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平成１６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）

－糸芭蕉混紡糸及び複合糸による織物の用途開発－

今村順光，上原守峰，平田清和

操 利一，山下宜良

[概要]

これまで研究開発してきた糸芭蕉混紡糸の３種類及び複合糸の６種類による織物の研究開発

を進めるため，イラストレーターソフトにより，テキスタイルの和装・洋装用イメージ・デザ

インを作成した。

この中から，使用する繊維素材・用途対応別の織物設計による経糸・緯糸の配列構成と染料

の選定・染色法について検討を行い，それぞれ選択する内容から，デザインの選定・染料色相

選定・使用する繊維素材等から最適条件を考慮して目的の達成に努めた。また，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。以下は，共同開発した試作品である。

着尺用サンプル生地 二重織(Zﾉｯﾄﾔｰﾝ570d)

ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ(Sﾘﾝｸﾞﾔｰﾝ570d)
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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，糸の選定やそれらに伴う織物設計方

法の確立を目指し，これまで無地織物の基礎試験及び絣試験を行ってきた。

本年度は，そのデータを基に，絣織物で実証するために18算，20算の高密度絣織物について

試作を行った。

デザイン研究室

新泥染め大島紬のデザイン開発研究

－並置加法混色法による虹染め大島紬の開発－
*1徳永嘉美，上原守峰

[概要]

これまでの伝統技術である絣の配色方法を根本的に見直すことで大島紬のイメージ変革に取

り組み，確立しているコンピューターによる絣糸１本への配色シミュレーション技術を基に，

新泥染め大島紬のデザインを開発した。

この織物は，従来の１色絣から経緯色を違えた多色絣で構成され，補色グラデーションの強

調による玉虫効果を狙って，網膜混色という人間の目の性質を利用して輝きを感じさせる「並

置加法混色法」を取り入れたもので，色相環によるレインボーカラーを使用していることから

「虹染め大島紬」と命名した。

その活用事例として，新商品開発のための配色手法と同時に，これまでなかなか見つからな

かった大島紬小物用デザインの素材や 「派手」さが要求される振り袖分野などへの応用展開，

が可能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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染色化学研究室

本場大島紬の機能性向上に関する研究

－整理加工技術の確立（中間報告）－

西 決造，操 利一，田中耕治

［概要］

本場大島紬の整理加工は，本場大島紬の製造工程を知らない集散地サイドで行われるため，

処理技術が問屋毎に異なり，それに伴うトラブルや鑑定依頼が数多くある。そのため，本場大

島紬に最適な整理加工技術の改善策を早急に確立する必要がある。

， （ ） 。本場大島紬の仕上げ糊は フノリやカゼネートPG 天然系 等の糊剤が多く使用されている

これらの糊剤を用いて，濃度毎に泥染大島紬，色大島紬８種類を試作するとともに，その織物

の糊抜き条件（時間，温度，薬品濃度）について検討した。

その結果，湯通しにおいては，糊剤（カゼネートPG）で地経糊付けした泥染大島紬より色大

島紬の方が糊落ちが悪くなることがわかった。

シャリンバイ液中のタンニンについて

松永一彦，山下宜良

［概要］

奄美産シャリンバイの70%アセトン抽出液，泥染めに使用されるシャリンバイ液（アルカリ

抽出液）及び染色残液に含まれるタンニンの構造と分子量分布について，調査し検討した。ま

た，タンニンの分子量と絹糸への染着性との関連について，考察を行った。

奄美産シャリンバイのタンニンは縮合型タンニンであり，その構造はA環がフロログルシノ

ール骨格，B環がカテコール骨格のエピカテキンを構成単位とするプロシアニジンタイプであ

った。また，シャリンバイ液，染色残液においても同様にプロシアニジンタイプのタンニンが

認められたが，シャリンバイをアルカリ熱水で処理することで比較的高分子のタンニンが抽出

され，他方，染色残液では高分子タンニンの量が減少し，比較的低分子のタンニンを多く含ん

でいることが明らかとなった。比較的純粋な低分子タンニンと高分子タンニン及びシャリンバ

イ液等を用いて絹糸への染色試験を行ったところ，いずれの溶液においてもタンニンが染着し

たが，染着効率において，シャリンバイ液が最も高く，高分子タンニン溶液で低かった。染着

性においては，高分子タンニンよりも低分子タンニンの方が高いので，タンニン以外の物質を

多く含むミクスチャー溶液においては，タンニン以外の物質の染着への関与を考慮しながら，

タンニンと絹糸との相互作用を包括的に検討する必要がある。
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平成１７年度

