹に代わって著しく進展した

ナイロンにおされて， 日本の養蚕業， 絹業は奮わな

くなった（世界大百科事典）。絹はこれまで専ら高級

織物の素材として用いられてきたが洋装分野を始め

新規用途の素材として利用拡大を図る必要がある。

絹は，外科用縫合糸として医療用分野で用いられて

いるので，医療素材等，非衣料分野での利用の可能

性の追究が重要であり，生体高分子である絹蛋白質

の優れた特性を念頭において仕事を進める必要があ

る。こうした視点に立って蚕糸昆虫研究所は工業技

術院・製品科学研究所，信州大学等の国立大学なら

びに海外の研究者の協力を得て，科学技術庁所管の

省際基礎研究「生体高分子物質の特性解明と機能性

素材の開発」に平成元年度より 3 年間の計画で着手

し，絹蛋白質を中心とする生体高分子物質の機能の

解明と利用法に関する基礎的研究を進めている。現

在は研究途上の段階ではあるが省際基礎研究におい

て得られる非衣料分野での絹の利用技術に関する新

しい成果を紹介する。

5.5.3 外科手術用縫合糸

絹糸がこれまでどんな産業分野でどのように利用

されてきたかを知ることは，今後の新しい利用技術

を開拓する上での貴重な情報源となる。まず，絹製

の縫合糸について考えてみたい。手術用に絹製の縫

合糸が用いられたのは11世紀初頭にまで遡ると言わ

れている。絹の縫合糸は長い間用いられており，安

全性に富んだ体内埋め込み材の代表である。絹糸は

生体内で分解吸収される程度は極微量であり，殆ど

が体内に残留するため非吸収性縫合糸に分類されて

いる。絹縫合糸は通常． プレードタイプ（軟質絹糸）

とツイストタイプ（硬質絹糸）とに大別でき．外国

では主としてプレードタイプが，我が国ではツイス

トタイプが好んで用いられる。セリシンが付着した

ままの撚り糸にしたものがツイストタイプであり，

精練してセリシンを除いてから編み糸にしたものが

プレードタイプである。我が国における絹縫合糸の



年間市場規模は約60億円 (1985年）であり， このう

ち46％が絹縫合糸である。アメリカでの年間市場規

模は約780億円(1986年）で， この 13％が絹縫合糸が

占める。天然生体高分子である絹糸が，我が国では，

依然縫合糸が根強い人気を持っていることは興味

深い。我が国では絹の縫合糸の生体適合性を良くす

るためシリコーンコートしたプレードタイプが主流

である。羊や牛の腸の漿膜に撚りを加えて作製した

カットガットあるいは生体内で分解吸収され易いポ

リグリコール酸系のいわゆる吸収性縫合糸は最近好

んで多く用いられている。

縫合糸に望まれる特性としては，次の 4 点を挙げ

ることができる。 1) 無菌処理が可能なこと 2) 

異物反応や組織反応が無いこと 3) 発癌性，毒性

などの病害性が無いこと 4) 適当な伸度があり抵

抗強力，結節強度が大きく，適度な柔軟性があるこ

と一絹糸はこうした諸条件を満たしていることから，

これまで伝統的に使用されてきたのである。

縫合糸として絹糸が用いられて久しいしことは上

述のとおりであるが，絹縫合糸が材料科学の見地か

ら再検討することも必要である。縫合糸には結節強

度が大きいことが要求されており，縫合糸の製造か

ら製品に至る過程で絹縫合糸の機械的特性がどの程

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

度変化するかを評価しておくことが重要である。有

" 賀らは，絹縫合糸の強度と伸度ならびに太さ（繊度）

と撚数との関係を解明し，両者には密接な関係があ

るとしている。消毒処理を行うと絹縫合糸の強度，

伸度は対照区に比べてそれぞれ， 20, 45 ％低下し，

消毒方法が変わっても絹糸の機械的特性には大差が

見られない。 3 ％石炭酸あるいは75％アルコール中

に，絹糸を浸漬し最大90 日まで保存したところ， ア

ルコールに保存した場合には石炭酸に保存した場合

に比べて結節強度の低下が極微少起こるのに対して，
79 

結節強度は目立って低下する。有賀・岩佐は，生体

組織や内臓液に絹縫合糸を浸潰した時の，絹縫合糸

の物理的特性を観察している。セリシンの付若鼠が2

1% （セリシンを除去する前の絹糸）の絹縫合糸の抗

張力は対照区に比ぺて，浸潰後23％低下するが，付

着率が0.4％までセシリンを除去したものでは34 ％に

まで減少する。絹縫合糸を胃液（あるいは血液）に

浸漬するとツイストタイプの硬性絹糸では21 日目に

21% (12%)の重量が減少しシリコーン加工プレード

絹糸では21 日目に16% (1 1%) の重鼠減少が起こり，

胃液中の蛋白質分解酵素で絹糸が次第に加水分解す

る。絹糸を縫合糸に加工する際，表面の摩擦抵抗を

減少するためオイリング処理を施すが， オイル・脂

Fig. 5 -27 Scanning electron micrographs of surface characterization of silk suture (A) and silk fibroin membrane 

(B) immersed in enzyme solution for : (a) 25 (b) 527 h匹

図 5 -27 酵素処理に伴う絹手術用縫合糸（A) ならびに絹フィプロイン膜（B) の表面形態変化＇”.処理時間 (h) a25, b527 
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肪分が付いていると生体組織は化膿しやすい。エー

テル／アルコールの混合液でオイルを除去する必要

がある。オイル除去により生体内で起こる細胞浸潤，

腺維化等の反応が軽微となることがわかっている。
76 

絹縫合糸の脱脂に関しては小松らの報告がある。ア

ルコール／エーテル Cl: lv/v%)の混合溶剤を用い

て室温で脱脂処理すると，脂質の40％が除去できる。

脂肪を除くことで化膿を防ぐことが可能である。脱

脂処理を行っても絹縫合糸の結節強度の低下は僅か

であり，実用上の問願はない。

絹蛋白質に酵素を作用させ試料重鼠ならびに表面

構造の変化を考察してみたい。絹製の縫合糸は酵素

(Protease E) を作用しても重鼠変化は極軽度であ

るが，絹フィプロイン膜の重量は処理後 5 -10 日で

5-10％程度減少する。第 5 -27図は酵素で分解し

た試料の走査型電子顕微鏡写真である。酵素処理時

間が経過しても縫合糸の表面は変化しないが， 試料

膜では非結晶部分が選択的に分解除去され，分子の

凝集密度の高い部分は残存するため表面には等高線
108 

状の特徴ある凸凹形態が現れる。

5.5.4 新規絹蛋白質の利用例

絹縫合糸が体内埋め込み材料として長年用いられ

てきたことは，絹蛋白質が生体組織との適合性の良

いことを意味するものである。非衣料分野への蚕糸

類の利用については小松による紹介があるので参考

にされたい（日本蚕糸新聞，昭和63年 7 月 27 日， 平

成 2 年 8 月 22 日記事）。またパイオ素材としての今後
77 

の展望については，間により詳述されている。

再生絹フィプロイン膜上での細胞の付着状態や増

殖状態を実験的に観察し，絹蛋白質の理化学的特性

を活用することによりどのような利用法が新たに開

発できるかを考察したい。

5.5.4.1 細胞付着・増殖膜

有用な遊離細胞を低コストで，かつ効率的に培養

する技術を開発することは免疫工学あるいは細胞工

学といった関連分野においては極めて重要であるこ

とから，細胞の大量培養が可能となる培養素材の開

発が望まれている。蚕糸昆虫研究所では，非衣料分

野における絹蛋白質の新しい利用技術の開発を目指

して， フィプロイン表面の化学構造と生体細胞との

相互反応の解明を試みている。

細胞培養床基材の作成はおよそ次のとおりである。

絹糸腺内部の液状絹を蒸留水に分散させ，分散時間

の違いを利用してセリシンとフィプロイン溶液を予
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め別々に調製しておく。セリシンとフィプロインの

水溶液の適当量を混合した水溶液を蒸発乾固して試

料膜を作成する。マウス由来の繊維芽細胞L929 を用

い，試料膜の表面上に10％の子ウシ血清を含んだ細

胞浮遊液（約10万／me) を加え，所定時間培蓑して

絹フィプロイン膜上での細胞の付着・増殖性を調べ

ることにする。培牲17時間後の初期細胞付着率およ

び50時間後の増殖率ならびに初期付着率は絹セリシ

ン量が増えるといずれも低下する。すなわち， フィ

プロインだけの膜ならびにセリシンだけの膜におい

ては初期付着率は増加するが，セリシン／フィブロ

インのプレンド膜では初期付着率は低下する。絹フィ

プロインは，従来，細胞の付着性が良好であると言

われているコラーゲンに匹敵する優れた細胞付着・

増殖能力を持つ。絹フィプロインを細胞培養床とし

て用いることにより，有用な微生物や細胞の多量培

蓑が可能となるような培養基材の開発研究が更に進

展するとともに，こうした学術的な知見が免疫工学

や細胞工学等の展開に貢献することにもなろう。

5. 5. 4. 2 多孔質体

荷物のパッキングに用いられる発泡ポリスチレン

のように空気を沢山含んだ蜂巣状の物質が多孔質体

である。多孔質体の物理的な特性は，気泡の大きさ，

気体の含有率ならびに気泡の形態の違いにより影評

を受ける。そこで次のようにして絹蛋白質の多孔質

体の製造を試みた。第 5 -28図は絹の多孔質体の走

査型電子顕微鏡写真を示したものである。フィプロ

イン水溶液に対し貧溶媒を加えたり，温度，圧力等

の条件を適宜調整すると数ミクロンから数百ミクロ

ンの孔径をもつスポンジ状の多孔質体が得られる。

有効表面積が大きいこと，絹蛋白質の物理化学的吸

着性が良いこと等の特徴を利用することにより多孔

Fig. 5 -28 Scanning electron microscopic observation 

of porous silk protein. 

