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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
藍植物の生葉と茎とのみを冷凍温度－１４±２℃～－２０±２℃、保存期間７～３５日の
条件下で冷凍保存処理し、抽出温度５０～１３０℃、抽出時間３～６０分の条件下で抽出
溶媒を用いて抽出した赤紫色の抽出染料液を得る方法。
【請求項２】
藍植物の生葉と茎とを冷凍温度－１４±２℃～－２０±２℃、保存期間７～３５日の条件
下で冷凍保存処理し、抽出温度５０～１３０℃、抽出時間３～６０分の条件下で抽出溶媒
を用いて抽出し、得られた抽出液を、デカンテーション、濾別法、凍結乾燥法、遠心分離
法等の方法により濃縮又は濾過したものを乾燥温度４０～１２０℃で熱風乾燥した赤紫色
の色素粉末を得る方法。
【請求項３】
請求項１記載の方法により得られた赤紫色の抽出染料液又は請求項２記載の方法により得
られた赤紫色の色素粉末を単独又は混合し、還元剤を用いた還元建てによる染色法。
【請求項４】
還元建てが、ｐＨ＝１０～１３のアルカリ性還元建てである請求項３に記載の染色法。
【請求項５】
請求項１記載の方法により得られた赤紫色の抽出染料液及び／又は請求項２記載の方法に
より得られた赤紫色の色素粉末を、還元剤を用いて還元し、還元された溶液を均一に髪に
塗布して染毛後、毛髪を水で濯ぎ、乾燥する毛髪の染色法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、藍植物を冷凍処理することにより赤紫色または青紫色に被染物を染色する新
規な藍染め法に関する。より詳しくは、藍植物の冷凍手段と、溶媒抽出手段と、溶媒濃縮
・乾燥手段と、還元建て手段とからなる藍染め法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００３－１９２９３４（以下、特許文献１という）に、「収穫した含藍植物から
、葉のみを採取し、新鮮なうちに冷凍庫等で完全に凍結させる。凍結した該葉を解凍させ
ると、該葉は凍結によって組織が損傷を受けているため、融解する過程において、含有さ
れるインジカンが該葉中の酵素と水分の作用で加水分解されてインドキシルとなり、更に
インドキシルは空気中の酸素と化合してインジゴが生成される。（特許文献１の第０００
５段落）」の記載がある。
【０００３】
　塩本哲哉、「リュウキュウ藍は島の色・語りの色・恋人の色」、染職α（以下、非特許
文献１という）に、「幻の藍色－リュウキュウ藍淡紫色は、成熟したリュウキュウ藍の生
葉を８０～９０℃温水にて５～６時間煮詰め、藍液の酸化の度合を追求しつつ染色作業を
反復する。安定性は藍染液温度などに左右される。また藍葉の煮染めによる紫や茶色染め
は絹糸などの染色は容易だが、木綿などには染まりにくい。」の記載がある。
【０００４】
アキヤマセイコ、「藍草の煮染め方法」、染職α（以下、非特許文献２という）に、「阿
波の藍草を６０Ｌの鍋の大きさで、煮出し始めてから２時間位経った頃、赤紫に染めるこ
とができる。また、経糸は、染色温度が高いため切れ、布の場合は斑になりやすい。」の
記載がある。
【０００５】
　牛田智、他１名、「藍の生葉染めにおける絹の赤紫染色の条件」（以下、非特許文献３
という）に、「蓼藍の生葉を粉砕し濾過後１時間放置した溶液にアルカリ処理した絹布（
炭酸ナトリウム水溶液等に浸して乾燥させた絹布）を入れて染色することで、赤紫に染色
できる。」の記載がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１９２９３４
【非特許文献１】塩本哲哉、「リュウキュウ藍は島の色・語りの色・恋人の色」、染職α
、染織と生活社、平成元年１２月、第１０５巻、Ｐ．４７－５２
【非特許文献２】アキヤマセイコ、「藍草の煮染め方法」、染職α、平成９年７月、染織
と生活社、第１９６巻、Ｐ．４６－４９
【非特許文献３】牛田智、他１名、「藍の生葉染めにおける絹の赤紫染色の条件」、日本
家政学会誌、日本家政学会、平成１０年９月、第４９巻、第９号、Ｐ．１０３３－１０３
