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昭和５９年度

機織研究室

絣織締めにおける糸抱合数と染色性に関する試験

福山秀久，押川文隆

[概要]

小ロット加工法の確立のため，原料糸目付と抱合数及びガス綿糸の引き込み本数に関する試

験を行った。

現在,絣織締めの抱合数は，12～16本が一般的であるが，抱合数を少なくした場合の絣織締

め莚の特性と染色性を調べた。

， ， ， ， ， ， ，使用絹糸は目付40ｇ付 試料条件は抱合数２ ４ ８ 16本 整経長26ｍ 糊剤ふのりとし

絣締めには締機MM-2型を使用した。また，筬密度は15.5算（筬幅40cm ，染色法は化学染料染）

め及び泥染め染色とした。

４種類の抱合数から７種類の組合せの絣筵を作り，染色前後の絣筵の密度，厚さ，重量，幅

の４項目について試験を行い，作業上の基礎資料を得ることができた。

抱合数が少ないほど染色性は良好であった。また，絣織締を工夫することによって１疋加工

も可能であるなどの結果を得た。

男物小柄の試作

平田清和，福山秀久，村田博司

恵川美智子，福山桂子，押川文隆

[概要]

当センターは，大正末期から昭和初期にかけて奄美産地で生産されていた小柄を，昭和44～

49年度にかけて復元し，公開してきた。今回は，絣文様の一種ツガ(長絣を四辺形に構成した

もの)と十の字絣の構成，植物染めと泥染めの併用による織物を試作して，新しい感覚の男物

小柄の提案を行うこととした。

織物設計は15.5算，品数は経・緯共に各２品，十の字絣は１羽(4モト)通し・5羽空，長絣は

３羽(３モト/1羽)通し・７羽空とした。釜数は58釜(絣本数464本5.8マルキ相当)，染色方法は

化学染料及び植物染料複合染色法とした。

試作品は，従来の大島紬の持つシャリンバイによる泥染め，泥藍染めの黒を基調とした伝統

の色に対し，茶系統の明るい色でのイメージの転換やツガと十の字絣を組み合わせることによ

って，精密さの中にすっきりした感じに仕上り，風合も良好であった。
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大島紬への酵素の応用に関する研究

村田博司，押川文隆

[概要]

大島紬絣製造の際，防染用にセルロース繊維である木綿糸が使用されていることから，染色

後における木綿糸を強力低下させるため，セルロース分解酵素であるセルラーゼを利用した絣

莚解き作業の省力化を試みた。

実験方法としては，酵素，メイセラーゼ(明治製菓株式会社製)を使用し，３種類の綿糸（生

ガス綿糸,シルケット加工綿糸，シルケットサラシ綿糸）に対するセルラーゼの影響を調べる

とともに大島紬用の絣筵を作成し，染色後酵素液に浸漬処理して強力などの変化を調べた。

その結果，酵素を利用することにより，絣締用シルケット加工綿糸の強力が50～80%程度減

少して莚解きが容易になることが判明したことから，絣莚解き作業が大幅に省力化されるばか

りでなく，この作業時に生じる絹糸の糸切れ,毛羽立ち防止等にも効果が期待される。

新商品開発に関する研究

押川文隆，平田清和，福山秀久

村田博司，恵川美智子，福山桂子

[概要]

大島紬の特徴でもある手織と織締絣を活用しながら，着尺以外の分野への大島紬絣の展開を

考え，今回は，小ロット回転のできるネクタイ地・洋服地を開発した。

普通締めのベタ絣莚に摺り込み染色を行って柄出しをする「織締法による多色模様絣糸の加

工法」(特許済)を応用して，洋服地用には全体的に幾何学模様を配置した柄，ネクタイ地用に

は対角的柄を配置した地空柄の２種類を製作した。原料絹糸は，経糸には駒糸，緯絣糸には片

撚り糸，地糸には真綿糸，リング糸，駒糸の３種類を用いた。

このように，ベタ莚絣加工方法には自由な絣表現の可能性があり，緯地糸によって地風を変

える方法と組み合せる事によって，新柄，種々の風合への試みが緯絣でも容易にできることが

わかった。

図案研究室

商品計画

－大島紬の商品調査・絣変形大島紬の提案－

今村順光

[概要]

昨年の５月から６か月の間，中小企業大学校東京校で中小企業技術指導員養成所研修を受講

し 「大島紬の市場動向」を取り上げてデザイン開発の方向を探る調査研究を行った。，

今回の調査は，首都圏を対象としたもので，消費地動向調査として偏りがあるのは否めない

が，大島紬の図柄，色彩嗜好傾向とニ一ズの動向などをとらえるのには有効と考えられる。今

（ ， ） （ ）回は市場調査 図柄 色彩嗜好傾向 →解析→企画→デザイン→試作品 絣変形大島紬の提案

までの商品計画をデザインワークとして行った。
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色織見本帳作成

冨山晃次，村田博司，西元研了

[概要]

