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平成元年度

機織研究室

亜熱帯植物（芭蕉）を原料とする繊維素材新製造技術の開発研究

－加速度的技術開発支援事業（共通基盤的技術開発）－

赤塚嘉寛，押川文隆，平田清和，操 利一，今村順光
＊１福山秀久，上山貞茂，南 晃，都成俊一郎

[概要]

高品質でかつ品質的に安定した天然繊維である芭蕉繊維について，従来の手作業とは全く異

なる酵素・化学処理により，工業的・連続的に製造する技術開発を行った。

研究の進め方は，次のとおりとした。

(1) 粗繊維製造のための精練技術の開発（一次精練）

(2) 高純度繊維製造のための精練技術の開発（二次精練）

(3) 芭蕉繊維の漂白技術の開発

(4) 紡績糸の作成と製織試験

(5) 結果の検討・整理

その結果，一次精練のアルカリ薬剤の選定，二次精練の酵素剤の選定を行い，各処理におけ

る最適条件及び精練処理後における漂白剤の最適処理条件を把握し，紡績可能な芭蕉繊維の製

造法の基礎技術を確立した。

芭蕉繊維を原料として紡績された芭蕉混紡糸の夏物織物としての可織性を研究するため，経

糸は無地及び縞経，緯糸は芭蕉混紡糸・絹糸を用い，15.5算筬密度による織物製織試験を行っ

た。

芭蕉混紡糸と絹糸を組み合わせた夏物用織物を４点試作し，ワイシャツ及びきものに仕立て

た。試作布を基に，関連する地元業界へ普及指導を行った。

(株)都成織物＊１

図案研究室

大島紬図案設計ＣＡＤシステムの導入と概要

冨山晃次，徳永嘉美，今村順光

[概要]

デザイン制作における図案工程の合理化・効率化及び技術高度化を図るため，多様化，高級

化してきている消費者ニーズに的確に対応するため 「大島紬図案設計システム」と「意匠デ，

ザインシステム」の２つのシステムから構成されている大島紬図案設計ＣＡＤシステムを導入

した。

本システムは，従来の紬製造技術を保持・継承し，手作業ではできなかった輪郭線取り・着

色・ボカシ・柄変更・色の置換・柄の併合等便利な機能を持ち，絣点の高速表示・高速彩色が

可能である。このため，今後は，多様化・高度化・複雑化してきている消費者ニーズに対応で

きる近代感覚を盛り込んだデザイン開発などにおいて，期待が大きい。
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コンピューターによるデザイン計画のためのマーチャンダイジング

今村順光

[概要]

ものに対する感性（イメージ）には，一定のパターンがあるとされ，イメージのパターン化

はすでに体系化されつつある。

㈱日本カラーデザイン研究所においては，イメージ診断システム及びイメージ・シミュレー

ション・システムにより，感性マーケティングを支援するためのイメージを特定の座標上に位

置づけるシステムを開発している。これは，感性マーケティング情報収集ツールとアイデア・

スケッチにイメージ別のカラーリング作業を行う２つの機能を備え，収集したイメージを直接

スケッチ・イメージに展開させる相互変換によって，イメージ表現やプレゼンテーションに応

用できる特徴を持っている。

， ， ，本研究では 上記のシステムを利用して 本産地のような地理的条件下の大島紬製造業者が

効率よくデザイン計画を行う手段の検討を目的として，商品の色感・形態感及び全体としても

ののイメージをつかむ研究を行った。

デザインの質の違いと人々の感性の違いをイメージ・スケールでそれぞれに関連させ，大島

紬のデザイン計画に応用できるシステム化を検証した結果，収集したデータを基に言葉のイメ

ージを直接スケッチ・イメージに展開させ，相互変換によってパターン特性やコンセンサスを

得やすくする効果が派生することがわかった。また，このシステムは，商品作りのコンセプト

作りやプランニングに活用できる手法であることもわかった。

大島紬絣文様の研究

－ＣＡＤシステムによる絣パターンの展開－

徳永嘉美

[概要]

男物小柄文様体系化の一環として各種展開技法を開発し，ナガ十の字絣によるパターン展開

を行い，さらにＣＡＤ上で応用展開を図り次の結果を得た。

(1) ナガ十の字絣を780点の文様パターンとして展開することができたので，大島紬絣パター

ン集長絣編(4)として編纂，業界へ参考資料として配布した。

(2) 今回導入したＣＡＤシステムのパターン展開への利用を試みたところ，基本パターンか

らの展開（バリエーション）はアイデアスケッチに頼るところであるが，割付展開(リピー

ト)には有効であった。

(3) ＣＡＤシステムのデータベース機能(パターン登録による各種図案，テープ，仕上がり想

定への連動作図)には大きな効果があった。
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染色化学研究室

植物染料染色試験
*1西 決造，山下宜良，赤塚嘉寛，藤原久美子

［概要］

自然の恵みに関心が寄せられ，自然食品や天然繊維・天然染料に対する人気が高まっている

ので，奄美に自生する植物染料の色素を抽出して，草木染め大島紬の拡大を図るために毎年３

， ， 。～５種程の植物で染色試験を行っているが 本年は 新たに５種の植物染料染色試験を行った

全ての植物における媒染剤別試験の銅媒染においては，耐光堅ろう度は強かった。汗堅ろう

度は弱かったが，クロム媒染は全般的に優れていた。ブッソウゲの花の染色では，他の草木染

めでは出せないような味わいのある色彩を染色することができたが，堅ろう度がやや不堅ろう

であった。ドラセナ（幸福の木）での染色は，淡色系統の色目で堅ろう度が優れていた。

最適な媒染剤を選定し染色技術を確立して染色することにより，５種類の植物ともに草木染

め独自の色彩を得ることができ，草木染め紬作りのための試料を拡大することができた。

平成元年伝習生*1

ハイブリッド大島紬研究開発

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

大島紬は独特の風合を持つ絹織物であるが，シルクの長所は保温性に優れているので冬着，

合着用という通念で着用されている。今回は，他の繊維と交織することにより夏物大島紬とし

ての需要の開拓，拡大を推進するために，ジャパンブルーとして評価の高い藍染めをベースに

天然繊維の綿糸と絹との交織を試み，夏物へのアプローチを目指した。

正藍紬に比べてハイブリッド織物は藍染め特有の毛羽がほとんどなく，綿糸の藍染め染色も

良好であった。ハイブリッド織物を試作した結果，大島紬の絹糸については，使用した紬と較

べて，シルクの光沢は失わずに，夏物の特長であるシャリ感やさわやかな色合いの天然藍染め

の清涼感がある夏物大島紬を試作することが出来た。

染色用泥土に関する研究

新村孝善，上山貞茂，赤塚嘉寛

［概要］

大島紬の染色は，シャリンバイ樹木からの抽出成分で絹糸を数十回染め，さらに“泥染め”

で染めあげる独自の技法である。しかし，その泥染めに使用される泥土の管理条件については

詳細に明記された事項はなく，主に染色業者の経験と勘に依存している現状である。この染色

においては，使用頻度や染色性の善し悪しをみながら，湛水した水を絶やすことなく，植物等

の有機物を投与させて染色能力の維持を図っている。

今回は，染色用泥土の管理要因に関して，最も基本的でかつ主要因と考えられる設置温度及

び有機物添加の有無に関して泥土試験を行い，その土壌特性の挙動を２か月間研究した。

その結果，有機物を投与すると低温ほど有機酸類が分解せずに集積されやすく，より強い還

元状態を維持することがわかった。
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大島紬の泥染めへの浄水場発生土の利用