機織研究室

織り組織の多様化による織物の開発研究

恵川美智子，平田清和

[概要]

大島紬の特徴的な絣製造技術を活かしつつ，織り組織を加味して，従来の平織に立体感など

の外観的な変化を持たせた新しい織物開発に取り組んだ。

織り組織の多様化を図るとともに，製造技術を確立して商品開発に繋げ，業界への提案実用

化を図ることを目指した。

， 。大島紬の２モト越式の絣表現を基に織り組織の展開試験を行い 組織パターン集を作成した

試織試験を行った結果，各パターンの無地試験布が得られ，新しい織物展開を行うためのベー

ス組織として活用が可能なことがわかった。

（ ， ）２モト越式絣に対応する紋組織として製織可能な52種類 サベ紋織14種類 ベタ紋織38種類

の組み合せについて，紋絣の検討を行った。

その結果，絣と紋組織の紋部が組み合わされて一体となり，絣部分が地組織より浮き出し，

絣に立体感がある絣紋織試験布が得られるとともに，絣表現を平織から紋織へ展開し，絣表現

を広げることができた。

各織物の製法と試織見本を織物見本帳（無地紋織編，絣紋織編）や色見本帳（糸・織布組織

一覧編，糸・織布染料濃度一覧編）にまとめてデーターベース化を図ったことにより，新規織

物開発や織技術支援に活用されている。

試作品（パターン紋織ネクタイ）

織組織見本帳台紙織物見本帳(絣紋織編)
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絣加工法の省力化に関する研究

－「糊張り」工程を省いた絣締め加工法の確立－

福山秀久，操 利一

[概要]

大島紬業界では産地価格低迷から，製造コストの軽減や製造工程の短縮が望まれている。そ

こで，大島紬独特の精緻な絣の作成方法である「絣締め」の前に行う，絹糸十数本を糊で固め

て伸張して乾燥させる「糊張り」工程に着目した。

今回の研究では 「糊張り」工程を省いた絣締め加工法を確立することにより，大島紬製造，

コストの軽減や製造工程の短縮を図ることを目指した。

予備試験として，糊張りした糸と糊張りしない糸で絣作成を行って試験織りをした結果，糊

張りしない糸の絣間隔が全体的に広く，絣合わせが困難ということが判明したので，実際の製

織現場での織り幅調査を行い，15.6算・15.7算・15.8算の３種類の密度の筬を選定した上で，

緯絣を作成し試験織りを行った結果，糊張りしない糸を締める際の締筬密度15.6算を決定する

ことができた。

２種類の筬を用いた15.5算１モト越式の製品試作では，15.6算の締筬で作成した緯絣糸の間

隔は詰まり気味で，絣合わせに時間を要したが，15.7算筬では絣合わせも順調で，緯絣締筬密

度は15.7算筬の方が適していることがわかった。

通常の十の字絣は４モトのガス綿糸引き込み本数で絣締めを行うが，絣点の大きさや見やす

さから，糊張りしない糸により絣締めを行う際のガス綿糸引き込み本数は，５モトで行う方が

良いこともわかった。

糊張りなしでの絣締めを行うことは可能であることは判明したが，今後の課題として，染色

の際の絣莚揉み込み時間や回数を把握する必要性などがあげられる。

デザイン研究室

新泥染め大島紬のデザイン開発研究

－虹染め大島紬の試作－

徳永嘉美，西 決造，福山秀久，今村順光

[概要]

これまでの伝統技術である絣の配色方法を根本的に見直すことで大島紬のイメージ変革に取

り組むこととし，コンピューターシミュレーションで開発した虹染め大島紬の試作を行ったと

ころ，これまでの大島紬製造技術で試作することができた。

その結果，絣加工技術においては，従来の技術がそのまま活用できた。染色技術では，これ

までの一品ごとに色分けして擦り込む技法に比べ，絣筵１下がりに１色のみを加飾するため非

常に簡便となった。しかしながら，配色に関しては，色相環の派手な原色にこだわったため，

紫や青といった地色の黒に近い明度のダークな色は，絣に見えにくいなどの反省点もあった。
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染色化学研究室

