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平成１１年度

機織研究室

新製品開発のための織物の設計に関する研究（その１）

－高密度織物の原料絹糸目付選定に関する研究－

平田清和，恵川美智子，押川文隆

[概要]

大島紬の生産高は，年々減少傾向にあり厳しい状況におかれている。新製品開発には，これ

までの素材・撚糸法・糸使い等を全般的に見直す観点から，新しい織物として高密度織物等の

製品化や大島紬製造技術を利用した帯地等着尺以外の用途展開を図るために，従来製品の品質

特徴を把握し，織素材の選定やそれらに伴う適切な織物設計方法の確立を目指すこととした。

そのために 市場における製品の収集を通して基本的な品質情報を得るとともに 13算 15.， ， ，

5算以上の高密度織物である18算及び20算について，糸目付けを変えた無地織物を各種試作し

て糸・布物性試験を行い，糸目付・厚さ・重量・糸密度・防シワ性のデータを解析し織布の特

性を見い出すとともに，原料糸目付の選定に関して実験式の算出を試みた （地域産業集積中。

小企業等活性化補助事業）

新製品開発のための織物の設計に関する研究（その２）

－大島紬未利用糸及び複合繊維の活用による多用途織物の研究開発－
＊１ ＊２ ＊３今村順光，瀬戸口正和，大藪周三 ，安田勝年 ，高橋英治

＊４ ＊５ ＊６ ＊７今城満夫 ，安田謙志 ，碇元克彦 ，泉道夫

[概要]

奄美・鹿児島産地の繊維素材・染織技術を活用した多用途織物への展開を図ることを目的と

した研究会が奄美と鹿児島に設立されたことから，この研究会や業界のニーズ・要望等も取り

入れた素材開発・用途別織物の商品開発に向けて，問題点・課題等をクリアするため研究開発

に取り組んだ。

さらに，それぞれの織物に適した繊維素材の改善・工夫・試作を重ね，着尺・帯地・洋装用

生地等の織物に対して，単糸・双糸・引き合わせ糸の有効的な利用研究を行い，大島紬未利用

糸と各種の繊維素材を組み合わせた複合繊維の開発及び意匠糸・網状生糸による織物の表面凹

凸効果や撚糸・紡績技術を融合化して，新素材による特徴効果を引き出す織物と大島紬の製造

技術を活用した多用途織物の研究開発を進めた。

， ， ，そのために 泥染め絹糸と植物繊維との混紡糸 意匠糸や手紡ぎ糸等の試作を行うとともに

経糸には絹糸を主体に，緯糸には泥染め絹糸と植物繊維との混紡糸，意匠糸や手紡ぎ糸等を用

いて厚手や外観に特徴を持たせた各種織布の試作を行い，帯地・ジャケット・婦人服地・小物

等の着尺以外の商品開発の提案を行った （地域産業集積中小企業等活性化補助事業）。

岐阜県製品研究所， 岐阜県生物産業研究所， 東邦テキスタイル(株)＊１ ＊２ ＊３

今城メリヤス(株)， クリエイティブ奄美研究会， クリエイティブ鹿児島研究会＊４ ＊５ ＊６

奄美テキスタイル研究会＊７
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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（OTVPS）の紬ソフトの開発－

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]

仕上がり想定図や反物をスキャナーでパソコンに取込んで着姿シミュレーションができる

「 」 ， 。紬ソフト の検証・修正を行い 連続模様・単独模様両方に使用可能なシステムを構築した

また，高解像度ベース画像にメッシュやマスクを作成して，送柄横サイズ1,500ピクセルまで

の反物展開を可能にした。

その結果，小柄模様が鮮明に表現できる大判印刷が可能となり．身長160ｃｍのモデルを使

用したテクスチャマッピング手法による正面ポーズ等身大着姿印刷ができることが確認でき

た。

正面着姿 衣桁掛け

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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染色化学研究室

