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平成６年度

機織研究室

大島紬のデザイン・絣締め工程のシステム化

－平成６～８年度地域技術活性化事業－

平田清和，福山秀久，恵川美智子，今村順光，南 晃

冨山晃次，山下宜良，押川文隆，白久秀信

[概要]

カードレス絣締め装置を開発することにより，複雑な絣デザインヘの効率的な対応を可能に

するとともに，品質向上と工程短縮を実現し，高齢化等による絣締めの従事者の人材不足に備

えるための技術開発を行った。

そのため，絣織物用のシミュレーションソフトウェアを開発し，作成した絣図案データを基

に製造前の織物を事前に検討していくシステムを作った。

， ，また 着物の仕立て状態から絣図案を作成するデザイン開発設計ソフトウェアの開発により

付けさげ柄など繰り返しのない図案を容易に作成できるシステムを作った。

さらに，導入した画像処理システムを用いて，これまで作成した種々の図柄を絣シミュレー

ションを行い，パターン集を作成した。

カードレスジャカード締機と大島紬用絣締機を連動させることにより，従来の絣締め法では

困難とされてきた複雑で品数の多い大島紬の製造に取り組んだ。

実証試験として，カードレスジャカード締機を使用して大島紬の高級品である15.5算９マル

キ製品と同割込み式古典柄製品を試作し，着物製品に仕立て業界への提案を行った。

カードレス締機 締機側面

画像処理装置 締め作業 試作品
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デザイン研究室

「付けさげ柄」デザインの開発研究

－紋織りを応用した「付けさげ柄」の試作－

冨山晃次，福山秀久

[概要]

「きもの」動向調査などに見られる二極分化（高価格，低価格）が進んできている現状を踏

まえ，斬新でかつ大胆な「付けさげ柄」デザインを開発する必要がある。このため，若年層等

を対象に新規需要の開拓を図るため，フォーマル化対応による新商品として，紋織りを応用し

た付けさげ柄「城壁の唐草」の試作を行った。

， 。その結果 柄部分と地空き部分の平均的な打ち込みができなかったため今後に課題を残した

また，地糸だけのバイブレータ揉み込みを試みたが，十分とは言えないまでも泥染め製品に近

い柔らかな風合が得られた。

試作品「城壁の唐草」仕立て上がり図
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小柄・小中柄の研究

－大島紬新流通の開拓－

徳永嘉美

[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，大島紬ブライダル戦略において，これまで吉祥柄と幸福色を加味

する「めおと大島紬」の商品開発を行ってきた。本年度はこの開発した商品を結婚の儀式の一

つである結納での提案商品とするため，結納品を専門に扱っている祝儀用品店に注目し，全国

2,760店舗のアンテナショップを獲得する市場導入化戦略を構築することができた。

鶴亀のロゴタイプ 「めおと大島紬」鶴亀の結納におけるプレゼンテーション

染色化学研究室

自動シャリンバイ染色装置の研究開発（第２報）

西 決造，南 晃，赤塚嘉寛

前島誠孔，冨山晃次

［概要］

昨年度までの研究においては，主に自動シャリンバイ染色装置の製作と運転試験を行い，従

来の手作業による泥染めと同等の染色が可能であることを確認した。しかし，その一方で染色

ムラの発生や染色時間の問題等の課題も残った。

このため，本年度の研究では，自動シャリンバイ染色装置の改良と染色条件の確立を目的と

して試験研究を行った。従来の方法では，被染物上部に設置されたシャワーから噴射していた

染色液を下部ドラムから噴射するように改造した結果，増量率は，ほぼ直線的に１工程６～７

％の割合で増加し，８工程目で約55％（白糸 ，約47％（藍下）増量した。また，６工程目で）

も増量は30%を越えたが，藍下を施した方が増量率が多少小さくなった。自動シャリンバイ染

色装置を改良することで，染色ムラの発生を押さえて均一な染色を行うことが可能となった。
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自動シャリンバイ染色装置を利用した合成染料・植物染料染色試験