図 5 -28 絹多孔質体の断面の走査電子顕微鏡写真



質体は医薬徐放体として利用することが可能である。

平林らは絹フィプロインのゲル化の現象を考究しな

がら，絹のゲル物を乾燥して得られる多孔状試料の

走査型電子顕微鏡写真を報告している。

5.5.4.3 微粒子病原虫の診断にも利用できる

「貼付材」

かつて， ヨーロッパでの養蚕国， フランスの蚕糸

業が絶滅するほどの危機を及ぽした微粒子病は，母

蛾の卵を通じて伝染するため，養蚕農家や蚕種製造

業者に怖がられている。そのため母蛾検査を十分に

行い，微粒子病がまんえんしないように万全が期さ

れている。通常，原虫は胞子の形状と大きさを目安

に識別されるが，胞子の中には形や大きさの類似し

たものがあるため，胞子の識別，同定には習熟した

観察力と経験とが必要であった。そのため，効率的

にまた経済的に有利な胞子の識別法が開発された。

従来の血清反応を利用した識別法にはある程度以上

の胞子量が必要であり，血清反応を観察するための

光学顕微鏡も欠かせなかった。蚕糸試験場では，従

来のこうした問題点を解決するため，精度良く，効

率的に原虫の識別ができる「ラッテックス感作担体
78 

による血清反応判定法」を開発した。すなわち，微

胞子原虫をカイコ幼虫に投与し，体液中に作られる

抗体を約0.5µmの球状ポリスチレンの表面に吸着さ

せる。このラテックス感作担体を溶液を， スライド

グラスに載せた識別すべき胞子に滴下して血清反応

の起こりかたを調ぺる方法がそれである。血清反応

が起こることにより胞子の表面に感作担体が数多く

吸着するのでだれにでも容易に微粒子病原虫の同定

が行うことができる。こうした従来の方法に関連し

て，微胞子原虫等の生体細胞が絹蛋白質表面での付

着性の良い点に着目して，絹蛋白質が各種の病原微

生物や微粒子病原用の貼付剤として利用できること

を見出した。絹蛋白質水溶液をスライドグラスに滴

下して，均ーに広げた後， ドライヤーを用いて軽く

風乾する。こうして作成した貼付面に判別しようと

する微生物の懸濁液を滴下し，再度ドライヤーで乾

燥させて微生物を付着させる。貧溶媒を作用すると

貼付材が不溶化するので対象微生物を貼付面に確実

に固定化できる。絹フィプロインを上記のラテック

ス法に応用した場合には供試原虫を付着固定した後，

抗体感作担体を作用させて凝集反応を顕微鏡で観察

することにより供試原虫の識別・同定ができ効率的・

経済的な供試原虫の識別・同定が可能である。第 5-

29図は絹の貼付面に核多角体病を付着・固定した後，

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

核多角体病に対する抗体感作担体を作用させ吸着反

応を光学顕微鏡で観察したものである。両者の血清

反応の起こり方で核多角体病を容易に識別・同定す

ることが可能となる。この方法によると対象微生物

を一旦固定すると抗体感作担体を反復処理すること

ができるので同一の個体についての連続観察ができ

る。

Fig. 5 -29 Diagnosis of NPV by antibody-sensitized 

latex. 

図 5 -29 核多角体病とその抗体感作担体との吸着反応の

顕微鏡写真

A 核多角体病， B 抗体感作担体

5. 5. 4. 4 絹の酸素透過膜

生体組織には酸素が十分補給されなくてはならな

い。血液バッグ， コンタクトレンズ素材等のように

生体組織と接触する機会の多い医用材料には，酸素

透過性の良いことに加えて生体親和性の良いことが

要求される。

蚕糸昆虫研究所でも，絹蛋白質を医用分野で幅広

く利用することを目指して，工業技術院製品科学研

究所等と共同研究を進めてきた。まず，湿濶状態に

おける絹フィブロイン膜の酸素透過性を検討するこ

とにする。絹フィブロイン膜の酸素透過性と水に対

する膜の不溶化処理時間との関係を調べた。不溶化

処理時間と酸素透過係数との関係は第 5 -30図に示

すとおり，酸素透過係数は処理時間とともに急激に

減少するが同値は30分付近で最小となり，その後，

同値はわずかに増加し一定値に達する。湿濶状態に

おける絹フィプロイン膜の酸素透過係数と測定絶対

温度の逆数との関係を第 5 -31図に示す。酸素透過

係数の値は測定温度が高温となる程増大する。いず

れの測定温度においても35℃に折れ曲がり点が明瞭

に見られる。この折れ曲がり点は恐らく絹フィプロ

イン中の非結晶部分のセグメント的な熱分子運動に

よって起こるものと推定できる。
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5 -31 Arrhenius plot of oxygen permeability 

coe-

fficient in wet silk fibroin membrane. (•) 

15, co) 30, (•) 50m in'"'. 
湿潤状態における絹フィプロイン膜の酸素透過

係数のアレニュースプロット曲線＇”

3.5 

Fig. 

図 5 -31 

3.6 

こうした基礎的な実験結果から．湿濶状態におけ

る絹蛋白質膜は酸素を良く通すことが明らかである。

絹フィプロインの酸素透過係数の値を他の有機高分

子の場合と比較したものが第 5 -32図である。コン

タクトレンズ素材として多用される同一含水率の 2-

ヒドロキシエチルメタクリレート膜の酸素透過係数

と同等あるいは若干低い同係数値を示すことから，

絹フィブロイン膜は酸素透過を必要条件とするコン

タクトレンズ素材を始めとする各種の医用膜への応
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Fig. 

50 
Water content (%) 

5 -32 Oxygen permeability coefficient P in wet 

membrane at 34℃ as a function of water 

content: (0) silk fibroin (numbers indｭ

icate the methanol treatment ti me), (•) 

various hydrogels including 2 -hydroxyeｭ

thy! methacrylate, （口），poly (L-glutamic 

ac id), (•)p oly (r -methyl L -glutaｭ

mate) with a -helix structure, （■ ）poly 

(r -methyl L-glutamate) with f3 sheet 

structure匹

図 5 -32 含水率が異なる各種有機高分子膜の酸素透過係

数'.. 

ー ゜ 100 

用が可能であろうと考えられる。絹膜の酸素透過性

能を直感的に理解するため金魚を入れたビーカの水

表面を通常のポリ塩化ビニリデン膜と酸素の透過性

が良い絹フィプロイン膜で覆い 2 時間後の金魚の状

態を調べたところ，ポリ塩化ビニリデン膜で覆った

区は金魚が浮き上がったのに対して，絹膜の使用区

では覆いをしなかった対象区と同様，異常は見られ

ない。

肺は血液中に酸素を供給し，老廃物の二酸化炭素

を吐き出すガス交換臓器であり，数多くの肺胞は生

体のガス交換膜であると言える。絹フィプロイン膜

は湿濶状態において高い気体透過係数を示すことか

ら，将来体には絹蛋白質か人工臓器の肺として利用

できる可能性がある。

最近酸素の透過性の良いコンタクトレンズ素材が

開発され，長期間装着出来るとの理由で多用されて

いる。コンタクトレンズは角膜へ酸索を十分補給で

きることが望ましいので，絹蛋白質は現在多く利用

されている酸素透過性に優れたシリコンや、ンロキサ

ンあるいは含フッ素モノマー共重合体におきかわっ

て実用的なコンタクトレンズ素材となりうるものと

期待される。

魚類は，えらを使って血管と外海水との間でガス



5
 
機能性絹素材の開発と将来展望

交換をしている。えらは水に溶解している酸素を体

内に取り込む役割を果している。絹蛋白質膜はえら

の代わりに人工えら素材として用いられるかも知れ

ない。絹蛋白質膜に効率的な物質透過性が付与でき

れば，人工肝臓，人工心肺，人工腎臓などの人工臓

器の素材となり得ることも夢ではない。

このように絹フィプロイン膜は湿濶状態において

酸素をよく通す性質を持っているため，窒素もよく

透過するものと予測される。しかし将来，絹フィプ

ロイン膜の微細構造と酸素の透過性機能との関係が

明らかとなり絹フィプロイン膜に気体の選択透過性

機能が付与できれば，ぜんそくなどの呼吸疾患の患

者に対する医療用酸素富化空気の製造装置の分離機

能膜としての利用が可能となろう。

5.5.4.5 水蒸気透過膜

動物の外表面を覆っている皮膚は汗による水や老

廃物の出し入れを行っている。やけどなどの外傷で

皮膚が機能できなくなると，体液が漏出してしまい，

外部からの雑菌で感染する機会が増すので，やけど

による皮膚の損傷が著しい場合には，生体の自己細

胞が増殖するまでの間，体液の漏出を防ぎ細菌その

他の有害物質の侵入を抑えるため人工皮膚移植が行

われる。皮膚の欠損が軽度のときは， 自己皮膚の移

植で補うことができるが，ひろい範囲で皮膚の損傷

が起こると，ポリビニールアルコールやシリコーン

樹脂を素材とする人工皮膚の移植手術が必要となる。

ところで，やけどの治療という言葉から， ソ連のサ

ハリン州から運ばれ，札幌医大病院で手当てを受け

たコンスタンチン君のニュースが思いおこされる。

札幌医大病院で 3 ヶ月の闘病生活の後， コンスタン
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Fig. 5 -33 Water vapour permeation curves'" for silk 

fibroin membrane at 37℃ Thickness of the 

membranes was 0.050 mm  Methanol treatｭ

ment time: (0) 3, (•) 60min 

図 5 -33 絹フィプロイン膜の水蒸気透過量＇”

測定温度37℃，膜厚0.05mm.

チン君は11月 22 日（平成 2 年）に退院できることに

なった。今後の日ソ国交，両国の親善をほうふつと

させる心暖まるニュースである。生体高分子である

絹蛋白質の水蒸気透過性が解明されると，生体適合

性の機能性を生かした人工皮膚としての利用が可能

になるものと期待できる。そこで， メタノール浸漬

処理で絹膜を水に溶けなくした後，水蒸気がどの程

度透過するのかの碁礎実験を行うことにする。実験

結果は第 5-33図に示すとおり，絹フィブロイン膜

は水蒸気透過性が良く，メタノール浸潰時間を変え

て不溶化させると水蒸気透過量が自由に制御できる。

絹フィプロイン膜は可視光領域付近でも透過率が98

％以上であることから，無色で透明性の膜であると

同時に，水蒸気の透過性も良好である。生体組織と

の適合性を持ち，水蒸気の透過性が良好であるため，

絹膜は人工皮膚素材に望まれる特性を満たしている

ものと思われる。標準状態（20℃,65%RH) にお

ける絹膜の力学的特性を調べた。絹フィブロイン膜

の機械的測定結果を第 5 -34図に示す。絹フィプロ

イン膜は剛くてもろい性質を示す。しかし，水中に

放置して吸水量が飽和状態に達した試料はメタノー

ル浸漬処理30分で最高100％の切断伸度を示した（第
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Fig. 5 -34 Stress-strain curves of silk fibroin membr 

ane in dry state (----) and wet state 

(-). Numbers on curves indicate 

methanol treatment time (in min)呵

図 5 -34 絹フィプロイン膜の強度伸度曲線四

（一）乾燥時，（一―--)湿濶時
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5 -34図実線）。不溶化処理時間を変えた絹フィプロ

