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【原著】 

防刃性能を有する衣服の温熱的快適性 

 

松井有子 1)，佐藤琴美 1)，佐藤真理子 1)，前田理佳 2)，塩原みゆき 3) 

 

1）文化学園大学，2)(株)エフシージー総合研究所，3)(株)晋遊舎 

 

1. 緒言 

我が国の治安について，他国に比べてはるかに

安全であると久しく認識されていたが，近年，通

り魔による無差別殺人事件等 1），治安の悪化に伴

い，身体防護を目的とした防刃，防弾衣服に関心

が寄せられている． 

現在の防護衣料は，アラミド繊維などの高機能

繊維が開発された近年以降にその基礎が確立され，

1960 年代にデュポン社がパラ系アラミド繊維

「kevlar®」を開発し，大幅な軽量化と実弾を貫通

しない性能の両立が可能な防弾チョッキが実現し

た 2）．防刃服については、防弾チョッキほど認知

度は高くはないが，日本は諸外国と異なり，1958

年に施行された『銃砲刀剣類所持等取締法』（1958

年 3月 10日法律第 6号）により，銃器より刃物類

の入手が容易で，防護衣料の中でも日常的な必要

性は防刃服において高いと考えられる． 

防刃服は、その構造により、次の３種に分類さ

れる．即ち，①アラミド繊維等の高強度繊維を織

物構造にしたもの，②衣服内側に超強力ポリエチ

レンシートや金属，樹脂，セラミック板等の防刃

プレートを付加したもの，③金属等を使用した鎖

帷子タイプ，である． 

防刃服を含む防護衣料には，防護性能のみなら

ず，着用に支障をきたさない快適性も要求される．

日常生活の中で防刃服を着用する際，その温熱的

快不快に一般的な衣服とどのような違いが見られ 

 

るか，暑熱環境下でどの程度のヒートストレスが 

着用者に負荷されるか，明らかにすることが求め

られる． 

本研究では，使用繊維の異なる 3種の防刃性能

付きシャツを試料とし，付加機能のない一般衣料

を対照群として，物性評価ならびに温熱的快適性

についての着用実験を行い，その着心地から日常

生活における汎用性を検討することを目的とした． 

 

2. 方法 

1）試料 

 表 1に試料の諸元を示す．本研究では日常での

着用を想定し，上述した 3種から，①織物構造タ

イプを用いた．Aはポリエチレン繊維（スペクト

ラ繊維）100％で，三重構造のため，重さと厚さが

3種中最も大きいのが特徴である．Bはケブラ−

100％で，重さは C と同程度であるが，耐切創力は

Cの半分程である．Cは超強力ポリエチレン繊維

73％，ナイロン 27％の混紡で，生地の厚さは 3種

中で最も薄いが，耐切創力は A並みの強度を有し

ている．Dは綿 77%，ポリエステル 20% ，ポリウ

レタン 3%の一般的なポロシャツであり，対照群と

して用いた．いずれの試料も，標準体型の成人女

性が着用可能なサイズとした． 

防刃性能の評価は，国ごとに独自の耐刃規格が

定められ，主に耐切創と耐突き刺しに分けられる．

表 1 試料 
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耐切創は『荷重した剃刀をある一定距離滑らせて，

切れてしまう重さの測定』が用いられ，耐突き刺

しは『荷重した刃物を垂直に落下される「ドロッ

プテスト」』が用いられる 2)．本研究で用いた試料

の防刃性能は，JIS『刃物・ナイフに対する切創抵

抗性試験』3)による耐切創力が示され，測定値の

単位は切断荷重（N）であった． 

2） 被験者 

 被験者は健康な若年女性 9名である。表 2にそ

の身体特性を示す． 

 

表 2 被験者の身体特性 

 
BL囲:バストライン囲，WL囲:ウェストライン囲，HL囲:ヒップライン囲 

 