図案作成の段階と織物にしたときのデザインに起こる色彩感覚のズレを少なくし，意匠図案

のイメージ化にも役立てることをねらって，染色糸・織布見本を作成した。

これまでにも 「染色物の分光光度計による色の解析 「染料液と染色糸の色の比較」とい， 」

う研究がなされているが，織布の解析は行われていない。色彩を計量，数値化しようとする気

運が業界にも高まってきており，デザイナーがデザイン段階で色指定までできる資料としての

活用を図るため，色彩の数値による表示にマンセル値を用いることにした。目視による測色か

ら標準色表によりマンセル値 色相Ｈ・明度Ｖ／彩度Ｃ を求める方法と CIEの三刺激値 Ｘ（ ） ， （

・Ｙ・Ｚ）から求める方法を採用した。

今回は 「赤系統色10色」を選定して製織し，糸・織布それぞれの色を比較し変化をとらえ，

ることができるようにした。

染色化学研究室

染色用赤土の組成，粒度分布，粉砕について
*1操 利一，神野好孝

［概要］

顔料染色は古くから知られているが，その染色は一般の染料に比べて吸着効率が高く，色合

わせ・修正が容易であり，染色堅ろう度（日光・ドライクリーニング・熱湯・酸・アルカリ）

が高いなどの長所を持っている。このため，昨年度より，顔料染色の大島紬への応用という観

点から，奄美大島各島々に広く分布する赤土での染色を行っている。

本研究では，赤土染色の染着向上には赤土の微粒子化が望まれるので，粉砕方法の検討と粒

度分布の測定及び鉱物組成をＸ線解析で調べることとした。

， 。 ，粉末Ｘ線解析の結果 赤土の鉱物組成は結晶度の低いハロサイトと石英が認められた また

淘汰法で試験した結果，赤土の組成は粘度が過半数を占め，微砂，細砂，粗砂及び礫の順に多

かった。

鹿児島県工業試験場*1
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赤土による染色試験（Ⅱ）

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一

新村孝善，西元研了，白久秀信

［概要］

奄美大島に広く存在している赤土を用いて，従来の茶泥・藍泥とは変わった風合をもつ新製

品の開発研究を前年度に引き続き行った。

本年度は民間との協力研究により絣織物の試作を行ったが，植物染料及び合成染料等との併

用，抜染後の染色等いくつかの新しい展開を試みた。

重さ（460g ，厚さ（0.158mm）は妥当な数値を示し，耐光堅ろう度はずば抜けて優れてい）

た。植物染料と併用すると，耐光堅ろう度に優劣の差はないが，鮮やかな色に対するくすみ効

果が見られた。合成染料との併用については，絣筵を合成染料で先染めして抜染後に赤土染色

する方法は絣の地切れがあまり良くない。逆に，赤土で先染めして抜染後に合成染料で染色す

， 。 ，ると 地切れが鮮明で優れていた 大島紬の泥染めや藍泥染めは地色が暗くなりがちであるが

これに比べ赤土による染色は明るい淡色であり，大島紬の背景地色として使えば従来と違った

イメージが得られる。

赤土で染色した製品



- 62 -

植物染料による絣のヒビ出し試験

西 決造，操 利一，白久秀信

［概要］

泥染染色において，絣のヒビというのはなかなか思うように出せない。製品の出来上がりも

ヒビの影響によって大きく左右される。植物本来の色目のヒビを自由自在に出して，これまで

のシャリンバイ染色とは異なったヒビの染色法を開発することとした。

ヒビは，絣筵の糊抜きや浸透剤の影響は少ない。煮染め時間による影響が大きくなって，時

間の経過と共に絣のヒビ濃度が濃くなった。ヒビ濃度は，染色時間の平方根に比例して増加す

る傾向にあった。ヒビ濃度を濃くするときは，白絣筵を酢酸アルミニウム5g/ で媒染後，植

。 ，物染料により煮染めすることで植物染料本来の色目を出すことができる 植物染料によっては

ヒビの入りやすい植物（ヤマモモ，ハゼ，フクギ，シイ）や入りにくい植物等があることがわ

かった。

染色用泥土の管理・開発について

新村孝善，白久秀信

［概要］

大島紬の染色は泥染めにその大きな特長を有するが，泥染めに使用されている泥土について

は無機成分に立脚した研究はあっても，還元的雰囲気の醸成に大きく役割を演じている有機成

分の立場からなされているものは殆どない。

今回，染色用泥土の管理・開発を進めることを目的として，地域的に偏在している泥土の使

用状態における染色能力を調査するとともに，これまで，強い酸化状態にあるため泥染めに顧

， 。みられなかった赤土有機物を投入して還元させ その遷移課程での染色性を調べることとした

有機物・微生物の影響が比較的少ない赤土に有機物を投入すると，デンプン（糖類）の還元

反応が急速に進行し，他の植物系でも徐々に遷移していく。その還元状態への遷移過程ではEh

（酸化還元電位）が低下し，Fe が生成するとともに，pHが上昇する現象があり，土壌も泥染2+

め染色に活性な状態となり，シャリンバイ染色した絹糸に鉄が多く吸着される。しかし，泥土

の還元的雰囲気は，気候や有機物などの外的条件に影響されやすく，土壌特性や染色性にもそ

の影響があることがわかった。
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大島紬染色における超音波の利用に関する研究

西元研了

［概要］

現在，超音波は，基礎部門から工業的部門まで多方面にわたって応用されている。染色にお

いても，分散染料のポリエステル系繊維の染色を中心とした研究がなされており，染浴中での

超音波照射は染色速度及び拡散速度の増加をもたらし，均染染色に効果があると報告されてい

る。しかし，伝統的織物の染色では超音波利用の研究は殆どなされておらず，結城紬の手紬糸

染色について試みがある程度である。

本研究は，絣糸製造法として知られる織締法によって作られた絣筵の染色工程に超音波を利

， ， ， ， ，用しようとするもので 染料に合成染料 藍 植物タンニン等を用い 被染物試料として綛糸

絣筵及び絹布円筒体を用いて，その染色状態から超音波照射が染色速度及び均染性に及ぼす影

響について検討した。

絹の合成染料染色，藍染め及び植物タンニン染色での超音波の影響について，染色速度及び

拡散速度を定性的な取扱い方法で調べた。絣筵の合成染料染色や藍染めでは超音波照射で染料

拡散が促進された。また，植物タンニン染色での超音波照射は，染色速度及び藍染めにおける

染色時の染料拡散等に影響しなかった。

製造工程中の強度変化に関する研究（Ⅰ）

赤塚嘉寛，白久秀信

［概要］

意匠デザインの優れた製品でも構成材料が脆化すると価値は激減する。製造工程中で苛酷な

取り扱いを受けると製織直前までに絹糸は思わぬ損傷を受け，弱くなることがある。確かな製

品作りを目指すために製造工程の要所要所で強伸度をチェックし，どこで絹糸が弱るかを把握

し，製造工程のトラブル解決に役立てることとした。

絣糸製造工程中においては，泥染め，藍染めは合成染料染色よりも弱り方が大きいことがわ

かった。
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昭和６０年度

機織研究室

小ロット絣加工実用化試験

福山秀久，押川文隆

[概要]

昭和59年度の「絣織締めにおける糸抱合数と染色性に関する試験」の結果を基に，手取り２

本での最適抱合数を決定し，実用化を試みた。

使用絹糸は目付32ｇ付，40ｇ付，試料条件は手取り２本，整経長26ｍ，糊剤はイギスとし，

絣締めには締機MM-2型を使用，筬密度15.5算（筬幅40cm ，染色法は化学染料染め及び泥染め）

染色とした。

ナイロン糸を利用した耳括り試験を行い，手取り２本糸を同一開口に４～６回投杼すること

によって絣締めが可能なことがわかった。

また，泥染め絣，藍染め絣併用の大島紬を試作したが，染色性は防染，地ギレとも良好であ

り，大島紬の１反加工の実用化が可能になった。

ネクタイ地の試作

平田清和，福山桂子

[概要]

織締めによる先染め絣は大島紬の大きな特徴であり，今回はロウケツ染めの手法を併用し

た緯絣製品の多様化の一環として，ネクタイ地の試作を行った。

(1)経糸にＳ撚・Ｚ撚を１本ずつ交互に配置した場合と従来の大島紬用経糸だけの場合，(2)

地糸の色相を絣の主体色と同一にして黒地にした場合，(3)絣の出方をタフコ方式と平行方式

の２方法，(4)緯地糸を片撚り糸と真綿糸を使った場合と片撚り糸だけの場合について，織上

り具合の検討を行った。

これらの方法を検討した結果，自由な柄出し及び配色が容易にできることがわかった。
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大島紬絣加工工程への酵素の応用

－実用化へのプロセス－

村田博司，押川文隆

[概要]

バイオテクノロジーの大島紬への応用研究の一環として，染色後の絣莚解き作業を容易にす

るために，Trichoderma Virideが生産するセルロース(繊維素)分解酵素であるセルラーゼを利

用した研究を行った。

絣筵解き作業の労力軽減のため,本場奄美大島紬協同組合及び明治製菓との共同により，絣

筵での酵素処理の実用化試験を行った。

また，セルラーゼ利用による織物製造の方法と使用するセルラーゼの特定の２点について特

許を出願し，当県大島紬産地の利益保護を図ることとした。特許は，明治製菓㈱，生物科学研

究所共同で出願することとした。

大島紬絣加工工程への酵素の応用

－第１段階（基礎研究）－

村田博司，押川文隆

[概要]

酵素の基質特異性に着目し，微生物の生産するセルロース分解酵素であるセルラーゼを，絣

莚解き作業に利用した研究に取り組んだ。

伝統工芸品である大島紬の製造工程で多大の労力を必要とする絣加工工程に，トリコデルマ

ビリデが生産するセルラーゼを利用した研究を行った。つまり，大島紬の絣製造の際の防染用

に木綿糸が使用されていることに注目し，染色後の木綿糸の強力低下にセルラーゼの応用を試

みた。

， ， ， ，その結果 シルケット加工綿糸はセルラーゼ濃度が非常に低い0.5%溶液 温度45℃ pH4.3

浸漬24時間で強力65％，伸度45％，重量25％減少することがわかった。

また，織締め絣莚中，シルケット加工綿糸の長絣部分における引き裂きについては，上記条

件で化学染料染め60%，大島紬特有の泥染めで40～45%減少することがわかった。

大島紬絣加工工程への酵素の応用

－第２段階（共同研究）－
＊１ ＊１村田博司，押川文隆，末吉忠 ，日高秀昌

[概要]

明治製菓の協力の下，２種類のセルラーゼ酵素（メイセラーゼ）を用いて酵素使用条件を実

験し，使用条件を設定した。

第１段階（基礎研究）に引き続き，実用化に向けて課題と考えられる項目，酵素濃度，酵素

の安定性，最適ｐHと温度，染色絹への影響，木綿糸の形状についての実験検討を行い，応用

の際の酵素の使用順序を定めた。

明治製菓(株)生物科学研究所＊１
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大島紬絣加工工程への酵素の応用

－第３段階（プロジェクト）－
＊１ ＊１村田博司，押川文隆，末吉忠 ，日高秀昌

[概要]