西 決造，南 晃，赤塚嘉寛

前島誠孔，冨山晃次

［概要］

合成染料・植物染料で染色した大島紬は，泥染めに比べて風合が固いと言われてきた。これ

を解決するために染色後，薬品等による処理を施しているが，薬剤によって糸を痛めたりする

弊害が出ている。当センターで開発した自動シャリンバイ染色装置は，従来手作業で行ってき

たシャリンバイ染色工程を自動化する装置であり，染色と同時にバイブレータによって揉み込

みを行うことが可能である。この装置を利用して合成染料染色・植物染料染色における改善を

試みた。

泥染め紬並の風合を得るため，自動シャリンバイ染色装置を利用して染色した結果，合成染

料染色・植物染料染色の風合の改善が図られた。また，強伸度についても泥染め糸のような糸

の脆化もなく，泥染め染色に近い風合の良い合成染料・植物染料染色ができた。

天然色素材の研究

－新染色工程における地糸の泥染め－

操 利一，山下宜良，向吉郁郎，赤塚嘉寛

［概要］

シャリンバイ染色における煎液状態は，アルカリ性より酸性の方が染着性は良いとされてい

る。シャリンバイ煎液の粉末染料化に当たり，予め自然放置（発酵）状態で徐々にpHを低下さ

せる方法で調整して得られた染液による粉末染料において，染色法の検討を行った。

放置状態での自然発酵によるシャリンバイ煎液の最小pH値は4.5となり，これに要した時間

は６～７週間であった。この粉末染料による染色法としては，水酸化カルシウムを添加する方

法を採らずに，ペースト状染料での揉み込みと泥田処理を繰り返して染色する方法を採用し，

綛状絹糸を浸染（熱液処理）と揉み込み濃度５～10%で浴比を変えて染色した結果，重量増加

率と染着濃度については，従来染色工程に比べて低い値となった。また，摩擦に対する染色堅

ろう度（乾摩擦）では，３～４級と高くなることがわかった。
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平成７年度

機織研究室

大島紬の耐久性の向上

平田清和，市来浩一，押川文隆

[概要]

大島紬の耐久性改善や付加価値を高める研究の一環として，大島紬用の市販原料糸の現状分

。 ， ， ， ，析に取り組んだ そして 県内の10販売店から107点の絹糸とガス綿糸を収集し 繊度 強力

伸度，撚数等，８項目の物性試験を行い，傾向を分析した。

， ， ， ，また 引き続き 販売店の代表的な100余点の試料を入手し 糸の物性試験を行うとともに

同ロットでの泥染め糸と未染色糸の比較検討を行った。

奄美産植物による繊維活用新製品の開発

今村順光，西 決造，恵原 要

徳永嘉美，赤塚嘉寛

[概要]

奄美産植物の芭蕉繊維を織物用素材として活用するため，これまでの研究における問題点や

課題を踏まえて，抄紙工程において芭蕉繊維に含まれている異物(クズ)を除去する方法等を検

討したところ，改善策を見いだすことができた。

その方法として，異物を除去して芭蕉繊維と絹糸による混合抄紙を行い，紙糸の品質改善を

図るため，岐阜県の製紙メーカーと共同で研究を行い目的の達成に努めた。

また，織物の用途開発を図るため，夏用紙布着物及びインテリア用紙布生地の製織試験を行

った。さらに，産地資源の有効活用を図るため，オオシマガンピ，フヨウ，バガス，月桃類等

の繊維と葉の総合的活用に取り組む中で，岐阜県紙業試験場等との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。

さらに，岐阜県と共同研究で，芭蕉・月桃等奄美産植物を原料とした和紙・紙糸の大島紬製

造技術を加えて，夏用紙布織物，帯，洋装品，小物類の試作開発を行った。
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デザイン研究室

「付けさげ柄」デザインの開発研究

－画像処理システムを利用したデザインの開発試作－

冨山晃次，福山秀久，平田清和

山下宜良，恵川美智子，白久秀信

[概要]