イン膜の強度・伸度を吸水状態で測定したものが第

5 -35図である。メタノール溶液で， 30, 60分処理

して不溶化した試料の伸度はそれぞれ100%, 70%, 

強度は両試料とも約0.8kg/c而で十分に強靭である。

絹蛋白質膜の機械的特性を利用することで，生体の

自己細胞が増殖するまでの間，体液の漏出を防ぎ細

語その他の有害物質の侵入を抑えるための人工皮膚

素材としても利用できる可能性がある。
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Fig. 5 -35 Breakdown tensile strength and elongation 

at break of wet silk fibroin membrane as 

a function of methanol treatment time匹

図 5 -35 メタノール浸漬時間と絹フィプロイン膜の強度，

伸度特性＇“

79 

最近，お茶ノ水女子大学の中島らは，絹フィブロ

イン膜への水蒸気の拡散と吸着についての研究を進

めている。絹膜への水蒸気吸着曲線は低下部より二

段階型となり．その第一段部はシグモイド型である

こと，第二段部は蒸気圧が増すと不明確になること

を認めている。この結果を受けて絹フィプロイン膜

には水蒸気の収着挙動の異なる 2 種類の非結晶部分

のあることを推定している。

5. 5. 4. 6 水分とグルコン酸の透過絹フィプロ

イン膜

福井県工業技術センターは東京農工大学と協力し

てグルコン酸を透過する絹フィプロイン膜を開発し
80 

た。ガラス製のチャンバーにCF, ガスを入れ， 0.10

~0.05torrの真空下で絹表面へのプラズマ加工を行

うと，材料表面にフッソ原子を導入できる。フッソ

原子の導入により絹膜の表面は親水性の性質を示す

ようになり，これにともない水分やグルコン酸の透

過性が良好になる。プラズマ加工の時間を調節する

とグルコン酸の透過量を制御できるため， その利用

法についても検討を加えている。

168 

5.5.4.7 水・エタノール分離膜

沸点が類似しているため，蒸留法が適用できない

雑数の液体混合物より溶液の各成分を分離したり，

水ーエタノール混合系より省エネルギー的な方法で

エタノールを取り出す際に液体分離膜を用いると便
81 

利である。繊維高分子材料研究所の広津らは，絹フィ

プロイン膜で水ーエタノール分離を行おうと研究を

進めている。

絹フィプロイン成膜条件と膜界面物性との相関性

を検討するとともに，イオンの透過性に関する研究

が北村により行われている。さらに，絹蛋白質膜の

物質透過性の特徴を活用した利用例の一つとして，

パーベーパレーションによる水ーエタノールの分離

膜の検討が挙げられる。膜厚が約20µ m以上となる

と水の選択透過性が現れること，厚さとともに選択
8 1 

性が増加し透過速度が減少することが究明された。

アレニウスプロットから求めた透過の活性化エネル

ギーは 5~8 kcal/mo! であること，分離係数は

高温側で若干低下することが解明された。

5.5.4.8 グルコースセンサーの開発

種々な産業分野で色々なセンサーが利用されてい

る。ここで解説しようとする酵素の固定化担体に絹

を用いたグルコースセンサーは生体反応をうまく活

用してグルコース分子を認識するためのセンサーで

あり，バイオセンサーと呼ぶにふさわしい。

絹蛋白質を構成するアミノ酸には反応性の高い分

子側鎖を有するものが多い。こうした部位の特性あ

るいは絹素材の物理的またはイオン的結合力を活用

して，絹蛋白質を酵素固定化担体として利用しよう

と試みられている。包括法によりグルコースオキシ

ダーゼを絹フィプロイン中に含有させた場合，試料

膜中の酵素活性が遊離酵素の場合とほとんど変わら

ない膜が得られ，酵素含有膜がグルコースセンサー
82,83 

として利用できる。

グルコースセンサーの原理の概略は第 5 -36図に

示すとおりである。酸素電極にグルコースオキシダー

ゼを固定化した絹フィブロイン膜がセンサ一部であ

る。グルコース溶液の中にこのセンサ一部を入れる

と，絹膜中に固定したGODの働きによりグルコース

が酸化されグルコノラクトンができる。この際溶液

中の溶存酵素を消費する。この消費に見合った酸素

量が酸素電極で検出でき電気信号となるため，溶液

中のグルコース濃度を検出することが出来る。絹フィ

プロインを酵素固定化担体にしたグルコースセンサー

の性能は第 5 -12表に示すとおりである。担体に絹
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Fig. 5 -36 Principal of glucose sensor". 

図 5 -36 グルコースセンサーの原理図＂

GOD グルコースオキシダーゼ． G グルコース．

G' グルコノラクトン

Table. 5 -12 Penformance Functions of glycose censor". 

表 5 -12 固定化担体に絹フィプロインを用いたグルコー

スセンサーの性能＂

保存期間 4 カ月

pH依存性 pH5~8で安定 (90％出力）

酵素溶出率 0. 01%/10 日

応答時間 8.5秒 (90％応答）

測定範囲 1~500mg/ ｣ 

繰り返し測定誤差 0. 9％以下 (30回）

GOD : Aspergillus mger 

固定化法 ：延伸による包括法

膜厚 : 23µm 

有効膜面積： 0. 126c吋

フィプロインを用いることにより，活性が遊離酵素

の場合とほとんど変わりないこと，酵素の活性のpH

領域が広くなり膜の温度安定性も向上すること，膜

中の酵素活性は 1 ヶ月以上経過しても低下しないこ

となどの成果が得られている。また酵素の担体とし

てゼラチンを用いた場合の酵素活性は，絹を用いた

場合に比べて酔素の固定化が不十分であり，安定性

の点においても劣っているとされている。

絹蛋白質には化学反応性に富んだチロシンやカル

ポキシル基が多く含まれており， こうした活性部位

に酵素を共有結合させ酵素の安定性を向上させるこ

とができる。この意味で絹を酵素の固定化担体とし

て用いることは理にかなっている。フランス国， リ

ヨン市にあるクロードベルナール大学の Cord i er•G
84 

rassetは， ジアゾ法により絹分子にアルカリホスファ

ターゼを結合させ新しい機能性絹の開発を進めてい

る。酵素を固定化するための最適な条件を検討する

とともに，絹への固定化に伴って酵素の活性が向上

することを明らかにしている。このように，絹の活

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

性基と酵素とを化学的共有結合を介して固定させる

方法も試みられており絹の分子側鎖の内反応性の高

いチロシン側鎖部分に， ジアゾ法を適用したもの，

あるいはカルポキシル基部分にアジド法を適用して

アルカリフォスファターゼ， リポヌクレアーゼ等の

酵素固定を行った実験例も知られている。こうした

実証例は絹蛋白質がバイオセンサーあるいはパイオ

リアクターの担体として実用性の高い天然高分子素

材であることを示唆するものである。

5.5.4.9 ルミノール発光セッサー

GODを固定化した絹フィプロインのルミノール反
邸

応に着目した研究が進んでいる。過酸化水素とルミ

ノールの混合液にペルオキシダーゼを作用させると

ルミノールが発光する原理を応用したものである。

ルミノールの発光強度，応答速度とGOD固定化状態

との関連が究明されつつあり， GODを固定化した絹

膜はルミノール発光センサーとして利用できる可能

性を秘めている。

5.5.4.10 ヘパリン徐放絹フィプロイン

ヘパリンは血液の凝固を抑制する働きを持つ酵素

である。絹蛋白質は生体親和性が優れ，抗血栓性の

良い天然素材であるため，人工血管の代用にするこ

とを目指してヘパリン徐放絹フィプロインの研究が

平林により進められている。再生絹フィプロインの

水溶液にヘパリン水溶液を加えた混合溶液を， ポリ

エチレン膜の上に拡げて乾燥固化させるとヘパリン

入りの絹フィプロイン膜が調製できる。ヘパリン固

定膜をエタノール溶液に浸漬して不溶化処理を行う。

ヘパリン入りの絹フィプロイン膜を水溶液に入れて

おくと物理的に包括されていたヘパリンが試料膜か

ら徐々に溶け出してくる。ヘパリン固定膜環境のpH

と浸潰時間ならびにヘパリン溶出量との関係は第 5 -

（
こ
、
ヽ
く

pH 7.4 

0 20 40 60 80 100 

浸漬時間（時）

Fig. 5 -37 The amount of heparin slow-released from 

silk fibroin membrane瓢．

図 5 -37 絹フィプロイン膜からのヘパリンの徐放特性麟
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37図にあるとおりであり，浸潰時間が 5 分以内では

ヘパリンが急激に，その後ヘパリンの溶出は平衡状

態に達する。水溶液のpHを 7.4付近にするとヘパリ

ンの溶出量は多くなり，水溶液のpHが3.2 のときに
86 

比べて約2.7 倍にまで増加する。溶け出すヘパリン

の量は水溶液のpHを変えることで自由に制御できる

ことから，絹フィプロイン膜にヘパリンを固定化す

ることで血液凝固機能性が付与でき将来人工血管と

しても利用できるものと期待されている。

5.5.4.11 親水化処理材としての利用

シリコーンゴムは，毒性がなく長時間組織内にさ

らしても抗張力，強度等の機械的性質が変化し難い

ため，医療分野の材料として最も多く利用されてい

る無機性の高分子材料である。シリコーンゴムは生

化学的には不活性であり，その表面は強い疎水性を

示すため，そのままでは体内組織と馴染みが悪い。

材料表面を水に馴染むようにするためプラズマ処理

等を施して親水化処理をする必要がある。

生体内は特殊な環境下にある。医療用材料が一旦

生体と接触すると，体液中に多く含まれ表面に拡散

し易いアルプミンやグロプリン等が医療用材料の表

面を直ちに覆ってしまい，血液凝固が起こる原因と

なる。生体内に埋め込んだ絹フィプロイン膜の表面

に体液中の蛋白質がどのように吸着するかを解明し，

材料生化学の立場から絹フィプロインの表面の化学

構造とアルプミン等の蛋白質の吸着量との関係を明

らかにすることが重要である。絹フィブロイン膜ヘ

の蛋白質の吸着実験を行うかわりに，他の高分子材

料表面に絹蛋白質がどのように吸着するかを模擬的

に確かめることができれば，抗血栓性材料等の医療

材料を分子設計するための重要な基礎的情報となり

得る。

シリコーンゴムに超薄膜の絹フィプロインが被覆

できれば，新しい機能性をもった医用材料が調整で

きるのではないかと考えられる。シリコーンゴムを

絹蛋白質の希薄な水溶液中で時間を変えて浸漬した

後，取り出して標準状態で乾燥すると絹フィプロイ

ンの薄膜を被覆することができる。絹フィプロイン

層の厚さをフーリエ変換赤外分光計 (FT-IR) に

より測定してみたい。浸漬処理時間が 5 秒で， シリ

コーンゴム表面には約10nm の絹蛋白質が形成して

いるのが認められ，疎水性のシリコーンゴム表面が

親水性へと変化する。絹フィプロインで覆った、ンリ

コーンゴム基材上でマウス由来の繊維芽細胞L929 を

含む子ウシの血清細胞浮遊液を所定時間培養したと
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ころ，従来，細胞の付着増殖性が優れているとされ

