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（２） 試験研究の概要

昭和５４年度

機織図案研究室

地空柄の織り縮み試験

岸田文司，徳富友子，池之平剛

[概要]

大島紬の高級化を図るため，泥染め及び色大島の裾模様式の地空き柄大島紬を試作し，織縮

等設計用の基礎資料を得た。

絣締筬は，経14算，緯15.5算を使用し，経絣は帯締め，緯絣は普通締めで作成した。

製織法は，経絣糸及び地空き部分で絣用と同じ配列に相当する経地糸について，板巻きする

方法と経絣糸のみを板巻きする２方法で行った。

地空き部分織縮の測定は，経地糸にポスターカラーで30cm間隔に印付けを行い，製織後にそ

の長さを測定した。

その結果，泥染め大島紬の経方向では，柄模様部分が3.9%，地空き部分が4.1%，色大島紬の

経方向では，柄模様部分が4.5%，地空き部分が4.4%，緯方向では，泥染め大島紬，色大島紬と

も６%の織縮率が得られた。

真綿糸による大島紬の試作

森テツ，平田清和

[概要]

真綿糸を使用して琉球絣調の大島紬を試作し，風合試験を行い，真綿糸による大島紬の特性

を調査するとともに，風合の改善に取り組んだ。

試験方法 試験条件 経糸は従来の片撚本絹糸，緯糸は真綿糸を使用する。

織物設計 筬幅：40cm

密度：経糸26本/cm，緯糸26本/cm

試料糸：経糸（本絹糸）45g付，緯糸（真綿糸）43.5g付

絣締めの糸抱合数： 経絣16本，緯絣12本

絣締筬密度：13算（経，緯）

染 色 草木染染色（渋木染を用いた）

経糸は片撚り糸，緯糸のみに真綿糸を使用しただけであるが，柔軟でふっくらした真綿特有

の地風が出せた。

経・緯ともに真綿糸を使用する場合には，綜絖，糊付条件の改善が必要である。
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２段筬の開発による織締法の改善実用化

岸田文司，押川文隆，池之平剛，平田清和

[概要]

大島紬は，織締めと呼ばれる大島紬独特の絣製法で作られる。このため，上下対称の図柄が

大多数を占める折り曲げのない一方向に連続して配置された柄模様の場合は，回し締め，ふか

し締め，袋締め等が必要となる。これを改善し，簡単に袋締めができるような方法を考案する

ことによって，大島紬の多様化と用途拡大を図ることとした。

４枚の綜絖によって上下二段の開口をしている従来の袋締めの場合は，その操作調整が面倒

である。このため，綜絖を２枚にし，さらに締め筬を上下二段に分割し，図案の絣模様に合わ

せて上段下段別々に経糸のガス綿糸を引き込み，２枚綜絖によって補助開口させるとともに，

二段筬によって上下独立して本開口させる方法を研究し，二段筬を開発した。

その結果，従来は綜絖が４枚必要であったが，２枚で良いこと，綜絖通し及び筬のガス引き

込みが容易になること，従来の方法より開口が大きく杼通しが容易になること，コストが大幅

に軽減されること等の多くのメリットが得られることがわかった。

本研究により袋締め法が簡略化されたため，すでに一部で利用されている。

駒糸による泥大島紬の試作

岸田文司，池之平剛

[概要]

駒糸による夏物大島紬の改善と需要増を図るため，泥染糸による地風，製織性等について試

験を行った。

織物設計 密 度：経15.5算，緯13.5算

原料糸：目付36g付，撚数(下撚り:1,500T/m，上撚り:1,300T/m)

強伸度：強度554g，伸度25.3%

泥染めの特徴は，独特な色合いと地風にあるが，強撚糸の駒撚り糸を泥染めした場合，増量

， 。 ，が28%と染着性が悪く 摩擦堅ろう度も３級程度である 色合いは独特の黒色を出すことから

一般的な夏物着尺より秋物着尺としての用途に適すると思われる。また，緯糸の織込みに多少

無理があった。色大島に比べ糸相互の摩擦が大きいので，亜美剤処理を施すのが望ましいなど

の知見が得られた。
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製織時の経糸張力の製品に及ぼす影響について

徳富友子，池之平剛

[概要]

大島紬を手織機で製織する場合は，経地糸と経絣糸の張力は経験と勘によって調整している

， ， ， 。が この張力調整は個人差があり また 大島紬製品の品質に及ぼす影響も大きいと思われる

このことから，経地糸，経絣糸の張力別に製織を行い，手織りの張力調整が品質に及ぼす影

響について調べ，大島紬の品質向上を図ることとした。

15.5算泥染め大島紬に，所定の張力を与えて試料を作成した。

経糸張力は，絣糸（30g,50g,70g）と地糸（30g,50g,70g）の組合せ９種類とした。

製織後，各項目（ 厚さ，シワ回復率，乾摩擦堅ろう度，筋引き，ざらつき，かたさ，しな

やかさ）について，試験検討を行った。

総じて，絣糸，地糸とも50gの張力で製織した試料から良好な結果を得られた。

また，張力が弱く，張力差が大きいほど，風合に悪影響を与える等の結果が得られた。

亜美剤の風合に及ぼす影響についての試験

押川文隆，森テツ，平田清和

[概要]

現在，大島紬には各種の亜美剤が糊剤と一緒に使用されている。

今回は，色大島紬の地風改善及び品質向上を図るため，代表的な亜美剤を２種類取り上げ，

その亜美剤を使用した場合と使用しない場合との比較を行い，風合に及ぼす亜美剤の影響を調

べた。

， ， ， 。経 緯糸のそれぞれに同種 同濃度の亜美剤を使用した色無地を製織し 試料布を作成した

亜美剤（ライトシリコン及び乳化オリフ油）を濃度別に仕上げ糊に混入し，使用，濃度条件は

ライトシリコン：１%,３%,６%，乳化オリフ油：0.05%,0.2%,0.5%とした。

（ ， ， ， ）製織後に風合測定試験 シワ回復率 ハートループ法 トータルハンド法 カンチレバー法

を行い，各項目を検討して，総合的にライトシリコンは３%，乳化オリフ油は0.2%で最も良好

な風合を得られた。
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織締用ガス綿糸の代替糸についての試験

岸田文司，押川文隆，平田清和

[概要]

従来から絣締用に用いられているガス綿糸に替わる素材を求めるために，化繊糸であるスフ

系の素材を取り上げ，ガス綿糸との比較試験から化繊糸の基礎データを得る目的で試験を行っ

た。

試験においては，糸状態での強度，伸度及び撚測定，絣筵での収縮率測定，防染効果判定，

絣筵解きの難易判定及び染色試験を行った。

各項目での試験結果から，ガス綿糸の代替としての化繊糸は，従来のガス綿糸とほぼ同等の

性能を持っていることがわかった。なお，抜染の問題，実際に製織した場合の絣出の効果など

は，今後の課題である。

市販原料絹糸の調査

押川文隆，平田清和

[概要]

技術指導のための資料を得るともに大島紬の品質向上を図るため，市販原料絹糸の品質調査

を行った。

調査対象は，鹿児島市内の６販売店の白絹糸（54点；経糸28点，緯糸26点）とし，品質試験

は，絹糸の表示，表示に対する実測目付，繊度（デニール数 ，撚り数，合糸数，強度，伸度）

の各項目について行った。

全体的な傾向として，撚数が昨年に比較して少なくなっている。その原因は，柔軟な地風が

要求されているからであろうと推測される。

裾模様大島紬の絣図案作成上の問題点について

重村敏則

[概要]

大島紬需要の開拓と絣図案の高級化を図るために，裾模様大島紬の絣図案と出来上がり寸法

に関して，織縮等を考慮した図案の設計・寸法を検討した結果，以下のことが判明した。

着尺物は一般的に着る人の体型に応じて寸法が異なるが，先染めで糸に模様を加工する絣織

物の場合は，織縮を考慮して図案を作成し，大島紬の場合12～16反分をまとめて加工すること

が多く，また，大島紬製品における緯の織縮は約７～7.5%である。

本研究では，着物の仕立て上がり寸法は標準寸法を基準にして柄の配置を行った。特に，袵

や各身頃の柄の縫い合わせについては，緯の織縮との関係が深いことから，仕立て上がり寸法

の織縮分を加算した小間数を算出して製図し，縫い合わせ部分の柄合わせがし易いように図案

作図した。また，各身頃の模様が異なる図案は，各身頃に作図しなければならないので６～８

枚を要した。
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古典絣模様の調査研究

徳永嘉美

[概要]

