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モヘア糸の改質加工と紅花染め製品への応用

{平成 24年度若手チャレンジ研究事業]

平田充弘 渡遺健 向俊弘

Modification of Mohair by Cationization and Dyeing with Pigments of Saff10wer and Tannic Acid 

Mitsuhiro HIRATA Takeshi WATANABE Toshihiro MUKAI 

1 緒 E司

アンゴラ山羊のへアーとして知られるモヘアは，

南アフリカが最大の産毛国であり，全世界の産毛

量は約 1000万kgとされる。モヘアのコルテック

ス(皮質組紛は， ウールと同様，酸性コノレテック

スと塩基性コノレテックスのパイラテラル構造から

成る1)。また，キューティクル(表皮組織も，ウー

ルと同様，疎水性キューティクルと親水性キュー

ティクルがパイメタル的に結合されてで、きているO

しかし，モヘアはウールに比べコルテックスが平

行に配列し，表皮のうろこ状のスケールも発達し

ていないため，クリンプが少なくフェルト化もし

にくい特徴がある。一般に，モヘアの風合いは，

夏用紳士服に適するとされる 2)。また，ニットで

は，集束性が低いことから意匠糸として利用する

ことが多かったが，近年は工夫によって細番手糸

の紡績も可能となっている。

最近，筆者らはハロヒドリン基をもっ第4級ア

ンモニウム塩によるウールのカチオン化改質加工

に取り組み，常温域での一浴吸尽による濃色紅花

染めを達成している 3)。これまで、，紅花染めは主

に絹織物へ利用されていたが，獣毛への適応によ

ってニット分野への利用が期待されている。一方，

紅花染めニット製品の応用にあたっては， 日光や

汗など染色堅ろう度の向上が課題となっている。

こうした中，天然染料による染色堅ろう度の向上

の取組みとしては，柿渋などポリフェノールを用

いた方法が知られている4)。このような染色仕上

は，環境への負荷が低いことから，エコロジーな

加工として期待されている。そこで、，平成24年度

若手チャレンジ研究事業では，モヘア糸のカチオ

ン化改質加工条件の適正化，タンニン酸後処理に

よる染色堅ろう度の向上について検討したので報

告を行う。

2 実験方法

2.1 供試材

紡績糸は佐藤繊維(槻製 2/40CAPE(モヘア

100%)を用いた。カチオン化剤は一方社油脂工

業(槻製カチオノン KCNを用いた。タンニン酸

は富士化学工業附製タンニン酸A精を用いた。

2.2 改質・染色 E 後処理方法

改質および染色試験は既報 3)に従い行った。

改質試験は，紹糸 2g，浴比 1:60にて，染色

機に Mathis製 LabomatBFA-8を用いて行っ

た。染色試験は，ビーカーにて認糸 3g，浴比

1: 60で、行った。タンニン酸後処理は，ビーカー

にて編地 4g，浴比 1:50，40 oCにて 40分間，

浸漬して行った。

2.3 評価方法

染色糸の表面染色濃度(KJS)は， X-Rite製

SP88を用い， 520 nmの分光反射率から求め

た。染色糸の引張強さは，側オリエンテック製

テンシロン環境可変型材料試験機 UTMす 100

を用い，JIS L 1095定速伸長法により求めた。

電子顕微鏡観察は，白金蒸着した試料を FEI

製 Quanta400にて行った。モヘアの遊離アミ

ノ酸量は，既報 5)に従い前処理を行った後，誘

導体化(EZ:faast)した試料をアジレントテクノ

ロジー附製 7890Aによるガスクロマトグラフ

ィ一分析で求めた。タンニン酸後処理による紅

花染めモヘアの固着効果は， JIS L 0848で定

める酸性およびアルカリ性人工汗液を用い，浴

比 1: 50にて 30分浸漬後，水溶液の 520nm 

の吸光度を標準カルタミンで作成した検量線

から溶出量を算出することで評価した。

3 実験結果および考察

3.1 モヘア糸の力チオン化改質試験

2/40CAPEのカチオン化改質加工は，カチオン
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図2 カチオン化改質モヘアの電子顕微鏡

写真 (a;原毛，b;加工液の pH10.7， C; 
加工液の pH13.0) 
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化剤を 150g.ι加え，加工液の pHを8から 13