るコラーゲン膜に匹敵する生体適合性の優れた機能

性医用材料が調製できることが明らかとなった。

5. 5. 4.12 抗血栓性材料

高分子素材が生体に適合する性質を持つか否かで，

医用材料として利用できるかどうかを定性的に評価

することができる。生体適合性がよいことは，生体

系と材料とが接した時にお互いに悪影響を及ばすこ

となく，おのおのの機能が発揮できて共存共栄でき
87 

る (b iocompati ble) ことである。狭義には材料表

面に血液が作用しても血栓が形成され難いことを意

味するものとしてここでは話を進めたい。
邸

岡山大学医学部の野一色らは，絹フィプロイン膜

の表面特性とin vivoでの血液適合性との関連を検討

した。未梢静脈内試料被膜系留置法により，精練し

た繭糸を塩化カルシウム／エタノール／水（ 1 : 2 

8 モル比）の混合溶媒で溶解させて調製した再生

絹フィプロイン膜の血液適合性を調べたところ，留

置14 日後においても絹フィプロイン膜は良好な血液

適合性を示し，試料表面では血栓の形成が抑制され

ることが確かめられた。また，メタノール， および

ギ酸により不溶化した絹フィプロインの抗血栓性を，

成犬を用いたin vivo の動物実験により検討したと

ころ，静脈内留置 2 週間の所見により抗血栓性に優
89 

れていることが明らかにされている。

絹フィプロイン膜の表面では血栓が付着し難いこ

とがわかったが，絹フィプロイン膜表面の結晶化，

親水性・疎水性のバランスなどの微細構造の特微と

血液凝固反応とがどのように関係しているかさらに

解明できれば，血液適合性が何よりも要望されるい

ろいろな人エデバイスの開発研究に大きく貢献でき

る基礎的知見が得られるものと期待できる。

5.5.4.13 化粧料の基材への利用

皮膚の賦活作用や殺困作用を持つといわれている

シコンに着目して，鐘紡（樹はバイオテクノロジーの

先端技術を駆使して「シコニン」を組織培養し化粧

品に配合しバイオロ紅を商品化したことを覚えてお

られる方も多いであろう。天然物は体に良いとの自

然回帰的な根強い人気が現在高まっているのである。

天然生体高分子の絹蛋白質が化粧品にも配合され，

世界の女性の個性美の演出に役立っていることは，

絹の研究に携わっている私のささやかな喜びとなっ

ている。
90, 9 1 

鐘紡（樹開発研究所は，化粧品パイオ素材に絹蛋白

質を用いた研究開発ならびに商品開発を行っている。



ここでは，化粧料の基材としての絹の利用の実態に

ついて鐘紡（樹が進めている研究の概要を述べること

にする。化粧品原料に混入する絹の微粉末としては

絹糸を粉砕したものや強酸で絹糸を加水分解したも

のをかつては化粧品に配合していたようである。現

在では，絹蛋白質の保湿性，被覆性等の機能を更に

向上させるため，絹糸を一旦中性塩溶液で溶解し，

水溶液中の絹フィプロイン分子に機械的変性作用を

与えて析出した絹試料に湿熱処理を施し，再度粉砕

することにより作成できる 7 -8µmの絹粉末を用

いている。絹が析出する際に，例えば無機顔料を水

溶液中に混合しておくことで表面を絹で被覆した無

機顔料が容易に調整できる。絹の粉末には保水性が

あり，肌によく馴染むため，クチナシ，紅花，紫根

の 3 大植物色素をスポンジ状の多孔質体に吸着させ

て，鮮やかな色を出すメーキャップ用顔料も開発さ

れている。（日本農業新聞，昭和63年 2 月 21 日記事）。

l) 化粧品洗顔料

皮膚表面の皮表脂質膜あるいは蛋白質の汚れ成分

等の老廃物を除去し，皮膚を濶いのある状態に保つ

には，プロテアーゼやリパーゼ等の蛋白分解酵素を

配合した化粧品洗顔剤で洗浄することが効果的であ

る。しかし，プロテアーゼ等の酵素はフリーの状態

では化粧品洗顔料に混ぜて製造しても熱や水の作用

で酵素活性が低下したり．洗顔料を長い間保存する

と酵素の活性が落ちてしまう。こうした不都合さを

避けるためには常に安定した酵素を化粧品洗顔料中

に入れておく必要がある。「pH, 温度を調整し， プ

ロテアーゼの活性を低く抑えた状態で絹フィプロイ

ン溶液と混合し，撹拌，塩析することにより， プロ

テアーゼを包括した絹フィプロイン粉末が調整でき

る」と鏡紡では述べ，これを化粧品洗顔料に入れる

ことにより酸素活性が安定化するとしている。プロ

テアーゼ， リバーゼ等の酵素を絹フィブロインに包

括すると，包括していないフリー状態の対照区に比

べて湿熱条件下における促進テストで活性の半減期

が数倍に伸び．皮膚に対する剌激も少なくなるとい
99 

われている。

2) 高吸収性ポリマー

グラフト加工技術を駆使することにより，水溶液

状態の絹フィブロインにアクリル酸を加えて反応を

進めると絹フィプロインにアクリル酸がグラフトさ

れ．網目状の構造に多量の水がとり込まれて高吸収

性絹ポリマーが得られる。高吸収性絹ポリマーは自

重に対して約350倍の水を含むとされている。鐘紡で

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

は，水の包括状態に優れ，ゲル状態が安定している

こうしたポリマーはクリーム状化粧料としてもあ

るいは経皮吸収薬成分をゲル物質中に添加すること

でハップ剤としても利用できるとしている。

5.5.4.14 不織布を用いたグルコースセンサー

製織しないで作り上げたいわゆる不織布の表面を

グルコースオキシダーゼ (GOD) を含んだ絹フィプ

ロインで被覆することによりグルコースを定量する

ためのセンサーができる。これは東京農工大学，蚕

糸科学研究所， 日本バイリーンが共同開発した技術
93 

である。以下，朝倉・出村の報告の内容を紹介する

ことにしたい。見掛け繊維密度0.2 g /c吋の絹フィブ

ロイン不織布にGODを固定化したところGODの見

掛け上のミカエリ定数，単位酵素量当たりの最大活

性はそれぞれ8.4mM, 13.5Unit/mgであった。 1 ケ

月経過してもGODは実質的には溶出しなかった。 G

ODを不織布に固定化すると， フリーの状態のGOD

より耐熱性が約20℃も向上した。pHの安定性測定に

よるとフリーのGODでは最適pHが5.5であるのに対

してGODを固定化した不織布を用いると最低pH は

7 付近となった。

朝倉らはこれまで進めてきたGOD固定化絹フィプ

ロイン膜との比較についても言及している。不織布

にGODを固定化すると絹フィプロイン膜にGOD を

固定化した場合に比べて次の特性が現れる。 1) グ

ルコースが高濃度であっても濃度測定が可能である。

2) 約 4 倍の出力増加が起こる。 3) 機械的にも優

れており耐久性がある。

5.5.4.15 病気診断用素材

鐘紡卸は，抗体を包括固定した絹フィブロイン膜

の表面と生化学特性を利用することにより，「抗原抗

体反応」の起こり方から病気を診断しょうとする研

究を進め，酵素免疫測定を可能にする技術を開発し

た。抗体の固定化状態は良好で，保存安定性に優れ，

かつ非特異的吸着による定量阻害，分離阻害も少な

いことから，免疫化学的測定が可能であるとしてい
る。ヒトから血液を採取して，抗体を包括固定した

絹フィブロイン膜と反応させる。血液中に抗原があ

ればフィルム表面の抗体が作用して血清反応が起こ

る。標識抗体が反応したら酸素を発生するようにし

ておき，これを酸素センサーにより検出しようとす

るものである（毎日新聞 昭和63年 12 月 7 日記事）。

絹フィプロインのマトリックス中に抗体を包含する

ことで，様々な診断のシステムづくりの上でも役立

つ貴重な生体蛋白質となる。抗体の固定化状態は良
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好で保存安定性に優れかつ非特異的吸着による定量