実用化に向けての検討課題を抽出し,それを解決するために業者,本場奄美大島紬協同組合,

本場大島紬織物協同組合を加えたプロジェクトチームを編成し,実用化レベルでの実験を行っ

た。

絣筵の酵素処理実施状況 奄美関係分 19件（絣筵重量0.6～８kg ５企業）

業者が実際の製品（絣筵）を提供し，明治製菓㈱，両組合，当センター及び泥染め工場で酵

素処理を行い，酵素プロジェクトが評価を行った。

本研究の内容をまとめると，次の４点に要約できる。

(1) 絣莚解き作業の省力化(部分解き:約30％,総解き：約20％)ができる。

(2) 毛羽立ち,絹糸の糸切れの防止により，品質の向上が図れる。

(3) 毛羽立ち,絹糸の糸切れの防止により，その後の作業(特に製織等)を能率的に行うことが

できる。

(4) 新製品の開発ができる。

酵素発表会 館長挨拶

明治製菓(株)生物科学研究所＊１

図案研究室

大島紬の図柄調査

今村順光

[概要]

大島紬のデザインが消費者ニーズに対応していくためには，産地デザインの現状を捉える必

要がある。この現状把握においては，産地製品のデザイン特質がどこにあるかを調べるなど，

今後の「デザイン開発」と「商品開発」の推進と展開を図るうえで重要である。

今年度は，奄美産地と鹿児島産地を対象に「大島紬の図柄傾向」として，産地におけるデザ

イン開発の方向を探る調査研究を行った。

この調査結果を基に解析を行い 「デザイン計画」として編集し，今後の「商品計画」推進，

のための資料とした。
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大島紬における色彩

－イメージスケール手法による色彩分析－

徳永嘉美

[概要]

大島紬の商品イメージを他との比較によって客観的に評価するため，イメージスケールを

， （ ）用いて大島紬のデザインを調査分析したところ 大島紬は和装全体からみると主にＣ クール

でＨ（ハード）であることがわかった。また，個々の商品について分析してみると，泥大島は

クラシック＆フォーマル，泥茶大島はダンディ，泥藍大島はクールカジュアル＆モダン，白大

島はロマンティック＆クリア，草木泥染大島はシック，草木染大島はウォームナチュラル，大

衆品（縞大島・バラ大島・龍郷柄）はカジュアルのポジションであった。さらに，企業間同士

を分析することで，それぞれのデザイン戦略も知ることができた。このように，イメージスケ

。ールで商品をポジショニングすることで商品企画に有効に役立つことがわかった

大島紬絣パターンの展開研究（４）

徳永嘉美

[概要]

大島紬絣文様の多様化を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ソ

テツバについて展開を図った。

図形の一部を変形削除してエレメント付加することで展開を図った結果，792点の文様が導

き出され，大島紬絣パターン集（長絣編３）としてまとめ業界へ配付した。

本場大島紬の絣文様には，日常の生活用具や動植物，自然などの中からモチーフをとったも

のが多い。その中でも，ソテツバは奄美大島に自生している蘇鉄の葉を模したと言われ，カザ

モサ（風車）とともに現在の龍郷柄の原型をなしている。

色織見本帖の作成

冨山晃次，西元研了

[概要]

工業デザインは，デザイナーが製品の色を指定し，染色担当者が指定色染色を行うのが一般

的であるが，大島紬は先染織物であるため，デザイナーはイメージした製品の色（原図）を糸

の色（図案）として色指定している。染色業者は指定された色に染色し，最終製品の色の把握

がなされていない場合が多い。お互いが関連し合わなければならないが，それぞれの工程が独

立して関連していないため，イメージした色と仕上がった製品については，色のズレを生じて

いる。これを解決するためには最終製品の色を想定したデザインを行う必要がある。

そこで，前年度（赤色染料編）に引続き，デザイン段階に必要な基礎資料として，染色糸と

織布の作成を行い，色の相違等について，色彩の計量，数値化を行った。織物にした時の色と

糸の時の色とは異なるということを感覚的にはわかっているが，染色糸，織布を作成しマンセ

ル値で捉えてみて，その著しい変化がはっきりした。
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染色化学研究室

