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―下衣にっい7  ー
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目的　被服縫合部 の捕馳 に･ついて昶刺 オ5  Tこin,    1 殺μつづlいて本載 匯　下衣,のスラッ

クスを吏験対泉とし，縫合部 位別縫 糸の弱化程$. 友追 求i  ると4  ら　 その娩を郵I- *り １ヽ

外的^ 勇 のたきさよ'I,　弱化･･ £態k 験討 すること＆Bftl t し≒
方法　A,   B ･･2 方法で遭 験＆ い̂ μ，A  は, 古為スラッ クス,/為I' つい て，綻兪斧 の

蓬系取良爾i吏･- よi 方流であ＆。統合部まは， 脇.  隻 ろ股に, 股下の各蔵周線 におtf る。

人体の友軟放射上≫基呼集 とな3  /il径fi を含むがヶ所 としf--。 このふ好位･･蓮糸を誦出i ，

強良測 虻をfい ね。B  は，貧合部‘口り｀2, 外力(7) 測えに£ る方法1" あ＆。吏前 哨Åフヽｿ7
又を， 豪府はシーチンブとし, 僥 細 ま未延伸糸 ＆用いて良作した。産雌 鳥(i 2 危，各5  着

t つ剱為し,   illi; i f J - れ後，吝卸這0  表延伸糸(7>伸び左側S. し, その超亀より縫冷即μ

i` μI ヵ(7) /≫ヽ今＆昶討しμ。
，組失　ふ又ラ ソヽ7 又(7)弱化≪･麗良 は, 対 賃 や為 用戻 愈よ より尺左があるが，i. 成分分斡

･するこいU  よ'),   却位μよi 弱化(ｱ･科故 を烏 出すI  ことがイ さ1こ。　　　　 すなめ馳

(?)  //^ く7)部 位別μ^ の弱化μ良きい部 位馬 いず`れも人 体i--息鳥し　 クa  ッ千君イン

ド から既下， 股上- u 那 行する捷目で必i ．(2)  洛卵位のl釘乙裴£ は，苓1  ■ 2  主成分u･

スコft,  股下却，脇嗇ド 肴鍵^  おぷW その他の邦位ら　 それぞ八7" Iﾚｰ ﾌﾟかｱ できI  。

(3) スラッ7  久の場合，古着鯉 か洩良と支兼用未,延｡呻糸(ｱ)伸麦 の噸向li,  必ｵ しも相聞

があるとは-A,之･ い。　以｣このことがら，スラックスの,縫令 帥 は弱化の程良 に£が'あ5  が'.

それは銚目にかかるカr-: If T  なく，他μ肱化 の原ISl が`めると考えりれμ 。

B 128 家庭用ぞシンにお･It 6 縫 回引張強さの検討( 第2 報)

一一標律 時 及ダ麗潤時についてｰ
広島々子大友政　 〇堀系 茂子　小池美牧 子

目的　 燐猿製 函の速目強? の評価をする 批めく(n試験 方法は、Ｊ 工Ｓ L I叩3 てヽ喇 史されて

いるので, そ の方法に準拠 し、布地、縫曰数別にそれぞれの標 準時 口 星湖時におけう縫 回

51 張強さの比較才り 寸をおこ^*' 肌
方法　1.  布地は、佛ブロード`、 シー子 ング、 キュアラ ぐベ ンベ ルグ) の3 稚 を用いる。

2. 試料 の大きさは、/0 り5  enのＪ 工ぶ寸茲て涵 る。3.   縫製 祠叶は。針7 ，1日

It n タン糸, 絹糸2 雌、ヤリェスチ)レ糸2  雅 を用いて、規之寸法 を経今レ 縫代` はI  em で"

劇る。iem 当') (T)縫目数は.    3,5,7 日の３段階 とする。4.    ミシンは家庭m を使用 レ 定
迷で'癒合する。5.    測定 方法は、布風M; 糸、地 目教 別に420 級の試料を、A ンストa ン

型引 張試験機を用いI,  裡準時 及び屋潤時の状態r 、ヽ ＼o回<7)縫目蕪麗、仲夏 勧則え寸ろ。

結果　i. ブロード、シーチングは. いずれの縫回数 の癒合一時（ 浬潤時が標準時よ'}

火さ い蕪度と'Vる、ベ ンベ ルグ類の強度は標準時や庶 い. 乾崖強力比は綿 川0 ～/AO'l,,

ベ ッA  ･レクリ0-<? 卵 で弟ぶ。2.    縫S 強置に与える効乖 のj: い縫目数叱 布 地の復元を考
慮 にx れるど.    らa  ／cm である。3.  布 戦 貼 凛準・?i.濁時(貼 縫 回麹(り別に２-元配 劃こ

よる脊散分杵 の結果は、B,   c,  /いくＢにあ`いてiﾀ/> の池検率で有意簒がみられる。ぞれ

りの喬与奪 は、C 一死? 痢/1xB ＝24,6 糾どなーり、縫 回教が縫 目強変 に与える影 響ヵりヽ

な') みられる。4.   縫回勅孝をみろとコ ずヽ`叛の冷地 心湿潤時の値の才ダ高い.  縫洽命 孝

ほ布地 の即ﾀ;と卜 わおていろが、グラブ斌■?■･ は再検討 の必軍ヴ認 められた。 に 縫目池変

に