阻害，分離阻害も少ないことから，免疫化学的測定

が可能である。

5. 5. 4.16 機能性絹食品

最近，「ファイプミニ」や「鉄骨飲料」に代表され

る機能性飲料が続々と商品化されている。鉄分・カル

シウムを補給して体の調子をよくし， やがて血とな

り骨となるをうたい文句に縞々模様の衣装をつけた

鉄骨踊りがテレビの画面に大きく繰り広げられる。

電通が発表した「1990年の話題商品・ヒット商品」

リポートによると，「機能性飲料」が健康を求める
94 

「ヘルスコンシャス」にお目見えしている。平林は，

絹糸を溶かして調製した再生絹フィプロインの水溶

液にコーヒー，ワイン， オレンジ等の果汁を入れ，

溶液のpHを下げることによりゲル状のシルクドリン

クが得られることを見出し，これが整腸作用を持っ

た機能性食品となるであろうと期待しながらシルク

ゼリーの研究に取りくんでいる。絹フィプロインが

どの程度動物体内で消化するかを知るため， ラット

に8.5％のフィプロイン溶液を与え，糞の中の窒素量

から消化率を求めたところ，投与した絹フィプロイ

ンの50％が消化するとしている。家蚕絹糸には28m

ol%, 杵蚕絹糸には42mol％のアラニンが含まれて

いる。絹に多量に含まれる Alaがアルコールの解毒

作用を活性化するとの過去の研究成果から，絹蛋白

質が二日酔いの薬理作用を持つかも知れないとの期

待が寄せられている。

絹フィブロイン溶液をゼリー状に固化（ゲル化）

できると述べだが，ゲル状物質の利用を図るにはゲ

ル化条件を十分把握しておく必要がある。平林らは，

塩化カルシウム溶液で絹糸を溶かして再生絹フィブ

ロイン溶液を調製し，酢酸溶液で透析する際に起こ

るゲル化の実験を行い，pH3.6以上で絹フィプロイ

ン溶液が急激にゲル化すること，pH が1. 5以下でも

13.0以上でもゲル化が起こらないことを確認してい
95 

る。絹フィブロインの濃度が異なっても出来上がっ

たゲル状物質の分子形態は B構造をとって安定して

いる。こうした実験結果は絹フィプロインの濃度や

透析用の酢酸水溶液のpHを調整することにより，用

途に応じた機械的性質を持つゲル状物が得られるこ

とを示唆するものである。フィプロインの濃度を高

めることにより，ゲル強度が増加する。比較的簡単

な処理で，水を多量に抱えたゲルが作成できること

は天然高分子索材，絹フィブロインの魅力の一つで

ある。
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5.5.4.17 絹不織布

平出は，絹フィプロイン水溶液を凍結乾燥して得

られる絹の不織布を研究対象に研究を進めている。

厚さ 1 mmの不織布の引っ張り強度，伸度は， それぞ

れ0.3kg/』,5.2％である。絹の水溶液にアルカリ

フォスファターゼを添加し，凍結状態で乾燥すると

酵素含有の絹の不織布が得られる。絹を酵素担体と

することにより，pH, 温度ならびに熱安定性の諸点

で酵素活性が向上する（日本染色新聞 平成元年 7

月 10 日記事）。

5.5.5 セリシンの利用技術

繭から繭糸がときほぐされる繰糸工程ならびに繭

糸の膠着物質のセリシンを除く精練工程においてセ

リシンは重要な役割を果たす。それにもかかわらず．

セリシンは衣料用索材としては全く利用されていな

いこと，変性程度が微少なセリシンが人手でき難い

ことなどからセリシンを対象した構造解析や利用技

術の開発はフィプロインに比べて著しく遅れている。

ここでは，セリシンに関係した精練，定着，定着

練りならびに酵素の固定化担体に絹セリシンを用い

る試みについて述べることにする。

5. 5. 5. 1 野蚕糸の精練

繭糸の最外層では，セリシンが 1 対の絹フィプロ

イン繊維をのり付けしている。絹製品が最終的にで

き上がり，衣料素材として利用する際にはすべての

セリシンを除くのが一般的である。繭糸のセリシン

を除いたものをたて糸，よこ糸にして織物（先練り）

とするか．あるいはセリシンを付けたままで絹織物

を製織（後練り）し．その後セリシンを除去するか

の違いで．織物の繊維間ならびに糸間に多量の空隙

ができ多量な風合を持つ絹織物が調製できる。 三分

練り，五分練り（半練り）．八分練り，完全精練を行

うことによりセリシンを除去する程度を変えること

ができる。繭糸に残すセリシン量の質の違いは，絹

織物の風合特性を決定するほど重要な役割を果たし

ているので，精練の実際について述べてみたい。

酵素を用いた精練（酵素精練）についてはこれま

で主として家蚕繭糸を中心に研究が進められてきた。
96 

一方．野蚕繭糸の精練についても数多くの成果が報

告されている。石けん／ケイ酸ナトリウムを主剤と

する精練（常法精練）ではタンニンを含む杵蚕絹糸

の絹セリシンの除去が難しいため，酵素による精練
91 

が有効であるとされてきた。猪又•松下は． プロテ

アーゼにより杵蚕を精練する際の最適条件を明らか



鈍

にした。皆川は細困プロテアーゼを用いて野蚕繭糸

を精練すると，繊維の損傷程度を軽減することがで
99 

きるものと考察した。最近，井上は各種蛋白質分解

酵素による絹糸の精練効果を詳細に検討し，酵素精

練時における還元標白剤併用，アルカリ剤併用なら

びに各種酵素添加の影響を明らかにした。このよう

に繭糸のセリシンは酵素精練あるいは常法精練によ

り除去できるが，繭糸表面の損傷の程度をできるだ

け軽微とするように工夫することが高品位の絹品を

作る上で重要である。

70d の杵蚕糸（水繰糸）を原材料として用いた。

杵蚕糸は常法と酵素法とにより精練した。常法精練

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

処理は，メタケイ酸ナトリウムならびに炭酸ナトリ

ウムとをそれぞれ3g/ R.を含む水溶液に2g/ R.の石

けんを加え，さらに， EDTA, アニオン活性剤，ニ

酸化チオ尿素をそれぞれ0.5g/ R.を添加して調製し

た溶液系で行った。練減率が6.9, および 10.4％の精

練絹糸を常法精練絹糸として供試することにした。

細菌性プロテアーゼ処理ならびに動物性プロテアー

ゼ処理による精練（酵素精練）には，細菌性酵素と

しては， Bacillus l icheniformしsより特に精選した

菌株を液中培養したのを使用した。動物性酵素は豚

の膵臓由来の酵素製剤であり，その主要成分はトリ

プシン (E.C.3.4.2 1. 4) である。細菌性プロテアー

Fig. 5 -38 Scanning electron micrographs of tussah silk fibers. 

a : undegummed, b : conventionally degummed in sodium carbonate/ sodium silicate mixture system (10.4 

%), c : conventionally degummed (10.4%), d : conventionally degummed (6.9%) enzymatically degummed 

with using trypsin (8.9%), e : enzymatically degummed with using Subtilisin Carlsberg (9.9%). 

() : boil off ratio. 

図 5 -38 精練前後の作蚕絹糸の走査型電子顕微鏡写真＂ a 未精練， b, c, d 常法精練， e, f酵索精練
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5. 機能性絹素材の開発と将来展望

ゼ処理区では細菌性プロテアーゼ (2g/ R.)を含ん

だ炭酸水素ナトリウム (5g/ R.) （浴比は 1 : 50) 

を精練溶液として， 60℃で120分処理することで精練

した。動物性プロテアーゼ処理区では，動物性プロ

テアーゼ (5g/ R.)を含んだ炭酸水素ナトリウム

(lg/ R.)を精練溶液とし， 50℃で， 30分の精練処

理により精練絹糸を調整した。

第 5 -38図は，精練後の杵蚕絹糸の走査型電子顕
% 

微鏡（SEM) 写真を示したものである。未精練絹糸

表面（ a) には多量なセリシンの付着が観察され，フィ

プリル構造は全く見出されない。練減率が6.9％の精

練絹糸（ d) には除去されずに残っているセリシン

の付着部分が認められる。また練減率が10.4％の絹

糸 (b) でのセリシンの残存量は少ないがセリシン

の除去程度が不均ーな部分も観察される。このよう

に，常法精練区の杵蚕繭糸のSEM写真 (b,c,d) に

は，精練が部分的に進みフィプリル構造が明瞭に見

える部分と，繭糸絹セリシンが溶解しないで不均一

に残存する部分とが混在して観察される。また同精

練絹糸には過精練気味と思われる部分も出現してお

り，この部分では剥離した繭糸フィプリル箇所が認

められる。

これに対して動物性プロテアーゼあるいは植物性

プロテアーゼにより精練した場合，常法精練区の杵

蚕繭糸 (b-c) の練減率より練減率の値が小さい杵

蚕絹糸 (e- f）であっても，絹糸表面にはフィプリ

ル構造が均ーに見られるようになり， さらにセリシ

ンの除去が均ーとなり絹糸表面は平滑であることが

確かめられる。酵素精練によって繭糸のセリシンが

常法精練の場合よりも均ーに除去され，絹糸表面に

フィプリル剥離等の損傷程度は少なくなる。また絹

糸の形態的な差異は，動物性，細菌性プロテアーゼ

間では特に認められない。

絹糸は精練により軟らかさと膨らみを増すので，

この変化を圧縮試験機を用いて絹糸の圧縮特性の測

定により評価しようと試みることにする。精練処理

の前後における杵蚕絹糸の圧縮曲線は第 5 -39図に

示す通りであり，常法精練絹糸の立ち上がり状態は

細菌性プロテアーゼ精練区より急であり，絹糸の軟

らかさの程度を反映している。従来の精練法で得ら

れた絹糸に比べて酵素により精練した杵蚕絹糸の非

直線性 (LC) の値は小さく，逆に圧縮レジリエンス

(RC) の値が増大することから，絹糸が軟らかくし

なやかとなり嵩高性が付与されることがわかった。

酵素により精練した絹糸は高強度，高伸度の優れた
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Fig. 5 -39 Compression -thickness curves of degummed 

tussah silk fibers. 

(-) : degummed with using of sodium 

carbonate/ sodium silicate mixture system 

at 98℃ (bo i l off ratio, 6.9%). 

(---) : degummed with enzyme, Subtilisin 

Carlsberg, at 60℃for 120 min (boil off 

ratio, 9.9%). 

図 5 -39 作蚕絹糸の圧縮特性曲線“

機械的性質を示す。

5.5.5.2 定着歩練絹糸の調製

繭糸の外側にあり膠着物質である絹セリシンを除

去する程度を変えることにより，腰が要求される絹

織物原糸やメリヤス編の原糸へと絹糸を変身させる

ことができる。衣料素材としての絹は，生糸のセリ

シンをほぼ完全に除いて用いるのが一般的であるが，

生糸のセリシンを一部残し繊維の一部として利用す

ることにより，従来の絹とは光沢，風合い，機械的

性質などに特徴をもつ織物・編物用原糸が得られる
101 

のではないかと期待できる。

セリシンを比較的均ーに残す精練として，亜硫酸

水素ナトリウムおよび硫酸ナトリウムを用いる方法
101 

がある。絹撚糸を歩練した後，残留するセリシンを

グルタルアルデヒドに亜硫酸水素ナトリウムを併用

し着色を少なくして定着する方法を採用して，歩練

定着絹糸を作成した。 0.01％のモノゲン溶液 (60℃)

で材料を湿潤し，脱水した後，亜硫酸水素ナトリウ

ム0.3％および硫酸ナトリウム 0.2％を含む水溶液で
101 

煮沸精練した。精練程度は煮沸時間を 5 ~30分間と

することによって調節した。精練済みの材料は， セ

リシンの固着を防ぐため脱水することなく約50℃の

硫酸ナトリウム0.2％溶液で洗って亜硫酸水素ナトリ

ウムを除き，ついで冷水洗浄して硫酸ナトリウムを

除いた。その後グルタルアルデヒドの0.25％水溶

液に0.5w/v％の亜硫酸水素ナトリウムを加え， 55

℃で60分間処理することによりセリシン定着を行っ

た。歩練定着絹糸の表面は，アルカリによる歩練絹

糸に比べてセリシン定着後も比較的平滑で， セリシ

ンによるフィプロインの接着もない。第 5 -13表は



定着歩練絹糸の物理化学的特性を示したものであ

る。

表 5 -13 定漕・歩練生糸の理化学的特性

Table. 5 -13 Mechanical properties of partially degumｭ

med and sericin fixed silk fibers as the 

function of the reaction time of degumｭ

mmg 

Degumming b/L • Strength Elongation Initial tensile 
time (min) (g/ d)(%) 函istance(g/cl) 

゜
o. 073 3. 50 17. 0 73 

5 o. 056 3. 50 12. 2 67 

10 0. 052 3. 42 12. 8 65 

15 0. 045 3. 30 13. I 63 

20 0. 043 3. 29 13. 8 65 

25 0. 038 3. 28 14. 5 61 

30 0. 033 3, 28 15. 3 59 

Note ; b : yellowness, L : whiteness. 

亜硫酸水素ナトリウムー硫酸ナトリウム混合水溶

液で， 5 ~30分間精練した歩練絹糸をグルタルアル

デヒドによる処理でセリシン定着した絹糸の b/L

値は精練時間の延長と共に0.056から 0.032 まで減少

している。歩練処理が進み残留セリシン量が少なく

なると． L値は増大するが， b 値の変化は微小であっ

た。 L値の増大が白色度の高いことに対応している

ことから，残留セリシンが少なければ少ないほど b

/L値も小さいことを意味し， セリシン定着には未

精練糸を用いるよりも歩練定着絹糸を用いる方が白

色度の大きい定着糸が得られるものと判断できる。

歩練定着絹糸の強度および伸度の測定によると，精

練時間 5 -15分で強度はやや減少する傾向を示すが，

その後はほぼ3.3 g /dの一定値となる。伸度は 5 分

でやや低い値となるが，精練時間がさらに増加する

と，次第に高い値となる。絹糸のやわらかさ，伸び

やすさに対応する初期引張抵抗度の値は，精練時間

の経過に従い次第に減少しており， セリシンが除去

されるにつれて，絹糸は柔らかく，伸びやすくなる。

歩練・セリシン定着処理条件の組み合わせにより，

絹糸の機械的性質をある程度制御できることを示唆

しており，歩練定着絹糸は腰が要求される絹織物用

原糸，あるいはメリヤス編地用原糸として利用でき

る可能性がある。

5.5.5.3 セリシン定着と着色防止

化学反応性に富んだリジン，アルギニン， ヒスチ

ジン等の塩基性アミノ酸側鎖部分にグルタルアルデ

ヒド (GA) を作用して分子間架橋を形成させると，

セリシンが不溶化し，これによりセリシン定着が可

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

能となる。 GAによりセリシンを不溶化させると生

糸は黄色へと着色するため，黄変着色が起こらない

加工法が望まれてきた。そこで，還元剤の存在下で
102 

セリシン定着する方法を検討することにする。 0.25v

/v％のGA溶液に，還元剤として0.5w/v％亜硫酸

水素ナトリウムを加え， 55℃で60分生糸を浸潰する

ことで黄変着色しないセリシン定着生糸が調製でき

る。未加工生糸ならびにGA加工生糸の色調を色差

計により測定したものが第 5 -14表である。還元剤

を用いずに加工したGA-a生糸の b/L値は対照区

の場合に比べて2.4倍も大きな値となったが，還元剤

を併用したGA-a生糸の b/L値は未加工生糸と同

じかあるいは極僅か低い値となった。 b/L値の増

加は，白色→黄色→黄褐色の色調変化と対応してい

る。このように， GA加工において亜硫酸水素ナト

リウムが生糸の着色を防止する上で有効である。

表 5 -14 還元剤を使用してセリシン定着した生糸の特性

Table. 5 -14 b/L value of the control silk biber and 

sericin fixation silk fiber treated by glutar 

aldehyde with reducing agent. 