製造工程中の強度変化に関する研究（Ⅱ）

赤塚嘉寛，白久秀信

［概要］

前年度から引き続き，製造工程の要所要所で強伸度を測定，どこで絹糸が弱るかを把握し，

製造工程中のトラブル解決に役立てることとした。

強伸度測定結果を基に，直前工程に対する変化を求めた。これは，泥染め，合成染料，先染

め後の合成染料を単純に平均しただけであるが，大凡その傾向を知ることができる。即ち，切

断強度・伸度とも，経，緯に拘わらず，糸の弱りは染色工程が一番大きく，次いで整経工程が

大きいと思われる。染色工程でこれほど糸が弱るのは絣筵の揉み込みが，従来考えられていた

ものよりはるかに苛酷な作業であることを示している。染色別に点検してみると，泥染め，藍

染めの弱りかたが著しいことがわかる。従って，大島紬の絣製造工程中，弱りかたの激しいの

は染色工程であり，特に緯絣の泥染め，藍染めの弱りかたが大きいことがわかった。

泥先染め絣の抜染に関する試験

赤塚嘉寛

［概要］

泥先染め絣の抜染については，ハイドロサルファイトとキレート剤を併用する方法が試みら

れていたが，白度の点で不十分であった。これを改善するために，過酸化水素を利用する方法

を検討した。

市販の過酸化水素（30～35%）は，安定させるため酸性にしてあるため，酸化剤として使用

。 （ ， ） ，する場合はケイ酸ソーダを加えて使用した 泥染め糸の強伸度 抜染前437g 9.2% の低下は

過酸化水素の濃度が高くて処理時間が長いほど大きくなる傾向にあった。また，過酸化水素濃

度（1.75～3.5%）の範囲内において，大抵の泥先染め絣を抜染できることがわかった。

植物染料染色試験

西 決造，操 利一

［概要］

従来から奄美産地の植物染料の色彩と堅ろう度を調べているが，産地の草木泥染めに対する

需要が徐々に高まっているので，未調査の植物染料の染色試験を実施し，大島紬業界の草木染

め紬製品作りの参考とすることとした。

トキワガキは耐光堅ろう度が１～２級で評価され，大島紬用植物染めとしては用いない方が

良い。他の植物は，独特の風合や色彩，染色堅ろう度もだいたい良いと評価されたことから，

染色方法や媒染剤の組み合わせにより草木染め大島紬に使用可能であることがわかった。



- 69 -

大島紬用淡青色還元建染色試験

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

最近は鮮やかな藍色が紬問屋や消費者のニーズが高いので，インジゴ還元建てにより青色を

染色し大島紬用淡青色に活用することとした。

ツヤインジゴRNにおいては，インジゴピュアやツヤインジゴ2Bと比較して，染色が鮮やかな

色彩の青色を染色することができたことと染色堅ろう度も良好であったことから，大島紬用淡

青色として利用するため，本場奄美大島紬協同組合の協力を得て絹糸200綛を実用化試験染め

を行い，良好な結果を得ることができた。

正藍・合成インジゴ及び合成染料の鑑別試験

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

正藍とは の発酵建てで染めた藍のことであり，合成藍とは，合成インジゴを還元建てや合

成染料による青色の発酵建てを下染めしたものであるが，今回は，正藍と合成インジゴ及び合

成染料を迅速に簡単に鑑別できる方法を確立することとした。

硝酸60%溶液に染め糸を浸漬して，１分間で取り出し水洗すると正藍は僅かに黄色味を残し

て脱色した。合成インジゴ及び合成染料は青味を残したまま抜けるので，正藍，合成インジゴ

及び合成染料の鑑別は簡単であった。

走査電子顕微鏡による赤土染色糸の観察及び蛍光Ｘ線による赤土の成分分析
*1操 利一，西元研了，神野好孝

［概要］

顔料染色は古くから知られているが，その染色形態は必ずしも解明されていない。一方，昭

和58，59年度の試験研究から，赤土染色（バインダーを使用しない常温浸染）については，高

い耐光堅ろう度を示すが湿潤堅ろう度（特に洗濯）が低いこと，また，染色による強伸度低下

が比較的大きいことが明らかになっている。

本研究では，赤土染色糸の洗濯堅ろう度及び強伸度の向上という観点から最も濃淡の差のあ

る２地点の赤土を選んで，その２種の赤土を任意の割合で混合して染色した。次に，この試料

をSEMで表面状態の観察及び電子顕微鏡写真撮影を行い，蛍光Ｘ線で赤土の元素分析を行った

結果，赤土染色における染色形態は，繊維内部への影響は少なく，表面染着が大きかった。ま

た，赤土粒子は繊維表面にランダムに積層（0.3～0.5μm）を形成し，蛍光Ｘ線分析の結果と

原子吸光法はほぼ一致した。

鹿児島県工業試験場*1
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染色泥土に関する研究

－鉄還元能試験－

新村孝善

［概要］

大島紬の泥染めに使用される泥土は，還元的雰囲気が強くFe の量が多い程染色速度も助長２＋

される。

そこで，今回は還元的雰囲気を有し活性鉄Fe を醸成すると言われる鉄還元菌の培養・検索２＋

を行うため，鉄還元測定試験を行った。

染色用泥土溶液を１m とり，鉄還元菌用培地や一次培養泥土及び土壌改良剤を加え，１週

間28℃で培養し生成されたFe イオンの量を培養前後で比較し，鉄還元能を調べた。染色用泥２＋

土に還元菌用培地や土壌改良剤及び一次培養泥土を添加すると，一週間でFe イオンの量が飛２＋

躍的に増大することがわかる。鉄試剤として酸化第二鉄の溶液（1g/ ）を10cc に鉄還元菌用

培地や一次培養泥土及び土壌改良剤を加えて，一週間28℃にて培養し生成されたFe イオンの２＋

量を培養前後で比較し鉄還元能を調べた。染色用泥土の鉄還元能試験と同様，培地を入れない

試料はFe イオンが減少し，他の試料全てで増大していることがわかった。２＋

赤土染色の色彩管理

西元研了，操 利一，赤塚嘉寛

［概要］

染色業界におけるLA（ラボラトリーオートメーション）化を目標としたCCM（コンピュータ

ーカラーマッチング）などの色彩管理システムや自動調液装置などの導入は，ある種の効果を

上げつつある。しかし，色彩管理システムは，色に対する感覚を数値化することの困難さや，

染色における条件因子の複雑さ，色合わせの許容範囲などの多くの問題から十分な成果を上げ

ているとは必ずしも言えない。また，既存の色彩管理システムは，合成染料による浸染または

捺染用として設計されたものが多く，伝統的織物の染色に多く使用される天然染料を対象とし

たものは殆どない。

本研究では，大島紬に代表される天然染料染色における色彩管理及び工程管理実現の前段階

として，天然無機顔料である「赤土」を使った染色の色彩管理の手法を開発することとした。

染色糸の各赤土の付着量を混合比率に比例すると仮定し，混色計算の式を利用することでほ

ぼ実測と一致した予測値を導くことができた。また，赤土染色自体の染色再現性の低さが色彩

管理上の障害になり，また，高精度の色彩予測計算を用いて赤土染色のCCMを行うためには極

めて多量の基礎データの作成が必要となることが明らかになった。
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昭和６１年度

機織研究室

織組織の変化による多様化試験

恵川美智子，押川文隆

[概要]

大島紬は，先染めの絣織物で織組織は平織りである。本研究では，織組織に検討を加えた製

品の開発に着目し，その方法として，奄美地区には大島紬以外の織物の古い製品が種々残され

ているので，それらの織物技法を活用してみることにした。さらに，現在の大島紬の技法と旧

技法を組み合せることによって，新しい方法で伝統技法を再生するということを狙いとした。

そこで，今回は旧技法の中から，平織地組織に紋を織り出す方法で，奄美では綾織・浮織・

踏み落としあるいは引落・浮け花・花浮と表現している技法について，花浮織〔浮織(緯浮)・

花織(両面浮織)〕として取り上げた。そして，絣と紋の組み合せを行うことにした。

また，織物及び織機の調査，開口装置の作成，浮織の基礎試験，ネクタイ地の試作に取り組

んだ。大島紬絣と浮織を併用したネクタイ地の試作をした結果，立体感のある柄を得ることが

でき，新製品として着尺への応用も期待できることがわかった。

加工用糊剤の最適化に関する研究

平田清和，福山桂子

[概要]

現在，大島紬の製造工程に使用されている糊剤は，海苔類を主体にした天然糊系とカゼネー

ト，CMC等の合成糊系とがあり，それぞれ糊張り工程や最終製品の地風に関連する仕上用とし

て多量に使用されている。そこで，天然糊剤と合成糊剤の業界での使用状況の調査を行い，作

業性向上と高付加価値化を図るための基礎研究に取り組んだ。

業界では天然糊剤２種類と半合成・合成系糊剤７種類が主に使用されており，天然糊剤は単

独，合成糊剤は混合使用が多く，糊剤選択の主要因は品質，作業性，コストであることがわか

った。

さらに，主に使用されている糊剤４種類について濃度別の糸付着試験を行い，糸物性との関

連を考察した。糸物性のうち強伸度特性は，糊剤濃度とも関連していることがわかった。

大島紬需要開拓としての製品開発提案

福山秀久

[概要]

前売り業界における商品傾向を調査し，きもの需要に関わる問題点を抽出して今後の大島紬

顧客開拓を行うための商品提案を行うこととした。市場調査による現状把握，問題点の整理・

分類，改善案の展開，企画提案と各ステップの実習体験を踏まえ，若い年代に向けて「ニュー

きもの」的大島紬の提案を行った。 －中小企業大学校６か月研修－
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大島紬の風合評価に関する研究

平田清和，恵川美智子，福山桂子

[概要]

大島紬製品の中で泥染め紬の風合の良さは業界・市場で好評を得ているが，織物の基本物性

との関連については未解明である。官能試験を主とした評定値に統計処理を取り入れながら，

風合物理量と関連させ大島紬の新しい評価法の確立に取り組んだ。

風合専門用語の調査やサンプル布地を作成するとともに，その56種類の物性値及び官能値の

測定から風合予測式を作るための基礎的データが得られた。また，物性試験（曲げ試験他21項

目について測定 ，官能試験（こし他５項目）を行い，物性試験の項目から官能試験と相関性）

の高い項目を組み合わせて，重回帰分析を行うことにより狭義の風合式を作れることがわかっ

た。

図案研究室

近代日本産業の実態調査及びその開発過程に関する実証的研究

冨山晃次

[概要]

， （ ）大島紬製造業界において さまざまな道具や材料を用いて織物製品を作りあげた技術 技法

の調査を行い，その変化と製品の変化をとらえるとともに現代の最高級絣織物，大島紬の発展

過程を解明し，将来へ向けた資料作りを目標とした。

， ， ，しかし 今回の調査対象である奄美地方には当時を推し計る機器等は非常に少なく 新材料

新技術（技法）の導入や普及などの曲折は現存する製品から推論できるものの，社会情勢の変

化などに対応したであろうその技術（技法）については，知るすべがないのが実状であった。

大島紬の色調と絣に関する研究

－泥藍大島紬編－

冨山晃次

[概要]

最高級絣織物である大島紬の絣は，製造工程のさまざまな条件により一定の色調が求めにく

いのが現状である （例：先染めの色の濃淡，絣締め工程の締めむら，染色工程の糊落し加減。

むら等々）また，大島紬の絣は，経絣配列別（密度別）でガス綿糸の引き込み本数の違いによ

ってできている。この絣について，最適な組合せの色調と絣の関係を見い出して，より効果的

な資料作りを行うこととした。

この結果，泥藍式（藍絣）でカタス越式，１モト越式，１モトカタス越式，カタス越式（カ

タス式）の経絣配列別に，８通りの経絣と緯絣の組合せによる32試料が得られた。
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図柄・色彩の企業診断事例

今村順光，西元研了

[概要]

今日の商品企画や商品開発においては，消費者志向，市場志向の重視が言われている。こう

した消費者の価値観の変化に対応した商品開発を行うためには，あらゆる開発手法を活用した

企業の現状把握や消費者の行動，意識について，解明と分析が必要となる。

このような視点から，今回の調査は，デザインイメージ分析手法の一つとして，日本カラ一

デザイン研究所（ＮＣＤ）が開発したデザインイメージスケール（ＤＩＳ）を用いて行った。

これによって企業の現状を捉え，商品のデザインイメージの客観的，定量的な把握を試みた。

そして，デザイン開発をどのように位置付け，どう進めて行くかを示すとともに，商品企画，

， 「 」 。開発等のヒントとするため 一企業の事例を 図柄・色彩の企業診断事例編 としてまとめた

大島紬の絣表現

－抱合数16本における基礎試験－

徳永嘉美

[概要]