６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１は、凍結して青色の染料であるインジゴを製造する方法に関するものである
。
　非特許文献１、２には、高温での染色のため斑になりやすく、色が薄く、繊維の劣化を
もたらすなどの問題がある。非特許文献１、２には、絹や毛等の動物繊維には染まりやす
いが麻や綿等の植物繊維には染まりにくいなどの問題がある。非特許文献１、２には、藍
植物からの高温での染料抽出に長時間（２～６時間）を要するなどの問題がある。
また、非特許文献３には、被染物をアルカリ液に浸し、そのまま乾燥するため被染物の劣
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化をもたらすなどの問題点がある。
【０００８】
本発明は、非特許文献１、２の生葉の高温処理とは逆に生葉を冷凍処理することにより、
青色の染色法でなく、赤紫色または青紫色に被染物を染色する新規な藍染め法を提供する
ことを目的とする。また、赤紫色または青紫色の、抽出した染料を粉末化し、いつでも、
どこでも、容易に還元建て染料として供することなどの課題を解決しようとするものであ
る。　　
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願発明者は、鋭意研究の結果、これまでの常温処理で、藍植物中のインジカンが同植
物中の酵素の加水分解作用によりインドキシルになり、インドキシルが酸化的に２分子結
合してインジゴが生成されるので、逆に冷凍保存処理し、これらの作用機構を抑制すると
同時に赤紫染料であるインジルビンなどを生成することにより発明を完成し、上記課題を
解決した。
【００１０】
これまでの藍植物の染色は、タデアイから製造されるスクモ、リュウキュウアイから製造
される泥藍のように、藍植物からインジゴを生成させ、この還元建てによる青色系統の染
色が主である。常温では、藍植物中のインジカンが同植物中の酵素によりインドキシルに
なり、インドキシルが酸化的に２分子結合してインジゴが生成されるのが主反応であり、
インジゴができる際の副反応として、インジルビンなどの赤系統の染料が僅かに生成する
。
本願発明は、藍植物の冷凍保存処理、溶媒抽出による赤紫色染料液の、この染料液の溶媒
を除去して得られる染料の還元建てによる藍の染色法を提供するものである。赤紫色を含
む組成物は、液体組成物であっても、固体組成物であってもよい。
【００１１】
　本発明は、藍植物を冷凍庫に２週間程度保存することで、インジゴ化の作用機構を抑制
することによって、藍植物からの、赤紫色または青紫色の、新規の藍染め法を実現したも
のである。
本発明にいう藍植物とは、藍（配糖体のインジカン）を含む植物であり、キツネノマゴ科
のリュウキュウアイ、タデ科のタデアイ、マメ科のナンバンコマツナギ、キアイ（インド
アイ）、アブラナ科のタイセイである。
【００１２】
本発明にいう被染物は、インジルビンにより染色できる繊維であり、天然繊維として、繭
、羊毛、木綿、麻、芭蕉、竹、ケナフ、コウゾ、ミツマタ、カジノキから得られる繊維で
あり、合成繊維として、ナイロン、アセテート、キュプラ、レーヨンであり、これらの繊
維の少なくとも一つを紡いだ糸であり、編んだもしくは織った生地・布であり、または不
織布や漉いた紙である。毛髪、動物の毛も被染物に含まれる。
【００１３】
本発明で使用する冷凍機器は、少なくとも－１０℃まで冷却できる、好ましくは－２５℃
まで冷却できる家庭用冷蔵庫、業務用冷蔵庫または冷凍室が挙げられる。
本発明で使用する還元剤は、インジルビンを還元できる物質であり、たとえば、ハイドロ
サルファイトナトリウム、亜鉛末が挙げられる。
本発明で使用するＰＨ調整剤は、アルカリ性、酸性を示す天然物質及び合成物質である。
たとえば、天然物質として木灰、珊瑚灰、貝灰、天然酢、木酢液、芋焼酎、柑橘類の搾汁
液、合成物質として水酸化カルシウム、酸化カルシウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナ
トリウム、炭酸ナトリウム、酢酸、クエン酸、塩酸、硫酸が挙げられる。
【００１４】