昭和初期までの大島紬古典柄の収集を行い，伝統的古典文様の復元とその応用による大島紬

絣模様の研究・改善を図るため，大島本島及び離島等に現存する古典柄の端切れと図案の収集

を行った。

本年度は喜界島の小柄を主に調査し，明治から大正時代に製造されていた小柄の図案100枚

。 ， ， 。と古典柄44枚を収集した なお その中から派生し得るパターンを示し 業界の指導に供した

染色化学研究室

複合染大島紬の染色試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

合成染料で染色する色大島紬は色彩がけばけばしく，また，泥染紬と異なり，地風が硬くし

， ，わになり易い欠点があるので 合成染料で染色する色大島紬の色相及び地風を改善する目的で

合成染料によって染色した後に草木染めを行った。

色彩の面では，反射率曲線が示すように複合染めした糸は，艶が消え落ち着いた色となり，

更に，その色も植物の持つ独特の色 （山モモはオリーブ系に，モッコクは赤味系）に艶消し，

されるなどの色彩結果が得られた。染色堅ろう度は，各染色とも堅ろうな結果が得られた。

風合等については，各試験とも色大島紬より良い結果が得られている。これは，植物染料で

染色することにより糸がこなされ，また，絹糸に植物のタンニン酸が吸収されるので，染色糸

の重量増加等の関係からこのような風合が得られたものと思われる。

以上の試験結果から，色大島紬の風合の硬さや色については，けばけばしい色彩の欠点が改

善され，草木染め風の色大島紬が生産される結果が得られた。

合成染料における絣の汚染度試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

大島紬は，絣筵染色によって締めてある防染部の絣が汚染することがある。この汚染によっ

て，製品の良否が左右されるので，織締めにおける絹糸の抱合本数と染色による絣の汚染の関

係について試験した。

その結果，合成染料染色の絣の汚染は，整経加工で絹糸の抱合本数が多くなるに従って汚染

し，染料の濃度が濃くなるに従って汚染する。また，染液での揉み染めや処理時間が長くなる

に従って，絣が汚染することもわかった。

このため，絣筵の染色は，黒色に染色される最小限の濃度で染色する必要がある。
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季節別のシャリンバイ染色試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

泥染大島紬は，シャリンバイを煎出した液と自然の泥土で染色するが，季節によってシャリ

ンバイに含まれているタンニン酸の含有量や泥染めする泥土の温度の差によって染着に差があ

ることから，これらによる染色度合いや堅ろう度について調査試験した。

絣筵の部分抜染試験による泥藍絣の抜染の結果，８月に染色した絣については，地色まで脱

色される結果となり不堅ろうであることがわかった。

シャリンバイの葉・小枝・葉を含む小枝の染色試験

西 決造

［概要］

シャリンバイは現在需要が多く奄美本島では枯渇の状態にある中で，シャリンバイ染色では

シャリンバイ木の幹だけが煎出用材として使用され，重量の半分ぐらいを占める葉，小枝が使

用されていないため，これらを使用して試験を行った。

シャリンバイの葉，小枝でも幹と変わりなく染色ができた。シャリンバイ１kgに対して取上

量2～2.5 の取上量が適当である。葉，小枝は重量のわりにかさばることから，取上量を多量

に取出しがちなので注意する必要がある。泥藍抜染にも堅ろうである。葉の液は茶グリーンが

かった液になり，小枝は幹の色とほぼ同色である。

汗，熱湯，摩擦堅ろう度は，シャリンバイ幹の染色と変わらない。タンニンの含有量は多い

順に５月，９月，２月の順であった。

泥土の温度別染色試験

西 決造

［概要］

シャリンバイ染色における泥の温度による染着状態や摩擦堅ろう度，熱湯堅ろう度，汗堅ろ

う度，絣のヒビ，泥藍抜染性等について，試験を行った。

泥土の温度が高くなるにしたがって，染着濃度は高くなるが，極端な濃度差は少ないようで

ある。増量は30℃～40℃が他と較べて増量が大である。泥藍抜染試験は，泥土の温度による変

化はないようである。絣のヒビは，泥土の温度が低いとやや赤ヒビがかり，温度が高いと黒ヒ

ビが多くなった。
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泥染め糸の水に対する湿潤性の試験

西 決造

［概要］

泥染め糸は撥水性があり糊付けや水洗等の作業能率に支障をきたすので，浸透剤を使って親

水性を高める処理法とこれによる泥染め糸の光沢や濃度，染色堅ろう度に及ぼす影響について

試験した。

湿潤性のある浸透剤は，アゾリン，ナモール，プレスターピットオイル，アニノールの順で

あった。浸透剤の適量は，アゾリン，ナモール0.1％溶液でプレスターピットオイル，アニノ

ール0.2％であった。浸透剤0.01％～0.5％までの使用量では，泥染め糸の濃度，光沢，手触り

には異常は認められなかった。摩擦堅ろう度については，特に不堅ろうになるような浸透剤は

なかったが，ナモール0.5％使用のものは摩擦堅ろう度が特に堅ろうであった。

染色用泥土に関する研究

赤塚嘉寛

［概要］

大島紬のシャリンバイ泥染色において，どのような泥が染色に適しているかを試験した。

(1)泥に含まれる鉄分の量，(2)泥田の水に含まれる鉄分の量，(3)水の希釈倍率による泥か

ら水への鉄の溶解の違い，(4)酸を加えることによる鉄の溶解の調節については試験済みであ

ることから，本年度は，泥土の粒度による分布，粒度別染色，懸濁液どろ液による染色，泥土

の量別染色，鉄の溶解量別染色，pH別染色試験を実施した。

水簸による分離では，siltに属する部分が大きい。鉄分の含有量はclayが最も大きく，つい

でsilt，sandの順である。粒度別染色ではsandの染着が最も大きく，次いでsilt，clayの順で

ある。１組の絹糸（約６ｇ）を染色するには，泥土100g～200gあれば足りる。鉄の溶解度が大

きいほど染着は大きい。pH２～３近辺で染着は最大になる。ろ液と懸濁液においては，pHの低

い段階では懸濁液の方が染着は大きい傾向がある。シュウ酸を加えて染着が良くなる効果は，

１か月くらい持続することがわかった。

大島紬製品の汗に対する堅ろう度試験

操 利一

［概要］

品質向上を図るために，大島紬の汗に対する堅ろう度を試験した。

試料は，泥染大島紬28種類，泥藍大島紬７種類，色大島紬５種類を用いた。

変退色については，酸性試験液処理よりも，アルカリ性試験液処理の方が程度が若干悪くな

った。汚染も変退色と同じでアルカリ性試験が悪く，特に色大島紬は染色助剤の量や染色時間

によって影響を受けやすい。泥染大島紬の同じサンプルについての処理回数による汗試験にお

いては，変退色，汚染ともに試験回数に比例して悪くなった。
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合成染料の染色助剤について

操 利一

［概要］

大島紬の染色助剤は無機酸，有機酸があるが，現在使用されている助剤の見直しや染色方法

等の改善による大島紬の品質向上を図るため，染色助剤（硫酸，マレチードSF，CM，酢酸）を

使用して染色後の絹糸への影響について試験した。

， ， ， ， ， 。強度 伸度は ともに助剤の濃度に比例して硫酸 酢酸 マレチードCM SFの順に低下した

また，強度，伸度ともに染料によって多少のバラツキがあるが，マレチードCM，SF，酢酸，硫

酸の濃度に比例して低下した。

シャリンバイ染色廃液の再生利用についての試験

上原 満

［概要］

シャリンバイ染色廃液の性質を調べ，それのより効果的な再生法をさぐることとした。

(1)廃液の処理，(2)再生液の耐用期間，(3)各石灰濃度に対する再生液のｐH決定，(4)再生

液中に生ずる塩の効果について，試験を行った。

シャリンバイ廃液においては，タンニン酸カルシウム，石灰，タンニンなどが主な成分とし

て含まれており，この中のタンニン酸カルシウムをタンニンと石灰に分解してやることが目的

である。

このために本試験では塩酸を使用した。まず，廃液自体は，アルカリ性であるために，その

まま放置した時に再生液にどのような影響があらわれるかを調べるため，廃液の処理試験を行

った。

この結果，放置時間が長くなるほど染色糸の増量は減少することがわかった。これは，アル

カリによりタンニンが分解されるためであって，このことから処理はできるだけ早く行うこと

が望ましい。また，このように一度処理された液の耐用期間については，３日から５日程度の

放置ならば十分使用に耐えうることがわかった。

シャリンバイ染色の鉄媒染におけるFe イオンとFe イオンの２＋ ３＋

摩擦堅ろう度に及ぼす影響についての試験

上原 満

［概要］

シャリンバイ染色の媒染に使用される鉄イオンは２価と３価のものがあるが，各々のイオン

が染色後の糸の摩擦堅ろう度に対し，どのような影響を及ぼすかを調べた。

同一濃度では，３価の方が２価よりも摩擦堅ろう度は良くなっている。２価と３価の染色糸

は増量を見ると約24%で，そのバラツキは殆どなく，その染着成分中に含まれる鉄の濃度は，

２価の方が高くなっている。これは，色相からいえば３価の方が染色糸に若干赤味を帯びてお

り，このことを考慮すれば，摩擦堅ろう度に対してはFe ，Fe ともに殆ど差はなかった。２＋ ３＋
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大島紬の風合に関する試験