現在の蚊絣よりもさらに緻密で幅広い絣表現を長絣のボカシ技法に求めて検討し，基礎試験

として緯絣を用い，通常の抱合数16本におけるガス綿糸引き込み本数及び緯絣の織違いによる

絣表現のタブレット342例について，マルキ別に試作試験した。

その結果，現在の蚊絣よりさらに細微な表現を求めようとするとき，抱合数16では不適切と

なり抱合数の検討が必要となった。

染色化学研究室

シャリンバイ濃度別染色試験

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

シャリンバイ染色において，原木からの染液量の取り出し量はどれくらいの濃度が大島紬の

絣筵染めや地糸染めに適量かどうかを調べることとした。

白絣筵の染色濃度は，取り出し量が大きくなるにつれて同一染色回数では薄くなる。染液濃

度が濃くなることによって，絣部分の汚染が大きくなり，絣のヒビも赤くなる。また，取り出

し量が小さくなると，手触り光沢が良くなることがわかった。摩擦堅ろう度は，染液が濃くな

ることによって不堅ろうになった。

藍絣筵を泥染め染色後，藍抜染を行って摩擦堅ろう度を試験した結果，抜染後の絣筵は抜染

前に比べて１級程度不堅ろうになった。また，取り出し量については1～4 で変わらないもの

の，5～6 では不堅ろうになった。地糸については，染液濃度が高くなると染着濃度が濃く，

重量増加も高くなる。また，反対に摩擦堅ろう度は，不堅ろうになることがわかった。
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ハイブリッド大島紬研究開発

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一，村田博司

西元研了，白久秀信，押川文隆，徳永嘉美

［概要］

「大島紬は平織りの冬着・合着用」という社会通念があるが，シルクオンリーの単一型から

他の天然繊維の併用による多重型へ，平織りオンリーから変わり織りへと従来の紬概念にとら

われない織物の開発を図ることによって，社会通念を払拭したＴＰＯを選ばないものを定着さ

せるなど，着物需要の拡大を引き出すためにはこれに対応した大島紬作りが必要である。

今回の研究開発は，こういう観点から，主として絹と麻の泥染め，藍染めをベースに交織，

浮織を試み，夏物へのアプローチを検討した。

麻は毛羽が多いため，扱いにくい材料であった。また，泥染めにおいても絹糸のように簡単

に大島紬独特の黒色に染色することは困難であった。製織では厚さは変わらなくても，重くな

らず，また，織り密度を小さくするために13算の筬を使用した。布の厚さを薄くし，当初の夏

物の需要拡大という目的から夏向きに狙いをつけ，経糸（45g/2500m）及び緯糸に細い原料糸

を使用したため，製織中，緯糸の糸切れを生じる結果となった。

夏の清涼感を出すためには，そのしゃり感や適度の硬さを利用すれば優れた素材になる。幾

つかの扱いにくさはあったが，今回は経に絹糸を使用したので，決定的な障害にはならず習熟

することで使いこなすことができた。

蛍光Ｘ線，Ｘ線解析による赤土の分析及び染色糸の電顕観察
*1操 利一，西元研了，神野好孝

［概要］

奄美大島の赤土について，今年度は，新たに42か所を採取し赤土の分析と染色糸の電子顕微

鏡による観察を行った。

大島紬の多様化の一環として，赤土を粉砕，水簸，乾燥したもので染色した。赤土は奄美大

島に広く分布し，その地質は粘板岩頁岩互層，千枚岩及び頁岩からなっている。赤土層は，安

山岩質擬灰岩が風化したもので，変質作用はかなり深くまで及んでいる。

本研究では，赤土の色彩管理に必要な基本データを多く得るために，蛍光Ｘ線及びＸ線解析

装置で分析した。また，染色糸の洗濯堅ろう度及び強伸度の向上の観点から，42種類について

染色し，その試料をSEMにより表面状態を観察するとともに写真撮影を行った。採取した42か

所のサンプルについては，赤の濃度が濃い地点ほどFe O の量が多くなっていた。また，赤土の2 3

鉱物組成については，結晶度の低いハロイサイト及びセリサイトを主成分とする粘土鉱物，石

英類から構成されていることがわかった。

鹿児島県工業試験場*1
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超音波照射の酵素（セルラーゼ）反応促進作用

村田博司，西元研了，赤塚嘉寛

［概要］

昭和59，60年度の２年間に亘って基礎，共同，プロジェクト研究を行った結果，大島紬絣加

工工程への酵素（セルラーゼ）の実用化に成功し，絣筵解きの省力化，毛羽立ち及び糸切れの

防止，品質の向上等に役立てることができた。つまり，大島紬の製造工程で多大の労力を必要

とする絣加工工程で絣製造の際に，防染用に木綿糸が使用されていることに注目，即ち絹（タ

ンパク質）と木綿糸（セルロース）の化学構造の相違に着目し，セルラーゼ（トリコデルマビ

リデ起源）の基質特異性を利用した研究を行い，染色後の絣筵解き作業を容易にすることに成

功した。

酵素の一般的特徴として，処理時間（反応時間）が標準的に泥染め16時間，化学染料染め10

時間と長いため，より短時間での効果が切望されている。そこで，その応用が多方面に渡って

行われ，特に医学面における臨床診断への応用等が目覚ましい超音波について，それを酵素反

応促進のために利用した研究を行った。

未染色シルケット加工綿糸において，浸漬３時間で強力減少率が超音波照射：38%，未照射

：17%であった。未照射の場合，未染色シルケット加工綿糸，泥染めのそれとでは同一浸漬時

間で大きな差が見られたが，超音波照射の場合，両者に差異は殆ど見られず，泥染めには特に

超音波の効果が大であることがわかった。絹糸の強力については，超音波照射による影響は見

られなかった。超音波照射（１日）の有無で絹糸の各種堅ろう度に相違は見られなかったが，

若干の色落ちが見られた。

バット酸法の大島紬藍染めへの応用

西元研了

［概要］

一般的に藍染めにおいては，剣道衣やブルーデニムに代表されるように綿を被染物として取

り扱うことが多く，その処方や染色法は綿染色のための最適条件が数多く紹介されている。ま

た，歴史上最古の染料の一つであるインジゴは古くから発酵建てと呼ばれる還元溶解法によっ

て染色されており，これもまた綿を非常によく染色できるものの一つである。

一方，大島紬においては，地糸の先染め（藍下 ・泥染め絣の先染め（泥藍大島紬 ・藍絣） ）

染色（藍大島紬）などとして絹の藍染めが行われているが，その処方や染色法は絹染色におけ

る最適条件がとられているとは必ずしも言えない。また，最近のインジゴは，添加助剤を加え

た特殊分散タイプである微粒化した易染型インジゴを使って，弱アルカリ条件で絹を染色する

方法も開発されている。

そこで，本研究では，絹の藍染めの染色条件について再検討を行い，アセテートなどのバッ

ト染料による染色法の一方法であるバット酸法について，大島紬への応用を試みた。

バット酸分散液はpH5.5で絹に最も高い染着性を示し，また，分散剤についてはアミラジンD

を使用した時，５～10m / の添加量で絹に最も高い染着性を示した。インジゴ0.5g/ で60℃

の浸染においては約60分間でほぼ染着平衡に達し，同濃度の20℃のハイドロ建て染色の５～６

倍の染色濃度を示した。大島紬における藍下染色の染色糸においては，ハイドロ建てによる従

来法のものと強伸度及び摩擦堅ろう度に大きな差は見られなかった。
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茶タンニンによる染色試験

