
Ⅰ. はじめに

近年, 製品の材料として不織布を使用している生活用品

が増加し, 不織布は人々の身近なものになってきた｡ 一例

として, マスク, 包装紙, 芯地, バッグ, 室内装飾用品等

を挙げることができる｡ しかし, 子どもの頃から手にして

いるにもかかわらず, それが不織布だとは思わないで生活

している人が多い｡ 大学生に, 不織布を材料とした製品に

どのようなものがあるか尋ねても, なかなか返事が返って

こない｡ 関連の説明をすると, 知ってはいるが, すぐに思

い出したり, 思い浮かべたりすることが出来ず, まだまだ,

不織布を積極的に利用して, 生活の中で活用しようという

状況には至っていないようである｡ 新素材からなる製品が

数多く出回り, 誰もが利用できる時代であるから, その素

材を認識して利用できるような知識を, 教材としてどこか

で取り扱われるべきではなかろうかと筆者は思う｡

そこで, 本報では, 幼児から高校生のあたりで不織布を

身近に感じてもらえるよう, 手始めとして染色教材に着目

し, 不織布を被染布として染色時に活用することが可能か

どうかの検討を行った｡

Ⅱ. 不織布について

通常, 布状のものは織ったり編んだりして作るが, 不織

布は織らない布状のものをいい, 糸の段階を経ずに, 繊維

から直接的に繊維を薄く積層したウェブを作り, これを接
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着剤あるいは機械的な方法で接合したものである｡ ただし,

紙, 織物, 編物, タフト及び縮絨フェルトは除かれる｡ し

たがって, このウェブの形成と固定化が不織布の種類, 構

造, 特性を決めることになる｡ 工場で生産された不織布の

第一号は, 1920年代にドイツのフェルト業者が毛屑や紡毛

などを接着剤で固めてフェルトの代用品を作ったもので,

日本で不織布の生産が始まったのは, 1954年に国内企業が

米国から乾式不織布製造装置を導入してからのことである｡

不織布の製法には１) , 乾式と湿式とがあり, 技術の多様

化で, ケミカルボンド法 (芯地やカーペットの基材など),

サーマルボンド法 (おむつ, 生理用ナプキンなど), ニー

ドルパンチ法 (床材, フィルター, コーティング基材, 自

動車用内装材, 土木資材など), ジェットボンド法 (おむ

つ, 医療資材, 芯地, コーティング基材, ワイピングクロ

ス, 掃除・食品・収納用等の生活資材) 等々がある｡ 原料

繊維や製法の違いによりかなりの幅があるが, 一般的には

軽く, 反発性や形態安定性に優れ, 特異な多孔構造で通気

性, 透湿性にも富んでいる｡ 一方, 強度的には弱く, ドレー

プ性にも乏しいなどの特徴２) がある｡

使用目的に合う不織布を選択することは重要である｡ 私

たちが手軽に染色教材の不織布として選ぶ場合は, 染まり

にくいポリエステルよりも染まりやすいナイロンやレーヨ

ンの含有量の多いものが適している｡

Ⅲ. 藍染め

藍染めは, 通常, 綿布等の織物に染められる｡ 染めた後

に製作物として仕上げる場合は, 布端の始末も工程に入れ

る必要がある｡ 不織布においては, はさみで裁断したまま

端の始末をする必要はないことから, 織物と同様な染まり

上がりになれば, 低年齢の子どもの教材にも有効であろう｡

そこで, 綿布と不織布とを同一方法で藍染めした結果か

ら, 不織布の教材活用を考察した｡ ここで, 本報の実験に

使用した試料の諸元をまとめて表１に示しておく｡

１. 藍染めの方法

簡単に絞りができる, おりがみ絞り３) の手法を, つぎの

手順で行う｡

(１) 藍染めに必要な染色材料・用具を準備する｡

｢インド藍濃縮藍染め液10�濃色染めセット205｣,

綿ハンカチ・キャンブリック (40番手), 不織布晒

(いずれも㈱田中直染料店より入手) , ポリバケツ,

ゴム手袋, ボール, 輪ゴム等

(２) しぼり染の準備をする｡ 被染物をおりがみ様に折り,

輪ゴムで絞る｡

(３) 藍染め液, 発色液 (染色材料に同封された指示書通

り) を作る｡ 水洗用の水 (布の重さの50～100倍量)

をボールに２個準備する｡

(４) 染色する｡

①藍染め用のおりがみ絞り布を水で濡らしておく｡

②濡らした布の水を軽くしぼり, 布の端から手早くポ

リバケツの藍染め液中に漬け込む｡ 布が液面から出

ないようにして, 液中で布をよく攪拌し, 絞り際へ

も染色液がよく入り込むように布と染色液を常に動

かして20分間染色する｡

(５) 藍染め液中で布の端を摘んで引き上げる｡

(６) 一個目のボールの水に浸ける, 引き上げるの操作を

素早く３～４回繰り返して洗う｡ ２個目の水で同様に

布を３～４回上下させて洗い, 布を引き上げ２～３秒

静止して水を切る｡

(７) ボールに入れて準備しておいた発色液に浸け, (６)