村田博司，上山貞茂，白久秀信，赤塚嘉寛

［概要］

シャリンバイと泥染めによる染色は，シャリンバイ煎出液中のタンニン酸色素と泥土中の主

として鉄塩類との媒染効果に因るものであることがほぼ明らかにされている。しかしながら，

実際の泥染めの機構は複雑で，そこにはおそらく泥土中の非常に多くの無機物及び有機物が関

わりあっており，その結果として渋い光沢，独特の風合等が発現するものと推測される。

このことから，大島紬泥染め用泥田においては，媒染剤として染色に使用された減量分の泥

土（無機物及び有機物）の供給は必要不可欠である。実際，染め付きが悪くなると，泥田にお

いては奄美自生の木の葉や栄養源としてのデンプン等の投与，あるいは泥そのものの入れ替え

等を行ってきているが，泥染め用泥土は年々枯渇化の現状にあり，さらに，当産地の都市計画

及び土地改良事業等により従来の場所からの泥田の移転問題等がクローズアップされている。

特に，名瀬地区では泥染めに使用できる泥田面積が少ないため，この問題が深刻化している。

そこで，最近その応用が各方面から検討されている浄水場発生土（汚泥）を利用し，泥染め用

泥土に転換活用する研究を行った。

従来の泥染め用泥土に浄水場発生土を加えると，染め付きは悪くなったが，栄養源を加える

ことにより，鉄の付着含量は大きくなり染め付きは良好となった。従来の泥染め用泥土を対象

に堅ろう度試験を行ったところ，浄水場発生土の影響は見られなかった。

絣筵における糊剤の付着率及び染色に及ぼす影響について

操 利一，白久秀信，今村順光
*1山田清文

［概要］

織物は，織りおろしたままでは商品価値が低く，それに染色及び仕上げ加工などを施すこ

とによって，商品価値が高くなる。その中で，糊剤は，動植物や鉱物などの天然系と合成及び

半合成品などがあり，織物の平滑剤及び厚化などに使用されている。大島紬においても絣筵の

締め加工前の糊張り，捺染及び仕上げ加工材などに用いられている。また，大島紬における絣

筵の糊付け方法はいろいろな試験がなされているが，本研究では，糊剤８種類について絣筵の

糊が泥染め及び合成染料染色などに及ぼす影響について検討した。

フノリ，フノリ（粉末）の水分率が大きく，付着率はシフトSKのほうが大きくなった。８種

類の糊剤について汚染，地切れの比較評価試験を行ったが，両者を十分満たす糊剤が得られな

かった。

山田染色工房*1
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平成２年度

機織研究室

ジャカード締機を利用した絣締め技術改善研究

福山秀久

[概要]

大島紬の絣締め加工において，模様の抜き替えは絣締め加工者が図案を見ながら手作業によ

って箴羽に経糸(ガス綿糸)の通し替えを行っているが，これらの絣締め技術の改善を図るため

にジャカード締機を導入した。

締機としての性能評価のために，経糸張力・締め圧力の絣筵特性，染色性についての試験を

行うとともに，柄作成時(経糸と緯糸の組織点がなく緯糸が浮いた状態)における経糸(ガス綿

糸)の張力変化と染色性について検討し，同締機の有効性を検証するために緯絣製品試作を行

った。

また，通常の絣締め作業では図案が難しくなるほど作業時間も長くかかるが，ジャカード締

め機の場合は，図案に関係なく一瞬で模様の抜き替えができるため，複雑な図案ほど作業時間

が短縮される。さらに，経糸を切り放さずに模様の抜き替えができるため，緯絣を交代締めで

はなく普通締めで行うことによって，小ロット加工や小柄の絣締め等には効果を発揮するもの

と思われる。

さらに，ＣＡＤシステムで作成した図案を基に，付けさげ柄大島紬の試作を行った。その結

果，紋紙の作成には多くの時間を費やしたが，絣締めに要する時間は大幅に短縮することがで

きた。

ネクタイ生地の開発及び試作試験

今村順光，平田清和

[概要]

大島紬は，着尺用として用途が大きいが，織布を利用したネクタイ，小物品は，端切れ等に

よって製品化されている。しかし，最近は新商品開発の機運も高まりつつあるので，専用のデ

ザイン，織布の開発も望まれている。

これらの点を踏まえて，本試験では，ネクタイ用のデザイン企画から，仕様設計，織布の特

性について物性試験を実施し，用途開発の一環として製品化に向けた商品企画を試み，試作織

（ ， ） ， 。布 筬密度14算 筬幅60cm を平織り 緯縞織物として織り上げるとともに風合試験を行った

また，デザイン構成においては，９種類の縞模様パターンに配色イメージの異なる別のデザ

イン原画を21枚作成し，39本のネクタイを試作して，デザインイメージ評価を行った。

ネクタイの試作について，従来の技術，素材を使用して試作試験を行ったが，着尺用の織布

のネクタイ用への加工であったため，機能面に対する評価については課題が残っている。そし

て，デザインに関しては，若干企画提案型の発想を取り入れて展開を試み，また，デザインに

ついては，イメージ診断システムによって展開を試み，嗜好，価値観の特徴を捉えることがで

きた。
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市販原料糸の品質試験

今村順光，南 晃

[概要]

当センターでは，県下で市販されている原料絹糸の品質試験を継続的に実施してきた。

本年度は，平成元年の当センター移転に伴い整備した新機器を用いて試験を行った。そのた

め，従来とは異なる方法，手順で試験を行うことになった。

県内全取扱店の市販原料糸（白絹糸・泥染め糸・ガス綿糸）の物性試験の結果とともに，新

しい試験方法について紹介した。

天然素材を利用した織物用繊維製造技術の開発

－芭蕉繊維の物性試験－

福山秀久，恵川美智子，今村順光

南 晃，平田清和，押川文隆

[概要]

芭蕉，月桃など奄美に豊富にある亜熱帯植物を利用して，織物用天然繊維の開発に取り組ん

だ。

糸芭蕉，月桃からの紡績糸の原料となるラップを製造し，その単繊維について強度，伸度，

繊度，柔軟性などの物性試験を行った。

その結果，涼感に富んでいるが柔軟性に欠ける面があるので，単独使用よりも他繊維との混

紡が望ましいとの結論を得るとともに，紡績前工程における油剤の処理試験や精紡機による単

糸試紡と物性試験を行い，繊維の基礎データを得ることができた。

また，製造工程中に派生する不用繊維を利用して，手漉き和紙を製造するとともに，手漉き

和紙による紙糸を利用した紙糸絣，紙布織物，パッケージ，小物等を試作した。

織物の温熱特性

恵川美智子

[概要]