3）物性試験 

着用快適性に関わる物性試験として，通気性，

表面特性，最大熱流束，透湿性，吸水性の 5項目

について，JIS L 0217による手洗い洗濯後，20℃・

65%RHの恒温恒湿室内で測定した． 

a)通気性 

通気性試験機 KES-F8-AP1(カトーテック株式会

社)を用い，通気抵抗値を測定した．各試料 5回の

測定を行い，平均値を算出した． 

b) 最大熱流束（qmax） 

精密迅速熱物性装置（KES-F7,カトーテック株式

会社）を用い，設定温度を 30℃，温度差を 10℃と

し，各試料，表裏，それぞれ 5回の測定を行い，

平均値を算出した． 

c) 透湿性（蒸発カップ法；JIS L 1099 ウォータ

ー法の変法） 

一定量の水を入れ試料を被せたカップの，1 時

間毎 5時間の水の減少量を測定した． 

d) 表面特性 

摩擦感テスター KES-SE-STP SURFACE TESTER 

(カトーテック株式会社)を用い，MIU（平均摩擦係

数）と MMD（摩擦係数の変動）を測定した．各試

料，ウェール方向とコース方向の表裏，それぞれ

3回ずつ測定した． 

e) 吸水性（滴下法；JIS L 1907） 

 1 滴の水が布表面と接触し，水滴が布に吸収さ

れるまでに要する時間を測定した．各試料 1枚に

つき 5回の測定を行い，平均値を算出した． 

4) 着用実験 

a)  実験条件 

温度 33℃・湿度 60％RH に設定した人工気候室

において，被験者は 30分の環境順応後，安静（3

分間）→ 運動（3分間）→ 安静（3分間）状態を

取った．運動は「ラジオ体操第一」の手を上げ下

げする運動を，60bpm で 2 回繰り返した．着用条

件は，上衣が各試料，下衣は綿 100％の長ズボン

とした． 

b) 測定項目 

測定項目は，衣服内温湿度，皮膚温，官能評価

である． 

衣服内温湿度の測定には，サーミスタ温湿度セ

ンサと LT-8B(グラム株式会社)を使用し，測定間

隔は 5秒とした．皮膚温の測定には，サーミスタ

温度センサと LT-8A(グラム株式会社)を使用し，

測定間隔は 5秒とした．衣服内温湿度は胸部中央，

前腋点，背部中央の 3点，皮膚温は胸部，上腕部，

大腿部，下腿部の 4点で，Ramanathanの 4点法に

より平均皮膚温を算出した． 

着心地に関する官能評価として，着用中の温熱

的快適性に関わる「温度感覚」，「快適感覚」，「む

れ感」，「発汗感覚」を 3分毎に回答させた（図 1）．

また，着用後の動きやすさや触覚に関わる官能評

価として，「動きやすさ」，「やわらかさ」，「着やす

さ」，「軽さ」，「冷たさ」，「なめらかさ」，「擦れ」

を，各項目-3から+3のスケールで，着用後に被験

者に回答させた．  

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 着用中の官能評価スケール 
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5) 統計手法 

衣服内温湿度と皮膚温の検討では，一元配置分

散分析及び多重比較（Fisherの最小有意差法）を，

官能評価の検討では，Kruskal-Wallis検定及び多

重比較（Scheffe）を用いた． 

6) 倫理的配慮 

被験者実験を実施するにあたり，所属大学の研

究倫理委員会にて承認を得た． 

 

3. 結果及び考察 

物性試験結果を表 3と図 2に示す． 

通気抵抗は，試料 Cが最も小さく，続いて B，A，

Dの順であった．試料 Aは 3枚構造であるため，1

枚構造の B，Cと比し通気性は低かったが，いずれ

の防刃服試料も，対照として選定した一般衣料 D

より高い通気性を有していた． 

最大熱流束については，試料 C の値が高く，D

がそれに準じ，A と B は，A の中地を除き低値で

あった．C は A と B に比べ，冷たく感じやすい試

料であると示された． 

吸水性については，試料 A，B，C 共，D と比較

して吸水までの時間が長く，特に Bの吸水性は他

試料に比べ低かった． 

表面特性としての摩擦係数（MIU）と摩擦係数の

変動（MMD）については，裏面，即ち身体に接触す

る面において，試料 Bのウェール方向を除き、MIU，

MMD 共に，試料 D と同程度，あるいは低い値が得

られ,一般的なポロシャツと同等かそれ以上のな

めらかさであった． 

図 2に透湿性の測定結果を示す．時間の経過と 

 

 

図 2 透湿性（時間経過による水分減少量） 

 