と同様に手早く数回布を上下させた後, 液中でよく布

を動かしながら発色させる｡ 全体に紺色に発色したら

さらに２～５分浸けておく｡

(８) 絞りの輪ゴムを取り除き, 水を替えながら, すすぎ

洗いをする｡

(９) ソーピング液をつくり (水１�当たり藍ソープSを

キャップ２杯溶かす), 布の重さの10～20倍量のソー

ピング液で揉み洗いする｡

(10) 水を替えながら, 色が出なくなるまですすぎ洗いを

する｡
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表１ 試料布の諸元

被 染 布 繊維 組織 重さ 厚さ 糸密度 (本／㎝) 糸の太さ

(ｇ／㎡) (㎜) たて よこ たて よこ

キャンブリック 綿100％ 平織 100 0.22 39 29 40Ｓ 40Ｓ

日本手ぬぐい地 綿100％ 平織 115 0.37 20 19 20Ｓ 20Ｓ

不 織 布
レーヨン60%,
ポリエステル40%

― 60 0.32 ― ―



(11) 直射日光の当たらない室内で乾燥する｡ 自然乾燥後,

アイロンをかけてシワを取る｡

２. 結果および考察

不織布の染色状態は, 写真１に示すように, 織物の染色

と同じようによく染まる｡ 同一方法で藍染めした綿ハンカ

チ布と不織布の染色結果 (各３枚染色し､ 総合して判断し

た) を比較してみると, 表２のようになる｡

染めの工程や染まり具合においては, 綿布と不織布との

差は見られない｡ 染色後, タオルで表面の水分を取ってか

らの乾燥時間では, 大差はみられなかったが不織布の方が

やや早かった｡

ここで, 教材とて不織布がよい点を挙げてみる｡

①本実験で使用した被染物の価格を提示する｡ 綿ハンカ

チ (50㎝×50㎝) は, 既製品で, １枚が約250円であ

る｡ 不織布は, 100㎝巾のものが約260円／mであるか

ら, 綿ハンカチと同じ面積に裁断した場合, 約65円で

ある｡ 不織布の教材活用は, 材料代の面からも有効で

ある｡

②綿布はしわになりやすいため, 染めむらを防ぐために

はアイロンがけの工程が必要で, 染色後も仕上げアイ

ロンは欠かせない｡ 不織布は, しわになりにくく, ア

イロンがけは必須の工程とはならない｡

③染色後の不織布は, 使用目的の変更による大きさの変

更が可能で, 小さくカットしたままの状態での使用も

できる｡

このように, 不織布の教材としての有用性を示すことが

できた｡

Ⅳ. マーブル染め

マーブル染めは墨流し染めの別名で, 水面に墨汁または

顔料を落とし, 写真２に示すように偶然的複雑な形状模様

の波紋を紙や布等に写しとる染色の表現方法で, 初心者で

も短時間にできる｡

染色教材としてよく知られている市販のマーブル染め染

料 (紙・布・木・皮革・吸水性の材質に染色可能な ｢彩液

マーブリング｣, ㈱墨運堂製) が, 不織布にも染色できる

かどうかを調べてみたところ, 不織布表面に接した染料は

固着せず, 繊維間の隙間から流れ出してしまい, 染色は困

難であった｡ しかし, 布用のマーブル染め染料の使用は染

色の可能性が高いことから, 不織布へのマーブル染めを試

み, 教材活用に有効かどうかを検討した｡

１. マーブル染めの方法

綿・麻・絹・レーヨン・和紙・木等に染色可能な ｢マー

ブルカラー染料セット, 助剤セット｣ (いずれも㈱田中直

染料店より入手) を使用し, ランチョンマットを想定して

45㎝×35㎝に裁断した綿布 (日本手ぬぐい地, 精練済み)

と不織布を, つぎの手順で染める｡

(１) 50㎝×50㎝の簡易バット (塩ビパイプ４本, 継ぎ手

４個, 約１m角のビニールシートの準備) を作る｡ 水

平なテーブルの上に枠を置き, ビニールシートを重ね

る｡

(２) 被染布にアイロンをかけ, 染めムラの原因となるシ

ワを取る｡

(３) マーブル糊液を作る｡ ポリバケツに50～70℃の湯を

５�入れ, マーブリング糊H (25ｇ入り) を１袋攪拌

しながら加える｡ 粘りが出てくるまでの１～２分間は

絶えず攪拌し, それ以降は, 時々攪拌しながら透明に

溶解するまで10分程度放置する｡ 糊液が冷えたらマー

ブリングレベラー (中和液, 25ｇ入り) を１袋加え,
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表２ 藍染めの工程・染色結果