新規需要の開拓を図るための一手段として，フォーマル化に対応する「付けさげ柄」デザイ

ン開発を行ってきた。特に，若年層を対象に斬新で大胆なデザインを目指し，平成４～５年度

には「悠久の美」を，平成６年度には「城壁の唐草」の試作を行い発表してきた。

本研究テーマも終期を迎えた今年度は 「大島紬のデザイン・絣締め工程のシステム化 （平， 」

成６～７年度地域人材不足対策技術開発事業）によって導入した「画像処理システム」を利用

し，若年層を対象にしたフォーマル化に対応できる斬新で大胆かつ自由な発想からなるデザイ

ン開発によって，カードレスジャカード締機を利用した多品種少量短納期生産による新商品開

発を目指すこととした。

「 」 ， ，付けさげ柄雲間の径 のデザイン開発試作研究を行った結果 柄の縫い合わせは問題なく

平織りでは得られない地風が得られた。カードレスジャカード方式による経緯締め工程の合理

化に合わせたデザイン開発が可能になり，サベ絣と普通絣の紋織りで図柄の表現ができた。今

回の試作品は，低価格提案商品として対応できるものと思われ，締め工程の時間短縮を図るこ

とで製造単価の引き下げにつながることが実証できた。

試作品 付けさげ柄「雲間の径」
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県庁舎壁材大島紬デザイン開発研究
*1冨山晃次，押川文隆，藤田純一

*2 *3 *4熊谷良博 ，前村五芳 ，栄 健

[概要]

県庁舎県議会全員協議会室の壁材として，大島紬の利用を検討し，泥染め大島紬龍郷柄を推

薦した。

工業技術センターにおいて，模型の撮影・壁・床・天井の仕上がり状態の合成を行い，大島

紬図柄をマッピングし，コンピューターグラフィックスによってシミュレーション機能を駆使

し検討した。従来からのきもの地としての紬デザインと比較した場合，図柄が大き過ぎること

を懸念したが，大きな部屋の壁面材としては適当な大きさの構図となった。

壁面材使用龍郷柄

鹿児島県工業技術センター*1

鹿児島県庁舎事務局*2

(株)山形屋ハウジング*3

栄絹織物*4
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染色化学研究室

泥染め移染防止法に関する研究（第１報）

西 決造

［概要］

伝統産業である泥染め大島紬は，シャリンバイの煮液と泥染めによる伝統的な古代染色法が

主体であり，独特の渋みのある黒色に染色され，しなやかな地風と軽くて暖かく，耐光堅ろう

度にも優れている特徴があることから，消費者に根強い人気を得ている。このような長所があ

る反面，色落ち（摩擦堅ろう度に弱い）する欠点があるため，大島紬における大半のクレーム

は泥染め大島紬の色落ちに対するものである。平成７年７月１日から製造物責任法（PL法）が

施行され，泥染め大島の色落ち防止解決策が課題になっている。

このため，染色工程の見直し及び新しい助剤による最適条件を確立した上で，糊付け，湯通

し等の試験を行った結果，摩擦堅ろう度向上と泥染め紬の独特の風合を損なうことなく色落ち

防止を図ることができた。

粉末天然色素材を用いた新染色法の研究（第１報）

向吉郁郎，操 利一

［概要］

， ， ， ，シャリンバイ抽出液の乾燥粉末を用いて 密閉容器中で絹糸を染色し 染色時間 酢酸濃度

シャリンバイ粉末濃度の影響について調べた。

引張り強度，伸度は，酢酸濃度やシャリンバイ粉末濃度の影響は殆どなく，染色時間が経過

するにつれて減少する傾向がみられた。染色による増量率は，染色時間やシャリンバイ粉末濃

度と同様に増加する。酢酸を添加すると，増量率が増えるが添加量が0.5%以上になるとほぼ一

定になった。また，増量率が増すにつれて，絹糸表面への付着物も増加する傾向がみられた。
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平成８年度

機織研究室

直織による紋織製品開発研究

恵川美智子，平田清和，福山秀久

市来浩一，押川文隆

[概要]

大島紬の絣表現について，従来の平織に捕われずに，織組織を変化させた新しい絣表現によ

る紋織大島紬の研究として，これまでは紋組織と紋絣のパターン化を行ってきた。そのため，

， 。 ，紋織の製織は 大島紬用高機手織機に紋織用の紋綜絖を取り付ける方法を用いていた しかし

この方法では，織組織の展開に制約があり，簡単なパターンの織組織が中心になっていた。

そこで，大島紬の図柄の複雑な模様を紋組織と紋絣で表現するために，自由に織組織を展開

できる紋織用ジャーカードの直織装置を用いて，紋織大島紬をパターン紋織から柄紋織へと展

開した。

大島紬の高機に取り付けた直織装置により，絣表現したCGS データを基に紋絣柄織物を各種

試作し，新規織物への提案を行った。さらに，複数の組織を併用して紋絣柄織物を試作し，新

規織物への提言を行った。

導入した直織機

柄紋織試作品 紋絣柄織物試作反物
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鹿児島・岐阜産地工業技術交流会開催事業