　本発明で使用する抽出溶媒は、藍植物からインジルビンを抽出できる物質である。たと
えば、水、アルコール（メタノール、エタノール、ブタノールなど）の単独熱液、あるい
は水とアルコールの混合熱液、アセトン、アセトニトリル、ジメチルスルホキシドが挙げ
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られる。
　本発明で使用する抽出濃縮法は、デカンテーション、濾別法、凍結乾燥法、遠心分離法
が挙げられる。
【００１５】
本発明の藍染め法は、藍植物を冷凍保存処理工程を含む方法である。　
本発明の藍染め法には、冷凍保存処理工程が、冷凍温度－７～－３７℃、好ましくは－１
５～－２５℃、保存期間７～６０日、好ましくは８～２８日である方法が含まれる。
本発明の藍染め法は、藍植物を冷凍保存処理工程、溶媒抽出工程を含む方法である。
本発明の藍染め法には、溶媒抽出工程が、抽出温度５０～１３０℃、好ましくは８０～１
００℃の溶媒であり、抽出時間３～６０分、好ましくは５～１５分である方法が含まれる
。
本発明の赤紫色または青紫色の染料は、藍植物を冷凍保存処理工程、溶媒抽出工程により
得られる。
本発明には、藍植物を冷凍保存処理工程、溶媒抽出工程、溶媒濃縮工程、溶媒除去のため
の乾燥工程により得られる赤紫色または青紫色の粉末の染料も含まれる。
これらの染料は、冷凍保存処理工程が、冷凍温度－７～－３７℃、好ましくは－１５～－
２５℃、保存期間７～６０日、好ましくは８～２８日であり、溶媒抽出工程が、抽出温度
５０～１３０℃、好ましくは８０～１００℃の溶媒であり、抽出時間３～６０分、好まし
くは５～１５分であるものを含む。
本発明の藍染め法には、これらの染料を用いる還元建てによる藍染めの方法が含まれる。
【００１６】
本発明の藍染め法には、乾燥工程が、乾燥温度４０～１２０℃、好ましくは５０～８０℃
の熱風乾燥である方法が含まれる。
本発明の藍染め法には、還元建てにおいて、ｐＨ＝１０～１３、好ましくはｐＨ＝１１．
５～１２．５のアルカリ性還元建てである方法が含まれる。
本発明の赤紫色または青紫色の抽出染料液は、藍植物の生葉と茎とのみを冷凍温度－１４
±２℃～－２０±２℃、保存期間７～３５日の条件下で冷凍保存処理し、抽出温度５０～
１３０℃、抽出時間３～６０分の条件下で抽出溶媒を用いて抽出し、得られる。
本発明の赤紫色または青紫色の粉末染料は、藍植物の生葉と茎とを冷凍温度－１４±２℃
～－２０±２℃、保存期間７～３５日の条件下で冷凍保存処理し、抽出温度５０～１３０
℃、抽出時間３～６０分の条件下で抽出溶媒を用いて抽出し、得られた抽出液をデカンテ
ーション、濾別法、凍結乾燥法、遠心分離法等の方法により濃縮又は濾過したものを乾燥
温度４０～１２０℃で熱風乾燥し、得られる。
本発明の藍染め法は、前記の抽出染料液及び／又は色素粉末を単独又は混合し、還元剤を
用いた還元建てによる染色法である。
本発明の藍染め法には、還元建てが、ｐＨ＝１０～１３のアルカリ性還元建てである方法
が含まれる。
本発明の染物は、被染物を請求項３又は請求項４に記載の藍染め法を用いて染色したもの
である。
本発明の毛髪の染色法は、前記抽出染料液及び／又は色素粉末を単独又は混合し、還元剤
を用いて還元し、還元された溶液を均一に髪に塗布して染毛後、毛髪を水で濯ぎ、乾燥す
る方法である。
【発明の効果】
【００１７】
以上説明したように本発明は、藍植物からの赤紫色または青紫色の染色法を実現すること
ができる。例えば、藍植物の葉や茎を冷凍庫に２週間程度保存することで、手軽に、簡単
・容易に被染物を赤紫色または青紫色に染色できる。また、熱抽出のため、溶媒抽出時間
も短く、従来のようにミキサーなどでの粉砕が不要である。
【００１８】
溶媒抽出物はデカンテーションを繰り返して濃縮し、熱風乾燥することにより、粉末染料
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として保存し、いつでも染色に供することができる。また、溶媒抽出物の粉末化により、
長期保存ができ、これまでの藍植物の高温での生葉染めによる赤紫色の染色法と異なり、