大島紬は基本的には絹の良さを持っているが，温熱特性については染色性が影響しているこ

とが考えられるので，その実態を探る目的で研究を行った。

泥染め大島紬，非泥染め大島紬その他33種類の織物について，その構成条件を調べるととも

に，熱移動特性（接触冷温感，熱伝導特性）との関係などの試験を行った。

， 。大島紬は薄くて軽いにもかかわらず 熱移動が少なく冬物として優れていることがわかった

また，同じ厚さの泥染め大島紬と非泥染め大島紬と比較すると，前者にその傾向が強いことが

わかった （中小企業大学校６か月研修）。
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デザイン研究室

後加工捺染大島紬のデザイン開発と試作

徳永嘉美

[概要]

大島紬の伝統的な先染めによる製造技術を活かし，製織後に手描き捺染加工することで染と

織が融合する新しいフォーマル調大島紬を開発した。

この技術では自由で多彩なデザイン表現が可能となり，しかもロットの心配が無く低コスト

でフォーマル化することができた。さらに，これまで後染めに消極的であった産地に，後加工

技術を容易とする後加工用設計展開図法を開発導入した。

泥大島紬（ツガ十の字）

白大島紬（変形字絣）
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鹿児島県大島紬デザイン研究会一年の歩み

泊 誠・冨山晃次・徳永嘉美

[概要]

今日，商品として我々に提供されるほとんど全ての工業製品には，ユーザーに心地よい満足

感を与えるような美的要素とともに，優れた外観，質感，機能性といったものが必要とされ，

重要視されている。大島紬を取り巻く環境も同様であって，ユーザーにいかにして，着てみた

いという欲望感を起こさせ，また，着たときの満足感を与えるようなデザイン商品を開発する

かということが当面の重要課題となっている。

鹿児島県大島紬デザイン研究会は，このような現状を踏まえて，大島紬の質的，量的向上を

デザイン面から押し進めていくことを目標としつつ，さらに先端技術である大島紬図案設計Ｃ

ＡＤシステムの研修も取り入れていくこととし，大島紬業界の関係者で設立された。

大島紬デザイン・嗜好イメージ調査（１）

冨山晃次

[概要]

当センターでは，図柄・色彩傾向調査，診断をはじめ，分析手法によるデザイン・イメージ

評価，嗜好に関する研究やマーチャンダイジングの研究及びその手法を発表してきた。

本研究では 「イメージ診断システム」により，消費者の求める大島紬と大島紬製造業者の，

製造している大島紬をイメージ分析し，大島紬に対する「思い込み 「意気込み」の差異を抽」

出する。大島紬製造業者のイメージする大島紬を，一層消費者の求める大島紬のイメージに修

復・修正し，デザイン・イメージの合一による大島紬デザイン開発の提案及び開発手法の一助

とする。新商品開発など，その手法が求められている大島紬デザイン・嗜好イメージ調査の結

果，消費者及び大島紬製造業者のデザイン・嗜好イメージ診断図により，両者の嗜好をイメー

ジするポジションや配色パターンのボリュームの違いが歴然であることがわかった。

染色化学研究室

泥藍抜染試験

西 決造，山下宜良，赤塚嘉寛

［概要］

泥藍抜染とは，天然の発酵建ての藍で絹糸を先染めして絣筵を作製し，シャリンバイ染色を

行った絣筵を部分解きして藍部分を抜染する技法である。大島紬ではこの独特な抜染技術の開

発により泥藍の多色入り紬が創出され，紬加工の重要な技術の一つとなっている。しかし，実

際の泥藍抜染においては，時々地色が脱落して製品の品質低下を引き起こすことがある。この

ため，泥藍絣筵についての適正な抜染や泥染め方法を確立することを狙いとして試験した。

絣筵を泥田の中に浸漬放置して泥染時間を長くして媒染することにより，抜染による地色の

脱落がなく，堅ろうになった。温度は高いほど抜染時間が短くなり，抜染液の中に長時間絣筵

を浸漬することにより地色が脱落するので，抜染時間は70～80℃が適当である。また，抜染浴

の中に絣筵を長時間浸漬すると，絣糸が脆化する傾向が見られた。
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酵素利用による捺染大島紬の開発研究

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一，山下宜良

新村孝善，今村順光，徳永嘉美，南 晃

［概要］

伝統的産業である大島紬は絣筵を染色し，これを解き，並べ直し，再び製織するという先染

め技法で製造されている。緻密な柄構成による細かい絣を表現できる特長があるが，デザイン

としては，繰り返し連続模様や対象形の繰り返し模様など柄構成に制約があり，自由自在なデ

ザインをそのまま絣模様に表現することが困難である。そのための基礎技術として絣筵の労力

軽減，絣模様を表裏均一に染色する浸透剤の応用，捺染加工をスムーズに進めるための糊抜き

技術に焦点を合わせ研究開発を行った。なお，この研究開発事業は （財）鹿児島県中小企業，

振興公社が行う平成２年度加速的技術開発支援事業・共通的技術開発事業による委託である。

， ，大島紬への捺染技術導入の研究に当たり 絣筵解き工程を改善することが重要であると考え

より一層の絣筵解き作業の労力低減を目的として，絣筵への酵素処理実験を行い工程の簡略化

を図った。適正な捺染加工条件の設定により捺染性の品質（浸透性・染着性・尖鋭性）を保ち

つつ裏表一体模様の捺染加工が大島紬で可能になった。

今回の実験から，糊剤への有効酵素の選定を行うことが可能となり，また，アミラーゼの最

適条件も把握できた。また，CMCに対して酵素セルラーゼを作用させるとその粘性は瞬時に低

下し，その有効性とともに迅速な反応性も認められた。酵素ペクチナーゼも比較的良好な結果

が得られた。

開発したグッズ（女性用） 開発したグッズ（男性用）

大島紬の伝統的な先染めによる製造技術を活かし，製織後手描き捺染加工することで染と織

が融合する新しい大島紬の試作を行った。

大島紬はこれまで先染め織物として推移し，カジュアル商品とされてきた。従って，産地で

は先染めによる付下げなどのフォーマル大島紬を開発してきたが，絣締加工技術が複雑になる

ためコスト高となり，広く普及するまでに至っていない。今回は，従来の紬に捺染加工するこ

とで，染・織の融合したこれまでにない新しいフォーマル調大島紬を開発することができた。

この結果，多彩で自由なデザイン表現が可能になり，しかもロットの心配がなく低コスト製

品化できる目処がついた。これまで，後加工に消極的であった産地に後加工用設計展開図を開

発技術指導することで，フォーマル分野はもとより小物グッズなどの二次製品にも目を向けた

新しい産地形態の基礎となり，新分野転換を図る上で大きな可能性を見出すことができた。
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植物染料染色試験