Control GA-aｷ GA-b" 

b/L 8. 3X 10—2 20X IQ-• 7. 8 X 10-9 

* conventionally sericin-fixed by glutaraldehyde. 

* * sericin fixed silk using the reducing agent. 

5.5.5.4 セリシンと低分子物質との相互作用

絹蛋白質の幅広い利用技術を開発するに際しては，

衣料用の繊維素材としては全く利用されていない絹

セリシンの高度な利用法を考えることが重要である。

絹セリシンを構成するアミノ酸には，絹フィプロイ

ンに比べて，側鎖に極性基を持ったアミノ酸が多い。

絹セリシンに多く含まれる活性部位をターゲットに

して化学修飾加工をする技術を開発し， その利用法

を開発するには，まず絹セリシン分子側鎖の化学反

応性を解明するとともに，セリシンと低分子との相

互作用に関する基礎的情報を把握することが重要で

ある。熱水抽出で絹糸から得た絹セリシン水溶液を

乾燥固化すると試料膜はもろく脆弱となってしまい，

膜状セリシンを利用する上で制約を受けることにな

る。可塑剤としてポリビニルアルコール (PVA) あ

るいはポリビニルピロリドン (PVP) 等を用い，絹

セリシンとのプレンド膜を作製することにより，反

応性に富み十分な強度を持つ膜が作製できることが

わかった。
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第 5 -15表は異なる基を持つスピンプロープ剤の

名称と構造式を示したものである。カルポニル基，

水酸基，アミノ基，アミド基をそれぞれ有する 4 種

類のスピンプロープ分子を含んだ絹セリシン／PVA

膜ならびに絹セリシン／PVP膜についてそのESR

スペクトルを測定し，含水状態におけるこれらのス

ピンプロープ分子の運動性の違いならびに，各官能

基と膜構成分子間の相互作用に違いがあるか否か検
103 

討を加えてみたい。

表 5 -15 官能基の異なるスピンプロープ剤

Table. 5 -15 Spin probes having different functional 

groups 

4•OX0•TEMPO O-N:こ〉-O
4-hydroxy.TEMPO 0-Ns~:I group 

いmino-TEMPO 0-N：二〉NH,

3-carbamoyl-PROXYL 0-N~ >CO(NH,)

TEMPO: tetramethyl.piperidinyloxy 

PROXYL: tetramethylpyrrolidin-1-yloxy 

石英製ESR用試料管に試料を詰め， 25℃,65％恒

湿度下に一晩静置した。続いて，試料膜に直接水が

触れないように留意しながら，試料管の上部を， 0.0

2m£の蒸留水を含ませた脱脂綿で栓をし， ESR スペ

クトルの時間経過の測定を行うことにする。 ESR ス

ペクトルから，スピンプロープ分子の回転相関時間

(T /c) を求めた。第 5 -40図はスピンプロープを含

んだセリシンのESRスペクトルを示したものである。

一連のスピンプロープのESRスペクトルの最大分離

幅は，絹セリシン／PVP プレンド膜中のほうが，絹

セリシン／PVA プレンド膜の場合よりも狭く，スピ

ンプロープ分子の運動性は，前者のほうで高いこと

が分かる。この傾向は，スピンプロープ分子の種類

に依存していない。これは， 25℃，相対湿度65％下

での絹セリシン／PVAプレンド膜の吸湿率が9.6%

であるのに対して，絹セリシン／PVPプレンド膜で

は19.1％と約 2 倍に増加したことに起因すると考え

られる。

吸湿口が平衡状態にあるこれらの膜をさらに加湿

した場合の時間経過のスペクトルを追跡したい。第

5 -41図は 4 -amino -TEMPOを含む絹セリシン

/PVA プレンド膜についての結果を掲げたものであ
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Fig. 5 -40 ESR spectra of the spin probes, a -d in 

sericin/PV A (A) and sericin/PVP (B) 

blend membranes. The membranes were 

kept for 2 weeks at 25℃ and a relative 

humidity of 65% after sample preparation. 

Spin probe: a; 4 -oxo-TEMPO. b ; 

4 -hydroxy -TEMPO, C : 4 -amino -

TEMPO, d; 4 -carbamoyl-PROXYL, 

図 5 -40 セリシン／PVA膜 (A) ならびにセリシン／PV

P膜（B）のESR スペクトル． 65%RH, 25℃で 2

週間放置後のESR スペクトル

Fig. 5 -41 Time dependence of the ESR spectra of 4 -

amino -TEMPO in sericin / PV A memｭ

brane after it was exposed to the moisten 

atmosphere. The spectrum of the water -

immersed membrane (f) was also shown. 

Details are given in the text四

Time (hr) : a ; 0, b ; 7, c ; 30, d ; 70, e ; 94. 

図 5 -41 4 -am i no-TEMPOを含有するセリシン／ PV

A膜のESR スペクトル

湿潤状態の放置後の測定．
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表 5 -16 異なる官能基のスピンプロープ剤を含有するセリシン／PVA膜ならびにセリシン／PVP膜のESR スペクトル．

Table. 5 -16 The rotational correlation time (in ns) of different kinds of spin probes in PVA (PVP) and sericin/ 

PV A (PVP) membranes. The membranes were kept for different periods of time at 25℃.after they were 

exposed to the moisten atmosphere. 

PVA membrane 
Time (day) 

゜
80 

40-oxo-TEMPO 181) 0. 312) 
4 -hydroxy-TEMPO 47 o. 47 
4 -ammo-TEMPO 53 0. 46 
3-carbamoyl-PROXYL 38 o. 55 

る。加湿処理後，短時間の試料膜中のスピンプロー

プのESRスペクトルは，主に運動性の低い成分のみ

からなる。加湿時間が30時間を越えると運動性の速

い成分が明瞭に出現し，試料膜のESRスペクトルは

運動性の遅い成分と速い成分とからなる。さらに，

水で十分膨濶した試料膜のスピンプロープは極めて

高い運動性を示す。このように， スビンプロープ分

子の運動性は吸湿量が増加するにつれて次第に向上

し，十分に吸水した状態に達すると水中での運動性

と同定度となる。平衡状態に達した場合の含水率は，

絹セリシン／PVA プレンド膜で57%, 絹セリシン／

PVPプレンド膜で99％である。第 5-16表は各種の

スピンプロープ剤を含んだ湿濶時間の異なるセリシ

ンプレンド膜のESRスペクトルから求めた回転相関

時間の測定値である。スビンプロープ分子の運動性

は， PVA膜ならびに絹セリシン／PVAのプレンド

膜の方が， PVPならびに絹セリシン／PVP プレン

ド膜よりも特異的に低下する。このことから， セリ

シンの分子側鎖とスピンプロープ分子のO=C (NH,) 

グループとの間で水素結合が形成される可能性が高

いものと推定できる。こうした基礎的知見は，今後

絹蛋白質を人工的にデザインして酵素， 医薬品等を

包含固定化させる際，絹分子の反応部位を特定す

るのに役立つ。また化学修飾するための重要な学術

的情報となるものと期待できる。

5. 5. 5. 5 GOD固定化担体のPVA／セリシン

プレンド膜

絹セリシンには化学反応性に富んだリジン， アル

ギニン， ヒスチジン等のアミノ酸を多く含んでいる

ため，化学的に活性な基を有する低分子と強い相互

作用を持たせることができる。セリシンの膜はもろ

く脆弱なため，例えばポリピニールアルコールを可

塑剤にしてセリシンとプレンドすることにより強度

的に優れ新しい機能を持った膜が調製できる。セリ

シンとポリビニールアルコール溶液にGOD水溶液を

Sericm /PVA PVP membrane Sencm/PVP 
membrane membrane 

゜
80 

゜
80 

゜
80 

18 0. 36 8.6 0. 15 9. 8 0. 22 
40 0.63 11 o. 31 15 0. 33 
33 0. 34 14 0.56 17 0, 26 

34 0.56 14 0.30 18 0, 68 

加えた混合水溶液を蒸発乾固させるとGODを固定化

したセリシン／PVA プレンド膜が調製できる。プレ

ンド膜を工タノールで不溶化させた後の固定化GOD
104 

の酵素活性は時間経過にともない次第に低下した。

これは固定化GODがセリシン／PVA プレンド膜よ

りわずか溶出することを意味するが， GODを固定化

したPVA膜の酵素活性の低下が著しいことから酵素

活性を低下させることのない固定化方法の検討が望

まれる。

5.5.6 絹製の釣糸

野鳥の敵「死の糸」摘発と雖するニュース（朝日

新聞夕刊，昭和61年 8 月 11 日記事）を読んだことが

ある。釣り人が不注意で水辺に捨てたナイロン製な

ど有機高分子の釣糸が魚を食べに水辺に集まってき

た野鳥の足にからみつき，身動きできなくなってし

まい野犬に襲われたり，糸がからんだ部分が腐り足

がなくなってしまうなどの悲劇が後を立たないとの

内容を報じたものである。鳥の体に巻きついたテグ

スで身動きが出来ずもがいているうちに死亡してぶ

らさがったいたましい状態も見られるという。平成

2 年 5 月 16 日の朝日新聞には，テグスが体に絡まり

ながらも必死に飛んでいるドパトの生々しい写真が

掲載され，澄んだ青空にキラキラ輝くテグスと丸い

形の“浮き”がくっきり写し出されている姿になん

ともやるせないものを感じた。

日本鳥類保護連盟は日本釣振興会と協力して， こ

うした痛ましい野鳥の事故を防止するため， テグス

被害状況を分析し「昔ながらの美しい河川や水辺」

にするための国民的な規模での運動を展開している。

釣糸公害の犠牲になる野鳥の被害は， ドバト（ハト

類） ＞ガン＞カモ＞シギ＞チドリ＞カモメの順に出

ている。テグス釣糸による野鳥の悲劇は， どんなに

大きな魚でもかかった以上はなんとしてでも釣り逃

がすことなく釣り上げてしまうおうとする釣り人の
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釣意欲に基づく高強度の有機材料（ナイロン，ポリエ

ステル，フロロカーボン等）の釣糸を開発・商品化し

ようとするメーカー側の姿勢の現れかもしれない。

自然環境を保護する立場から， 自然を破壊するこ

とのない，微生物分解性の釣糸ができないものかと

の国内外からの切実な要望を受けて昭和63年10月に

「無公害絹釣糸の開発に関する研究」が発足した（委

員長間和夫蚕糸科学研究所長）。蚕糸科学研究所の

他，蚕糸昆虫研究所，水産工学研究所， 日本釣振興

会等が参加して研究を展開している。研究の進捗状

況は「無公害絹釣糸の開発に関する研究」にまとめ

られているのでこれを参照されたい（蚕糸科学研究

所彙報37号， 1989) 。

絹糸はアミノ酸がペプチド結合によって一列に長

＜繋ぎ合わさったポリペプチドであり，分子中のア

ミド結合 (NH…CO) 部分の結合力が比較的弱いた

め，水中に放置したり，微生物による分解を受ける

と加水分解的に切断し，低分子化してしまう微生物

分解性の素材になり得るかも知れない。絹糸の周り

にゼラチンを付着させ，ゼラチンをホルマリンで固

定して水に溶けなくすることにより，絹製の釣糸を

作ろうと我が国で試みられたことがあった。最近，
105 

蚕糸昆虫研究所の加藤らは，絹糸相互間の接着性を

利用して合成糊剤あるいはゼラチンで絹糸相互を被

覆させることにより，連続的な長繊維の絹糸を作ろ

うと試みている。研究成果は次の 4 点にまとめられ

る。 l) 接着力，弾性並びに透明性の良い釣糸には

ゼラチンの濃厚溶液を用いるとよい。 2) 2~4% 

ホルマリン液でセリシン定着を行った後， 30％ゼラ

チンの糊液に90℃で30分以上浸漬する。 3) 0.2~0. 