綿ハンカチ 不織布

折りたたみ作業

絞り作業

染まり具合

染色後の乾燥時間

仕上げアイロン

ほとんど差無し

ほとんど差無し

差無し

約２時間 約２時間

要 ほとんど不要

写真１ 不織布の藍染め



均一に混ぜる｡

(４) (１) のバットに (３) のマーブル糊液を入れ, 約

１㎝の深さにする｡

(５) 糊表面の油分等の汚れを取り除く｡ 新聞紙を全体に

密着させ, 静かにはがす作業で取る｡

(６) マーブルカラーを糊面に落とし模様を作る｡ 容器の

口先をできるだけ水面に近づけて１滴落とし, しばら

く待って色が広がったら, 色を変えて, 次の１滴を落

とす｡ 細い棒で好みの模様にする｡

(７) 被染布を伸
しん

子
し

で張り, 手早く写し取る｡ 被染布の中

央に10円玉を重しに置き, 水平にして中央部から浸け

始め, ムラができないように１秒くらいで全体を浸け

る｡ 模様が写し取れたら静かに引き上げる｡

(８) 伸子を張ったままの被染布に水を裏, 表ともかけ,

色が出なくなるまで洗う｡

(９) タオル等で水分を吸い取った後, 完全に乾燥させる｡

(10) 色止め処理液に浸けた後, 固くしぼり, 乾燥させる｡

乾いたらドライアイロンをしっかりかけ, 固着させて

仕上げる｡

２. 結果および考察

綿布, 不織布とも３枚染色した結果から判断すると, 表

３に示す通りで, 両試料ともよく染まる｡ 今回採用した実

験試料で比較すると, 不織布の方が全体的に濃く染まった｡

染めの工程においては, 何の違いもないが, 染色後の乾燥

時間に大差がみられ, 不織布の乾きは早く, しわが出にく

い｡ 用途に関しては, 綿布は裁断直後の状態で染めている

ので, 染色後は布端の始末をして使用することが多い｡ 不

織布の切れ端はそのままの状態で染めたため, 布の大きさ

も小さくカットして変更できるし, 使用目的の変更にも多

様に対応できる｡ しかも, 切れ端のほつれがないため布端

の始末をする必要がないことは, 低年齢の人にとっては大

いに活用できる教材と考える｡

ただし, ここで使用した布用の染料では, 湯の準備や糊

液の作製時間等に30分程度を要することを加味して, 授業

の準備をする必要がある｡

Ⅴ. 染色結果および考察

不織布を被染布として, 藍染めとマーブル染めを行った

染色結果から, 大雑把に教材活用への考察を行なうことを

はじめた｡

不織布は白色又は黒色の状態で生産されるものを, その

まま使用されることが多いが, 個人の好みの染色をして利

用することが可能である｡ 主に幼児を対象とする保育者・

教育者の立場から製作活用する素材としての不織布は, フェ

ルトに似た取り扱いを勧める｡ 例えば, 布おもちゃの材料

として, 平面にも, 立体的にも, 切りっぱなし４) で成形で

きる｡ しかも, 色・模様がついていれば, 活用範囲は広が

る｡

幼児・児童の立場から製作教材として活用する不織布は,

フェルトや布と同様に扱かえる｡ 例えば, 空箱にリネンや

キッチンクロスを貼る５) ところを, 自分で染めた不織布に

替えてみたり, 小さな部品に作って貼り加えたりできる｡

布と同様に, 手軽に染色した後, 小風呂敷やテーブルセン

ター, 飾り布等, 布より安価に製作できることが確認され

た｡

素材としての不織布は, かさ高で多孔質な構造のため軽

いが, 強度は大きくない｡ 織物に比べるとやや硬くて曲げ

にくいが, 市販のフェルトと同程度の厚さであればフェル

トよりも不織布の方が柔らかく曲げやすく, 立体感が出し

やすいという特徴を把握して物作りへの活用を増やしたい｡

また, 縫い合わせ部分を接着することも容易であり, 生活

者がもっと活用できる新素材の情報提供を教師側が積極的

に持つことにより, 不織布の利用効果は高まるであろう｡
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表３ マーブル染めの染色結果

綿 布 不 織 布

染まり具合

染色後の乾燥時間

仕上げアイロン

裁断後の布端の始末

よく染まる

２時間30分

要

要

綿布より濃色に染まる

２時間 (早い)

ほとんど不要

不要

写真２ マーブル染め



Ⅵ. 要 約

本報は, 不織布が被染布として有効か, 教材として活用

が増大できるかを, 生活者にとって身近な藍染めとマーブ

ル染めの染色実験より検討した｡

その結果を要約するとつぎのようになる｡

１) 不織布に藍染めは可能であり, 染色布を織物と同様

の目的で使用できる｡

２) 不織布にマーブル染めは可能であるが, 使用する染

料の吟味が必要である｡

３) 不織布は裁断が容易で, 被染布の成形, 接着等によ

る製作物の材料としてフェルトと同様な活用が期待で

きる｡
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