本場大島紬の仕上げ加工に関する研究（第１報）

西 決造，仁科勝海

［概要］

本場泥大島紬の泥染め染色は，シャリンバイ煎液を更新しながら数十回揉み込み染色を行っ

た後，泥田で染色を行う独特な染色法である。湯通し，湯のし等の見直し，SG加工，SR加工等

の特殊加工について検討や試験を行い，その処理方法を確立することとした。

その処理方法は，本場大島紬の特長を損なうことなく，より一層の品質の向上を図るもので

あるが，今回は，本場大島紬の品質を損なうことのない湯通し処理法を確立した。

泥染め大島紬は，湯通しにより摩擦堅ろう度はタテ方向よりヨコ方向が不堅ろうになった。

湯通しでの糊除去率が良いのは，操作法別では超音波操作，遠心分離器操作，吸引糊抜き法が

良い。糊抜き剤６種の内，糊除去効果が高いのはソルベンCAで，温度別では湯通し温度が高い

ほど湯通しによる糊抜き効果が高いことがわかった。

摺り込み技法の開発研究
*1 *2西 決造，當正義則 ，高橋誠一郎

*3星野光男

［概要］

本場大島紬の主要工程は図案・締め・染色・加工・織りの工程であり，これを細かく分類す

ると30数工程にもなる。これらの工程の中で，摺り込み染色は，泥染め染色後，ガス綿糸を部

分解きして白く残っている絣部分へ色糊を摺り込んで着色して行うが，この際の部分解きにお

いては，リッパーや千枚通しを使って行うので絣糸を切ったり，糸を傷つけたり毛羽立ちが生

じたりする。今回は，絣筵のガス綿糸の上から，中の絣糸を傷つけることなく着色できる技法

を開発した。

従来の摺り込み液に，高濃度の強力浸透剤を添加してガス綿糸の上から摺り込んでも，絣糸

のフスのうわべに淡く色が付く程度であった。CSカラーをガス綿糸の上から摺り込み後，蒸熱

処理することによりガス綿糸で締められた絣糸のフスの中心まで着色された。

イギスによる糊張り絣莚は，CSカラー摺り込みにより絣莚のサベや３モト～５モトまではガ

ス綿糸で締められたフスの中心まで染まったが，６モトはフスの中心までは染まらなかった。

當正紬*1

田中直染料店*2

本場奄美大島紬協同組合*3
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平成１２年度

機織研究室

「デザイン・絣締めシステム」を利用した新商品開発に関する研究
＊１ ＊１福山秀久，押川文隆，冨山晃次，重田忍 ，吉村博吉

＊１ ＊１ ＊２ ＊２ ＊２積良一 ，麓富士男 ，益田勇吉 ，喜久紹昭 ，中川季夫

[概要]

従来の大島紬は，限られた大きさの模様を反物上へ繰り返して展開する製品作りが一般的で

ある。今回の研究では，画像処理装置とジャカード締機で構成される「デザイン・絣締めシス

テム」を利用して，着物仕立て上がり状態を想定した下絵の作成を行うとともに，下絵の読み

込み・絣図案作成・反物状態への図案変換・ジャカードを動作させるためのCGSデータ変換・

ジャカード締機による絣締め等の作業を行い，これまでには時間的・コスト的に困難であろう

と思われるデザイン展開の７マルキ製品（泥染め染色 ・９マルキ製品（合成染料染色）２点）

を試作した。

絣締めに要した日数は，７マルキ製品緯絣34日（9,859品 ，経絣17日（301品 ，９マルキ） ）

製品緯絣46日（12,959品 ，経絣19日（399品）であった。なお，製品試作に関しては「絣締）

め加工研究会」の協力を得て行った。

奄美産地試作品

鹿児島産地試作品

絣締め加工研究会（奄美産地）＊１

絣締め加工研究会（鹿児島産地）＊２
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新製品開発のための織物の設計に関する研究（その１）