－地場産業ネットワーク構築事業－

今村順光，西決造，恵原要，徳永嘉美，赤塚嘉寛
＊１ ＊１ ＊１ ＊２森田真一 ，西元研了 ，南 晃 ，高田 誠
＊２ ＊３ ＊３立川英治 ，大野仁志 ，傍島 章

[概要]

平成４年から，鹿児島・岐阜県の工業系試験研究機関の技術交流を進め，その中で，展開竹

平板と飛騨春慶塗り技術による新製品の開発，さらに，大島紬製造技術と紙製造技術等の融合

化による新製品の開発を行った。

本年度は，鹿児島・岐阜姉妹盟約２５周年及び工業技術交流５周年にあたることから，両県

の４会場で技術交流と共同研究の成果を発表するため，両関係機関で協議を重ねた。

ここ結果，両県の主催による成果発表展を開催することで，地域企業等の新分野への進出や

産業興しに繋げることを目的に，これまでの試作品を一堂に展示し，消費者及び産業界からの

評価を得た上で，より良い製品づくりに資することを目指すこととなった。

鹿児島県工業技術センター， 岐阜県紙業試験場， 岐阜県食品ハイテクセンター＊１ ＊２ ＊３

デザイン研究室

画像処理システム利用によるデザイン開発

冨山晃次，平田清和，福山秀久，押川文隆
*1山下宜良，西 決造，大瀬久幸

[概要]

大島紬のフォーマル化に対応するために，とかくこれまでネックになっていた経絣締め工程

の合理化・省力化については，画像処理システムを利用したデザイン開発によるカードレスジ

ャカード方式への移行で可能になった 若年層を対象にしたフォーマル化に対応するため 付。 ，「

けさげ柄」等を用いて 「画像処理システム」を使用したデザイン開発を行った。，

多品種少量短納期生産による新商品開発の可能性等については，きもの全体を見ながら縫い

合わせ部分の重なりを気にすることなく，柄の繋がりを注意しながらデザインを作図できるの

で，絣図案作成そのものはスムーズに行うことができた。 大瀬絹織物(有)*1

カラー亀甲の開発

徳永嘉美，恵原 要

[概要]

男物亀甲大島紬の多様化の一環としてカラー亀甲の開発が考えられる。家内工業がほとんど

である当産地においては，製品での試作見本を揃えるのには大変なリスクを伴うので，亀甲カ

ラーデータブック(泥大島紬・白大島紬・色大島紬用のそれぞれ1,093配色)を作成して，カラ

ー亀甲開発の支援体制を整えた。そして，このデータに基づいて，主に化学染料を使用するカ

ラー亀甲を開発試作し，さらに，風合の問題を草木泥染め，白土(カオリン)染め等で検討して

提案した。
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二次加工大島紬の開発

－デザイン研究会支援事業－
*1徳永嘉美，恵原 要，植田正輝

[概要]