杉山隆徳，押川文隆，森テツ

恵川美智子，平田清和，村田博司

[概要]

現在，大島紬には，経糸300T/m，緯糸100T/m前後の撚数の原料糸が使用されている。撚数の

異なる５種類(50，100，200，300，500T/m)の原料糸を作成し，15.5算の織物規格でその組み

合わせを変えた25種類の試験布を作成し，剛軟性などの風合特性を求め，撚数と風合の関係を

調べた。さらに，50 50，500 500T/mの２種類の40g付原料糸を使用して，15.5算の経緯２品毎× ×

の57釜模様の紬を試織するとともに，仕上糊（フノリ2.5%）は撚数による２種類のうち，経糸

。 ，に糊付したものとしないものとに分けて織布した４試料について風合測定試験を行った また

通常の右撚りとは逆方向の左撚りの原料糸を作成し，右撚りと左撚りを組み合わせた試験布に

ついても検討を行った。風合測定項目の剛軟性Ａ法（カンチレバー法 ，剛軟性Ｄ法（ハート）

ループ法，剛軟性Ｅ法（トータルハンド法 ，防シワ性Ｂ法（モンサント法，シワ回復率 ，） ）

厚さの５項目について，撚り数の変化における傾向を調べ考察を行った。

所見は，次のとおりである。

(1) 経方向は緯方向より固く，腰があり，たわみ易い傾向にある。

(2) シワ回復率は無地より柄物が糊無しより糊有の順に大きく，厚さは織布における絣糸の

張力加減で薄くなり，糊のために厚くなっていた。

(3) 相対的な比較であるが，モデや糊が風合に影響している。

抱合数別の織締絣加工試験

池之平剛，平田清和，福山秀久

[概要]

大島紬の製造は，普通８または10疋であり，このために絣織締めの糊張り糸の抱合本数は16

または20本である。この製造疋数を変えるときに必要な抱合本数の増減による絣織締筵の特性

と染色工程との関係を調べ，絣加工の技術の改善向上を図ることとした。

使用したのは，絹糸（目付40ｇ付，撚数280T/m）及び締め用ガス綿糸（80/2ｓ）であり，糊

張りの条件は８種類（抱合数：８，12，14，16，20，24，28，32本）でそれぞれ整経長を24ｍ

とし，糊剤はふのりを使用した。

絣織締には動力締機を使用し，筬密度は15.5算（筬幅40cm）とし，ガス綿糸引き込み法を６

種類（十の字絣３，長絣３）配置した絣筵を作成した。また，染色法は化学染料染めとして，

抱合数別の絣筵の染色前後における収縮率，糊張り糸の伸長率・残留歪み試験を行い，絣締加

工における基礎資料を得ることができた。
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原料糸の物性に関する試験

杉山隆徳，押川文隆，平田清和

[概要]

撚数の異なる原料糸を用いて，大島紬の特色である泥染染色が原料糸に与える物性変化を測

定することにより，原料糸面から泥染染色の特異性を追求し，基礎資料とする目的で試験を行

った。

原料糸目40ｇ付本絹糸，撚数５種類(50,100,200,300,500T/m)，試験項目，撚数，撚縮，強

度，伸度，繊度，泥染め染色での増量の６項目について，検討を行った。

大島紬絣文様の調査研究

徳永嘉美，今村順光

[概要]

伝統的絣文様を調査研究することによりその特徴となるエッセンスを見出すとともに，古典

調大島紬絣デザイン開発の基礎資料を得るため，大島本島及び離島等に現存する古典柄の端切

れと図案の収集を行った。

本年度は，これまで収集した古典柄端切れ等の図案復元を行い分類整理した。

染色化学研究室

合成繊維の泥染試験

赤塚嘉寛

［概要］

泥染染色法によって，合成繊維の染色が可能であるかどうかを調べた。

大島紬泥染色法によって合成繊維を染色したのであるが，ナイロンはほぼまっ黒に染色する

ことができた。ボンネルは黒くならないが，黒に近い褐色になる。パイレインとテトロンは，

うすい灰色に僅かに着色しただけであった。ナイロンはポリアミド繊維であり，ボンネルは塩

基性のモノマーを共重合させたアクリロニトリル繊維であることから，酸性染料によって染色

することができる。泥染は一種の酸性媒染法であり，その結合様式は主として配位結合である

と考えられることから，ナイロンとボンネルは泥染によって良く染着されていた。
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合成染料染色の大島紬の風合改善試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

合成染料で染色する色大島紬は，従来の泥染大島紬より地風が硬く，その上シワになり易い

欠点があるので，これを改善するため前年度から継続して試験した。

昨年度は合成染料と草木染の複合染による改善試験を行ったが，本年度は柔軟剤による処理

試験を行った。予備試験として柔軟剤５種を各々絹糸に処理し，その中から大島紬に適すると

思われる柔軟剤１種を選定し，試験方法及び処理法は,これまで行った予備試験で良好な結果

が得られた方法を用いて試験した。

これまでの試験で，この処理によって絹糸の強伸度がやや低下するものもあるが，この処理

， ，剤は媒染剤と同様なものであることから処理後は充分洗剤で洗い さらに水洗することにより

これを防止することができると思われる。染色堅ろう度は一部不堅ろうな染料があるので，こ

れらの染料は使用しない方が良い。柔軟剤処理方法毎に処理した絹糸は，堅ろう度及び強伸度

ともに良好である。この試験の目的である織布の風合は従来の色大島紬より良く，また，泥染

紬に近い風合が得られて良好な成果が得られた。

シャリンバイ染色法の改善試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

泥染大島紬の染色は，奄美地方に自生している植物染料のシャリンバイを染色の都度採取し

て煎出した染液と自然の泥田で染色することから，その染色は染色者の長年の経験と勘に頼っ

ている。

良好な染色を得るには，これを染色するシャリンバイ及び泥田の季節別並びに生えている場

所，シャリンバイの部分別の質，煎出液の採取量，さらには石灰媒染及び染色工程，染色時間

等幾多の基本によって染色に当たることが必要であり，これまでこれら基本になる基礎試験を

行ってきたが，本年度も更なる試験を行った。

泥染大島紬の地糸はシャリンバイ液で十数回，泥田で２回，途中乾燥を数回行って染色する

のであるが，この染色の際の乾燥は熱風と自然乾燥の方法で行われている。本試験は残液と熱

液を取り入れた染色工程で行い，乾燥は，熱風乾燥，自然乾燥及び熱風と自然乾燥を併用した

乾燥の３種類の乾燥法で行った。また，染色試料は，24.5ｇ，30ｇ，40ｇ付きの大島紬用絹糸

をまとめて染色した。

摩擦堅ろう度は絹糸の目付けが小さい程堅ろうで，目付が大きくなるに従って不堅ろうにな

る結果が得られた。染色工程における乾燥毎の染色堅ろう度は，自然乾燥で染色した糸が堅ろ

うであり，自然乾燥と熱風乾燥を併用して染色した糸及び熱風乾燥のみで染色した糸の順にや

や不堅ろうな結果が得られた。染色濃度及び染色糸の手触りについては，大島紬の品質を左右

する状態ではなかった。
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絹糸の撚回数別シャリンバイ染色試験