ともに，水分減少量の少ないものほど，透湿性が

低く，試料 B，Cは一般衣料 Dとほぼ同程度，Aは

それらと比し，低い透湿性を示した． 

各試料着用時における衣服内温度とその変化量

（測定開始時を 0としたもの）の経時変化を図 3 

に示す．衣服内温度における前腋点と背部中央で

は，どの試料も，1 回目の安静開始と共に値が上

昇し，運動開始と共に低下、2 回目の安静が始ま

ると再び上昇する様子が観察された．運動時の値

低下は，ポンピング効果が生じたためと考えられ

る．しかし，胸部中央で同様の挙動を示したのは

試料 Aのみで，Bは時間の経過とともに値が上昇，

C と D では、安静時は値上昇，運動時はほぼ一定

値であったが有意差はなかった．試料 Aは 3枚重

ね構造であり，前腋点では顕著に高い衣服内温度

を示したが，胸部中央では、上述の通り低値を示

表 3 各試料の物性試験結果 
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図 3   各試料着用時の衣服内温度（左段）と 

変化量（右段）の経時変化（N=9） 

 

し、これは身幅のサイズの違いによる影響と考え

られる．試料 Aは他試料より身幅が約 10cm大きく

（表 1），胸部中央では身体との間隙が大きく，熱

がこもりにくかったと考えられる． 

 衣服内湿度とその変化量（測定開始時を 0とし

たもの）の経時変化を図 4に示す．いずれの試料

も時間の経過と共に値が徐々に上昇し，全ての測

定部位で，試料 Aが高値の傾向と観察されたが有

意差はなかった．  

温湿度変化量に着目し， 1回目安静時，運動時，

2 回目安静時での最大変化量について検討したが，

統計解析の結果，有意差は得られなかった． 

次に，胸部，上腕部，大腿部，下腿部の 4点の

皮膚温から，Ramanathanの 4点法により平均皮膚

温を算出した．その変化量を図 5 に示す．試料 A

が，測定全体を通して高値を示し，統計解析の結

果，1回目安静時の上昇が有意に大（*/p=0.0132,A

＞C（*/p=0.0128）），運動時の低下小であった．前

述の通り，試料 Aは 3枚重ね構造で他試料より熱

を逃しにくい上，布の透湿性が低く（図 2），衣服

内湿度が高値を保持し，被験者への温熱的負担が

大きいと考えられる．一方，試料 Cは，他試料よ

 

図 4   各試料着用時の衣服内湿度（左段）と 

変化量（右段）の経時変化（N=9） 

 

 

図 5 皮膚温変化量の経時変化 

 

り低値を示した．C は通気性が良く，最大熱流束

qmaxの値が大で（表 3），着用時の温熱的負担が少

なかったと考えられる． 

 着用中の官能評価「温度感覚」「快適感覚」「む

れ感」「発汗感覚」の 3分毎の経時変化を図 6に示

す．数値が高いほど，“暑い”“不快”“むれ

る”“発汗している”との評価になる．試料 Aは， 

測定中，全ての時点で，他試料に比べ，暑く，蒸

れと発汗を感じ，不快であると評価された．Bと C 

は「温度感覚」「快適感覚」「むれ感」「発汗感覚」

のどれにおいても，Aより値は小さく，一般衣料 D  
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は，暑さ，蒸れ，発汗を最も感じず，不快度も小

さい様子が示された．統計解析の結果を表 4に示 

す．「むれ感」の 3分時，「発汗感覚」の 6分時，

「快適感覚」の 3分時と 6分時に，有意差が得ら

れ，試料 A が一般衣料 Dと比べ，有意に温熱的不

快であると示された．着用後の官能評価を図 7に

示す．「動きやすさ」，「やわらかさ」，「着やすさ」，

「軽さ」，「冷たさ」，「なめらかさ」，「擦れ」につ

いて，着用後の被験者に回答させた結果で，数値

が高いほど，評価が低いことを示す．試料 Aは，

他試料に比べ明らかに，動きにくく，かたく，着

用しにくく，重く，暖かく，ざらつき，擦れが気

になると評価された． 

統計解析結果（表 5）においても，試料 Aが全て

の項目で有意に評価の低いことが明らかとなった．

また Cは，動きやすさ，着やすさ，冷たさにおい

て，D と同程度の評価を得（図 7），一般衣料とし

ての着用に問題のない様子が示された．耐切創力

において、Cは Aと同程度であり（表 1），着心地

と防刃性能を兼ね備えているものと考えられる． 

 

表 4 着用中の官能評価における統計解析結果 

 

 

 

 
図 7 着用後の官能評価 

 

表 5 着用後の官能評価における統計解析結果 

 
 