現在多くの企業が保有しその有効利用が図られていない製品原料である意匠糸，あるいは予

備糸である緯絣残糸を用いて二次加工を行い，従来の大島紬とは異なる製品の開発を行った。

その結果，やたら織りによる配色実験の結果を踏まえながら，ジャジャ織草木泥大島紬，ス

クイ織草木泥大島紬，緯総絣組合せ柄裾模様泥大島紬，経緯組合せ柄裾模様大島紬，経緯総柄

違い白大島紬，大島紬絣帯などを試作することができた。

スクイ織草木泥大島紬

経緯組合せ柄裾模様大島紬 緯総絣組合せ柄裾模様大島紬

染と織の会*1
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染色化学研究室

粉末天然色素剤を用いた新染色法の研究（第２報）

向吉郁郎，安藤義則，仁科勝海
*1操 利一

［概要］

平成７年度は，シャリンバイ抽出液の乾燥粉末を用いた絹糸の染色条件について検討し，最

適条件を見いだした。今年度の試験では，鉄媒染処理条件について検討した。

硫酸第一鉄による媒染において，石灰溶液で前処理することにより鉄イオンの吸着が増加す

ることがわかったので石灰溶液での処理時間の影響について試験を行い，引張り強度，伸度，

色度（L*,a*,b* ，灰分，Ca，Feについて測定した。）

その結果，石灰溶液で前処理の時間が長い程，色は増し（L*の低下 ，鉄イオンの吸着量は）

増加していることがわかった。引張り強度，伸度は，あまり影響を受けていなかった。

鹿児島県工業技術センター*1

草木染色物の品質向上処理方法
*1 *1仁科勝海，操 利一 ，古川郁子

［概要］

県内に自生する多くの植物については，植物染料として利用するための試験研究が実施され

ていることから，その染色技術を応用して地域特産品としての大島紬の商品化に成功している

ところもあるが，植物によっては，色彩は優れていても染色堅ろう度の面から実用化の難しい

植物もある。

これを解決するために，鹿児島県工業技術センターで開発した処理方法（先染め絹織物の品

質向上処理方法）を利用して染色堅ろう度試験した結果，耐光試験においては，半数以上の試

料が不良であり，特に摩擦試験では，一部の試料以外は著しく悪い結果となった。このことか

ら，草木染製品を絹フィブロイン水溶液で処理することにより，30点中２点以外の製品につい

ては格段に摩擦堅ろう度を向上させることができた。

鹿児島県工業技術センター*1

自動摺込み染色装置の開発

山下宜良，仁科勝海，西 決造

市来浩一，向吉郁郎，安藤義則

［概要］

大島紬における絣は，地色となる絣部の揉み込み染色と色糊を均一にしたヘラによる摺り込

み染色の二方法で染色している。摺り込み染色は熟練性を要する工程である上，その作業は細

かく煩雑であり，しかも製品における絣の色の予測が困難である等の欠点を有し，高品位な大

島紬の開発のネックとなっている。更に，この工程の従事者の高齢化と後継者難等の難題も抱

えている上，多様化・個性化する消費者の欲求に添う生産方式となっていない。

このため，摺り込み染色工程において，熟練者の染色技術の平準化，作業性の改善，小ロッ

， 。ト製造技術の確立 絣配色のシミュレーション化を目指す自動摺込み染色装置の開発を行った
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平成９年度

機織研究室

大島紬製織装置の効率化に関する研究

－製織における経糸の張力及び織機の挙動解析－

平田清和，市来浩一，恵川美智子

押川文隆，瀬戸口正和

[概要]

大島紬は手織による緻密な絣合わせを特徴としているが，最終工程での織作業についてはあ

まり細かい分析や織り作業自体への突っ込んだ研究はほとんど行われていない状態である。

そのため，基礎的段階として，手織機の経糸張力の挙動に着目し，張力をコントロール出来

るように手織機の改造を行い，無地織物での予備試験を行った結果，ある程度再現性のある張

力制御が出来るメドが立った。

さらに，従来の手織機と一部改造を行った織機において，製織における経糸の張力挙動の測

。 ， ，定を行った その結果 従来の織機では綜絖の開口時に張力がかなりの範囲で変化するものが

一部改良することで経糸の張力変動をある程度抑制することができた。

また，織機の挙動として製織時の緯糸打込装置の動きについての解析を行い，打ち込み時の

変化量・速度・加速度及び打ち込み間隔等の基礎データを得た。

さらに，改良を行ったエアーアシスト制御方式の緯糸打ち込み装置についての解析を行い，

打ち込み時の変化量・最高速度・衝突速度・加速度及び打ち込み条件と緯糸密度との関係等の

基礎データを得た。

これらの結果から，エアーアシストを制御しても従来の方法に近い打ち込み条件が得られ，

製織できることがわかった。

一部改造 エアーアシスト

手織り機 緯糸打込装置

織前巻取装置 織り込み（解析用）
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ジャカード絣筵の加工法に関する研究

福山秀久，上原守峰，平田清和

山下宜良，平 俊博

[概要]