西 決造

［概要］

シャリンバイ染色における毛羽の発生については，撚りの強弱によるものか，あるいは，染

色の揉み込み加減によるものなのかその原因を調べるため，撚りの強弱別の染色濃度，光沢，

絹糸の脆弱度等の試験を行った。

染色濃度を撚り回数別にみると，50～250回ぐらいまでは撚り回数が多くなるに従って染着

濃度は高くなっているが，300～400回の撚り回数では染着濃度は変わらない。次に，染色種別

による染着は，藍下からの染色，強い揉み込み染，弱い揉み込み染の順に染着していた。熱湯

堅ろう度は，撚り回数，染色種別による変化はなかった。汗堅ろう度は，弱い揉み込み染が僅

かに不堅ろうであるが，その他は染色種別，撚り回数ともに変わらない。摩擦堅ろう度につい

ては，民間工場による白絹糸からの染色が良いのは後処理をしてあるからであり，撚り回数，

。 ， ，染色種別による変化はないようである 強伸度はバラツキがあるが 撚り回数の多い方が強度

伸度とも強くなっていた。

シャリンバイ染色糸の補正処理試験

西 決造

［概要］

シャリンバイ染色糸の色合せについては，濃度を高めるために酢酸や硫酸鉄で補正処理して

いるが，これらの処理剤を使って染色補正を行った場合において，処理剤がシャリンバイ染色

糸に及ぼす影響を調査するため試験した。

処理後の染色糸は，処理前の糸に比べて摩擦堅ろう度が不堅ろうである。硫酸第一鉄，木酢

酸鉄処理のものが，僅かではあるが他の処理剤と比べると摩擦堅ろう度は不堅ろうである。熱

湯堅ろう度については，全般的に処理による変化はなかった。汗堅ろう度については，硫酸第

一鉄，木酢酸鉄処理をした染色糸は不堅ろうになることはなかったが，重クロム酸カリ処理の

１～５%溶液では僅かであるが汗に不堅ろうになった。酢酸処理では処理溶液が濃くなるに従

って，変退色，汚染ともに不堅ろうになる。酸性がわの汗堅ろう度は，アルカリがわに比べて

やや不堅ろうであった。処理後の糸の濃度については，硫酸鉄は0.1%溶液で濃度が濃くなり，

４つの処理剤の中で最も濃度が高かった。木酢酸鉄は0.1%で濃度が濃くなり溶液の濃度に順じ

て染色糸の濃度が濃くなった。重クロム酸カリでは僅かの濃度で濃くなるが，１～５%の溶液

では染色糸が赤味を帯びた。酢酸0.1%溶液では僅かに濃度が濃くなるが，１%溶液からは染色

糸が赤味を帯びていた。
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シャリンバイの抽出液に関する試験

操 利一

［概要］

泥大島紬や泥藍大島紬の増加に伴いシャリンバイを効率よく使用するために，裁断方法及び

長期保存方法などについて検討した。

， 。 ，タンニンと蒸発残渣の抽出量については 抽出温度が高いほど多くなる傾向になった また

蒸発残渣物は80℃まで急上昇するが，80℃を超えると緩やかな曲線になった。生木と枯れ木で

は，生木の方が両者共に多く抽出された。これは枯れ木の場合，タンニン等が不溶性となり抽

出が困難なためではないかと推測される。

， ， 。 ，シャリンバイのタンニン 蒸発残渣共に 厚さを薄くするほど抽出量は多く得られた また

厚さ30mmまでは厚さに反比例して抽出量は急上昇するが，厚さ30mm以上になると緩やかな曲線

になった。生木について，同一シャリンバイを１回から５回にわたって繰り返し抽出を行い試

験したが，タンニンの場合はシャリンバイの厚さが薄いと１回目では殆どが抽出され，２回目

以降はほぼ平衡状態になった。また，厚さが32mm以上なると，１回目から５回目までの回数別

の抽出量は少なかった。蒸発残渣の場合も同様に厚さが薄いと１回目で殆ど抽出されるが，シ

ャリンバイの厚さが大きくなると，１回目の抽出量よりもほぼ４回目から５回目の抽出量が多

くなった。

シャリンバイ染色糸の摩擦堅ろう度増進試験

上原 満

［概要］

シャリンバイ泥染め糸の摩擦堅ろう度の向上を図る目的で，試験を行った。

シャリンバイ液に柿渋を濃度別に添加して染色する。シャリンバイ染色では増量率は40%以

上に及ぶため，その摩擦堅ろう度が弱いのも当然といえば当然かもしれない。カテコールタン

ニンには，熱を加えるとその酸化重合が促進される性質がある。従って，糸に染着したタンニ

ン間の重合をより促進できれば，耐摩擦堅ろう度が向上するということは十分考えられる。い

ままで試みた中で，この反応を促進させうるのは熱が最も有効のようであるが，元来，シャリ

ンバイに含まれているカテコールタンニンではこの力が弱いためにこれより力のある柿渋を選

んでみた。新渋と古渋について試験した結果によると，両方の渋とも最低４％，できれば６％

以上混入すれば有効ではないかと考える。この試験では増量にややバラツキがあったこと，柿

渋を添加することにより糸がいくらか硬くなるように感じられた。
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シャリンバイ液に関する調査

赤塚嘉寛，操 利一

［概要］

奄美産地のシャリンバイ泥染色の動向を調査した。

， ， ，シャリンバイ液のタンニン含量 蒸発残留分それぞれの総平均は2,973ppm 8,835ppmであり

（ ， ， ） ，これを前回調査 昭和48年 名瀬地区タンニン2,617ppm 蒸発残留分5,953ppm と比較すると

いずれも大幅に上回っていることがわかる。昭和49年度のシャリンバイ煎出液採取量別染色試

験によると，タンニン濃度1,460ppm～4,280ppmの範囲で濃度の高い方が低い方よりも0.5級も

摩擦堅ろう度が優れている。しかし，極端にタンニン濃度が高くなる場合，染色堅ろう度にど

のような影響があるのか更に確かめておかなければならない。例えば，宇検地区は他の３地区

に比べ圧倒的に高濃度のシャリンバイ液を使用している。その宇検地区の染色工場の数は激減

し，昔日の面影がない。これは製品の品質と無関係なのだろうか。一考を要することである。

タンニン濃度の増大した最大の理由は，染色能率のスピードアップにあるのではないかと推測

した。

比重測定によって，タンニン濃度についてはある程度の目安をつけることが可能である。デ

ータのバラツキは測定温度の違うものをまとめたこと，染液の煎出後の経過時間の差によるも

のと思われる。タンニンと蒸発残留分は34％であった。これは，シャリンバイ原木の品質を判

定する一基準になった。

反応染料による染色試験

赤塚嘉寛

［概要］

本場大島紬の製品検査において熱湯堅ろう度試験が実施されるようになったが，従来の合成

染料の中には堅ろう度の低いものがかなりあることがわかったため，大島紬の染色に利用する

目的で反応染料による染色の熱湯堅ろう度を調査した。

染色結果は，いずれも鮮明なものが多かった。熱湯に対する堅ろう度は優秀である。日光に

対する堅ろう度はやや弱いものがある。煮沸染色の必要がないので，日光堅ろう度の低くない

ものを選べば，利用価値が高い。
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市販原料絹糸の調査

押川文隆，平田清和，福山秀久

[概要]

， 。技術指導の資料を得るとともに大島紬の品質向上を図る目的で 市販原料糸の調査を行った

調査対象 名瀬市内の７販売店（61点 ，鹿児島市内の６販売店（49点）及び笠利地区の２）

販売店（12点）の白絹糸，計122点を収集

調査項目 表示目付に対する実測目付（繊度 ，撚り数，合糸数，強度・強力，伸度）

調査結果を業界に発表し，また販売店へ送付し指導を行った。

絣加工に関する基礎試験

池之平剛，福山秀久，平田清和

[概要]

整経から糊張，絣締工程を経て染色工程までの大島紬の製造工程において，原料絹糸が受け

る変化について試験を行った。

糊張り糸の経過日数と縮率，絣締における締密度及び厚さとガス綿糸引込密度の関係，染色

前後の絣筵の変化，糊張糸の伸張率と残留歪率，糊張糸の糊濃度と残留歪率，糊張糸の糸目付

と残留歪率の６項目の観点から試験を行い，作業上の基礎資料を得ることができた。

図案研究室

大島紬絣パターンの展開研究（１）

徳永嘉美，今村順光，冨山晃次

[概要]

現在の大島紬に使用されている十の字絣のパターンは数種類しかなく変化に乏しいため，組

み合わせによって新しい感覚のパターンを創作した。

十の字絣による基本パターン12種を設定し，それぞれ基本パターンの形に基づきながら，①

上下・左右・斜めへのずらしによる展開，②複数の重ねにより生じたものをさらに①の方法で

の展開，③イメージによる付加・削除による展開の結果，453文様が導き出された。

（ ） ， 。これを大島紬絣パターン集 十の字編 としてまとめ 業界へ製品計画資料として配付した
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大島紬古典絣文様の調査復元

徳永嘉美，今村順光，冨山晃次

[概要]