－高密度織物の原料絹糸目付選定に関する研究－

恵川美智子，平田清和，押川文隆

[概要]

大島紬の生産高は，年々減少の傾向にあり厳しい状況に置かれている。また，現在の大島紬

は，原料から製品までの製造方法がほぼ画一的で密度的には13算，15.5算が大半であり，新製

品開発には，これまでの素材・撚糸法・糸使い等を全般的に見直すことが必要である。

このような観点から，新しい織物として高密度織物等の製品化や大島紬製造技術を利用した

帯地等着尺以外の用途展開を図るために，従来製品の品質特性を把握し，織素材の選定やそれ

らに伴う適切な織物設計方法の確立を目指すこととした。

前年度は 市場における製品の収集を通して基本的な品質情報を得た 今年度は 13算 15.， 。 ， ，

5算以上の高密度織物としての18算について，原料糸目付の選定に関して実験式の算出を試み

た。

新製品開発のための織物の設計に関する研究（その２）

－大島紬未利用糸及び複合繊維の活用による多用途織物の研究開発－

＊１ ＊１今村順光，瀬戸口正和，大藪周三 ，山下典男
＊２ ＊３ ＊４ ＊５高橋英治 ，今城満夫 ，富山矩靖 ，越間多輝鐘

[概要]

奄美・鹿児島産地の繊維素材・染織技術を活用して多角的に織物を考え，多用途織物への展

開を図ることを目的とした研究会が奄美と鹿児島に設立されたことから，この研究会や業界の

ニーズ・要望等も取り入れた素材開発・用途別織物の商品開発等に向けて，問題点・課題をク

リアするため研究開発に取り組んだ。

それぞれの織物に適した繊維素材の改善・工夫・試作を重ね，着尺・帯地・洋装生地等の織

物に対して，単糸・双糸・引き合わせ糸の有効的な利用研究を行い，大島紬未利用糸と各種の

繊維を組み合わせた複合繊維の開発及び意匠糸・網状生糸による織物の表面凹凸効果や撚糸・

紡績技術を融合して，新素材による特徴効果を引き出す織物と大島紬の製造技術を活用した多

用途織物の研究開発を進めた。

岐阜県製品技術研究所＊１

帝人(株)＊２

今城メリヤス(株)＊３

丸久織物協同組合（久野織物(株)，富山織物）＊４

大島紬村(株)＊５
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大島紬用手織り機の改良研究

瀬戸口正和，平田清和，恵川美智子，押川文隆

[概要]

最終工程の製織作業が手織り中心である大島紬については，作業者自身の経験や熟練者から

の技術の継承で作業を行っているため，織工の技能によって品質が大きく左右されるが，手織

機や織り環境への積極的な取り組みはあまり行われていない。

従来の手織機の広幅サイズを基本設計とした構造にアルミフレームを用い，改造や取り付け

位置等の自由性の高い組み立て式の手織機の試作開発を行った。

試作手織機の性能試験を通して，経糸の張力調整や均一な緯糸打ち込み等熟練を要する細か

い調整を極力簡素化するための条件把握や経絣糸での条件設定等について製織試験を実施し，

改良ポイントを確認した。

２モト越式に続き，７マルキカタスでの製織実証試験を行い，機能の安定化・品質向上及び

生産性の効率化の確認検証を行った。

手織機の全体構成 間丁ローラー 改良後の製織

市販原料絹糸調査

平田清和

[概要]

例年，原料糸に関する技術相談も数多くあることから，ほぼ隔年おきに実施している製造時

の基礎データとして重要な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，各販売店から買い入れにより試料糸を入手したが，取扱店が減少しているため新たな

販売店を組み入れ調査数の確保を図った。

前回と比較して，撚数，強力，伸度等大半の項目で大きな変化は見られなかった。しかしな

がら，伸度や強度の項目で最大値と最小値間の範囲が若干縮小するなど，全体的な面でのバラ

ツキは少なくなっているようである。

入手先 ６販売店 （白絹糸60点 染色糸29点 合計89点）
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デザイン研究室