平成６，７年度に技術開発を行った「デザイン・絣締めシステム」(ジャカード締機)を利用

した従来にないデザイン展開による新商品開発の効率化を図るために，システムの改善点や二

重構造となっているジャカード絣莚の絣莚解きなどの加工法について製品試作を行い検討し

た。

従来の絣締めでは，一模様を締め終わる毎に経糸を切り離して箴羽へ通し替える作業が必要

であるが，ジャカード締機による絣締めでは，経糸を切り離すことなく模様を変えて締めるこ

とができる。この特徴を活用して，従来の絣締めでは困難であろうと思われるデザイン展開に

より，２点の製品試作を行った。

また，二重織絣筵の絣筵解き作業の改善を図るために，捨て糸に関する予備試験を行ったと

ころ，ナイロン糸が有効であった。なお，絣筵解き作業に関しては, 適当な幅に絣莚を裂いた

のちにナイロン糸を抜き取り，その後絣筵解き作業を行う方法が効率的であった。

デザイン研究室

画像処理技術を応用した繊維製品のデザイン開発技術の研究

－大島紬ビジュアルプレゼンテーションシステムの開発－

冨山晃次，上原守峰，徳永嘉美

[概要]

絣織物産地においては，着尺製品の柄合わせに苦慮しているのが現状である。絣織物産地の

中で全国一の生産高を誇る当大島紬業界においても，全国の産地同様に製品の柄合わせが大き

なネックになっている。現在の平面的なデザイン開発でなく，立体画像としての着姿からなる

デザイン開発が有効な手段と考えられ，本研究では，画像処理技術を応用して，多彩な柄合わ

せが可能な「大島紬ビジュアルプレゼンテーションシステム(OTVPS)」の開発を行った。

その結果，絣図案を作成したデザインデータを，着姿立体モデル画像へのマッピングによっ

て，これまで平面的表現であったデザインを立体的に判断できるシステムの構築ができた。
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染色化学研究室

シャリンバイ染色装置による染色条件の最適化に関する研究
*1 *1西 決造，森田春美 ，南 晃

［概要］

当センターでは泥染め染色工程の自動化を目的として，平成５年度技術開発研究事業でシャ

リンバイ染色装置を開発した。今回，品質工学手法を用いて，本装置を使用したシャリンバイ

染色における染色条件の最適化について検討を行った。

シャリンバイ染色については，媒染後における絹糸の重量増加率で評価が可能である。重量

増加率が大きければ大きいほど染色特性が良いことから，品質工学手法を用いて望大特性のSN

比を測定して解析した。その結果，媒染濃度，熱液染色時間，常温染色時間，石灰水濃度，石

灰処理繰り返し数，バイブレーター振動数，媒染工程回数において，最適な条件を得ることが

できた。 鹿児島県工業技術センター*1

泥染め移染防止法の研究（第２報）

西 決造，仁科勝海，今村順光

［概要］

泥染め大島紬は，独特の着心地や風合を持つ反面，色落ち（摩擦に不堅ろう）する欠点があ

る。この色落ちについては，ＰＬ法による賠償トラブルを未然に防止する上では移染防止を図

ることが必要であり，また，予防対策を図るうえでは泥染め大島紬摩擦堅ろう度の向上が重要

である。

独特な草木染色法である泥染め染色については，処理剤等を使わずに染色技術だけで摩擦堅

ろうな染色を行うことは染色形態から難しい。このため，泥染め原料糸の色落ち防止加工や泥

染め大島紬の色落ち防止実用化方法などについて，薬剤を使用した泥染め大島紬の独特の良さ

を損なわない方法を研究し，ＰＬ法クレームにも対処できる成果を得て，９企業で実施指導を

行った。

粉末天然色素剤を用いた新染色法の研究（第３報）

向吉郁郎，安藤義則，仁科勝海
*1操 利一

［概要］

平成７年度は，シャリンバイ抽出液の乾燥粉末を用いた絹糸の染色について，最適条件を見

いだした。平成８年度は，鉄媒染処理前に石灰処理をすることで鉄イオンの吸着が増加するこ

とがわかった。今年度は，鉄媒染処理前に石灰処理することで鉄イオンの吸着が増加する理由

について，検討を行った。

シャリンバイ粉末による染色の場合は，鉄媒染溶液のpHが高いほど鉄の吸収量が増加するこ

とがわかった。このため，石灰処理した鉄媒染後と初期におけるpHはほぼ等しいため鉄含有量

がほとんど同じであること及び鉄イオンの吸着は，媒染溶液のpHによるものであることがわか

った。 鹿児島県工業技術センター*1
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平成１０年度

機織研究室

大島紬市販原料絹糸調査・分析

平田清和

[概要]