大島紬古典文様集作成と大島紬絣デザインの開発及び指導に役立つ基礎資料を得るために，

明治から昭和にかけて製造された大島紬古典文様の調査収集と復元を行った。

裂布15点，明治から昭和初期にかけての古典柄155点を写真記録した。そして，これまで収

集した中から小柄145点，小中柄及び龍郷柄80点を復元した。

染色化学研究室

ぼかし染大島紬の染色試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

従来の大島紬の絣模様は，柄模様の一定部分に色彩が施されている。今回は，この絣模様に

多様性を持たせるため，柄模様は従来どおり締め加工し，絣だけをぼかし染めした大島紬を開

発することとした。

このぼかし染は，数色を交錯することにより多くの色を自由に簡単に摺込染ができる。柄は

同じでも一反ずつ異なった配色も可能であり，若向きには派手な色を，年輩用には渋い色をぼ

かし染めすることにより，バラエティに富んだ紬が生産される。これまで，大島紬における点

絣や長絣においては，地色と柄の部分に図案に基づいた色彩が施されていたが，このぼかし染

によって柄が変化するとともに色も多様化され，これまで生産されてこなかった一味変わった

新規の大島紬が生産される結果が得られた。

シャリンバイ煎出液の濃度測定法の簡易化試験

丸山武満，白久秀信，操 利一

［概要］

大島紬を染色するシャリンバイは，染色の都度，原木を採取し，これを煎出して染液染色し

ている。この方法は，シャリンバイの生育場所や樹齢並びに季節等によって煎出液の成分や濃

度が異なる。また，染色業者は煎出するたびに長年の経験と勘により煎出液量を定めており，

これが染色不良の要因ともなっているので，煎出液の濃度を現場で簡単に測定する方法につい

て試験した。

市販品合成タンニン及びシャリンバイと類似しているカッチ液の濃度について，糖度屈折計

を使って測定することができた。現在染色しているシャリンバイ染色業者の染液の濃度も，こ

の糖度屈折計で測定することができた。測定結果についてのバラツキは，シャリンバイの質や

採取量が各工場によって異なっていること，勘によって煎出液を採取していることが原因と考

えられる。採取量別シャリンバイ液で染色した結果も，この染液の濃度に比例して染色濃度差

が現れている。この結果から，シャリンバイ液については，採取量60kgで150～160 程度採取

して染色を行った方が良い結果が得られた。
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草木染大島紬の染色試験（№１）

丸山武満，白久秀信

［概要］

従来の泥染大島紬はシャリンバイと泥土で染色するが，今回はシャリンバイ以外の植物で泥

染大島紬と同様の製品を開発する目的で試験した。

この結果，山モモの煎出液を用いて従来のシャリンバイ方式で泥染した製品については，こ

れまでのシャリンバイの黒と異なる山モモ独特の黒の地色が得られた。また，絣も山モモのオ

， 。 ， ，リーブ色が得られ 山モモ泥染紬が生産された 更に 風合も従来の泥染に近い地風が得られ

また，染色堅ろう度も良好であった。

草木染大島紬の染色試験（№２）

丸山武満，白久秀信

［概要］

大島紬は，シャリンバイで染色する泥染紬と合成染料で染色する色大島紬が生産されている

が，さらに，奄美に自生している植物による草木染大島紬を開発するため，昭和42年度から継

続して試験している。

本年度は，これまで行わなかった植物（イジュ）を利用するとともに，染色法は奄美独特の

泥染方式を用いて，中間色の地色の草木染大島紬を生産するため試験した。

この結果，当初の目的どおり地色は鉄色が染色され，絣（絣締して防染した部分）の色も従

来の泥染紬と異なり，草木染独特の紬が生産され，商品価値のある地色及び絣の染色が得られ

た。また，製織布も泥染紬に近い風合が得られ，染色の堅ろう度も良好な結果が得られた。染

色のコスト面もこの植物（イジュ）は奄美で豊富に自生しており，生産が増加しても原木の心

配はなく，染色法も従来の泥染のように染液で50～60回，泥田３～４回，石灰処理や乾燥等を

含めて２，３日かかる染色ではなく，この方法では染液14～15回，泥１，２回で染色できるの

で，従来の泥染よりコストダウンになった。
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琉球藍による藍大島紬の染色試験

丸山武満，白久秀信

［概要］

奄美には琉球藍が自生していることから，昔はこの藍で芭蕉の繊維を染色した着物が生産さ

れていたため，今回は，奄美に自生している植物藍を利用し，従来の紬と異なる藍大島紬を生

産する目的で試験を行った。

この試験においては，従来の泥染紬や合成染料で染色する色大島紬及び草木染大島紬と異な

り，地色を紺色とする藍大島紬を生産することとしたが，藍は特に摩擦不堅ろうな欠点がある

ので，これを向上する染色や仕上げに重点をおいて実施した。

この結果，数日してから染色することで染色堅ろう度は向上したが，松葉液処理ではシワ回

復率や風合は悪い結果をもたらしていることがわかった。この松葉液処理による摩擦堅ろう度

の効果や染色及び絹糸への影響については，この製品の日時経過を見ながら検討することにし

た。

泥染工場の泥染絣・地糸の堅ろう度調査

西 決造

［概要］

鹿児島県内の泥染工場は82軒あるが，それぞれ染色法，シャリンバイ液の取上量，染色後の

光沢，ヒビ，手触り，濃度等も若干異なっているので，各工場に染色を依頼して各種堅ろう度

や官能試験を行った。

県下82軒の泥染工場のうち，協力業者は65軒で，絣の出品が61件，地糸の出品が61件であっ

た。摩擦については絣殆どが２～３級以下で，白絣については白綿布が黒赤味に汚染された。

藍絣については白綿布が黒青味に汚染された。泥藍抜染後は，白綿布が黒赤味に汚染された。

抜染後は，バラツキはあるが摩擦堅ろう度が半級程度不良になった。地糸については３級以上

は僅か18%であった。

汗堅ろう度については，絣では酸性，アルカリ性の変化はなく，地糸では絹がアルカリ性に

僅かに汚染している。絣地糸とも汗には堅ろうである。洗濯堅ろう度の変退色で不堅ろう絣が

３%，地糸では10%であった。汚染は殆ど認められなかった。耐光堅ろう度については殆どが６

～７級の優級であった。植物染料は耐光には不堅ろうな染料が多いが，泥染は染め重ねて濃厚

に染色されることから耐光が堅ろうになると推測される。増量については，紬組合規定で理想

とする40%増量に近似しているのは38泥染工場であった。泥藍抜染については，地色が脱落し

て補正を必要とするのが11%であった。強伸度については，強度8.5%，伸度16%であり平均して

弱くなっていた。絣のヒビについては，２級以下の不良な絣が31%であった。地糸のヒビにつ

いては，８%であった。十の字の切れが不鮮明に汚染された絣が20%であった。地糸の柔軟性に

ついては，やや固い地糸が16%であった。毛羽については，絣では毛羽発生が多いのは５%で，

地糸では毛羽発生の多いものが18%であった。
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染色用泥土に関する試験

赤塚嘉寛

［概要］

大島紬のシャリンバイ泥染色において，どのような泥が染色に適しているか調査した。

前回は，水簸による粒度別染色，懸濁液泥液による染色，泥土の量別染色，鉄の溶解量別染

色試験を実施したが，今回は湛水下に自然放置する場合，経過時間による染色，染着指標の探

索の為のpH，置換酸度，第一の測定・定量試験を行った。

シャリンバイ泥染色を行っている野外の水田では湛水状態を保っておれば，染着力が衰える

ことは少ない。一度使っても，しばらくすると染着力が回復することが知られているが，いっ

たん風乾した泥土を容器中に湛水状態にしておいた場合，試験結果に見るとおり，簡単には染

着しなかった。湛水日数50日を経過すると染着するようになるが十分ではなく，200日経過し

ても特に染着が良くなったとは見えなかった。容器中にも還元菌は存在するだろうし，有機物

も少しは含んでいるから時間をかければ還元は進行していくと思うが，野外の水田土壌ほどに

は金属の移動等も自由ではなく，抑制されている等の理由で鉄の還元が著しく遅くなるものと

考えられる。従って，工場内に染色用土を移すときは，自然湛水状態だけでは長日数を要する

ので，強制的に還元することが必要であった。

抜染に耐える泥染の研究

赤塚嘉寛，操 利一

［概要］

泥藍絣の抜染において，抜染に耐えなければならい地色が脱色されると製品価値が殆ど失わ

れてしまう。この原因については鉄分が多いからとか，石灰が多いからとか，いろいろあげら

れているが，はっきりしたことはわからなかった。この不安を取り除き，いつでも抜染に耐え

る地色にできるよう染色条件を調べた。

抜染に耐える地色の染色という観点から地糸の染色を見ると，これに影響を及ぼす要因は染

液濃度と染液更新回数だけであった。地糸の抜染効果から推定すると，染液濃度は２％，染液

更新回数は60回が適当である。鉄濃度では0.5%から５%間において差が認められなかった。
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シャリンバイの加圧抽出試験