まで変え 800Cにて 40分間行った。改質糸の引

張強さは，加工液のpHが 10以上でpHの増加に

伴い低下した(図 1)。これに対し，紅花染め後の改

質糸の表面染色濃度(Kl5)520nmは，加工液の pHが

10以上で、pHの増加に伴い上昇した。この結果は，

ウールの改質試験結果 3)と類似しており，ハロヒ

ドリン基をもっ第 4級アンモニウム塩による獣毛

のカチオン化改質加工は， 一定の働椎損傷度を伴

って濃色化が達成されることがわかる。繊惟損傷

度を最小限に留めることを考慮すると，改質加工

のpH範囲は 10.5から 11.5までが適正と考えら

れる。また，損傷具合は電子顕微鏡による繊維側

面の観察でも確認できる。モヘアの原毛は，ウー

ルに比べ先端の突出が小さいものの，スケールが

書簡E、できる(図 2a)。加工液を pH10.7にして改質

したモヘアの側面は， 一部剥離が認められるがス

ケールは保持されており (図 2b)，上述の改質加工

の pH適正範囲を支持している。一方，加工液を

pH 13.0にして改質したモヘアの側面は，スケー

ノレの剥離が進んで、いるほか，内部収縮による織の

発生も石面白、できることから，損傷がコノレテックス

域に達していると考えられる(図 2C)。

筆者らは前報@で，エピクロロヒ ドリンを反応

させた羊毛の遊離アミノ酸分析 6)から，羊毛のカ

チオン化反応機構が主にチロシン部位で起きてい

ると推察した。 本報ではこれを確かめるため，前

処理によって加水分解したカチオン化改質モヘア

のアミノ酸を誘導体化し，ガスクロマトグラフィ

一分析を行った。特に，カチオン化剤のエポキ、ン

基は，極性アミノ酸と反応が想定されることから，

改質前後のモヘアの遊離アミノ酸量の変化を調べ

た(表 1，図 3)。坂本らは，各ピークをアミノ酸と

エピクロロヒドリンが付加したアミノ酸に分離し，

質量分析によって石信忍しているが，本報では各ピ

ークに単体と付加体が含まれていると考え，総量

の変化から考察した。改質前後において，遊離ア

ミノ酸のリジンやセ リシン量はほとんど変化しな

かった。一方，遊離アミノ酸のチロシンとヒスチ

ジン量は原毛に比べ改質モヘアの方が多かった。

ヒスチジン側鎖のイミダ、ゾ、イノレ基は水素受容体で、

あり ，エポキシ基への付加反応は起こりにくいと

考えられることから，先述のウールの推察と同様，

カチオン化剤とモヘアの反応もチロシン部位と優

先的に起きていると考えられる。また，遊離アミ
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表1 カチオン化改質モヘアの遊離アミノ酸量4.tmolJg)a 

試料 リジン ヒスチジン システイン

改質モヘア b

モヘア(原毛)

617 

644 

771 

508 

192 

351 

ン一シ
一
辺

7

ロ一一
H

5

チ一
セリン

811 

805 

aGC分析条件:注入量2μL，He 流量1.5mLI一定， 110から 3200Cまで320C/分にて昇温.

bカチオン化改質条件:カチオン化剤150g/L， pH 10.7， 80oC， 40分.
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図3 極性アミノ酸の構造

ノ酸のシステイン量は，原毛に比べ改質モヘアの

方が少なかった。これについては，アルカリ溶液

によってジスルフィド結合が分解したことが原因

として挙げられる。例えば，ウールを芭硝協夜中，

水酸化ナトリウムで処理するとジスルフィド結合

が戸脱離反応によって脱硫し，アルデヒドが生成す

ることが報告されている 7)。

3.2 紅花染めモヘアのタンニン酸後処理

紅花の赤色色素は，配糖体カノレコン 2量体であ

るカルタミンが主成分である。カルタミンの分子

量は911であり，例えばアントシアニン系のシア

ニジンが 287であるのと比べるとかなり大きい。

その特異的な構造により，金属錯体の水溶液はpH

によって吸収波長が変わることが知られている 8)。

カルタミン塩の溶解性は pHによって変わり，抽

出はアルカリ性で，染着は酸性で守子うように，ア

ルカリ性の汗液に対する染色堅ろう度は一般に低

いとされている。これまで，紅花染めの染色堅ろ

う度向上の取り組みとしては，綿，麻，絹などへ

タンニン酸を前処理してから紅花染めを行う方法

が知られている ω。一方，筆者らはカチオン化ウ

ーノレを紅花の赤色色素で、染色後，タンニン酸が主

成分であるゴパイシで後処理を行うと，汗，摩擦，

ドライクリーニング"fこ対する染色堅ろう度が向上

することを確認している 10)。このカチオン化改質

したウーノレを紅花の赤色色素による染色前後でゴ

パイシ処理を行うと，前処理の(KlS)520nmが1.57，

後処理の(KlS)520皿が 3.63で、あった。さらに， JIS 

L 0848汗に対する染色堅ろう度試験方法のアル

カリ性人工汗液浸漬後の綿への汚染は，前処理が

2級，後処理が 4-5級で、あった。これらのことか

ら，タンニン酸の方がカルタミンよりカチオン基

である第4級アンモニウム塩と親和性が高いこと

が考えられる。本報告では，タンニン酸で、後処理

した紅花染め改質モヘアの汗液に対する固着効果

について検討を行った(図 4，図 5)。カルタミン溶

出量は，酸性人工汗液ではタンニン酸濃度に変わ

らず一定で、あったのに対し，アルカリ性人工汗液

ではタンニン酸濃度が10gJι以上で、減少を示した。

また，試験生地の浸漬前後の色差は，酸性および

アルカリ性人工汗液のいずれにおいても，タンニ

ン酸濃度 5g/L以上で一定となり，タンニン酸後

処理によって一定の固着効果が得られることが認

められた。これまで、，タンニン酸後処理について

は，酸性染料あるいは直接染料で染色されたナイ

ロンへ吐酒石と併用して用いると，高い固着効果

が発揮されることが知られている 100 このタンニ

ン酸後処理したナイロンは，高蹴佐断面の複屈折度

が外債.lJから内側に向かって減少しており，タンニ

ン酸がスキン表面に集中的に吸着されていること

が確認されている。そのため，染料とタンニン酸

の静電気的相互作用によって，繊維中に染料を封

じ込める効果が発揮されていると考えられている。

本報告においても，カルタミンが直接染料にやや

近い挙動をとることから，同様の効果が発揮され

ているものと考えている。
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* o.w.f. : on the weight of fiberω 

4 結日

モヘア糸のカチオン化改質加工条件の適正

化，タンニン酸後処理による染色堅ろう度の

向上効果について検討した結果，以下の知見

が得られた。

1)カチオン化改質加工には，一定の繊維損傷

度を伴う。それを最小限度に留めるにはpH

は10.5から 11.5が適正範囲である。

2)タンニン酸後処理は，酸性およびアノレカリ

性人工汗液に対する固着効果の検討から，

タンニン酸の適正濃度は 10g，ιである。
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