原料糸に関する技術相談も数多くあることから，製造時の基礎データとして重要である大島

紬用原料絹糸について各種糸物性試験を行った。試験に当たっては，各販売店からの提供若し

くは買い入れにより試料糸を入手したが，取扱店の減少により調査数が若干少なくなった。

今回の物性試験における全体的な傾向に大きな変化は見られなかったが，個別の糸ではバラ

ツキがあることがわかり，技術指導資料として活用することとした。

入手先 ６販売店（白絹糸57点 染色糸29点 合計86点）

デザイン研究室

画像処理技術を応用した繊維製品のデザイン開発技術の研究

－大島紬ビジュアルプレゼンテーションシステムの開発－

上原守峰，徳永嘉美，冨山晃次
*1 *2 *2白田耕作 ，石井栄声 ，石井勝

[概要]

繰り返し模様で構成される大島紬を着物に仕立てる場合，反物の左右で柄の形，大きさや色

が異なると柄合わせの問題が生じる。この解決策としてコンピューターで反物の裁断を行い，

着姿状態にしてデザインを事前に検討することが考えられる。

そこで，友禅染ＣＧシステムで実績のあるカイノア・テクノロジーズの協力を得て，絣シス

テムと紬システムから構成される大島紬ビジュアルプレゼンテーションシステム(OTVPS)を開

発した。

追い栽ち

カイノア・テクノロジーズ(株)*1

(株)ロジスティックス*2
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二次加工大島紬の開発

－大島紬の多様化について－
*1徳永嘉美，上原守峰，冨山晃次，鈴木雅子

[概要]

大島紬の多様化を目的として，既存の技術にない方法を用いて二次加工大島紬を開発した。

試作は，現在多くの企業が保有している製品化されなかった原料，あるいは予備糸である絣

， ， ， ， ， ，意匠糸などを有効活用し 商品のハイグレード化を試み 和装着尺 帯 和洋装小物 洋装品

インテリア商品など幅広くその技法とアイテムを研究した。

総柄違いボカシ織大島紬 総柄違い経緯大島紬 留め袖刺繍大島紬

ボカシ織振り袖大島紬 手編みセーター，スカート ストール

フェルト加工によるインテリア間仕切り 自動織マフラー

デザイン研究会*1
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染色化学研究室

琉球藍すくもの製造と藍建てに関する研究

安藤義則，向吉郁郎，平 俊博

［概要］

奄美大島を含む薩南諸島や南西諸島には，琉球藍という藍染めの原料となる植物が自生して

いるが，あまり利用されていない。そこで，地域性を活かした奄美独自の染色法として普及さ

せるため，琉球藍の「 」製造とその染色工程を確立することとした。

今年度は 「 」の試作とその染色性について検討を行った。その結果 「 」製造には60， ，

， ， 。日間を要し その染色物は従来の天然藍とは異なる色相を持ち 染色堅ろう度も良好であった

着色抜染に関する研究

西 決造，仁科勝海

［概要］

本場大島紬の製造技術の中で色糊を摺り込み染めする方法は，主なものが２方法ある。

一つは抜染可能な合成染料で染色した糸を絣締め後，泥染めで地染めを行って，着色する部

分を部分解き後，色糊で摺り込み染色する技法である。もう一つは，白糸を絣締め後，泥染め

で地染めを行って着色する部分を部分解き後，色糊で摺り込み染色する技法である。

本研究では，大島紬製造技術の省力化を目指して，着色抜染の検討を行った。この着色抜染

法は泥染め絣の地色が脱落することなく抜染と同時に着色する技法であるが，この方法を用い

ると，大島紬製造工程の作業時間の短縮が得られ，また，抜染時に泥染め部分が色落ちする等

の課題も解決できることから，本場大島紬の品質の向上に繋がると思われる。