白久秀信，村田博司，赤塚嘉寛

［概要］

天然染料は，植物染料と動物染料に大別できる。近年，天然染料による染色への関心が高ま

り，特に植物染料による染色が静かなブームとなっている。当産地においては，ヤマモモ，シ

イ，イジュなどの植物染料を用いた大島紬（草木泥染め大島紬）が製造されている。

そこで，今回は，当県で大量に生産されている茶（茶タンニン）について，大島紬染料とし

ての可能性を検索するための試験を試みた。

分光光度計でシャリンバイタンニンと茶タンニンの吸光度を測定した結果，シャリンバイタ

ンニンについては，吸収極大（278nm ，極小（258nm）であるのに対し，茶タンニンについて）

は，吸収極大（270nm ，極小（248nm）となった。このことから，両成分のタンニン組成が異）

なることがわかる。シャリンバイタンニンは縮合型からなるが，茶タンニンは，縮合型タンニ

ン及び加水分解型タンニン等の各種タンニンが混在すると思われる。茶タンニン染色糸の各種

染色堅ろう度試験においては，酢酸銅，泥染め以外の耐光堅ろう度が非常に低く実用的でない

ことがわかった。

大島紬染色堅ろう度増大のための基礎的研究

早川勝光 ，橋木引美 ，蓑輪迪夫*1 *1

赤塚嘉寛，白久秀信，村田博司

［概要］

大島紬の染色工程では，シャリンバイ煎出液によるタンニンの染着操作と石灰液処理を繰り

返したのち，泥田処理を行って発色させる。この行程を繰返すことによって，タンニンや添加

剤による大きな染着量を実現して色ムラをなくすとともに，深く沈静した色調，素朴な渋い光

沢，しなやかでざっくりとした着心地など，長い風雪に耐えた伝統工芸品ならではの長所を付

加している。

しかしながら，30から40%にも及ぶ大きな増量効果のために，汗や摩擦に対する堅ろう度は

必ずしも大きくはない。高価な商品であるだけに消費者は高い完成度を期待するため，摩擦脱

色による帯の汚れなど苦情の80%は染色堅ろう度に関するものとなっている。

本研究では，染着強度増大のための基礎的知見を得るために，①絹繊維の表面処理による色

素染着量への影響，②染色糸の表面処理による脱色溶解性について調べ，これらの処理の効果

を走査電子顕微鏡で観察した。大島紬染色堅ろう度増大のための基礎的知見を得るために２つ

の方向から検討した。

①白絹糸を界面活性剤処理しての収着量を測定するとともに，イオン性色素収着量の変化を

調べた。その結果，原料絹糸の帯電状態が，界面活性剤やイオン性色素の結合に大きな影響を

及ぼすことが明らかになった。また，高濃度の塩を加えることでこの静電効果は抑制されるこ

とがわかった。②染色絹糸をさまざまな処理剤で処理して湿潤安定性を調べた結果，染色絹糸

に疎水性を付与することで大きな効果が期待されることがわかった。本研究では，二本鎖のカ

チオン活性剤であるDODABが大変有効であった。

鹿児島大学理学部*1
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昭和６２年度

機織研究室

古典紋柄の調査

恵川美智子

[概要]

奄美地区には，大島紬や芭蕉布を始め種々の古典織物の製品が数多く残されている。その中

には，現在製造が行われていない織物もかなりある。このことから，古典織物の調査と復元を

行うことが望まれる。さらに，大島紬以外にも，平織の絣・縞・格子・無地，紋織の浮織・花

織・ウレグシ織，裂織のウジョウ等がある。特に，平織の変化組織である花浮織の浮織と花織

について，紋柄の復元を目的として織物調査を行った。

古典紋柄の復元

恵川美智子

[概要]

本試験では，古典紋柄の調査で収集した資料を基に，紋柄図案を作成し織物での紋柄の復元

を行った。

復元内容，調査資料20点についての紋柄図案を作成するとともに，紋柄の織出，方法等を記

入して，織物復元が容易に行えるようにした。織物の復元においては，筬密度は全て13算で行

った。

紋柄図案を基に織物復元を紋柄図案15点について行い，それぞれの紋柄の織布試料を得るこ

とができた。製織における紋綜絖の操作では，３枚の紋綜絖を１枚ずつ単独に操作する簡単な

ものから，８枚の紋綜絖の中から必要な３枚を選んで８種類の組み合わせを行い，順番を組ん

で３枚を同時に操作して紋柄を織り出す複雑な物も含まれており，地機の時代にこの様な織物

が製造されていたことに織物技術水準の高さを伺い知ることができた。

浮織 花織

【紋柄図案例】
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大島紬の小ロット加工に関する試験

福山秀久

[概要]

現在，大島紬は12～16反を１ロットとして製造されているが，問屋等，前売りサイドとの各

種懇談会等においては，小ロットを望む声が多く聞かれる。小ロット加工の一方法として，泥

大島紬絣糸の白大島紬への転用が考えられるが，その製品作りのための基礎資料を得るために

絣筵試験に取り組んだ。

， ，泥染大島紬とその絣糸を転用した白大島紬 それぞれの十の字絣詰めの実物見本の作成には

抱合数12本，15.5算の密度の筬を使用し，ガス綿糸引込みモト数は４～７モトの４段階，ガス

綿糸引込み間隔は４羽１間とし，絣締法は普通締めとした。

16種類の十の字絣で地糸を泥染にした泥大島と地糸を白糸にした白大島紬の２種類,合計32

種類の実物見本を作成し，カラーアナライザーによる反射率測定と官能検査による最適十の字

絣の引込本数の検討を行った。

織りあがった泥大島，白大島の十の字絣を検討してみると，どちらも絣の小さい方が地部分

， 。 ，との境がはっきりとして きれいな十の字となっている これを絣締めの引込み本数でみると

泥大島は４モト引込み，白大島は７モト引込みの十の字絣であることがわかった。

図案研究室

デザイン・イメージの分析手法について

－大島紬のデザイン・イメージ評価と嗜好に関する研究－

今村順光，西元研了

[概要]

大島紬のイメージ評価と嗜好の相関関係について，ＳＤ法によりイメージ評定を行い，そし

て，コンピューターを用いて，因子分析と心理的価値観の解析を探るための予備調査と実験を

行った。

今回は，これまで研究した主観的評価で不十分であった点を，客観的，定量的に要因を抽出

するとともに，価値観の変化を捉えることを目的とした。Osgood,C,Eによって考案されたＳＤ

法（Semanhic Differential法，意味微分法）を大島紬のデザイン・イメージ分析手法として

活用し，イメージ測定がどの程度まで可能かについて実験した。
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大島紬を素材としたシャツのデザイン

徳永嘉美

[概要]

昭和63年度新奄美空港開港に向けて，物産展等の宣伝をも含めた笠利町役場職員のユニフォ

ームシャツを大島紬でデザイン試作した。

デザインのコンセプトとして，南国奄美のイメージを表現の主眼におき，笠利町の特産品で

ある亀甲をあしらい，町花であるシャリンバイの花をモチーフとするデザイン条件で老若男女

兼用とした。

ユニフォームシャツデザイン

大島紬の絣表現

－抱合数別基礎試験－

徳永嘉美

[概要］

現在の蚊絣よりもさらに緻密で幅広い絣表現を長絣のボカシ技法に求めて検討したが，通常

の抱合数16本では不適切であったので，さらに抱合数別基礎試験を行った。

その結果，十の字絣は８～12本，サベ十の字絣は６～10本，長絣（ボカシ）は４～12本，長

絣（プログレッシブ）は８～12本の抱合数が適しており，総合的に判断すると10本が最も地切

れがよく適切な抱合数と確認できた。



- 80 -

大島紬の色調と絣に関する研究

－泥染大島紬編－

冨山晃次

[概要]

大島紬の絣は，絣締め工程の中でガス綿糸の引き込み本数の違いにより，絣の大小を作りだ

して絣表現を行っているが，その表現がややもすると画一的になりがちである。

そこで，一般に製品化されている大島紬の絣について，ガス綿糸の引き込み本数の違いによ

ってできる大小の経絣と緯絣の組合せ絣の中から，経絣配列別（密度別）に最適な組合せの色

調と絣の関係を見いだすため，効果的表現ができる資料作りを行った。

その結果，カタス越式（カタス式）製品でよく使われている経４モト・緯２，３～６モトと

いう絣表現（緯絣での絣変化）は，カタス越式・１モト越式・１モトカタス越式製品にはそれ

ほど大きな効果は見られなかった。

染色化学研究室

シャリンバイ抽出の高効率化に関する研究 (Ⅰ)