西 決造，山下宜良，赤塚嘉寛

［概要］

従来の多量生産，多量販売の時代が過ぎて，これからは「工芸の時代」の到来であると言わ

れている。大島紬の染色の主流は泥染めであるが，その中でも摺り込み捺染には合成染料が主

に使われている。しかし，最近は，ヘルシー・本物・オリジナル指向の観点から再び草木染染

色が注目されている。

このため，未調査の植物染料による染色試験を行い，多彩でハイグレードな大島紬などの製

品の多様化を図るための染色試験を試みた。

４種類の植物染色による色は，総じてベージュ調の色を中心とした黄系統の色であり，草木

染めが持つ温かく，かつ，親しみ易いレトロ調の色を染め出すことができた。クチナシの実は

鮮やかな黄色を染色することができたが，堅ろう度が弱く実用的でなかった。

有良川水の染色への影響調査

赤塚嘉寛，西 決造，山下宜良，新村孝善

［概要］

ゴルフ場における農薬の使用による公害が問題となっている昨今であるが，当産地において

もゴルフ場を上流に持つ有良川水を染色工程の水洗水として利用する業者があることから，当

該河川水を利用した水洗による泥染め糸等の脱色化について，農薬汚染が考えられる河川水が

及ぼす影響についての試験を行った。

３回にわたる浸漬処理後の測色データと水質の分析結果（SS・COD）においては，水道水と

有良川水に大きな差は見受けられず，水質的にはほぼ同一であり，かつ，色の脱落は浸漬処理

時間に相関関係がなかった。また，有良地区での泥染めを再現した試験にあっても，市販され

ている泥染め糸と何等変わることはなかった。

， 。今回行った試験結果からは 有良川水が泥染めに及ぼす影響を見い出すことはできなかった
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シャリンバイの優良系統選抜について（１）
*1 *1田代 卓 ，青木 等

瀬戸口 徹 ，新村孝善*1

［概要］

シャリンバイは大島紬の染料として用いられ，奄美大島諸島では貴重な特用樹である。そこ

で，成長・樹形・耐病虫害性に優れ，またタンニン含有量の高いシャリンバイ育種を目的とし

て，シャリンバイ選抜を実施している。

， ， ，今回は 家系別に成長量 サビ病に対する罹病性及び母樹のタンニン含有量を調査したので

その概要を報告する。

今回の調査では，家系により樹高成長量に差があることがわかった。また，ほとんどの個体

， 。が程度の差はあれ サビ病に侵された樹高成長の優れた家系は罹病程度が重い傾向がみられた

鹿児島県林試龍郷*1

大島紬絣莚の摺り込み染色のＣＣＳに関する研究

操 利一，山下宜良，白久秀信，西 決造

新村孝善，今村順光，福山秀久，赤塚嘉寛

泥染め絣莚に合成染料を摺込む染色法は，過去いろいろ研究されているが，摺り込み染色の

色合わせ技術は困難とされている。また，デザイン原図の色彩と出来上り後の製品の色彩が異

なり，製品の出来上りイメージが想定できないという報告もされている。そこで当センターで

は，大島紬業界から要望が多かった染色標本を作るため，昭和63年度から大島紬に使用されて

いる染料の中で，比較的多く用いられている染色堅ろう度が高い直接染料９種類，酸性染料９

， ， ，種類 金属錯塩染料10種類とその染料の混合色40色を選定し 泥染め絣に摺り込み染色を行い

ＣＣＳ（コンピューターカラーサーチング）を研究し，絣莚の摺り込み染色標本を作成した。

染色堅ろう度の耐光試験は，単色の場合，染料濃度が増加することによって，堅ろう度が高

くなった。また，混合色においては，単色のデータを参考にしながら混合を行ったので良い値

を示した。熱湯に対する染色堅ろう度試験は，全体的に良い値を示した。

作成した標本
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平成３年度

機織研究室

紋織大島紬の開発研究

恵川美智子，平田清和，山下宜良，押川文隆

[概要]

大島紬の多様化を図るため，大島紬の絣表現を従来の平織一辺倒から織物組織を変化させ，

紋織による新しい絣表現を行った。

大島紬原料については，従来の素材と製法をそのままで使用し，製織用の手織り機に平織用

の地綜絖の他に紋織用の紋綜絖を新たに取り付けた。

大島紬独自の絣使いであるカタス越式，一モト越式，一モトカタス越式，二モト越式にそれ

ぞれベタ，サベを組み合せて８種類の織物組織を組み，絣部分を地組織より浮かす方法でパタ

ーンを作った。また，単色の絣で試作を行い，女物袷長着のきものと婦人用ベストの洋服を仕

立てた。絣表現は織物組織の特徴から絣が浮き上がったので，平織の絣より鮮明で立体的な紋

絣になった。

さらに，多色使いの緯絣糸で試作を行い，その効果について検討した結果，複数の色糸で模

様を織り出す他の紋織織物と異なり，紋織大島紬は模様の大きさや色数に関係なく，一本の多

色入り絣糸で複雑な模様を自由に表現することが可能であり，単色の絣糸より多色使いの絣糸

は，紋織で大島紬の絣の特徴を更に強調するとともに，緯絣糸で経入り(経緯絣)の様な模様の

表現ができることがわかった。

このことから，自由に模様を表現できる緯絣を使った紋織は，経入りで難しい付けさげ柄の

ような繰り返しの無い模様でも自由に表現できることになり，緯絣糸での自由な図柄の表現で

デザインと色使い次第では従来のカジュアルからフォーマルヘの展開の可能性が大きくなっ

た。

試作製品 試作着物
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織り加工における画像処理に関する研究

－織りキズ検出技法についての研究－

南 晃

[概要]

従来，大島紬の製造は全工程をほぼ伝統的な手作業によって行ってきた。しかし，最近では

自動織機，ＣＡＤ・ＣＡＭ等いろいろな技術が省力化,高品質化を目的として導入されつつあ

る。一方，画像処理技術は医学，気象，通信等色々な分野で応用されており，繊維業界でも製

品の検査，デザイン等に利用されつつある。

今回，画像処理技術を大島紬の製造工程に応用するため，画像処理の基本的な手法である二

値化処理による織りキズの検出について研究を行った。

意図的に織キズを入れた白生地及び泥染め生地を試料としてスキャナーによる画像取込を行

った上で二値化処理を行ったところ，白生地に関しては比較的容易に検出できることがわかっ

たが，泥染め生地では周辺部との濃度差が小さく困難であった。このことから，実際の工程で

は染色ムラや絣の状態やしわ，毛羽なども考慮する必要があることもわかった （研究交流事。

業）

デザイン研究室

ＣＡＤシステムによる大島紬デザインの開発と試作

徳永嘉美

[概要]

ＣＡＤシステムによる仕上がり想定図案のシミュレーションと試作品との互換性を検証する

目的で，近来見られない15.5算（本９マルキ）式の泥大島紬について，デザインは草花文様の

「古典柄」と波文様の「幾何学柄」とし，絣構成は総絣，変化絣を駆使することで２点試作し

た。

ＣＡＤによる仕上がり想定図案とそれに基づく試作品をそれぞれ比較検討したところ，絣表

現については２点とも変化絣や総絣などを使用する多彩な表現にもかかわらず，製品はほぼ想

定図案どおりの絣表現を得ることができた。

試作１ 試作２
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染色化学研究室

大島紬の捺染加工技術の研究

西 決造，山下宜良，南 晃

中村幸利，赤塚嘉寛

［概要］

従来，大島紬は原料糸又は絣筵を染色し，これを製織するという先染めの技法のみで製造さ

れているが，この伝統的絣模様に，自由な表現力を持ち豊富な色使いが可能な捺染加工と複合

化することにより，今までにない新商品の開発を行うこととした。

地入れ，引染め，ぼかし染め，手描き染めの試験を行った結果，地入れの糊濃度が高くなる

につれ，摩擦や熱湯による汚染の度合いが若干低下し，色濃度も濃くなり，糊濃度が高いほど

。 ， （ ）地風は硬くなる傾向がみられた 引染めやぼかし染めの色糊濃度は メイプロガムNP 1～2％

が適量であった。また，色糊に浸透剤(W)濃度0.5～1.0％添加するか，あるいは紬に浸透剤(W)