大島紬着姿シミュレーションによるデザインの高度化に関する研究
*1上原守峰，徳永嘉美，冨山晃次，今給黎正巳

*2 *3 *3白田耕作 ，石井栄声 ，石井勝

[概要]

MS-DOSで作成されたタフコンデータを，ビットマップに変換するソフトを開発した。

このソフトはWindowsとの互換性を有するため 「紬ソフト」で着姿シミュレーションを行，

う時間が約1/3になり大幅に短縮された。また，市販の簡易ソフトを使用して着姿シミュレー

ション等を保存・管理できるデータベース構築とコンピューターによるモデル作成に関しての

方向性を得た。

(1) タフコンから出力した印刷物は変色しやすく色の再現性に乏しかったが，作成意図に基

づいた色が表現できるようになった。

(2) スキャナ取り込みのため送柄作成に変形や骨法展開等に長い時間を必要としたが，作業

のほとんどがマウスを使用しての自動作成機能になり，時間も従来の1/3で着姿作成できる

ようになった。

トータル・ソフトウェア(株)*1

カイノア・テクノロジーズ(株)*2

(株)ロジスティックス*3

染色化学研究室

本場大島紬の仕上げ加工に関する研究（第２報）

西 決造，仁科勝海

［概要］

本場泥大島紬の染色は特殊な染色法であるため，仕上げ加工は一般的な方法では難しい。大

島紬は糊剤や亜美剤が付着されたまま出荷されるので，カビ発生や白化現象等が生じる。

本場大島紬の仕上がり後の風合・染色堅ろう度を損なうことなく湯通しや湯のし加工技術を

確立して，一層の品質の向上を図ることを目的とした。

今回は，10種類防汚加工剤について最適化試験を行い，ピンテンダー・ベーキング試験機に

よる大島紬仕上げ加工技術の基礎試験データを得るとともに，本場大島紬の仕上げ加工技術の

向上を図ることができた。
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平成１３年度

機織研究室

新製品開発のための織物の設計に関する研究（その１）

－高密度織物の原料絹糸目付選定に関する研究－

恵川美智子，平田清和

[概要]

現在の大島紬は，織物密度的には13算，15.5算が大半であり，新製品開発には，大島紬の高

級化及び多様化が望まれる。

このため，新しい織物として高密度織物に着目し，従来の製品より高級感のある高密度の大

島紬について，糸の選定やそれらに伴う織物設計方法の確立を目指すことにした。

15.5算以上の密度を高密度とし，大島紬の超高級品と位置付けした。前年度は，18算につい

て，原料糸目付の選定に関して実験式の算出を試み基本的な織布情報を得た。今年度は，更に

高密度の20算について，原料糸目付の選定に関して実験式を試みた。

新製品開発のための織物の設計に関する研究（その２）

－大島紬未利用糸及び複合繊維の活用による多用途織物の研究開発－

今村順光，操 利一，山下宜良，前田みなみ
＊１ ＊２ ＊３山下典男 ，高橋英治 ，久野隆夫
＊４ ＊５植田正輝 ，竹島信夫

[概要]

県内の大島紬製造業者等から多用途織物について寄せられてきた繊維・織物に関する相談・

指導・支援協力に応えるため，業界のニーズ・要望等も取り入れた素材開発・用途別織物の研

究開発に取り組んできた。

これらの研究開発で行った基礎試験の結果を参考に，業界への技術移転を図る目的で素材別

によるメンズ・レディース洋装品の試作開発を行った。この試作開発に際しては，技術的な諸

問題等を解決するため，４研究会と研究機関・外部専門家等を交えて話し合いの場を設けて試

作開発のためのアドバイス・提言を受けながら行った。

岐阜県製品技術研究所＊１

帝人(株)＊２

丸久織物協同組合（久野織物(株)）＊３

奄美繊維開発研究会＊４

クリエイティブ奄美・鹿児島研究会＊５
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デザイン研究室

大島紬着姿シミュレーションによるデザインの高度化に関する研究

－着姿からのデザイン開発手法について－

徳永嘉美，山田淳人，上原守峰
*1西 決造，池水秀俊

[概要]