－植物染液自動抽出装置運転試験－

西元研了，赤塚嘉寛

［概要］

昭和62年度中小企業技術高度化事業「本場大島紬染色工程のシステム化」において植物染液

， 。 ，自動抽出装置が開発され 本場大島紬織物協同組合に導入された このシステム化においては

機械製作の設計・製作を株式会社フジヤマ（鹿児島市）が行い，当センターはその運転研究を

担当した。

この事業は，昭和62，63年度の２年間において，大島紬の泥染め及び植物染料染色に用いら

れる植物染液を製造するシステムを開発するものであり，62年度にはまず抽出装置部分が開発

された。

シャリンバイ染液の製造は ほとんどの染色業者自体が各工場毎に行っており 染料植物 泥， ， （

染めではシャリンバイ）をチップ化したものを釜で長時間沸騰して染液としている。この方法

， ，は容易であるが抽出効率が悪く長時間を要することから 資源の確保及び作業の効率化のため

染液製造の技術開発が望まれていた。

今回は，開発された植物染液自動抽出装置を用いて，異なるpH設定で抽出槽から排出される

抽出液を時間分画し，分取した抽出液の濃度及び染色性について試験した結果，抽出槽沸騰か

ら２～３時間までの抽出速度が大きく，設定pH９以上で特に抽出量が大きくなった。非循環方

式は循環方式に比べ，沸騰前の排出液から回収する場合，沸騰する前の抽出液は沸騰後の２時

間の運転で高濃度の抽出液が得られた。pH７以上のアルカリ液で抽出すると，抽出成分の変性

のためにその染色性が従来のものと異なり，鉄媒染でブラウン系の色になり無彩色の黒色は得

られなかった。
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インジゴ系染料及び琉球藍生葉染色糸の鑑別法

村田博司，赤塚嘉寛

［概要］

大島紬の藍染色糸の鑑別に関しては，過去数十年間その必要性が要求され，当センターでも

過去数回にわたって研究が行われてきたが確立されるに至らなかった。

染色物中の染料の鑑別は，まず最初に着色品（染料）の抽出溶媒を決定し，着色品を決定す

る。抽出した色素の同定は，適当なクロマトグラフィーで分離，濃縮し，染色試験，化学分析

及び光学試験等で既知資料と比較して行われる。今回は，薄層クロマトグラフィー及び分光化

学的方法を用いて，琉球藍生葉染色糸とインジゴ系染料染色糸との比較・検討を行った。

物質の同定後にその物質がどの植物に由来するものであるかを決定するには，由来すると思

われる植物の成分分析を行い，比較・検討することが必要になる。また，琉球藍生葉染色糸の

主成分である赤紫色の色素を同定するためには，既存物質（基本データ）との比較と構造分析

を行わなければならない。しかし，天然藍の葉・茎に含まれるインジカン（Indican）以外の

インジルビン（Indirubin ，インジゴブラウン（Indigo brown）等が今回調査した範囲内で）

は市販されておらず（安定性の問題と思われる ，これらに関する分析データもあまりないた）

め同定することは困難であったが，市販インジゴ染料を薄層クロマトグラフィー及び光分析に

よって推定することが可能になった。

植物染料の開拓及び染色堅ろう度に関する研究

操 利一，白久秀信，西元研了

［概要］

大島紬も多様化の時代を迎え，消費者の購買心を誘うオリジナリティーの高い商品が要求さ

れている。また，消費者は経済的，実用的価値なものよりも，精神的，文化的な要素を含む個

性的で今までにないものを望んでいる。

そこで，今回，植物染料を地域の特長を活かしたものとするため，今まで染色試験が行われ

ていない奄美大島に自生している植物の中から，８種類について染色試験した。

次に，染色糸について，カーボンアーク灯光による耐光試験，汗試験，摩擦試験，洗濯試験

， 。 ， （ ），を行った上で 染色堅ろう度試験を行った また カラーアナライザーで染色糸のHue 色相

Value（明度 ，Chroma（彩度）を測定した結果，全般的に染色堅ろう度が低い傾向にあった。）

その中では，リュウキュウマツなど３種類程度は染料として使用可能であった。
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泥染め糸の染色堅ろう度向上への有機シリコーン系助剤の利用

村田博司，白久秀信
*1赤塚嘉寛，早川勝光

［概要］

前回，大島紬の染色堅ろう度増大のための基礎的知見を得るために，染色過程に対する界面

活性剤を中心とする助剤の効果を調べるとともに，泥染め糸を種々の処理剤で処理して湿潤安

定性を検討した。後者の測定結果は，泥染め糸に疎水性を付与することによって湿潤安定性が

大きく増大することを示した。

有機シリコーン化合物は，電子部品素材開拓の産物として合成されてきた新しい化合物であ

る。その多様な分子構造に依存して，耐熱性，耐水性，耐化学薬品性に優れた様々な化合物が

合成され，オイル，グリース，消泡剤，離型剤，繊維処理剤，撥水剤などあらゆる分野で広く

応用されている。

本研究では，泥染め糸に疎水性を付与して湿潤安定性や摩擦堅ろう度を増大することを期待

， ， ， ，して シランカップリング剤 シラン 変性シリコーンオイルなどによって泥染め糸を処理し

摩擦堅ろう度や湿潤安定性への影響を調べるとともに，有機シリコーン系化合物による泥染め

糸の処理によって，泥染め糸の摩擦堅ろう度や風合，湿潤安定性への影響を調べた。

その結果，今回使用したシランカップリング剤によっては摩擦堅ろう度を改善することはで

きなかったが，風合はいくらか改善されることがわかった。ソフミン―MR60とライトシリコー

ン―M807Sによる処理によって，摩擦堅ろう度，風合ともに大きく改善された。湿潤安定性は

多くの有機シリコーン系処理剤によって改善されるが，風合を損なう場合も多かった。ソフミ

ンMR60やライトシリコーンM807S（いずれも組成不明）は有機シリコーン化合物を主成分とす

る混合物と思われるが，処理方法の工夫や混合処理剤を使用することによって，より効果的な

処理剤を調整することが可能と思われた。

鹿児島大学理学部*1

植物染料の抜染試験

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

植物染料による染色絣の抜染試験を行い，草木染め白大島紬作りの新製品開発を試みるため

に，基礎試験を行った。

その結果，染色別では工程の少ない順に白抜された。熱を加えて染色した絣はやや色を残し

， 。 ，て抜けるので 白抜には不適である 植物染めの地色は植物染め独自の色が得られたことから

実用化の方法を工夫することで，斬新な色彩の草木染め白大島紬を製造することが出来ること

がわかった。
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昭和６３年度

機織研究室

大島紬製造技術を応用した建築用高級繊維壁材の開発

福山秀久，恵川美智子，操 利一

徳永嘉美，赤塚嘉寛，村田博司

[概要]

大島紬に替わる付加価値の高い建築用高級壁材を開発することで，和装製織一辺倒の大島紬

産業の新分野展開に寄与することを目的とした。

「日本の豊かな文化と伝統の室内空間への提案」をデザインテーマとして，床の間の壁を中

心に和・洋間にマッチした室内壁材を①絣，②色，③糸，④繊維の４つの観点からとらえてデ

ザイン開発を行った。

４つのデザインイメージ構成の中から36点を試作し，その内３点の美装化を行った。

（昭和63年度加速的技術開発支援事業）

図案研究室

画像処理に関する基礎技術

冨山晃次

[概要]

本場大島紬は伝統的手法により製造され，大部分は手作業でその生産工程は複雑，細分化さ

れていることから機械化・自動化には限界があり，生産性の向上や製品の安定化が図りにくい

面がある。

このため，本場大島紬の既存技術の継承発展を図りながら，製品の品質向上・加工工程の合

理化，新技術・新製品の開発促進を図ることが急務といえる。また，多様化・個性化してきて

いる消費者ニーズに，的確に対応し得る地元業界におけるデザイン開発・デザイン作成力の強

化・育成を図らなければならない。

そこで，工業技術院中国工業技術試験所で開発されたコンピューターグラフィックスシステ

ム（アパレルデザイン画作成システム）を利用し，意匠デザイン（原図）の研究開発を行うた

めの画像処理基礎技術を習得することにより，産地デザイナーの資質の向上及び育成・強化を

図ることとした。

画像処理手法により，オリジナル図柄サンプル①龍郷柄，②エ雲柄，③エジプト模様，④線

柄を，きもの→羽織→コート→お対→バックヘ埋め込みながら展開を広げ，図柄変換埋め込み

画像処理資料を得ることができた。
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デザイン・イメージの分析手法について