赤塚嘉寛，操 利一

［概要］

加圧高温下において，シャリンバイの抽出液を調べた。

， ，サンプルについては抽出時間を一定にする予定であったが 常圧100℃の方が蒸発が激しく

煎出液が少量になったので時間がまちまちになった。また，同一温度のものでもチップ材料を

完全に均等にすることができなかった。この二つの理由でムラが生じたものと思われる。それ

にも拘わらず，常圧100℃と110℃の抽出の差は明白であると言ってよいだろう。抽出液の両者

の外観は常圧100℃の方が濃褐色であり，116℃の方は橙色がかった褐色であった。

シャリンバイの保存に関する試験

赤塚嘉寛，操 利一

［概要］

前回は，シャリンバイ液にホルマリンやクレゾール石鹸を加えることにより腐敗を防ぎ，長

期間保存する実験をしたが，今回は，タンニン酸そのものに腐敗能力があることに注目して，

濃度を大きくすることによる保存経過を調べた。

シャリンバイ液は，タンニン濃度を高くしておけば半年くらい保存が可能である。煎出後，

１週間，２週間で泡があらわれ，大きくなって表面にあふれでてくる。これは糖分が発酵する

ためと思われる。この泡を除き，蓋をして密閉しておくと腐敗することなく長期間保存できる

ことがわかった。ただし，タンニン濃度は５か月間で5,608ppmから4,668ppmへ低下することが

わかった。
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経糸（ガス綿糸）張力別の織締絣加工試験

福山秀久，押川文隆

[概要]

絣締加工における経糸(ガス綿糸)張力の変化による織締絣莚の特性を比較するとともに，染

色工程との関係を調べ，大島紬製造工程における基礎資料を得ることとした。

使用絹糸は目付40ｇ付，試料条件は抱合数16本，整経長24ｍ，ふのり３wt%，絣締めには締

め機MM-2型を使用し，筬密度15.5算（筬幅40cm ，染色法は化学染料染めとして，測定項目は）

８項目，織締絣筵の幅，染色前後の筵の厚さ，染色前後の締め密度の比較，反射率，絣筵の幅

（緯方向 ，厚さ，締め密度，反射率について試験を行い，さらに，織締絣莚の重量及び糊落）

率についても検討を加え，作業上の基礎資料を得ることができた。

結果は，次のとおりである。

(1) 糊落率については，締圧力及び経糸張力の変化はみられない。

(2) 絣莚幅（緯方向）は，染色前後とも経糸張力が大きくなるにつれて，わずかずつではあ

るが狭くなる傾向がみられる。

(3) 染色前の厚さは，経糸張力が大きくなるにつれて薄くなる傾向を示す。

(4) 締込み密度は，経糸張力よりも締圧力の影響を受けやすい。

１３算大島紬の改善試験

平田清和，福山秀久，福山桂子

[概要]

従来，13算大島紬は経緯とも1モト越式の絣配列であるが，13算大島紬の糸密度及び絣配列

に変化を与えることにより，新規織物の提案を行った。

【試料布の設計】

原料糸目付 経45g付，緯40g付 経320T/ｍ，緯110T/ｍ

織筬 13算，40cm

糸密度 経26本/cm，緯28本/cm

締筬 経14算，６羽１間，緯13算，４羽１間

糸配列 経 絣糸２本，地糸２本

緯 絣糸２本，地糸４本

製織法 高機による手織り

風合測定は，剛軟性Ａ法（カンチレバー法 ，剛軟性Ｂ法（スライド法 ，剛軟性Ｄ法（ハ） ）

ートループ法 ，剛軟性Ｅ法（トータルハンド法 ，防シワ性Ｂ法（シワ回復率 ，厚さ，重さ） ） ）

の７項目について行った。

経絣製法に14算筬を使用し，６羽１間としたため，経方向と緯方向の絣間隔及び経緯の糸密

度が異なり 従来の13算大島紬とは全く異なる絣配列を得た 即ち 緯の絣間隔は0.429mm×0.， 。 ，

308mmで経長になるが，経緯の糸密度は13:14で緯が高くなることがわかった。
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経緯総絣大島紬の試作

押川文隆，福山秀久，恵川美智子

[概要]

， ，経緯総絣大島紬を試作し これまで製織の際の問題点を検討するとともに風合測定を行い

実用化の基礎資料とすることとした。

【試料布の設計】

原料糸目付 経緯共40ｇ付 撚数 経320T/ｍ，緯110T/ｍ

糸密度 経31本/cm，緯28本/cm

締筬 経14算，緯15.5算 品数 経２品，緯４品

糸配列 経１品目２本，２品目２本

緯１品目２本，２品目２本，３品目２本，４品目２本

製織法 高機による手織りで，耳糸を除く経糸はすべて絣調整を行う。

試作の結果，市松模様の総絣製品が織上がったが，経絣張力（モデ）調整の際の絣糸本数が

多いため，張力が斑になりやすい。また，絣調整時の絣上げを容易にするために，モデかけを

増やす必要があるなどの課題がわかった。

図案研究室

割込式風絣使い調新規絣図案の研究

冨山晃次

[概要]

絣模様の濃淡陰影の効果を増大させるため，伝統的絣文様の絣使いとその応用で，割込式風

絣使い調新規絣図案の研究改善を行った。

その内容として，１元越式の絣使いを離れることなく，割込式の雰囲気をもたせることを狙

って，１元越式と割込式を併用した割込式風絣図案としてまとめた。その結果，部分的に割込

式の特徴である濃淡・陰影の効果が十分に得られ，小ずめ（絣パターン）を170例展開し割込

式風絣図案25柄を考案調整した。

古典文様の調査

徳永嘉美，今村順光，冨山晃次

[概要]

大島紬古典文様の調査収集により文様集を作成し，今後のデザイン開発に資することを目的

に，鹿児島市，喜界島，徳之島地区を調査し，手括り絣11点，小柄42点（端切５点・プリント

資料37点 ，小中柄163点（割付け柄13点・割込式柄150点）龍郷柄45点（初期の柄30点・現代）

柄15点 ，大柄120点（昭和30年代）を入手した。）
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大島紬絣パターンの展開（２）

徳永嘉美，今村順光

[概要]

大島紬絣文様の多様化を図りデザイン開発の参考資料とするため，長絣の基本パターンであ

る①銀，②白，③格子について検討した。

図形の一部を変形削除しエレメントを付加することで展開を図った結果，792文様が導き出

され，大島紬絣パターン集（長絣編１）としてまとめ業界へ配付した。

染色化学研究室

塩化第二スズの増量効果について

赤塚嘉寛，操 利一，新村孝善

［概要］

金属塩の中で特に増量効果の著しいと言われる塩化第二スズを使用して増量の要因を調べ，

更に増量糸の特性も調べた。

増量について，塩化第二スズ溶液の濃度が高い方が増量効果があるのは，絹糸に吸着するス

ズの量も多く，増量の反応量も多いことが原因と言える。また，ケイ酸ナトリウムが増量に寄

与しているのは，ケイ酸とスズが酸化物を形成して絹糸に固着しているためと考えられる。強

度については，リン酸ナトリウム溶液の濃度が高い方が強度が保持されているが，これはリン

酸ナトリウムの緩衝作用のためと思われる。増量工程のスズ溶液中では，絹糸は強酸性（pH＜

１）にさらされているため脆弱化されやすくなっていた。ケイ酸ナトリウムでは低濃度の方が

， ，強度を保持しているが これはケイ酸ナトリウムの水溶液がかなり強いアルカリ性を示すので

高濃度ほど絹糸を脆弱化することがわかった。

金属加工（塩化第二スズ，ノンブライト）による試作試験

赤塚嘉寛，操 利一，新村孝善

［概要］

増量や風合に効果大である塩化第二スズ，ノンブライトで絹糸を処理し，織布にして特性を

調べた。

シワ回復率については，ノンブライトの方が良好な結果が出ている。塩化第二スズは，やや

織布も硬くなっていると思われる。トータルハンドでは，高濃度の塩化第二スズが高い数値で

コシの強さがある。布は，塩化第二スズが高濃度になる程厚くなる。これは，増量率からも実

証できる。増量率については，塩化第二スズの方が増量しているが予想した程ではなかった。
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絹糸染色における金属塩処理試験