5mm¢ の細孔を通して絹糸表面のゼラチン液を搾液し

たのち， 20％ホルマリンで処理してゼラチン固定を

行うこと。 4) 必要に応じて布などで研磨したり，

艶出しのためのラスター剤を付着させる。

絹蛋白質を素材にして釣糸を製造しようと研究は

これからも積極的に進められるであろう。繊維構造

を持つ絹蛋白質繊維を水中に長時間さらして吸湿さ

せたとき微生物による分解が起こる前にどのような

微細構造の変化が生ずるのかを事前に評価すること

は絹製の釣糸を今後，研究開発する上での重要な基

礎情報となろう。第 5 -42図は吸湿率の異なる絹フィ
106 

プロイン繊維の強カ・伸度曲線を示したものである。

吸湿率が増加すると試料は柔らかく伸び易くなる。

標準状態で吸湿させた絹繊維と水中に放置して水分

量が平衡状態に達した絹糸の分子配向性に差がある
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か否かをX線回折強度測定により検討したものが第

5 -43図である。 X線回折強度曲線より分子配向の

値を求めたところ，両絹糸の分子配向度はほぼ92%

と同一の値となった。なおこの値は家蚕絹糸の分子

配向が理想的に進んだ上限値であり，水分の吸着量

が平衡状態の絹糸においても X線的分子配向度は対

照区のものと同ーである。第 5 -44図は吸湿状態を

変えた絹糸の複屈折の値を調べたものである。絹糸

の複屈折の値は吸湿率が増すとほぼ直線的に低下す

る。従って，吸湿量が増加することによる絹糸の分

子配向度の低下は，結晶領域では起こらず，非結晶

領域において試料の分子配向度が特異的に減少する

ためによるものと結論付けられる。吸湿量が増える

ことにより絹フィブロインに起こる構造変化を次頁

の模式図に示す（第 5 -45図）。
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Fig. 5 -42 Strength-elongation curves of silk fibrom 

fibers having different amounts of moiｭ

sture absorptions (a -e) and silk fiber in 

water (f). 

Moisture absorption (%). 

a ; 0, b ; 4.2, c ; 6.6, d ; 10. 1, e ; 15.1. 

図 5 -42 吸湿量が異なる絹フィプロイン繊維の強伸度測定
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Fig. 5 -43 X -ray diffraction curves of the silk fib -

rain fibers conditioned in standard atmos 

phere (20℃ ,65% RH) (a) and in wet 

state (contained (170%) (b). 

図 5 -43 絹フィプロイン織維のX線回折強度曲線

a 標準状態で吸湿したもの， b 170％の水分を含有するもの．
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Fig. 5 -44 Relationship between birefringence and m01-

sture absorption of silk fibroin fibers conｭ

taining different amounts of moisture 
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図 5 -44 吸湿量の異なる絹フィプロイン繊維の複屈折測

定

Fig. 5 -45 Schematic representation of structural 

change of silk fibroin fiber in the course 

of the moisture absorption. 

(a) before absorption, (b) after absorption. 

図 5 -45 吸湿過程で生ずる絹フィプロインの微細構造変

化

5.6 おわりに

生糸消費量の80％が主として高級和装素材に用い

られてきた。国民生活の洋風化，生活の多様化，和

装から洋装への変化にともなって和装需要はインフォー

マル分野を中心に激減おり，我が国の蚕糸，絹業は

低迷状態を余儀なくれれている。しかし一方，天然

繊維としての絹が見直され，新しい形質と新しい機

能を持つ絹製品が続々と商品化されており，絹需要

の拡大を図るには今がチャンスであると考えられる。

そのためには化学修飾加工により水洗いできる絹を

和装分野素材に更に積極的に用いることで「絹が水

洗いできない」という固定観念から脱却するととも

に，実用機能性を持った用途別絹素材を開発する必

要のあることはもちろんである。

カイコの生産物である絹蛋白質は，細胞付着増殖

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

性，酸素透過性，酸素固定化などの良好な機能を有

しているため， こうした特性を生かし非衣料分野で

付加価値の高い利用技術を拓くことも十分可能であ

る。なぜならば，最近絹タンパク質の構造と物性に

関する研究が進展して，多用な機能性が解明されつ

つあるからである。中でも，絹蛋白質の非結晶領域

は，分子側鎖が長くて化学反応性に富んだアミノ酸

部分が多く含まれるため，今後はこうした部位の理

化学的機能特性をどのように制御するかが新規な利

用を考える上での大切な決め手となるものと考える。

絹セリシンのアミノ酸組成は絹フィプロインの場合

に比べて側鎖に極性基を持つものが多く含まれ， ま

た反応性に富んだアミノ酸残基が多いことから， こ

うした反応性部分を人工的にデザインして絹蛋白質

の機能をさらに向上させることができれば付加価値

の高い利用方法がさらに開発できよう。絹蛋白質の

物理的特性を利用し，付加価値の高い新素材の研究

開発を更に進展させるためには，絹蛋白質の構造と

機能との関係を更に多角的に解析し，新たな利用開

発に関する基礎的知見を豊にすることが必要である。

そのことにより，絹蛋白質が持つ新たな機能性が見

出され衣料素材としての利用の高度化はもとよりエ

業素材，医療素材として絹を利用する技術が発展す

るものと期待できる。

パイオテクノロジーや蛋白質工学が急激に進展し

ており，こうした先端的な進歩にともない絹蛋白質

の機能に新しい性能を付与して新しい利用技術を開

拓しようとの研究が盛んに進められている。現在絹

蛋白質を用いた種々の応用例があるが， いずれも絹

蛋白質の生体適合性，物理化学特性，包括性等の優

れた性質をそのまま用いている場合がほとんどであ

る。蛋白質工学では「プロテインエンジニアリング」

の技術を用いて新機能蛋白質の作出が試みられてい

る。これは，蛋白質を合成する遺伝子のレベルで塩

基配列の並べ方を操作し，ある目的に応じた新しい

蛋白質を意図的に作出する技術である。絹蛋白質の

利用を考える上で不可欠な研究手法となろう。今後

は，絹蛋白質に含まれ，化学反応に富む特定の反応

性部分に注目し，用途に応じて必要な化学修飾を行

い，絹蛋白質の高次構造を改造したり， カイコが絹

を生合成する過程に「プロテインエンジニアリング」

の手法を取り入れて天然素材にはない新しい性質を

人為的意図的に付与させることにより，利用の多様

化が図れる新素材を調整することも可能となろう。

（農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所 塚田益裕）

179 



5. 機能性絹素材の開発と将来展望

【引用文献】

1 布目順郎，繊学誌， 45, P-277 (1989) 

2 小松計ー，蚕糸試験場報告， 26, 135 (1975) 

3 日本国勢図会， 1985年版，国勢社，p311 (1985) 

4 赤井 弘（著），昆虫超微形態学，東大出版(1976)

5 伊藤智夫，カイコはなぜ繭をつくるか，講談社(1985)

6 水出通男蚕糸科学と技術， 25( 1), 40 (1986) 

7 横沢三夫，於保正弘，赤羽恒子，蚕糸研究， 2, 109 

(1990) 

8 安井昭夫，化学， 45, 436 (1990) 

9 岩崎振一郎，繊維要覧，共立出版株式会社，p8 (1963) 

10 三石幸夫，繊学誌 38, P-42 (1982) 

II 石崎舜三，繊学誌， 37, P-92 (1981) 

12 高林千幸，天蚕（赤井，栗林編著），サイエンスハウス

発行，pl90 (1990) 

13 森精，塚田益裕， H 蚕雑， 57, 535 (1988) 

14 村山穣助，小林貞美，鮎沢弘子，牛山令子，両角由利子，

中村邦子，蚕糸試験場彙報， 123, 145 (1984) 

15 中嶋福雄，天蚕一飼育から製糸まで一農山魚村文化協

会発行(1987)

16 赤井 弘，栗林茂治，天蚕，サイエンスハウス発行

17 栗林茂治，蚕糸科学と技術， 27(4), 28 (1988) 

18 坪内紘三，天蚕（赤井，栗林編著），サイエンスハウス

発行，p222 (1990) 

19 青木昭，高橋保，神田千鶴子，今井恒夫，蚕試彙報，

108, 89 (1978) 

20 M.Tsukada,M.Nagura, J.Polym.Sci.,Polym.Phys.,25, 

1325 (1987) 

21 M.Nagura, S.Yamazaki, M.Tsukada, Proceeding of 

the 7th International Wool Textile Research Conferｭ

ence,1, 345 (1985) 

22 村野圭市，蚕糸科学と技術， 25(10), 54 (1986) 

23 村野圭市，技術と普及， I, 98 (1989) 

24 青木昭，高橋保，神田千鶴子，蚕糸毘虫研究， 3, 47 

(1990) 

25 Y.Matsumoto, I. Tsuchiya,H.Kyuma, J.Seric.Sci.Jpn, 

58, 1 (1989) 

26 Y.Matsumoto, I. Tsuchiya,H.Kyuma, J.Seric.Sci.Jpn, 

58, 7 (I 989) 

27 真野保久，蚕糸科学と技術， 29(6), 42 (1990) 

28 土井良宏， Bio Industry, 8, 12 (1991) 

29 久保田貴志，木内信，赤井弘， 日蚕雑， 55, 527 (1986) 

30 塚田益裕，木村敬助，渋川明郎，嶋崎旭，赤井弘，

日蚕雑， 56, 231 (1987) 

31 水出通男蚕糸科学と技術， 26(7), 58 (1987) 