－大島紬のデザイン・イメージ評価と嗜好に関する研究－

今村順光

[概要]

大島紬の色彩イメージ評価と嗜好の相関関係について，ＳＤ法によりイメージ評定を行い，

因子分析と心理的価値観を探るための調査分析を行った。

当年度は，産地で大島紬の製造に関わっている者を対象に，色彩イメージを各分野の人々が

どのような観点で評価するか，また，年齢特性，地域特性の現象やイメージの方向，流れにつ

いて価値観がどのように変化して行くかを促えることを目的とした。

こうした，デザイン情報をどのように整理し，活かしていくのか，紬業界にとっては，最大

の課題であり，これに対応した収集処理技術の確立を目指し，大島紬の商品開発・企画をバッ

クアップしていくためのシステムとして研究を試みたものである。

産地別，年齢別，紬従事者別に分けて分析を行った結果，それぞれに特徴を見い出すことが

出来た。その中では，地域性，年齢性差による嗜好イメージの評価がわかれていた。

染色化学研究室

泥染めと科学染色

－繊維への微粒子の吸着－
*1早川勝光

［概要］

染色部分の単繊維は，図1の概略図のとおり，高分子が規則的に配向した結晶領域と規則性

の乱れた非結晶領域からできている。結晶領域は固体結晶のようなものであり，染料分子が内

部に浸透して繊維高分子と結合することはなく，せいぜい表面にある高分子と相互作用できる

だけである。古代より行われてきた染色は，もっぱら繊維の非結晶領域に染料分子を浸透させ

繊維高分子にしっかりと吸着させることだった。そのために，いろいろな工夫や技術が開発さ

れている。

鹿児島大学理学部*1
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植物染料染色試験

西 決造，赤塚嘉寛，操 利一，白久秀信

［概要］

世の中が合理化されればされるほど人々は自然の素材を求めるという傾向が強く，自然の色

素を使った植物染料による草木染め紬も需要が年々高まっている現状である。

このため，これまでは奄美産地の植物染料の色彩と堅ろう度を調べてきたが，今回は，未調

査の植物染料の染色試験を実施して，大島紬業界の草木染め紬製品作りの色彩の開拓をするた

めの試験を行った。

熱湯堅ろう度は，全般的に優であった。ヨモギ，ススキの染色では，熱液染めの汗堅ろう度

がやや不堅ろうであった。ヨモギ，ススキとも銅媒染の汗がやや不堅ろうであった。ススキの

耐光堅ろう度は良であった。媒染剤，染色法を確立して染色することにより，ヨモギ，ススキ

ともに草木染めの味わいのあるものが作成できた。

酵素利用技術による粉末天然染料の製造技術の開発研究

村田博司，操 利一，白久秀信，今村順光

上山貞茂，平田清和，押川文隆，赤塚嘉寛

［概要］

藍は，人類が19世紀後半に染料を人工的に合成するまでは最も貴重な染料の一つであった。

我が国では「タデアイ」及び「リュウキュウアイ」等が古くから使用されてきたが，明治中期

以降はドイツで合成された化学染料の輸入に押されて急速に衰退した。ところが，昨年の手作

り及び本物嗜好の影響が染色関係にも見られ，中でも天然染料，特に藍は全国的なブームが続

いている。

当産地においては，数件の業者が「リュウキュウアイ」を栽培して染料として利用し，製品

作りに活かしているが，専門家以外には取り扱いが困難であるため，その普及や使用等が限定

されている。

， ，そこで 染色に知識を持たない者でも取り扱いが簡単な粉末状の天然染料を開発するために

（ ） ， 。藍 リュウキュウアイ の生葉から色素を抽出し 粉末染料の製造技術に関する研究を行った

藍を原料とした天然染料を，従来の発酵法によらず科学的に製造し，かつ，保存性，取扱い

性等に優れた粉末状の染料に加工する技術を開発するため，各計画毎に様々な条件等で試験を

行った。

この結果，一部の工程において工業的製法としては適切でない部分があることが判明したた

め，当初計画の製造工程を一部修正しながら，最終的には当初見込みに沿った「粉末天然染料

を工業的に効率よく製造する技術」を開発し，確立することができた。また，この研究開発に

より試作された粉末天然染料についても，染色試験により当初見込みのとおり藍染料として実

用的なものであることが確認できた。
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仕上げ剤最適化に関する試験

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

大島紬については，織りやすくするために平滑剤を使用している。この平滑剤とソルゾール

（ ）， （ ）， （ ） ，LS 平滑剤 ソルゲルP-723 深色剤 ハイグロス 増艶剤・柔軟剤 で泥染めした染色糸

藍染染色糸，合成染料染色糸について，風合を向上させるための試験を実施した。

この結果，摩擦堅ろう度は，泥染め・合成染料については変わらないが，藍染ではライトシ

リコンの方が堅ろう度が向上するようであった。また，平滑剤や柔軟剤については，ライトシ

リコンのほうが若干効果があった。深色性，増艶性については，絹特有の光沢があるせいか藍

染，合成染料染色には仕上げ剤の効果は認められなかった。

ハイブリッド大島紬研究開発

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

奄美の経済を支えてきた大島紬については，着物離れ等で大島紬の洋装化が進んでいる。大

島紬の長所は，光沢や保温性に優れている点等で，冬着，合着用として着用されていることか

ら，夏物大島紬としての需要の開拓，拡大を図るため他の繊維との交織試験を実施した。

麻やガス綿糸等での交織織物としてハイブリッド織物を試作した結果，麻の泥染め染色は毛

羽が多く綿状になり，毛羽と毛羽がからみあって染色が困難であることがわかった。また，ガ

ス綿糸の場合は，絹糸同様に染色には支障はないことが確認された。今回試作したハイブリッ

ド織物については，大島紬の絹糸だけ使用した紬と較べてふくらみがあることから，粗く硬い

感じのある夏大島紬に最適と思われる。
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大島紬染色工程のシステム化（染色の高度化）

－シャリンバイ抽出の効率化に関する研究－

西元研了，西 決造，赤塚嘉寛
*1 *1大重正年 ，茶圓博行
*2 *2圓野勝彰 ，星野光男

［概要］

本場大島紬の染色においては，その染液の製造をほとんど染色業者自体が各工場毎に行い，

染料植物をチップにしたものを大型の釜を使い長時間煮沸して染液を得ている。この方法は容

易ではあるが生産効率が低いため，染料植物の有効利用及び生産の効率化のために染液製造の

高度化が望まれている。

そこで，個々の染色業者がそれぞれの経験に基づいて長時間を要して染液を製造している従

来の方法に対して，コンピューターや各種センサーを応用した先端的な技術を導入し，高度な

染液抽出技術の開発研究及び膜分離技術等を利用した染液の濃縮・保存技術の開発研究を行

い，資源としての染料植物の有効利用と製品の高品質化を目指すこととした。

， ，抽出条件と抽出液の染色性については 抽出槽沸騰から２～３時間までの抽出速度が大きく

設定pH９以上で特に抽出量が大きくなった。循環方式運転での泡立ちの抑制については，消泡

剤をボイラー内に運転開始時に一括して添加する方法では，２ppmの添加では抽出槽沸騰から

２時間まで，10ppmでは５時間まで，50ppmでは６時間以上において，ボイラーから抽出槽への

キャリーオーバーを抑制することが可能であった。

運転方式の比較及び染色試験については，循環方式運転でのボイラー濃縮液では，その染着

部分の発色は，彩度が低く黒みがかったものであった。また，シャリンバイ以外の染料植物の

抽出及び染色試験については，シイ・ヤマモモはシャリンバイと同様に抽出装置で通常の運転

で抽出液を得ることが出来た。しかし，イジュは発泡性が強いため，抽出槽の液面が激しく変

動し，抽出状態に影響が見られた。

(株)フジヤマ*1

本場奄美大島紬協同組合*2