着姿シミュレーション「紬ソフト」を単なるシミュレーションのプレゼンテーションにとど

まらず，着姿からデザインを開発するためのツールとしても利用できることを確認するため以

下のことを行った。

， ， 。(1) 反物の織縮率を調査し 織・絣密度 柄違い別による経・緯の縮率をそれぞれ確定し た

(2) 伝統美による図柄配置ポジショニングの基本位置をそれぞれの間数データで確認した。

(3) 反物横方向の縮率を解析することで，各仕立て部位における図柄が表現できる範囲を，

それぞれの大島紬において間数データで表示した。

(4) 反物縦方向の縮率を解析することで，伝統美による図柄のポイント部における位置をそ

れぞれの大島紬において肩及び裾から間数データで表示した。

(5) 各種大島紬(10種)における着姿デザイン設計図を作成した。

(6) 着姿からのデザインを３点開発することができ，これまで長時間を要した着姿デザイン

が従来のものとほぼ同じ時間で開発可能となった。

これらのことから，本システムを利用して着姿からデザインを開発する手法を確立し，これ

までとは視点を変えた立体的な造形感覚を捉えることができた。

大島紬CAD研究会＊１

染色化学研究室

蓼藍の藍建てに関する研究
*1松永一彦，山下宜良，東 孔

［概要］

日本人に愛される藍の色相を醸し出す藍染めを利用して，正藍大島紬の製作を目指した。藍

染めも他の染色と同じように，染料と絹糸の相互作用であるが，染料は建て染め染料であり，

殊に正藍染めは微生物の発酵状況が被染色物の染色性を大きく左右する。そこで，蓼藍による

正藍建てを用いて染色試験を試み，また，微生物の代謝環境及び藍液の管理方法を検討した。

， ， ， ，微生物の代謝は 温度23℃～30℃ pH11～12 溶存酸素１%以下の嫌気状態で盛んに行われ

代謝の結果，藍液は-700mV～-600mVの還元雰囲気になった。また，微生物による代謝を円滑に

進めるためには，温度及びpHの測定，撹拌等の管理を日々行い，藍液の環境を一定に維持して

いく必要があった。藍液の外観は，染色を重ねる毎に，また時間の経過とともに大きく変化し

ていった。色素であるインジゴの濃度は時間の経過とともに減少傾向を示したが，これは被染

物の染色性と明瞭な相関があった。

井上藍染＊１
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平成１４年度

機織研究室

複合糸・高密度織物の応用に関する研究（その１）

－複合糸の試作試験及びアイテム別織物の研究開発－

今村順光，福山秀久，操 利一，山下宜良

[概要]

新しい素材開発・洋装用織物を目指す企業・研究会グループ等から相談・指導・支援協力が

寄せられている。これらに応えるため，業界のニーズ・要望等も取り入れて素材開発・用途別

広幅織物の研究開発に取り組むこととした。

複合糸としての芭蕉混紡糸にビスコース加工技術を導入して，糸表面にセルロース(繊維質)

を固着させる基礎試験を行った。

この結果，毛羽防止や糸表面の滑らかさ等の改善効果が見られた。経糸に双糸を使用したも

のに，緯糸には各種のものを組み合わせた洋装用の製織サンプルを作成し，提案用資料を得る

ことができた。また，テキスタイルの和装・洋装用イメージ・デザインを作成し，和装用の着

尺（男女用：40cm幅 ，帯地（女性用：30cm幅 ，洋装用はメンズ用（３種類：60cm幅）の織） ）

物，レディース用（２種類：60cm幅）の織物を試作開発した。

さらに，デザイン作成資料・試験染めのサンプル糸と，開発素材の条件別での製織生地（10

種類 ・アイテム外布（８種類）の比較試料を得ることができた。）

また，開発素材の活用展開に関する共同開発事例として，糸芭蕉混紡糸による織物の共同開

発及び絣意匠糸による用途別織物の共同開発の報告を行った。

（Ｈ14～Ｈ15 地域産業集積中小企業等活性化補助事業）

ビスコース加工処理 ６配色：製織試験
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複合糸・高密度織物の応用に関する研究（その２）