濃度0.5～1.0％で地入れを施してから乾燥し，印捺することにより均一な捺染を得ることがで

きた。筆描きの色糊濃度は，メイプロガムNP濃度を１～３％程度添加した色糊で筆描きをした

方が泣き出しがなく，精密な模様が描くことができた。さらに湯通しを施した紬よりも，しな

い紬が裏まで模様が透ける傾向が見られた。

ゼオライトによる新染色技法の開発研究

赤塚嘉寛，西 決造，山下宜良，新村孝善
*1冨山晃次，中村幸利，南 晃，早川勝光

*2 *南 修郎 ，南 忠則

［概要］

大島紬関係でも,シラスゼオライトを利用して風合改善や艶消しの効果をねらって試験が行

われた経緯があるが，ゼオライト処理した絹糸を使用して実用化へ向けた試験等はほとんど行

われていないのが現状である。このため，ここでは実用化をねらいとしたゼオライト・シラン

カップリング剤処理試験を進めるとともに，新しい染色方法による大島紬の製品を開発するこ

ととした。

ゼオライト・シランカップリング剤を用いた絹糸への処理試験を行った結果，以下の知見を

得た。

絹糸にゼオライトを効率的に結合させることにより増量率が高められ，しっとりした風合の

物性をもつようになった。それには，シランカップリング剤の併用が効果的であり，その中で

もアミン系のシランカップリング剤が良好な結果を得た。また，ゼオライトP型では絹糸の増

量に関して，ゼオライト濃度とシランカップリング剤濃度に有意差があり，濃度を高くするこ

とによって効果的な増量を得ることができた。処理回数や乾燥回数等の要因には有意差がない

ことがわかった。また，同じ濃度ではゼオライトP型の方がゼオライトA型より増量率が高い傾

向が得られた。従来の草木染めは渋い色が主体であったが，ゼオライト処理により明るい色調

の柔軟性のある植物染料染色ができた。

鹿児島大学理学部， (株)みなみ紬*1 *2
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大島紬の着色抜染試験

西 決造，中村幸利，赤塚嘉寛

［概要］

大島紬の泥藍抜染絣の先染めには，正藍染めを抜染する方法と抜染用合成染料染めを抜染す

る方法があるが，どちらも泥藍部分抜染法で抜染している。しかし，抜染箇所が少ない場合で

も多量の抜染液を用いて抜染を行っているため，時々泥染めの地色まで脱落される等の課題も

残っている。そこで，着抜糊剤と着抜染料を用いて，部分抜染と着色を同時に行うことにより

従来の欠点を改善し，労力の軽減と大島紬の品質の向上を図ることとした。

ノルディスSN-1を抜染目的だけに用いる場合は，蒸熱時間は15～30分で効果が現れることが

わかった。ライトカラーの色彩は，先染めの色に影響されて，僅かではあるが先染めの色みを

おびた感じに変わることがわかった。ノルディスSN-1とライトカラーで色糊を処方して蒸熱処

理すること及び着色と抜染を同時に行うことにより，染色作業の軽減を図ることができた。

合成染料及び植物染料による染色に対するゼオライト処理の効果
*1操 利一，早川勝光

［概要］

泥染め大島紬は，シャリンバイ液で50～60回にも及ぶ染色工程と泥田処理(媒染)によって，

黒色を呈して，着心地の良いしなやかさ，渋みのある光沢など独特の風合を有する製品となる

ことは周知のことである。増量率35%にも及ぶ泥染め繊維を電子顕微鏡によって子細に観察す

ると，繊維の表面が，媒染に使用された石灰微粒子や田泥成分，タンニン系化合物などで被覆

されているのが観察される。

本研究では，合成染料や植物染料による染色過程において，鹿児島県の生産品であるシラス

ゼオライトを共吸着させることによって，色大島紬や草木染めの風合の改善を図った。また，

ゼオライト処理による風合効果に関する基礎的知見を得るため，植物染料による草木染めに対

する重量増加率，摩擦に対する染色堅ろう性，耐光性，色彩の変化などを検討した。

すももの果実の煮汁で染色した糸には，ゼオライト処理を施しても染色堅ろう度の改善がで

きなかった。草木染めにおいては，染色とゼオライト処理回数を交互に繰り返すことで染色濃

。 ， 。度が高くなることがわかった 合成染料についての耐光試験結果は ある程度改善されていた

また，直接染料の中には処理後に色合いが変化するものもあった。しかしながら，摩擦に対す

る染色堅ろう度は，柔軟剤と平滑剤を改善することによってかなりの改善が可能であることが

わかった。

鹿児島大学理学部*1
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平成４年度

機織研究室

織物用素材の多様化に関する研究

今村順光，平田清和，山下宜良

新村孝善，南 晃

[概要]

大島紬の新分野進出を図るために，天然繊維の混紡法や意匠撚糸技術の導入を行い，多彩な

外観や風合を持つ新素材による新製品の開発を目指すこととした。

奄美に自生している芭蕉や月桃を原料とした和紙を利用して，紙糸を撚糸し糸布織物の製造

を行い，業界と協同で３種類の帯地を製作したほか，テーブルセンター，小物等を試作し，講

習会などにより指導を行った。

さらに，奄美産植物の未利用繊維の用途拡大を図るため，芭蕉,月桃の繊維を抽出し，製紙

メーカー２社の協力を得て機械漉抄紙化を行った。

芭蕉繊維を抄紙した和紙を撚糸し，引張り試験，繊度測定，染色試験を行い，その結果を基

に，袋帯とインテリア用紙布織物を試作した。月桃繊維を抄紙した和紙でランプシェードを試

作し，さらに台座に木材，珊瑚石灰岩，陶器を使って照明器具を製作した，

また，品質向上のため芭蕉及び月桃繊維抄紙工程における精製法を検討し，紙糸の強度，伸

度，風合等の物性改善と織物の多様化を図るための基礎試験を行い，それを基に夏用紙布生地

を試作した。

さらに，産地資源の有効活用を図るには，まず産地側の体制作りが重要な課題であったこと

から，これらの組織づくりに取り組む一方，共同研究がスムーズに推進されるよう技術交流及

び役割分担について協議を行った。

試作品パッケージ群 照明器具試作品 紙糸燈とフロアスタンド

（紙布）

奄美産植物のパルプ化に関する研究

今村順光

[概要]

奄美産の植物は，これまでの研究で和紙として優れた性質を持つことがわかった。この繊維

， 。 ，をパルプ化することにより 一層のコストダウンと用途拡大を図ることを目的とした 今回は

月桃とバガスをパルプ化し基礎的なデータを求めることとした。

これら繊維をパルプ化して抄紙した結果，均一で高効率の紙は作れるが，反面独特の味わい

は薄れてしまった。
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紙糸の作成法と紙布織物に関する試作条件

今村順光

[概要]