4. 結論 

一般衣料として馴染みの少ない防刃服に着目し，

使用繊維の異なる 3種の防刃性能付きシャツ及び

一般的なポロシャツの計 4試料を対象に，物性試

験と着用実験を行い，日常着としての着心地を評

価した．その結果，以下の結論が得られた． 

1） 試料の重さや厚さは防刃性能（耐切創力）と

相関がなく，表面特性や熱水分に関する物性

試験においても，吸水性を除き，一般衣料よ

図 6   着用中の官能評価 
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り防刃服の性能が顕著に低いという傾向は示

されなかった． 

2） 試料 C は，一般衣料 D と比し，通気性，最大

熱流束，透湿性に優れ，官能評価においても，

動きやすさ，着やすさ，冷たさについて D と

同程度と示され，一般衣料と遜色ない着心地

評価を得た． 

3） 耐切創力の最も高い試料 A に対し，重さと厚

さが半分以下の試料 Cは，Aと同等の耐切創力

を有し，かつその着用快適性は一般衣料と大

差なかった．即ち，耐切創力が高いほど着心

地が悪いとは限らず，使用する素材やデザイ

ンの工夫により，防刃服の温熱的快適性の向

上は可能であると示された． 

 

本研究は，2017年度日本繊維製品消費科学会年次

大会にてその一部を発表した． 
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要約 

近年，自身の身を護ることを目的とした防刃，

防弾衣服に関心が寄せられている．本研究では,

防刃服の日常着としての快適性評価を行った．試

料は、防刃性能を有するシャツ 3種及び一般衣料

のポロシャツとした。物性評価として，通気性，

最大熱流束，吸水性，表面特性，透湿性の測定を，

着用実験として，衣服内温湿度，皮膚温の測定，

官能評価を行った．その結果,物性試験においては，

吸水性を除き，一般衣料より防刃服の熱水分特性、

摩擦等の性能が顕著に低いという傾向は示されず，

着用実験においては，衣服内温湿度，官能評価共

に，一般衣料と同程度の快適性を有する試料があ

った．防刃性の高い衣服でも，使用素材やデザイ

ンにより，温熱的快適性の向上が可能であること

が明らかとなった． 

（キーワード：防刃服，温熱的快適性，衣服気候，

官能評価，熱水分特性） 

 

Original: Study on Thermal Comfort of the 
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3) Shinyusha Co., Ltd.  Abstract: People are 

gaining interest in knife-proof and bombproof clothing 

as a means of self-protection. In this study, we evalu-

ated the comfort of knife-proof clothing for daily wear. 

Test samples included three knife-proof shirts and a 

normal polo shirt. Five physical properties were 

measured: air permeability, qmax, water absorption, 

surface characteristics, and moisture permeability. 

Wearing tests measured clothing climate and skin 

temperature and included sensory evaluations. The 

physical property tests revealed no significant perfor-

mance reduction in the knife-proof samples except for 

water absorbency. Wearing tests showed that one 

knife-proof sample had the same level of comfort as 

normal clothing, both in terms of clothing climate and 

the sensory evaluations. We concluded that the thermal 

comfort of knife-proof clothing could be improved 

with better materials and designs.  

(Keywords: Knife-proof Clothing, Thermal Comfort, 

Clothing Climate, Sensory Evaluation, Property of 

Heat and Moisture ) 
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【講評】 

 

原著 

防刃性能を有する衣服の温熱的快適性 

 

神戸大学 井上真理 

 

 防護服は一般的に、身を守ることに重点を置く

ことによって通気性が低い、硬い、動きにくいと

いった傾向がみられ、快適性、特に温熱的快適性

が損なわれる傾向があります。本研究では、その

ような防護服の一種である防刃服に注目し、防刃

服の性能、特に温熱的な性能を捉えた貴重な興味

深い論文です。 

 アラミド繊維、高強力ポリエチレン繊維を用い

た試料を、ポロシャツの生地と比較して、防刃性

能と温熱特性を始めとする特性を比較していま

す。具体的には、着用快適性に関わる物性試験と

して、熱・水分・空気の移動特性と表面特性を測

定し、また着用実験として安静－手を上げ下げす

る運動―安静における温熱的快適感・動きやす

さ・触感に関わる官能評価を行っています。 

 本論文により、耐切創力が高くても、温熱的快

適性が低く動きにくいものがある一方で、耐切創

力が高く、一般衣料のポロシャツと同等の着用快

適性をもつ試料があることが明らかになりまし

た。より快適な防刃服の開発など、更なる追及が

なされていくことが望まれます。 

 

 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 井上真理 
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