－高密度絣織物に関する研究－

恵川美智子，平田清和

[概要]

従来の製品より高級感のある高密度の大島紬について，糸の選定や織物設計方法を確立する

とともに，高密度無地織物で得たデータを基に，大島紬の緻密な絣織物に利用できる織物デー

タを構築することにより，大島紬の更なる高級化を図ることとした。

無地織物の基礎試験及び絣試験のデータを基に，絣織物で実証を行うために18算，20算の高

密度絣織物の製品の試作を行った。

15.5算より18算，更に20算と高密度になる毎に，従来の製品より更に高級感のある製品が得

られた。大島紬の緻密な絣織物に利用できる織物データを構築できたので，超高級品への展開

が可能となった （Ｈ14～Ｈ15 地域産業集積中小企業等活性化補助事業）。

ジャカード絣莚の糊抜き加工に関する研究

福山秀久，操 利一

[概要]

「デザイン・絣締めシステム」を利用して，従来にない同じ模様を繰り返さないデザイン展

開の製品試作を行っているが，当システムのジャカード締機により作成される絣筵は二重の組

織になるため，染色作業で染料の浸透が悪く，絣の染まり具合に課題が残されている。その染

め不良の原因としては，染色前の糊抜き工程での糊落とし不足があげられるため，糊張り時の

糊に着色剤を混ぜ，糊抜き判定用のジャカード絣筵を作成して糊抜き試験を行った結果，糸に

染着せず，糊と同じように落ちる着色剤として利用可能な酸性染料を見い出し，適切な使用条

件と効果的な糊抜き方法が得られた。

市販原料絹糸の状況（調査報告）

平田清和

[概要]

大島紬用原料糸について各種糸物性試験を行うことした。試料糸は各販売店からの買い入れ

により入手したが，今回も取扱店の減少が見られ入手試料がかなり少なくなっている。自社用

に限定している傾向もある。

本調査は，ほぼ隔年おきに実施しているが，前回の平成12年度と比較して，撚数，強力，伸

度等大きな変化は少ないものの若干の変動はみられた。特に，撚数に関しては経糸は若干少な

くなっているが，緯糸は依然として高めの傾向を示している。

入手先 ４販売店（白絹糸：41点，染色糸：17点 合計58点）



- 145 -

デザイン研究室

大島紬着姿シミュレーションによるデザインの高度化に関する研究

－着姿における図柄配置－

徳永嘉美，山田淳人，上原守峰

[概要]

着姿シミュレーション「紬ソフト」の有効利用を図るために，デザイナーが図柄を表現する

際の基準となるベース柄を作成し，これらを着姿設計図で図案を作成して着姿シミュレーショ

ンを行った図柄配置資料を作成した。

ベース柄は，大島紬の図柄配列構成の基本となるもので，形態の原点である点・線・面に大

別し，これをさらにデザイン変化を加えたもので構成されている。この図柄配置資料は，ベー

ス柄を基にしてＣＡＤで絣図案調整し間数データを表記しているので，デザイナーが絣図案作

成時に着姿での図柄表現をある程度予測することが可能になった。

大島紬着姿シミュレーションによるデザインの高度化に関する研究

－データベースの構築－

山田淳人，徳永嘉美，上原守峰

[概要]