奄美産植物繊維を活用した手漉和紙の開発に伴い，産地資源の有効利用と大島紬の製造技術

・施設・設備等を活用して，産地独自の紙布織物による帯地や和装小物等の試作開発を行い，

大島紬とのトータルコーディネート化を目指した商品企画と展開を図ることを目的とした試作

を行った。

今回は，比較試験のため他産地の和紙も使い，紙糸の作り方から帯地の試作まで行い，産地

独自の特徴を引き出すためのアイデア，方法等の抽出を図るために有意義な結果が得られた。

（平成４年度研究交流事業）

天蚕糸による大島紬の試作研究

赤塚嘉寛，西 決造，平田清和，徳永嘉美

[概要]

大島紬は，緻密な絣と泥染めに代表される先染め織物であり，高級カジュアル織物として市

場に認められているが，新しい製品開発は常に必要であり，また，消費者ニーズを把握しなが

ら新しい素材，技術開発を図っていくことが重要である。

今回は，農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所との共同により，天蚕糸利用拡大の一環とし

て大島紬の男物亀甲小柄の試作を行った。

その結果，天蚕糸の色目を活かすため逆締めを用いたり，製織時のこまかい張力管理を行う

ことにより，従来の大島紬製造技術を用いて試作は可能であることが実証された。

本場奄美大島紬の生産状況

－生産状況グラフ集の作成について－

南 晃

[概要]

本場大島紬の生産状況に関するデータは，これまでも多くの文献等に掲載されている。これ

らのデータは報告書等を作成するときなど使用する機会は少なくないが，その度に新たに表や

グラフを作成していた。また，その中には一部データが混乱しているものもあり，利用する際

に注意する必要があった。

今回，本場奄美大島紬の過去に公表されたデータをパソコンに入力してまとめるとともに，

すぐに情報を得られるようにグラフ集としてまとめた。
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デザイン研究室

ＣＡＤシステムを利用した「付けさげ柄」の開発研究

冨山晃次，福山秀久

[概要]

従来の付けさげ柄開発においては，経絣・緯絣ともきもの各部の幅・長さなど机上の設計に

手間取ったことから 図柄の構成に苦労し時間を多く費やしてきた ＣＡＤシステムにある 付， 。 「

けさげ設計」セグメントにより，付けさげ柄の開発を行った。

このシステムの利用においては，産地が指向しているフォーマル化に向けた斬新なデザイン

により消費者ニーズにマッチした図柄の開発が可能となることから，産地デザイナーのデザイ

ン開発力が強化されるとともに，新商品開発など産地の活性化にも寄与するものと思われる。

， 「 」また 当センターが行っている ジャカード締機を利用した締め加工の高度化に関する研究

と併せて，試作品「悠久の美」の開発を行った。従来から産地に多くみられるフォーマル化へ

の模索，付けさげ柄の開発に対し，きもの各部の仕立て上がり寸法の割り出しによって，各部

図案間数の算出など図案作成が容易にできるようになった。

ＣＡＤシステムを利用した大島紬デザインの開発研究

－大島紬古典柄復元編－
*1冨山晃次，泊 誠，徳永嘉美，麓冨士男

[概要]

産地大島紬業界においては，問屋からの発注量の激減により製品開発に苦慮しており，消

費者ニーズにマッチしたデザインを模索しているのが現状である。

現在ではほとんど生産されなくなってきている古典柄大島紬について，大正から昭和の初

めにかけて一時代を築いた「正藍染・割込式」の製品の端切れから，現代感覚にマッチした

柄を数点選び出した上で，ＣＡＤシステムにより作図し「大島紬古典柄」として復元製品化

した。

割込式製品を手がけている企業にとっては，製品化はそう難しい取り組みではないが，帯

締めの経験や割込式を織ったことのある織工が少なくなってきている現状を憂う時期にきて

いるように思われる。

ＣＡＤシステムによる割込式の作図は 「絣パターン 「柄パターン」の登録・展開によっ， 」

てスムーズにこなせるとともに 「仕上がり想定図」のシミュレーションにより，製品化前，

の検討が可能になった。

ふもと工房*1
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小柄・小中柄の研究

－亀甲に並ぶ新柄「鶴」の開発－

徳永嘉美

[概要]

男物大島紬である亀甲は，古来より日本人に親しまれてきた吉祥柄であることに着目して，これ

までの問屋主導による単品販売から，女性もそのターゲットに加えた吉祥柄「鶴亀」のペアによる

新しいマーケティングの導入を試み，産地主導による販売戦略を確立することで産地の活性化を図

ることとした。

今回は，亀甲に並ぶ新柄として，吉祥柄の中でも特にめでたいとされる「昇鶴 「舞鶴」をモチ」

ーフに，吉祥柄「鶴」を開発・試作することができた。

①昇鶴 スケッチ 基本パターン 仕上げ柄

②昇鶴 スケッチ 基本パターン 仕上げ柄

③舞鶴 スケッチ 基本パターン 仕上げ柄
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男物大島紬新商品の開発

徳永嘉美

[概要]

本場大島紬の男物産地である奄美大島北部の笠利町農協に，大島紬商品開発研究会が発足し

たのを受けて，当センターではこの研究会を積極的に支援することとし，本年度はＣＡＤシス

テムの研修会を実施して技術指導を行いながら12点の亀甲に代わる新柄を開発した。

これらを商社・問屋へ提案したところ，そのうち２点が即受注となった。残りは再度検討の

上，産地のリード商品として試作した。

また，当センターにおいても，新柄を開発した。

会員試作 会員試作 当センター試作

大島紬デザイン・嗜好イメージ調査（２）

－大消費地編－

冨山晃次

[概要]

多様化して来ている消費者ニーズに対応するため，新商品企画開発にイメージ情報の活用を

促す「大島紬デザイン・嗜好イメージ調査」を行い，イメージ診断する開発手法の検討を行っ

た。

産地独自のデザイン開発企画力の向上によって，新商品企画開発において具体的に反映でき

る有効な情報の収集分析を行い，産地の活性化を図るためのデザイナーの質的向上を目指すこ

ととした。

調査の結果，大島紬製造業者の嗜好イメージは，関東地区消費者のイメージする大島紬とは

嗜好の違いがあり，関西地区の嗜好イメージに近いことがわかった。
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染色化学研究室