５～１０月の生葉の採集時期に左右されないなど著しい効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本発明の藍染め法について説明する。本発明の主な工程は、原料採取工程、冷凍保存処理
工程、溶媒抽出工程、溶媒濃縮・乾燥工程、染色工程からなるものである。これらの工程
の流れ図を図１に示す。
【００２０】
〔原料採取工程〕
藍植物の生葉と茎を採取する。藍植物の地上部を刈り取り、水洗し、茎の下部を１０ｃｍ
程度水に浸す。葉からの水分の蒸散を少なくするために、ビニールなどで葉全体を軽く覆
って、直射日光を避けながら、保存する。萎れない状態の、採取後５日以内の新鮮な生葉
と茎を含む地上部を原料とする。好ましくは生育期の、採取直後の生葉が原料に適してい
る。
【００２１】
〔冷凍保存処理工程〕
採取した生葉と茎を冷凍機器に入れる。冷凍温度－７～－３７℃、好ましくは－１５～－
２５℃、保存期間７～６０日、好ましくは８～２８日間冷凍する。採取した生葉と茎を収
集袋に入れても、入れなくてもよい。作業上の効率を考慮することで選択する。
例えば、冷凍に当たって、収集袋を用意する。収集袋は、プラスチック製、布製、金網製
であって、藍植物の生葉を急冷できるものが好ましい。生葉を収集袋に入れ、家庭用冷蔵
庫の冷凍庫を用いて、－２０±２℃の条件下で２週間程度保存する。
【００２２】
〔溶媒抽出工程〕
　冷凍保存処理した生葉と茎から染料を抽出する溶媒を容器に入れ、昇温する。溶液に冷
凍保存処理した生葉と茎を投入する。抽出温度５０～１３０℃、好ましくは８０～１００
℃の溶媒であり、抽出時間３～６０分、好ましくは５～１５分である。溶媒抽出した染料
を枝付きザルや晒の袋などで漉し、生葉と茎を分離し、常温まで放冷する。この抽出染料
液を染色用に供する。
【００２３】
〔溶媒濃縮・乾燥工程〕
　常温になった抽出染料液をそのまま、好ましくは酸性物質を添加し、ＰＨを３～５、好
ましくは、３．５～４．５に調整する。染料の凝集を促進できる。デカンテーションを数
回繰り返して溶媒を濃縮する。溶媒を濃縮した染料液を乾燥機に入れ、乾燥温度４０～１
２０℃、好ましくは５０～８０℃で熱風乾燥する。このようにして赤紫色の粉末染料を得
ることができる。この粉末染料を染色用に供する。
【００２４】
〔染色工程：抽出染料液〕
抽出染料液の染色法は、常温で、水酸化カルシウムとハイドロサルファイトナトリウムを
添加し、還元を十分にするために２時間放置する。
次に被染物を５～１０分間浸漬し、時々ガラス棒で撹拌して染色する。斑染めを防止でき
る。染色終了後は、直ちに水洗による緩慢な酸化を５～１０分間行い、脱水して風乾する
。この工程も斑染めを防止できる。また、染色終了後、空気による酸化を行っても良い。
この染色工程を繰り返しても良い。目的の色目を得る。
【００２５】
〔染色工程：粉末染料〕
　粉末染料の染色法は、常温で粉末染料を水に入れ、これに水酸化カルシウムとハイドロ
サルファイトナトリウムを添加し、還元を十分にするために、５０℃～７０℃で、５～２
０分間保温し、１～３時間放置する。
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次に被染物を５～１０分間浸漬し、時々ガラス棒で撹拌して染色する。斑染めを防止でき
る。染色終了後は、直ちに水洗による緩慢な酸化を５～１０分間行い、脱水して風乾する
。この工程も染色斑を防止できる。また、染色終了後、空気による酸化を行っても良い。
この染色工程を繰り返しても良い。目的の色目を得る。
また、還元された溶液を均一に髪に塗布して染毛後、毛髪を水で濯ぎ、乾燥することで毛
髪の染色ができる。
【００２６】
〔測色方法〕
染色布の表面色の測色方法は、染色布を二重折りにし、ミノルタ製のＣＭ－３６００ｄを
用い、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の数値を求める。測定条件として、１０度視野で、第１光源（
Ｄ６５）を使用する。また、島津製作所製のＵＶ－２５００を使用して染料の吸光度を測
定する。
【００２７】
以下、本発明を実施例及び比較例により具体的に説明する。
【実施例１】
【００２８】