180 

32 高林千幸，第60回製糸夏期大学教材， 1 (1987) 

33 高林千幸，繊学誌 45, P-268 (1989) 

34 横沢三夫，蚕糸科学と技術， 29( 1), 42 (1990) 

35 村瀬良一，絹糸の構造（伊藤武男監修），千曲会出版部，

145 (1957) 

36 加藤弘， 日蚕雑， 59, 280 (1990) 

37 加藤弘， 日蚕雑， 59, 341 (1990) 

38 川端季雄，風合い評価の標準化と解析， 日本繊維機械

学会，京都(1980)

39 水島繁三郎，繊学誌， 45, p~274 (1989) 

40 大槻良樹，蚕糸科学と技術， 27 (1), 36 (1988) 

41 神田俊男木口憲爾，村山穣助，青木明，高橋保，神田

千鶴子，玉澄桑野栄一，江藤守総，蚕糸試験場報告，

36, 123 (1985) 

42 塩崎英樹， 日蚕雑， 54, 91 (1985) 

43 塚田益裕，山口雪雄， 日蚕雑， 56, 157 (1987) 

44 塚田益裕，青木昭， 日蚕雑， 54, 354 (1985) 

45 塚田益裕，浦島開，青木昭，日蚕雑， 56, 23 (1987) 

46 根岸道治，新井幸三，エ化， 56, 763 (1953) 

47 根岸道治，新井幸三，工化， 56, 881 (1953) 

48 根岸道治，絹糸の構造（伊藤武男編），千曲会出版

183 (1957) 

49 上石洋一，徳永達郎，第12会繊維連合研究発表会講演

要旨集 103 (1990) 

上石洋一，徳永達郎，繊維学会予稿集， S-233 (1990) 

50 塩崎英樹，加工技術， 24, 74 (1989) 

51 田中芳雄塩沢和男， 「繊維加工」増刊，捺染手帳，

36, 26, (1984) 

52 原口健司，京都府織物指導所研究報告， 21, I (1987) 

53 塚田益裕塩綺英樹，奈倉正宣，日蚕雑 56, 323 (1987) 

54 M. Tsukada,H.Shiozaki,H. U rashima,M. Y okozawa, 

J.Text.Inst. 80, 547 (1989) 

55 堀川精一，長野県情報技術試験場研究報告， 6, 84 (1990) 

56 桑原昴，渡辺忠雄， 田行雄，今丸滋， 日蚕雑， 39, 281 

(1970) 

57 菊池裕子，斎藤昌子，柏木希介， 日本家政学会誌， 38,

33 (1987) 

58 K.Hirabayasi. Y. Yanagi,S.Kawakami,K.Okuyarna, W 

Hu, J.Seric.Sci.Jpn, 56, 18 (1987) 

59 平林潔，東福次，日置利文，絹の黄変防止と黄変絹の

改善に関する研究昭和62年研究報告，絹黄変防止委

員会編 P8 

60 平林潔，野呂周史，陳開利，絹の黄変防止と黄変絹の

改善に関する研究，昭和63年研究報告，絹黄変防止委

員会編 P5 



61 胡衛軍，柳悦州，荒井三雄，平林潔，吉武成美， 日蚕

雑， 56, 127 (1987) 

62 榎本睦瀬戸山幸一，繊学誌， 28, 147 (1972) 

63 山口雪雄， 日蚕雑 56, 535 (1987) 

64 山口雪雄，小松計ー，絹の黄変防止と黄変絹の改善に

関する研究昭和62年研究報告，絹黄変防止委員会編

p29 

65 重松正矩，日置利文，富岡孝宏，荒井三雄，平林潔，

日本蚕糸学会第59回学術講演会講演要旨集， 517 (1989) 

日置利文，中塚均，荒井三雄，平林潔，製糸絹研究発

表集録第37集， 57 (1989) 

66 塚田益裕，後藤洋子，石川博， 日蚕雑， 59, 59 (1990) 

67 塚田益裕，笠井暢民繊学誌， 43, 451 (1987) 

68 塚田益裕，後藤洋子，箕浦憲彦，日蚕雑， 59, 325 (1990) 

69 M.Tsukada,G.Bertholon,K.Hirabayashi, Sen-i Gakk-

a1shi, 38, T-451 (1982) 

70 塚田益裕，奈倉正宣，石川博，繊学誌， 39, T-278 

(1983) 

71 塚田益裕，奈倉正宣，石川博， 日蚕雑， 54, 43 (1985) 

72 堀江保宏，研究ジャーナル， 11, 42 (1988) 

73 浅岡潔，蚕糸技術，第140号， 56 (1990) 

74 有賀靖治，竹下佐代子，井上美喜子，蚕糸試験場彙報，

82, 1 (1963) 

75 有賀靖治，岩佐博， 日蚕雑， 36, 355 (1967) 

76 小松計ー，橋本嘉男，原利光，製糸絹研究発表集録，

第21 集， 154 (1971) 

77 間 和夫，蚕糸科学と技術， 2817), 2 (1989) 

78 早坂昭二，鮎沢千尋， 日蚕雑 56, 169 (1987) 

79 石黒純一，平井良行，中島利誠，第 12回繊維連合研究

発表会講演要旨集， 2S-09 (1990) 

80 西川昭文，上野美智子，朝倉哲郎， 出村誠，第 12回繊

維連合研究発表会講演要旨集 2P66a (1990) 

81 T.Hirotsu,S.Nakajima,A,Kitamura,K-Mizoguchi,Y 

Suda, Sen-i Gakkaishi, 44, 72 (1988) 

82 朝倉哲郎， Bio Industry, 4, 878 (1987) 

83 朝倉哲郎，金武濶也，高分子加工， 38, 235 (1989) 

84 D.Cordier,R.Couturier,L.Grasset,A.Ville, Enzyme 

Microb Technol. 4, 249 (1982) 

85 朝倉哲郎，出村誠，金武潤也， 香村恭史， 日本蚕糸学

会第59回学術講演会講演要旨集， 529 (1989) 

86 平林潔，蚕糸科学と技術， 27(5), 24 (1988) 

平林濯 Bio Industry, 6(10), 479 (1989) 

87 今井庸二，化学， 45, 450 (1990) 

88 野一色泰晴，伊藤啓，宮本武明，河 完植，繊維学

会シンポジウム予稿集， A63 (1988) 

5. 機能性絹素材の開発と将来展望

89 H.Sakabe,H.Itoh,T.Miyamoto,Y.Noishiki,W.S.Hu, 

Sen-i Gakkaishi, 45, 487 (1989) 

90 中山博蚕糸科学と技術， 28(71, 6 (1989) 

91 中山博，繊学誌， 45, P-258 (1989) 

92 森憲治，化学， 41巻 802 (1986) 

93 朝倉哲郎，出村誠， Bio Industry, 7 (10), 676 (1990) 

94 平林潔，渡辺誠，鈴木誠，繊学誌， 45, P-263 (1989) 

95 K.Hirabayasi,Zuglul Haider Ayub,Y.Kume, Sen-1 

Gakkaishi, 46, 521 (1990) 

梁博信．平林潔．繊学誌， 46, 181 (1990) 

96 松村正明．塩崎英樹．塚田益裕．佐藤整． 日蚕雑． 58,

191 (1989) 

97 猪又正夫．松下ッジ．糸絹研集録． 21, 119 (1967) 

98 皆川基．繊維． 13, 757 (1961) 

99 井上裕幸．繊維加工． 40, 8 (1988) 

100 塚田益裕．小松計ー．塩崎英樹．日蚕雑， 58, 34 (1989) 

101 小松計ー，馬越芳子， 日蚕関東支部第36回講演要旨集，

49 (1985) 

102 塚田益裕．塩崎英樹． 日蚕雑， 55, 257 (1986) 

103 塚田益裕．朝倉哲郎，吉水広明． 日蚕雑． 57, 460 

(1988) 

104 飯塚英策．野口隆志．北村健一，山浦和夫，松沢秀二，

日本蚕糸学会中部支部講演集．第45号． P42.

105 加藤弘．山本博安田公三．蚕糸昆虫研究， 2, 63 

(1990) 

106 塚田益裕，奈倉正宣，石川博日蚕雑． 58, 327 (1989) 

107 N.Minoura,M.Tsukada,M.Nagura, Polymer, 31, 265 

(1990) 

108 N.Minoura,M.Tsukada,M.Nagura, Biomaterials, 

11, 430 (1990) 

181 



定価¥7,500 （消費税¥219含む）

衣料用天然繊維の最新知識 送料別¥310

平成 3 年10月 25 日

※落丁・乱丁はお取り替えいたします。
※不許複製転載

発行者大平 清

発行所／繊維流通研究会
大阪市北区天神橋 1 丁目 18番27号
〒530 電話大阪(06)351-8101

FAX 大阪（06)351-8102 


	天然繊維1-需要
	ten001
	ten002
	ten003
	ten004
	ten005
	ten006
	ten007
	ten008
	ten009
	ten010
	ten011
	ten012

	天然繊維2-綿
	ten013
	ten014
	ten015
	ten016
	ten017
	ten018
	ten019
	ten020
	ten021
	ten022
	ten023
	ten024
	ten025
	ten026
	ten027
	ten028
	ten029
	ten030
	ten031
	ten032
	ten033
	ten034
	ten035
	ten036
	ten037
	ten038
	ten039
	ten040
	ten041
	ten042
	ten043

	天然繊維3-麻
	ten044
	ten045
	ten046
	ten047
	ten048
	ten049
	ten050
	ten051
	ten052
	ten053
	ten054
	ten055
	ten056
	ten057
	ten058
	ten059
	ten060
	ten061
	ten062
	ten063
	ten064
	ten065
	ten066
	ten067
	ten068
	ten069
	ten070
	ten071
	ten072
	ten073

	天然繊維4-羊毛
	ten074
	ten075
	ten076
	ten077
	ten078
	ten079
	ten080
	ten081
	ten082
	ten083
	ten084
	ten085
	ten086
	ten087
	ten088
	ten089
	ten090
	ten091
	ten092
	ten093
	ten094
	ten095
	ten096
	ten097
	ten098
	ten099
	ten100
	ten101
	ten102
	ten103
	ten104
	ten105
	ten106
	ten107
	ten108
	ten109
	ten110
	ten111
	ten112
	ten113
	ten114
	ten115
	ten116
	ten117
	ten118
	ten119
	ten120
	ten121
	ten122
	ten123
	ten124
	ten125
	ten126
	ten127
	ten128
	ten129
	ten130
	ten131
	ten132

	天然繊維5-絹
	ten133
	ten134
	ten135
	ten136
	ten137
	ten138
	ten139
	ten140
	ten141
	ten142
	ten143
	ten144
	ten145
	ten146
	ten147
	ten148
	ten149
	ten150
	ten151
	ten152
	ten153
	ten154
	ten155
	ten156
	ten157
	ten158
	ten159
	ten160
	ten161
	ten162
	ten163
	ten164
	ten165
	ten166
	ten167
	ten168
	ten169
	ten170
	ten171
	ten172
	ten173
	ten174
	ten175
	ten176
	ten177
	ten178
	ten179
	ten180
	ten181
	ten182
	ten183
	ten184