ゼオライトによる新染色技法の試作試験

新村孝善，赤塚嘉寛，山下宜良
*1南 晃，中村幸利，積 良一

［概要］

化学染料で染色した絹糸にゼオライト処理を施した新染色技法の開発試験を前年度に行い，

染色特性や風合特性等で特徴ある染色結果が得られた。今年度は前年度の成果を踏まえながら

試作試験を行い，その染色特性・作業性・仕上がり状態を検討した。

その結果，染色堅ろう度等の染色特性の優れた濃色効果のある製品ができた。また，風合に

関しても柔らかくなる傾向が見られ，実用化に関して支障のないことがわかった。

ゼオライト処理絹糸

ゼオライト処理糸の製品

積染色工芸*1
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フラボン系色素の抽出固形化開発研究

操 利一，赤塚嘉寛，西 決造

山下宜良，新村孝善，徳永嘉美

恵川美智子，中村幸利

［概要］

シャリンバイの煎液（フラボン系色素溶液）について，遠心薄膜濃縮装置で加熱温度を70～

100℃に変動させながら濃縮試験した。

最適濃縮率は40倍であり，また，濃縮は温度が高いほど処理できることを確認した。被乾燥

物（濃縮液）の凍結乾燥装置での処理条件は，１バッチ１ ，真空度0.2Torrにおいて，棚温

度を30℃にして棚温度の昇温時間４時間にした時が最も良い結果が得られた。加熱温度を抑え

て濃縮した煎液を凍結真空乾燥処理すると，原液と差のない固形化染料が生成することが確認

できた。また，染色性については，80℃，90℃，100℃の高温度で直接処理した染料の方がシ

ャリンバイ煎液の染着力は高いことが確認された。粉末化基剤の添加は，タンニン，染色性及

び染色堅ろう度について影響は見られなかった。

スプレードライヤーによるシャリンバイ粉末化の研究

西 決造，赤塚嘉寛

［概要］

スプレードライヤーによるシャリンバイ液の粉末化を試み，また，その粉末の固まり防止・

潮解性防止・溶解度・品質安定性の検討を行った。

シャリンバイ液に添加剤を濃度別に加え処理した結果，パインデックス♯２を１%以上にす

ると粉末が吸湿性を帯びて固まり易くなるが，デキシーパールSD-20は実験の範囲内では多く

添加するほど固まりにくくなることがわかった。シャリンバイ粉末（凍結乾燥）は一昼夜放置

しておくと吸湿性を帯びて固まってくるが，スプレードライヤーで粉末化したものは固まりに

くいことがわかった。また，凍結乾燥装置で得られたシャリンバイ粉末は，スプレードライヤ

ーで得られたものより水への溶解性は優れていた。

天然色素材の研究

新村孝善，西 決造，山下宜良

赤塚嘉寛，中村幸利

［概要］

植物染料を使用して絹糸に染色を施し，その植物染料の物性や染色性を調べた。今年度はソ

メモノイモ，ソテツの果皮，シャリンバイの植物を用いて染色試験や分析試験を行い，その染

色性を検討した。

その結果，化学分析ではソメモノイモの煎液濃度が高く，ソテツの果皮では分子量の高い成

分が多く含まれていることが確認され，シャリンバイは染液濃度が低いものの染色性は良く増

量率も高いことがわかった。また，シャリンバイ染色においては，摩擦堅ろう度が劣る傾向は

見られず，染色堅ろう度も全般的に良好であった。
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平成５年度

機織研究室

紋絣織物による大島紬の多様化に関する研究

恵川美智子，平田清和，山下宜良，押川文隆

[概要]

大島紬の多様化を図るため，大島紬の絣表現を従来の平織から紋織に変化させ，新しい織組

織による絣表現とし，また，大島紬独自の方法を基に織組織を展開して，絣と紋組織を組み合

わせた紋絣織物を開発し紋織大島紬の試作を行った。

これまでは大島紬の絣使い別に紋組織を展開したが，今回は１種類の絣使いに対応する展開

を行い，多様化の提案を行った。１モト越式の絣について，１モトの絣と総絣を使ってそれに

対応する織組織を作成し，大島紬の緯絣と紋織りを組み合わせた６種類の紋絣織物を試作し，

着物とネクタイを仕立てた。

さらに，サベ紋織とベタ紋織を基本型にして，紋部分のタテ方向，ヨコ方向及びタテヨコ両

方向に変化を与え，１モト越式の絣配列に対応する紋組織の変化を調べた。

その結果，紋部分の大きさを変えることにより，紋絣に多様な変化が見られ，大島紬の絣締

めの手法である変化締めと同様な効果が得られた。

また，織締め絣と紋組織の様々な組み合せにより多彩な絣表現ができること，カタス越式で

も同様な展開を行い，１モト越式同様紋組織と紋絣のパターン化が可能なことがわかった。

このことから，同一の絣使いでいろいろな絣表現ができ，多様な大島紬を作る有効な手法で

あることが確認できた。

平成６年度全国繊維工業技術協会出品

（工業技術院物質工学工業技術研究所長賞受賞）

受賞着物 部分拡大
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二重織り絣筵の加工法に関する研究
＊１ ＊２福山秀久，新村孝善 ，野崎忠昭

[概要]

これまで，絣締め技術の改善を図るために，ジャカード締機を利用した絣締め試験を行って

きた。ジャカード締機を使用した絣締めの場合，作成される絣莚は，二重織り組織の織物にな

る。この二重織り絣莚の染色後の絣筵解き作業を容易に行うため，絣締め時の経糸に水溶性の

ビニロン糸(溶解処理設定温度60℃)を使用して溶解処理試験を行った。

その結果，泥染め後の絣莚は70℃以上の水温で処理を行い，溶解後のすすぎが必要なことが

わかった。

鹿児島県工業技術センター， 野崎泥染工場＊１ ＊２

デザイン研究室

小柄・小中柄の研究

－幸福色の提案－

徳永嘉美，新村孝善，西 決造，恵原 要

[概要]

男物大島紬である亀甲を振興し産地活性化を図るには，産地主導による新しい販売戦略を確

。 ， 「 」立する必要がある そこで 大島紬のブライダル戦略へ向けて前年度に開発した吉祥柄 鶴亀

の付加価値を更に高めるために，本年度は色の問題に取り組み「幸福の木染め」による鶴柄３

点を開発・試作した。

これは，幸福の木として一般に知れ渡っているネーミングとその木で染色されるクリーム色

が，ヤング層において幸せをイメージできる色であることを戦略上重要視したものであり，幸

せと長寿を祈願する幸福色として提案した。また，商品化へ向けて染料の分析・堅ろう度試験

を行ったところ，堅ろう度は良好な結果が得られた。

「幸福の木」染めによる鶴柄
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「付けさげ柄」デザインの開発研究

冨山晃次

[概要]

きものの二極分化（高価格，低価格）に対応する「付けさげ柄」デザイン，特に若年層を対

象としたデザイン開発により，新規需要の開拓を図るとともに，フォーマル化によって新商品

開発に備えることにした。

フォーマル調「付けさげ柄」デザインの裾模様でも平成４年度に実施したジャカード締機利

用により，経絣締め工程の合理化が可能であったことを踏まえ，若年層を対象にした斬新で大

胆な「付けさげ柄」デザインの開発を行った。

この結果，紋紙作成に多大な時間と労力を要した付けさげ柄「悠久の美」の試作段階で，裾

模様を取り入れた一方向きの柄でも十分製作可能なことがわかった。

「付けさげ柄」開発試作研究
*1冨山晃次，福山秀久，平田隆志

[概要]

衰退が著しい従来型大島紬製造における大島紬デザイン開発に一石を投じ，試行錯誤の繰り

返しでフォーマル化に苦慮している業界に，斬新なデザインにより消費者のニーズにマッチし

た図柄の「付けさげ柄」デザイン開発を行い，ジャカード締機による絣締め加工の高度化を図

ることとした。

新商品開発のための「悠久の美」の試作を行った結果，フォーマル化に対応するためには，

ジャカード締機利用による多品種短納期生産が考えられる。同一柄開発を得意とするジャカー

ド締機利用方法であるが，経絣締めなどの高能率化が図られることがわかった。

平田絹織物*1

大島紬古典柄復元
*1冨山晃次，積 良一

[概要]