　採取日のリュウキュウアイの生葉１００ｇをチャック付ポリ袋（ユニパックＪ－４）に
入れた。これを家庭用冷蔵庫（ＮＥＣ製）で－２０±２℃の条件下で冷凍保存処理した。
冷凍保存処理期間を４日、８日、１４日、２１日、２８日、３５日、４２日とした。
次に２Ｌビーカーに水１Ｌを入れ、９５～１００℃に昇温後、冷凍保存処理した生葉を入
れ、１０分間染料を抽出した。この抽出した染料を枝付きザル（ストレーナー）で漉し、
生葉を分離し、２時間放置して常温（２５～２７℃）まで放冷した。この溶液をアイボー
イ広口ビン（１Ｌ）に移し、常温で水酸化カルシウム（和光純薬工業（株））５ｇ、ハイ
ドロサルファイトナトリウム（ナカライテスク（株））３ｇを添加し、２時間放置した。
次に常温で、ＪＩＳ染色堅ろう度用（ＪＩＳ　Ｌ　０８０３）の絹２－２、１４目付を１
／８サイズ（約３７ｃｍ×２５ｃｍ、約５ｇ）に裁断した被染布を１０分間染色し、５分
間水洗後脱水して風乾した。
【００２９】
染色布を測色計で測色し、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の数値を得た。色測値を表１に、色度図を
図２に、色調図を図３に示した。
表１、図２から冷凍保存処理４日ではｂ＊（－：青方向、＋：黄方向）の値から青みをお
びている。冷凍保存処理８日ではａ＊（－：緑方向、＋：赤方向）の値が大きくなり赤み
が増大し、１４日で染色した染色布のａ＊の値が大きくなり更に赤みが増大し、ｂ＊の値
が小さくなり青みが少なくなった。その後青みが減り、２１日に赤みが最大になり、徐々
に赤みが減り、黄色が増え、赤紫色が薄くなっていくことが分かった。また、図３から４
日の青色に、次いで１４日が赤紫色のＬ＊（明度）が最小になり、Ｃ＊（彩度）が最大に
なった。このようなことから冷凍保存処理１４日が最も赤紫色が濃いことが分かった。
【００３０】
【表１】
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【実施例２】
【００３１】
採取後１日目のリュウキュウアイの生葉１００ｇをチャック付ポリ袋に入れた。これを家
庭用冷蔵庫で－２０±２℃の条件下で１５日間冷凍保存処理した。
次に２Ｌビーカーに水１Ｌを入れ、９５～１００℃に昇温後、冷凍保存処理した生葉を入
れ、染料を抽出した。染料の抽出時間を５分、１０分、２０分、３０分とした。この後は
、実施例１と同様に行い、冷凍保存処理した染料の抽出時間が染色に及ぼす影響を検討し
た。その結果を図４に示した。抽出時間１０分以上で、Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊の値に大きな差
異が見られないことから抽出時間は、１０分程度で良いことが分かった。
【実施例３】
【００３２】
採集後３日目のリュウキュウアイの生葉１００ｇをチャック付ポリ袋に入れ、家庭用冷蔵
庫で１４日間冷凍保存処理した。冷凍保存温度を０±１℃、－１４±２℃、－２０±２℃
とした。この後は、実施例１と同様に行い、冷凍保存処理温度の染料生成に及ぼす影響を
検討した。その結果を図５に示した。０±１℃では無色に近いが、－１４℃±２℃以下で
は赤紫色に染色された。図５から－１４±２℃と－２０±２℃では、ａ＊、ｂ＊の値に大
きな差異が見られないが、Ｌ＊の値が－２０±２℃の方が小さくなり赤紫色が濃くなって
いることが分かった。
【実施例４】
【００３３】
採取日のリュウキュウアイの生葉２４００ｇをチャック付ポリ袋に入れ、家庭用冷蔵庫で
－２０±２℃の条件下で１４日間冷凍保存処理した。次に２０Ｌステンレス容器に水１０
Ｌを入れ、９５～１００℃に昇温後、冷凍保存処理したものを入れ、１０分間染料抽出を
行った。この抽出した染料液を枝付きザルで漉し、生葉を分離して酢酸（和光純薬工業（
株））によりｐＨ＝４程度の酸性にした後、２時間放置して常温まで放冷した。
その後、デカンテーションを数回繰り返して濃縮し、７０℃で熱風乾燥した。このように
して７．８ｇの粉末染料を得た。この粉末染料０．１ｇを水５０ｍＬ（ビーカー）に入れ
、水酸化カルシウム：０．２５ｇ、ハイドロサルファイトナトリウム：０．２５ｇを添加
し、６０℃で１０分間保温して２時間放置した。次に実施例１の絹布（約５ｃｍ×５ｃｍ