赤塚嘉寛，操 利一，新村孝善

［概要］

古来，絹織物への金属加工は，染色法の改良に役立てたり，防しわ性などの数々の特性を付

。 ， ，与したりするのに活用されてきた ここでは 身近な金属塩や特殊土壌を利用した染色を試み

増量，風合，染色性，強伸度等を比較検討することとした。

強伸度については，酸化チタンの低下が著しい。硫酸アルミニウム，酢酸鉛は強度を保持し

ているが，カオリン，硫酸バリウム，酢酸アルミニウム，塩化第二スズはやや低下しているた

め，処理法を工夫する必要がある。伸度については，酸化チタンの伸度低下が著しく，硫酸バ

リウムも低下している。活性白土，カオリンの特殊土壌類も良くない。増量は，塩化第二スズ

が良好で，ノンブライトもやや増量しているが他は殆ど増量効果はみられない。塩化第二スズ

の処理法（濃度，回数等）を増やしていくと，もっと効果が出てくると思われる。染色性は特

殊土壌類，硫酸バリウムが非常に悪い。これらは水に極めて難溶性であり，絹糸中に残存して

。 ， 。 ，染料が均一に吸収されるのを妨げるためと思われる 風合は 酸化チタンが良くない しかし

アルミニウム塩のノンブライトを使用すると，かなり風合は良くなった。

シャリンバイ泥染色糸に関する試験

赤塚嘉寛，操 利一，新村孝善

［概要］

染色による付加物質の成分の種類及び量を調べ，染色堅ろう度との相関を見ると同時に鑑別

方法の改良の基礎資料を得ることとした。

染色によって付加する成分の量は，Caを除けば泥染の方が大きいか等しいかである。標準偏

差値も泥染の方が大きく，染色にバラツキがあることを示している。これらのことは藍泥染と

比較して，泥染は染色工程が数種の染色操作の繰り返しから成るため，非常に長く，各操作の

程度の大小が累積されて大きな差を生じるものと考えられる。また，強伸度と染色堅ろう度に

ついては，藍泥染の方が優れていた。
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泥染の防染加工試験

西 決造，白久秀信

［概要］

締筵を泥染色する場合，絣筵のナガの部分も染色されて，鮮明なナガが得られない難点があ

る。そこで，防染剤を使ってナガの部分の白さを保持するための試験を行った。

泥染用絣筵のナガ部分に防染糊タキ染用XE，白生ゴムを塗布し，その塗布部分にガムテープ

を貼付した上で，普通に泥染染色した絣筵については，50℃前後のベンジン，グローアップ，

ラッカーシンナー，ガソリン等で防染剤を溶解除去した後に絣筵を全解した場合，ナガの白場

を汚染することなく鮮明な白さを得ることができた。これらの防染剤で，地空，十の字部分を

防染しても絣筵でナガを作るには汚染が著しく効果がなかった。

浴中柔軟スレ防止剤処理試験

西 決造，白久秀信

［概要］

染浴や抜染浴中に柔軟スレ防止剤を添加して染色あるいは抜染を行い，柔軟性付加やスレの

防止の効果について調べた。

浴中柔軟スレ防止剤，スレノンA，プリトロンU，ア二ノールSHの使用に当たっては，0.1～

0.2％溶液が適当である。薬品添加量が増すと染色濃度が低くなり，絣筵染色の地切れが悪く

なった。浴中柔軟スレ防止剤別あるいは添加量別による各堅ろう度には，変化は見られなかっ

た。泥藍抜染や化染の部分抜染浴への薬品添加によるスレ防止には，僅かではあるが効果が見

られた。染浴中にスレノンAを添加することにより，特に柔軟平滑性が良好であった。強伸度

測定の結果，柔軟スレ防止剤添加による絹糸の脆化は見られなかった。また，泥染，植物染料

染色に柔軟スレ防止剤を使用したところ染色濃度が低くなった。

異色抱合絣糸の移染に関する試験

西 決造，白久秀信

［概要］

異色の染色糸を抱合して糊張り締め加工すれば，一度に異なった色彩の紬ができることにな

り，大変効率的である。しかし，異なった色糸を一仕切りとして整経加工した場合，移染が心

配されるので，これの起こる程度について調べることとした。

移染については，熱湯堅ろう度が４級以上の堅ろうな染料で染色した場合は，白糸と抱合糊

張りして絣筵作成後染色しても移染は殆どないことがわかった。糸同志の抱合は熱湯堅ろう度

が少々弱くても（２～３級）移染はなく，紬作りが可能である。蚊絣は長絣ほどの移染は認め

られなかった。また，植物藍染糸についても殆ど移染が認められなかった。
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植物染料染色試験

西 決造，白久秀信

［概要］

植物染料を用いた泥染方式について，中間色草木染大島紬に利用するための基礎資料を得る

こととした。

昨年行った奄美産植物による染色試験を発展させ，本年度は泥染方式を取り入れた染色，硫

酸銅媒染を試みた。

その結果，泥染風の植物本来の渋味をもった中間色を出すことができた。揉み込み染の際の

染液濃度の量はシャリンバイ染色の場合より多めの５倍量にして自然乾燥で行ったところ，地

風も良くなり摩擦堅ろう度も向上した。地糸は泥染の操作でムラ染になるおそれがあるので，

泥田染作業の際は，できるだけ鉄分の少ない泥を選び，地糸をたたく（つつく）ようにして糸

をほぐしながら，泥染を行うとムラ染を防止することができる。染液の濃度は原木の３倍に相

当する煮出液を取り出したが，山モモについては，濃すぎてムラ染になりやすいため５倍量の

煮出液を取り出した。

藍染後の絣染色加工における変色防止に関する研究

西 決造，白久秀信

［概要］

藍染染色直後は鮮明であった色が，次の段階の泥染染色加工により変色して藍色がくすんだ

色になる。また，水洗の際，色が落ちることがあるので，その原因を調べ改善法をさぐること

とした。

藍は，蒸熱処理することによって色がくすんで変色する。摺り込み染色後の蒸熱処理が藍の

色をくすませる原因であり，水洗の際に色落ちしやすくなる原因でもある。従って，蒸熱処理

法を適正に行えば，これらの欠点をかなり防止できることがわかった。

摺り込み染色後の蒸熱処理については，絣を総解きする前に行い，新聞紙や布で軽く包んで

から蒸すとある程度変色を防止することができた。摺り込み染色は，堅ろう度の高い染料を使

用し，蒸熱処理時間を短縮する必要がある。一般に藍の摩擦堅ろう度は低いが，モリゲン，ホ

ワイトクリーナー，温湯処理，または染色後１～２週間後に水洗することによって摩擦堅ろう

度は若干良くなる。オリーブ油，ソルゾールLSによる亜美剤処理は，堅ろう度を低下させる。

適量の洗浄剤を使用することによって藍色が鮮やかになるが，その効果はモリゲン，ホワイト

クリーナー，アゾリン，酢酸処理の順に良くなった。
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昭和５８年度

機織研究室

大島紬の原料絹糸目付の選定と風合

村田博司，押川文隆,恵川美智子

[概要]

現在，大島紬は筬密度が13算，15.5算の製品が大半であるが，ごく少量18算の製品も製造さ

れている。大島紬は先染めの絣織物であるので原料絹糸の目付選定は重要であるが，経及び緯

の糸密度を変えたい場合，原料絹糸目付の選定は経験的に行われているのが現状である。

そこで，原料絹糸目付の選定に関して実験式の算出を試みるために，経糸目付を一定にして

緯糸目付を変化させた場合の経糸の糊無し，糊有りについて筬密度15.5算で試験を行った。さ

らに，経糸目付と筬密度を変化させたものについて検討を行った。

原料絹糸 経糸４種類（7.5，10.2，10.5，12.0）匁付

緯糸７種類（6.0，6.5，7.5，8.5，9.2，10.5，12.0）匁付

製織条件 筬密度３種類（13，15.5，18）算（筬幅40cm）

高機による手織り（白無地）

風合測定は，剛軟性Ａ法（カンチレバー法 ，剛軟性Ｂ法（スライド法 ，剛軟性Ｄ法（ハ） ）

ートループ法 ，剛軟性Ｅ法（トータルハンド法 ，防シワ性Ｂ法（シワ回復率 ，厚さ，重さ） ） ）

の７項目について行った。

経糸目付と筬密度を変化させ，緯糸目付と緯糸密度，厚さ，重量の関係を調べた結果，緯糸

密度は緯糸目付約28ｇのところで屈曲が見られ，また，厚さは一例を除いて直線関係にあり，

重量は直線関係になることがわかった。

高密度大島紬の試作

平田清和，福山桂子，恵川美智子

[概要]

現在，13算，15.5算の織密度の製品が大多数を占めている中で，より高密度(今回は18算)の

， 。製品を試作して生産の基礎資料を得るとともに 風合改善法及び製品多様化を図ることとした

， ， ， ，経15.5算 緯18算及び経 緯ともに18算の２種類の大島紬の試作を行い それぞれについて

剛軟性Ａ法，Ｂ法，Ｄ法，Ｅ法，防シワ性，厚さ，重量，気孔容積の８項目について，測定し

た。

その結果，剛軟性は緯糸の影響を受けやすい。また，厚さは従来の大島紬が0.160mmである

， ， ， ， ，のに対し 試作品はそれぞれ 0.156 0.130mmと薄く 重量は大島紬が478g/反であるに対し

試作品は418g/反，398g/反と軽いことがわかった。
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市販原料絹糸の調査

恵川美智子，村田博司

[概要]