小柄主産地においては，同柄・同一色調の製品製造が大多数で主流になっている。そこで現

在ではほとんど製造されなくなってきている古典柄大島紬で，大正時代から昭和の初めにかけ

ての製品の端切れから数点選び出し 「大島紬古典柄復元」として復元製品化した。，

積染色工芸*1
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染色化学研究室

植物染料の染色試験

新村孝善，赤塚嘉寛，西 決造

［概要］

植物染料を使用して絹糸に染色を施し，その植物染料の物性や染色性を調べた。

今年度は，ハゼの木の辺材（白色 ，ハゼの木の心材（黄色）及びフクギの抽出液で染色す）

るとともに，フクギの抽出液で染色したものをさらに藍染めする複合染色を行い，その植物染

料液の分析試験を加味しながら，染色性を検討した。

， ， ，その結果 ハゼの木やフクギは 大島紬で使用されているシャリンバイより固形分は多いが

そのフラバノール濃度は低く，ブリックス糖度が２倍程高かった。ハゼの木の辺材・心材とも

に増量率も高く染色性も良好でくすんだ黄味系統の色合いに染まったが，汗堅ろう度ではクロ

ム媒染を除いて汚染の程度が劣る結果となった。フクギは銅媒染以外は染色堅ろう度は良好で

あり，フクギと藍染めの場合，これまでと異なった黄緑系統の色合いに染まった。しかし，摩

擦堅ろう度である程度の藍成分の脱落が見られ，無媒染と銅媒染の場合では汗堅ろう度の評価

も劣っていた。

大島紬用泥土と染色糸の分析について
*1新村孝善，赤塚嘉寛，向吉郁郎

*1 *1仁科勝海 ，袖山研一

［概要］

蛍光Ｘ線装置やEPMA装置を用いて大島紬に使用されている泥土や染色糸の無機分析を行い，

その特徴や傾向について調べた。

その結果，染色用に使用されている泥土は，シリカ・アルミニウム・鉄を主成分とする重金

属やアルカリ金属の10元素で形成していることがわかり，その平均的な割合はシリカ約60%・

アルミニウム15%・鉄５%（12：3：1）であった。EPMAでは，染色糸を用いて定性分析を行い，

鉄やカルシウムをはじめナトリウムやマグネシウム・シリカ・リン・イオウなどの成分を確認

し，染色糸の表面観察では，絹糸や化学染料染色糸の平滑的な表面状態と比べ，泥染め糸の亀

裂の入った独特な表面状態を捉えることができた。さらに，蛍光Ｘ線装置を用いて，灰化した

染色糸の金属塩の定性・定量分析を行い，泥染め糸が有する特性を検討した。その結果，泥土

の成分比率に比較して鉄の含有量が多いことが確認された。

鹿児島県工業技術センター*1
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シャリンバイの優良系統選抜について（２）
*1新村孝善，赤坂康雄

*1 *2上床眞哉 ，青木 等

［概要］

大島紬の染色に使用されているシャリンバイについて，成長が良くタンニン含有量の多い優

良系統選抜を行うための調査を行った。

今回，①優良候補木の選定・育苗試験，②優良候補木の次代検定林の造成，③タンニン含有

量調査，④優良系統優良固体の選抜，⑤優良木の挿し木試験を行った。

まず，優良候補木50系統を選定し，その中で，初期成長の良い系統から９系統，母樹のタン

ニン含有量が多い系統から３系統を選抜した。また，日照時間や樹齢・樹高・土壌特性等につ

いて，タンニン含有量が多くなる系統を捉えた。しかし，子供群への遺伝子については確認で

きなかった。さらに，挿し木試験を行い，６月にはIBA処理で高い得苗率が得られた。

鹿児島県林試龍郷*1

鹿児島県林業振興課*2

摺り込み染色の最適化に関する研究

山下宜良，操 利一，赤塚嘉寛
*1福山秀久，白久秀信

［概要］

商品戦略においては，色の展開，配色の高度化へと移行しており，それを構成する個々の色

の高精度化が求められている。このような現状を踏まえて，大島紬の緻密な絣模様の色彩再現

精度を向上させるため，ＦＡ・ＬＡに適し，カラーバリューが高いとされるリキッドタイプの

反応染料によりＣＣＫ・ＣＣＭシステムを利用して熟練を要する現行摺り込み法の標準化を図

る摺り込み染色法について検討した。摺り込み部での地切れとしての評価にとどめ，その評価

は視感判定とした。

その結果，３%の染色物は色糊の摺り込み量の増減に関わらず防染部への泣き出しが見られ

たのに対し，3.5%及び４%のものは過剰と思われる色糊の摺り込み量以外，泣き出し現象は見

。 ， ，られなかった 摺り込み量とカラーバリューの関係について 摺り込み量が過剰気味なもの程

K/S値・ΔE共々表裏の差は小さくなっている。また，アルカリ剤（重曹）を添加した被染物に

あっては，摺り込み量が増えることによりK/S値も比例的に大きくなり，これに従い彩度も等

間隔にくすみ，色相的にも赤みが増す方向へと推移してカラーバリューが高くなっていた。

染色１級技能士*1
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粉末染料による地糸の泥染め（中間報告）

操 利一，山下宜良，赤塚嘉寛，白久秀信

［概要］

大島紬の泥染め（シャリンバイ煎液染め及び泥媒染）は，苛酷な労働であり一般的にシャリ

ンバイ煎液染色回数が48～56回とされているが，粉末染料（フラボン系色素）では，染色工程

を30回に短縮しても一般の染着濃度よりもL*，a*，b*値が低い結果となった。重量増加率は，

A，B染料とも0.6%で 泥染め糸の方が41.9%，42.4% と産地組合の規定に沿う結果が得られた。

染着濃度は，染料濃度が0.4，0.6％で染色した泥染め糸の方が高濃度に染色される結果となっ

た。また，摩擦堅ろう度については，染料濃度が低い場合に３～４級程度になり，濃度が高い

場合では低い値となった。

このことから，粉末染料染液における染色工程の短縮においては，一般に行われているシャ

リンバイ煎液の染色工程と比較しても，重量増加率，染着濃度，摩擦堅ろう度が同等ないし優

れていることがわかった。

自動シャリンバイ染色装置の研究開発（第１報）

－平成５年度技術開発研究費補助事業－

赤塚嘉寛，西 決造，操 利一，山下宜良

新村孝善，冨山晃次，前島誠孔，南 晃

［概要］

大島紬における泥染め染色工程については，数十回の揉み込みによるシャリンバイ染色，そ

の途中の泥田における媒染処理等は殆ど手作業によって行なわれており，多大な労力，時間を

必要としている。また，染色工程も各業者によって多少の相違があるため品質のバラツキも生

じている。

今回，研究開発を行った自動シャリンバイ染色装置においては，泥田処理を除く染色工程を

自動化することにより，染色時間の短縮，労力の低減，品質の安定を図ることが可能である。

試作した装置で染色試験を行った結果，染着濃度は時間の経過とともに高まったが，40分前

後を境に染色される速度は鈍化傾向を示した。また，染色液濃度が高い程L*値は直線的に低下

したが，染着濃度は高くなった。染着濃度測色試験や糸物性試験においては，通常の泥染め糸

と同程度の染色が可能であることが確認できた。