、約０．２１ｇ）を１０分間染色し、５分間水洗後脱水して風乾した。この染色布の色は
、赤紫色であった。
また、この粉末染料のアセトニトリルでの吸収極大波長は５３６ｎｍであり、インジルビ
ン（文献値の吸収極大波長：５３８ｎｍ）の値とほぼ一致している。
【実施例５】
【００３４】
採取後１日目のリュウキュウアイの生葉５００ｇをチャック付ポリ袋に入れた。これを家
庭用冷蔵庫で－２０±２℃の条件下で１４日間冷凍保存処理した。次に５Ｌビーカーに水
５Ｌを入れ、９５～１００℃に昇温後、冷凍保存処理した生葉を入れ、染料を抽出した。
この後、界面活性剤のノイゲンＨＣ（第一工業製薬（株））で糊抜きした市販の絹ハンカ
チ（５４×５１ｃｍ　７．１ｇ）と綿ハンカチ（４４×４４ｃｍ　１３．４ｇ）を実施例
１と同様に還元建てで染色を行った。染色は、染色時間を５分にし、染色工程を２回繰り
返した。絹ハンカチは赤紫色に、綿ハンカチは薄い赤紫色に染まった。
【実施例６】
【００３５】
界面活性剤のノイゲンＨＣで糊抜きした市販の晒（冨士晒　３４×１００ｃｍ　３５．６
ｇ）を実施例５と同様に染色した結果、薄い赤紫色に染まった。
〔比較例１〕
【００３６】
採取日のリュウキュウアイの生葉１００ｇを水３００ＣＣ程度で４回に分けて家庭用ミキ
サー（サン（株）：ＭＯＤＥＬ　ＦＭ－５０）で粉砕した。粉砕物をアイボーイ広口ビン
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次に水酸化カルシウム：５ｇ、ハイドロサルファイトナトリウム：３ｇを添加し、２時間
放置した。次に実施例１と同様に染色した。
この結果の測色値を表２、色度図を図６、分光反射率曲線を図７に示した。表２及び図６
から分かるように実施例１に比べて青色であった。
また、図７から分かるように染色した染色布は、冷凍保存処理（１４日）に比べて、青系
統の光の反射率が大きく、赤系統の反射率が小さくなった。
すなわち、これまでの染色法に比較して冷凍保存処理による染色法は、染色布が赤紫色に
染色されることが分かった。　
【００３７】
【表２】

〔比較例２〕
【００３８】
　採取日のリュウキュウアイの生葉２００ｇを水２Ｌ入れた３Ｌビーカーに入れ、１０分
間で９５℃以上に昇温した。その後、同温度で１０分間染料抽出を行った。この抽出した
染料を枝付きザルで漉し、９５℃以上で、実施例１の染色布を１０分間高温染色した。染
色布は、薄い赤紫色の部分と薄い青紫色の部分からなり、濁った染色斑が見られた。
【実施例７】
【００３９】
冷凍保存処理（１４日）した染色布の染色堅ろう度の結果を表３に示した。　比較例１の
ものの測定結果も併せて示した。なお、染色堅ろう度試験方法として、日本工業規格の熱
湯試験（ＪＩＳ－Ｌ０８４５－１９７５）のビーカー法、洗濯試験（ＪＩＳ－Ｌ０８４４
－１９９７）のＡ－１法、汗試験（ＪＩＳ－Ｌ０８４８－１９９６）、摩擦試験（ＪＩＳ
－Ｌ０８４９－１９９６）の摩擦試験機２形乾燥試験法、耐光試験（ＪＩＳ－Ｌ０８４２
－１９９６）のカーボンアーク灯光試験法に従った。表３から、これまでの染色法である
比較例１と比べて、耐光堅ろう度は２級程度高く、熱湯試験、汗試験、摩擦試験で堅ろう
度はほぼ同じであることが分かった。
【００４０】
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【表３】

【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の各工程の流れ図である。
【図２】本発明の冷凍保存処理期間が染色に及ぼす影響を示す色度図である。
【図３】本発明の冷凍保存処理期間が染色に及ぼす影響を示す色調図である。
【図４】本発明の冷凍保存処理した染料の抽出時間が染色に及ぼす影響を示すグラフであ
る。
【図５】本発明の冷凍保存処理温度の染料生成に及ぼす影響を示すグラフである。
【図６】本発明の実施例１（１４日）と比較例１の色度図である。
【図７】本発明の実施例１（１４日）と比較例１の分光反射率曲線である。
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