大島紬ビジュアルプレゼンテーションシステムは，反物・タフコンデータ・原図・印刷物な

， 。どから着姿や衣桁へシミュレーションをすることが出来るため その有効性が認識されている

今後は，その有効性を多角的に検証，実践していくことが必要となる。

そこで，これまで実施された「翔け奄美原図作品コンテスト」から「送柄 ・ 着姿 ・ 衣」「 」「

桁」の３タイプをデータベース化し，ＣＤ－ＲＯＭ上にて閲覧できるようにした。

CD-ROMトップ画面 メニュー画面



- 146 -

染色化学研究室

絣配色の体系化に関する研究

山下宜良，松永一彦，前田みなみ，平 俊博

［概要］

市場における大島紬製品は「暗くて，同じ色柄に見える」という印象を待たれている中にお

いて，大島紬愛好者である顧客層に訴求する商品を作るには従来にない斬新な色を基調とする

新たな展開が必要であると思われる。このため，商品企画に必要な色の指標作成，染色した色

及びこれを織り上げた色のズレの要因を解析し，企画通りの商品開発が行える製造技術の確立

を目指した。

商品開発における色の指標となる織り上がり見本色を400色作成し，色ズレの原因を調べる

ため，染色糸の色と織り上がり見本色のそれぞれを測色した結果，ΔE=1.5以上とした色ズレ

は400色の殆どに及んだ。その原因にあっては織り上がり生地のテクスチャーに起因するくす

みより，製織前に行う仕上げ処理時と湯通し処理時における染着した染料の脱落によることが

わかった。このため，織り上がり見本色で得られた色彩情報を基にした配色の想定が，製品の

色と同等に近い色表現となる絣配色シミュレーションシステムを構築し，商品企画における配

色イメージの可視化が可能となった。

改質絹糸及び天然粉末染料を応用した技術・製品開発

－化学改質した絹糸を応用した無地泥染大島紬のスレ抑制効果について－

操 利一，平 俊博，西 決造
*1塩崎英樹

［概要］

泥染大島紬のスレ発生を防止する目的として，エポキシド化合物によって化学改質した絹糸

に泥染めを施し，スレ発生度合いとエポキシド化合物の処理濃度との関係について検討を行っ

た。エチレングリコール系エポキシド化合物の水溶液濃度を0.5～12.0wt/v%と変えて処理した

結果，処理濃度の増加とともに，泥染めによる重量増加率も顕著に増加する傾向を示し，4.0w

t/v%以上で増加傾向が鈍化した。未処理絹糸及びエポキシド化合物処理絹糸の泥染試料を用い

て試験織りした紬生地についてスレ試験を行った結果，エポキシド化合物4.0wt/v%以上で処理

した場合，スレ発生を顕著に抑制することが認められた。

未処理（経方向） 200 処理濃度4.0wt/v% 200× ×

蚕糸科学研究所＊１
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平成１５年度

機織研究室

製織技術の安定化に関する研究

平田清和，今村順光，恵川美智子
＊１福山秀久，古市智久

[概要]

製織においては，同じロットの織原料でも織工によって製品に差が出るなど品質にバラツキ

が生じやすい。これは張力バランスの善し悪しによるものと考えられるが，現状としては客観

的な指標が少なく，織工の経験や勘だけで行っており，品質向上には張力バランスを均一化す

ための技術開発が不可欠である。

そのため，既存の手織り機にバッタンの自由移動装置，経糸張力装置（重り調整 ，経糸張）

力表示装置（デジタル）等の支援装置を組み込み込んだ実験用手織り機を試作した。同試作機

での７マルキ製品を織り上げる実証試験を行い，従来の手織り機との作業比較を行った。この

結果から，バッタンの自由移動装置は織面に対して，常に叩く角度が一定になり，緯糸の打ち

込みに均一性が保たれると同時に，作業能率面でも改善効果が認められた。また，張力のデジ

タル表示装置は，張力のきめ細かい制御が可能になった。しかし，機構の操作に習熟する訓練

が必要なことや各パーツの連動性，装置のコスト低減，さらに，重りの取り替えなど操作性を

よくするための改善課題が残されているが，張力のデジタル表示などは，手作業の可視化を図

り熟練度を上げるのに有効な手法として今後の活用が望まれる。

手織機 バッタン自由移動装置 デジタル表示装置

経絣糸張力調整(モデ) 経糸張力 経糸張力装置(重り調整)