近年，原料絹糸に対する当センターヘの相談件数は僅かずつではあるが増加の傾向にあり，

全相談件数中，56年度11%，57年度15%，58年度16%となっている。

そこで，本年も前回56年度と同様の方法で市販原料絹糸の調査を行い，相談及び技術指導の

ための基礎資料を得ることとした。

調査対象 奄美地区の７社（37点 ，鹿児島地区の５社（25点））

調査項目 重量（目付 ，撚数，合糸数，強力・強度，伸度（６項目））

撚り数の経年変化の報告（S47～58年度別経過 経緯別）

継続的に調査した傾向を分析し，販売店及び業界へ発表した。

走査型電子顕微鏡による絹糸の泥染め工程における物性変化の観察

平田清和，白久秀信

[概要]

大島紬の泥染工程における泥染絹糸の物性変化を，走査型電子顕微鏡，Ｘ線マイクロアナラ

イザー（ＸＭＡ ，テンシロンによって調べた。）

測定項目は，テンシロンによる強伸度測定，走査型電子顕微鏡による繊維の観察，Ｘ線マイ

クロアナライザーによるエネルギー分布の測定とした。

その結果，泥染工程が進むにつれて，強伸度は減少し，絹糸の表面に付着物が現われ，複雑

な表面構造を呈した。また，ＸＭＡによるエネルギー分布では，全工程においてカルシウムが

鉄より多いことなどが判明した （中小企業大学校６か月研修）。

図案研究室

割込式風絣使い調大島紬絣図案の創案と織物の試作

冨山晃次

[概要]

割込式の特徴である濃淡・陰影の効果が十分得られた割込式風絣図案を基に，１元とカタス

の絣変化を１元越式に応用して試作した結果，特徴である割込式風な絣の変化，濃淡，陰影が

。 ， （ ） ，十分得られた製品を開発することができた なお この他に小ずめ 絣パターン 展開230例

割込式風絣使い調図案考案13柄を行った。
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変形方眼紙の試作とそれを用いた大島紬絣図案の創作

今村順光

[概要]

大島紬の絣模様を構成する紺糸と地糸の配列に，周期的な変化をもたせるとグラデーション

が生ずる。このグラデーションが絣配列の変化によりユニットの連続構成となって，従来にな

い絣模様と曲線のパターンを生む。この構成を基にして大島紬絣図案を３種類にわけ創作を試

みた。

大島紬絣パターンの展開（３）

徳永嘉美

[概要]

大島紬絣文様の多様化を図ったデザイン開発に資するため，長絣の基本パターンであるツガ

及びバラについて検討した。

図形の一部を変形削除しエレメントを付加することで展開を図った結果，1,020点の文様が

導き出され，大島紬絣パターン集（長絣編２）としてまとめて業界へ配付した。

染色化学研究室

奄美の植物による染色試験と標本作成

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一，新村孝善

西元研了，白久秀信，徳永嘉美

［概要］

奄美大島産の植物による染色試験の総まとめとして，大島紬の染色に使用可能な染料を選定

し，染色標本を作製して技術指導の資料とすることとした。

奄美大島に自生している植物（イジュ，ヤマモモなど14種類）について染料を抽出し，その

抽出液で絹糸を染色した後，媒染剤（ミョウバン，泥土など４種類）で媒染を行い，水洗，乾

燥した。その後，染色糸の重量増加率や摩擦堅ろう度，耐光堅ろう度等の染色に対する堅ろう

度試験を行った。

重量増加率は，全ての媒染剤で10％以上の値になっていた。媒染剤（泥土）では，全ての植

物染料について10％以上で，特にカシの木では26.7％になっていた。耐光試験は植物や媒染剤

の種類によって異なり，その結果の殆どが３級以上となった。摩擦試験の結果は，重量増加率

の大きい泥土媒染で２，２～３級となったが，その他の媒染剤における摩擦堅ろう度は３級以

上に評価された。
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本県産泥藍による藍建試験

西 決造，西元研了，白久秀信

［概要］

本県産泥藍の藍建て技術を確立するために，本試験を行った。

琉球藍（キツネノマゴ科に属する多年草の植物）を刈り取って発酵槽に入れ，藍葉が浸る程

度に水を注ぎ７～10日間放置して発酵させた。適当な時期に腐熟した藍葉と液を分離し，液を

， 。15～20分程度撹拌した後に さらに消石灰を加えて撹拌して１昼夜放置すると藍分は沈殿した

褐色透明な上澄み液を排出すると，泥状になった藍分が得られた。その泥藍と蓼藍を用いて９

月と11月の２回藍建てを行い，藍が染色に最適な条件を確認してから絹糸を染めた。大島紬用

淡藍色，正藍紬用濃藍染共に本県産泥藍建て染色した絹糸の色は， 藍建て（蓼藍）と変わり

なく鮮やかに染色することができた。摩擦堅ろう度については，若干 藍の方が堅ろうであっ

た。洗濯堅ろう度については，絹への汚染が半級程度不堅ろうであった。琉球藍はインジルビ

ンが含まれているのでやや赤味を帯び，蓼藍の方は青味を持つ。濃藍染については変退色は堅

， 。 。ろうであるが 汚染にわずかに弱い 洗濯試験により藍の色は僅かではあるが鮮やかになった

抜染については淡藍は白抜できるが，濃藍はやや藍色が残ることがわかった。

大島紬の摩擦堅ろう度について

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一

新村孝善，西元研了，白久秀信

［概要］

大島紬の泥染糸は，染色法の管理を誤ると摩擦堅ろう度の低い製品が出来ることがある。こ

れを改善して品質向上を図るため，産地企業から収集した泥染糸について重量増加率及び反射

率の点から摩擦堅ろう度について数値分析を行い，染色技術の開発研究及び技術指導のための

基礎資料を得ることとした。

重量増加率・摩擦堅ろう度，反射率について測定した結果，試料98点の平均は，反射率12.3

%，摩擦堅ろう度3.2級，増量率47.47%であった。摩擦堅ろう度と増量率については，シャリン

バイ溶液中にて増量をより多くすれば摩擦堅ろう度が低くなった。また，この関係について数

値分析した結果，摩擦堅ろう度に対して増量率が半数以上寄与していることがわかった。

青色染料堅ろう度試験

西 決造，白久秀信

［概要］

大島紬男物の堅ろう度の低い染料を用いた製品が市場に出回ったため，青色染料の堅ろう度

を試験検討して，染色業界の染料選定の基礎となる染色標本を作成することとした。

現在，大島紬に使用されている32種の青色染料について，堅ろう度を試験して染色標本を作

。 ， ， ， 。 ，成した 堅ろう度の強さは 含金属染料 酸性染料 直接染料の順であった 耐光性４級以上

熱湯堅ろう度における変退色４級以上，汚染３～４級以上，抜染性４級以上が，最適な染料と

評価できた。
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赤土による染色試験（Ⅰ）

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一

新村孝善，西元研了，白久秀信

［概要］

奄美大島には広く赤土が存在している。この赤土を用いて，従来の茶泥，藍泥，白泥，色紬

とは一風違った味わいの色と風合をもつ新製品を開発する。そのために，赤土の分析，赤土に

よる染色基礎試験，赤土による染織布の試作を行うこととした。

2 2 3赤土の分析の結果は，採取場所にもよるが，全体的にSiO が多く泥染めの色に関係するFe O

の平均値は9.78%であり，泥田のFeの分析値は4.98%であった。田泥の灼熱減量は，Al O の含有2 3

量の割には平均して赤土より多く，明らかに有機物の影響と考えられる。また，泥染め独特の

風合を醸し出すと言われている金属Al O は，平均的に16.45%であった。2 3

染着は赤土濃度５％まで若干増大していくが，５%以上はあまり変化がなかった。

赤土分析と染色基礎試験の結果から，主として鉄含量の違い５段階にわけて５か所（龍郷町

根原5.3%，住用村上役勝7.1%，龍郷町屋入11.4%，笠利町笠利13.4%，宇検村宇検25.3%）のも

。 ，のを用いて染色して製織を行った 一般の染料で染める淡色や中間色は耐光堅ろう度が弱いが

赤土による染色は，明るい淡色でありながら極めて強い耐光堅ろう度を示した。

石灰無添加染色試験（タンニンによる絹糸の染色過程について）

赤塚嘉寛，西元研了

［概要］

石灰処理を行わずに染色回数を重ね，重量増加率，強伸度，分光反射率の物性変化からタン

ニンによる絹糸の染色過程について調べることとした。

重量増加率の変化は，染色回数を重ねても小さなもので，常温染色，熱染どちらの場合にお

いても，10回と100回ではあまり増加していない。一方，濃度測定の結果からタンニンの染着

量は，100回染色は10回染色の約3.2倍になった。また，泥染前の色濃度と染色回数の関係につ

いて，色濃度は染色回数の平方根に比例して増加した。泥染後の色濃度の増加は，泥染前に高

濃度に染色されていたものほど，その量が小さくなる傾向になった。すなわち，泥染すること

により，金属イオンと錯体を形成するタンニンの割合は，泥染前に染着していたタンニンの量

に反比例することがわかった。