錦江織物機械製作所＊１
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複合糸・高密度織物の応用に関する研究（その１）

－糸芭蕉混紡糸の試作試験及びアイテム別織物の共同開発－
＊１今村順光，操 利一，樋口明久

[概要]

糸芭蕉混紡糸作りを本格的に進めるため，精練・漂白・柔軟剤処理法別の検討を行い，最適

な処理方法を見いだすため，従来法と新規法の２方法を用いて，糸芭蕉の処理別による２種類

の糸芭蕉混紡糸の試験を行った。

その結果，柔軟性に対応した各種の助剤等を使用した試験結果を得るとともに，開繊処理の

回数を変えた条件別での比較試料を得ることができた。

東京都立産業技術研究所＊１

複合糸・高密度織物の応用に関する研究（その２）

－高密度絣織物に関する研究－

恵川美智子，平田清和

[概要]

従来の製品より高級感のある高密度の大島紬について，糸やそれらに伴う織物設計方法の確

立を目指すとともに，高密度無地織物で得たデータを基に，大島紬の緻密な絣織物に利用でき

る織物データを構築することにより，大島紬の更なる高級化を図ることとした。

本年度は，高密度無地織物のデータを基に，20算の絣織物について糸目付と絣締め筬密度の

組み合わせを検討して，絣織物でその整合性について検証した結果，大島紬の緻密な絣織物設

計において，糸目付と絣締め筬密度の組み合わせの目安となることが確認できた。

デザイン研究室

新泥染め大島紬のデザイン開発研究

－Windows版画像処理ソフトによる絣配色シミュレーション技術の構築－

徳永嘉美，山田淳人，上原守峰

[概要]

現在産地で使用している大島紬設計ＣＡＤシステムでは，糸３本又は４本で構成されている

経緯絣に１色の配色表現しかできないので，最新のWindows版汎用画像処理ソフト（フォトシ

ョップ）を使用して，経緯各糸１本毎への着色表現を可能とするシミュレーション技術を構築

した。

このことにより，これまでの伝統技術である地味な配色となる中間混色法によらないで，直

接色と色を対比させ派手さを強調することができる並置加法混色法による絣配色法を導入する

ことができた。
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染色化学研究室

改質絹糸及び天然粉末染料を応用した技術・製品開発

－泥染大島紬の毛羽，スレの抑制並びに風合について－
*1操 利一，西 決造，塩崎英樹

［概要］

絹糸本来の特長（光沢，風合）を維持しながら，泥染大島紬の品質向上を図ることを目的と

して，エチレングリコール（EG）系，ポリエチレングリコール（PEG）系，グリセリン（G）系

エポキシドの３種類の化合物で絹糸に改質加工を行い，毛羽，スレの発生抑制試験を行った。

その結果，処理濃度0.5～12.0wt/v%の重量増加率は，濃度に比例して高く，グリセリン系の

エポキシド濃度（12.0wt/v%）で処理した値が12.6% となり，処理効果の大きいことがわかっ

た。未処理糸とG系エポキシド（4.0wt/v%）改質処理糸に泥染めを行い，試験織りした織物に

ついて，毛羽，風合の官能試験を行った結果，毛羽発生については抑制効果が認められた。ま

た，風合については，未処理泥染大島紬と比較して改質泥染大島紬は「しなやかさ ，や「柔」

らかさ」では僅かに劣るものの 「弾力性」や「光沢のある」等のスコアでは良い評価であっ，

た。

未処理泥染大島紬

改質泥染大島紬

蚕糸科学研究所＊１