本場大島紬の機能性向上に関する研究（１）

－防縮，防しわに関する研究－

操 利一，西 決造，田中耕治

［概要］

本場大島紬洋装品の縮みやしわ防止を目的として，白絹糸（双撚糸）を用いて洋装織物及び

洋装白絹糸にエポキシド化合物で改質技術（シルケージ加工）を行い，洋装白織物の縮率，し

わ回復率とエポキシド濃度の関係について検討するとともに，シルケージ加工白絹糸をLanyl

Grey Bで染色して試験織りを行った織り布の縮率，しわ回復率，染色堅ろう度について検討し

た。

未処理洋装織物とシルケージ加工後の洋装織物について経緯方向の縮率を比較すると，経方

向の縮率はエポキシド濃度に比例して増加するが，２wt/v%を境に縮率は鈍化していた。

未処理先染め洋装織物の縦横に「しわ」が残って回復率が悪くなっているが，シルケージ加

工処理して洋装白絹糸に染色した洋装織物の「しわ」は殆どなく格段に改善されていた。未処

， 。理洋装織物とシルケージ加工洋装織物共に染色堅ろう度については 変化は認められなかった

未処理洋装織物のしわ 処理済,染色後,洋装織物のしわ

本場大島紬の機能性向上に関する研究（２）

－整理加工技術（湯通し）の確立－

西 決造，操 利一，田中耕治

［概要］

本場大島紬に最適な整理加工技術の確立を目指して，本場泥染大島紬と色大島紬を試作し，

製造現場で一般的に使用されている各種糊剤や加工添加剤等について，処理効果等を比較し最

適化を検討した。

この結果，各種糊剤，加工添加剤，加工手法について，天然糊剤，合成糊剤に対する各種の

糊抜き剤による湯通し効果に差があることや湯通し処理による摩擦堅ろう度への影響等，整理

加工の最適化に関する知見を得ることができた。



- 156 -

平成１８年度

機織研究室

絣締機の改良に関する研究

－絣糸張力調整方法の改善－
＊１福山秀久，古市智久

[概要]

高齢化の進む絣締め従事者の労力低下を補うため，より低コストで作業性の良い経糸張力調

整方法を確立することとした。

絣締め作業現場での絣締機調査の結果，使用されている絣締機の形状が数種類あることが判

明したので，いずれにも装着可能な図面を作成した。

経糸張力調整装置は，固定ローラ２本の間に加圧ローラを配置し，加圧ローラを上下させる

ことにより経糸の張力を調整する構造とし，取り付け位置は，形状の異なる締機でも取り付け

可能な，千切りと間丁の間に設置した。

， 。加圧ローラを動作させる動力源としては 全ての締機に使用されている圧縮空気を利用した

同装置を組み込んだ絣締機での実証試験として，経糸ガス綿糸の本数を変えて絣筵を作成し

染色性の判定を行ったところ，絣の染色性は良好だった。

経糸張力調整装置を使用することにより，絣締め作業における労力を大いに軽減することが

できたが，今後は装置の製作に要するコストを軽減することが課題である。

経糸張力調整装置の動作図（駆動前後）

経糸張力調整装置

ＫＯＫ製作所＊１
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大島紬原料糸最近の傾向

－調査報告事例－

平田清和

[概要]

主に甘撚りの練り絹糸が使用される大島紬については，原料糸自体に対する問い合わせは少

なくなっているが，加工工程での糸トラブルと思われる相談も寄せられていることから，定期

的な状況把握を含めて市販原料糸の調査を行った。

過去のデータと比較して，撚数，強力，伸度等極端な変化は見られなかった。今回は染色糸

での状況把握は行わなかった。

泥染め染色を含め製造工程では糸への負荷がかかるため，工程間での糸の状態をチェックす

ることが重要である。特に，糸目付けの変化は製織面でも影響を与えるおそれがあるので，糸

の重量測定による管理等も有効な方法と考えられる。

入手先 ３販売店（白絹糸：31点，染色糸：６点 合計37点）
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デザイン研究室

大島紬絣文様の分析

徳永嘉美

[概要]

石橋財団法人の支援を受け，我が国の染織の源である八重山諸島，沖縄，九州の豊かな文化

と技術について，出版と展示会を通し，世界各国に紹介する活動を行っている「織の海道」実

行委員会は，第４集として「絣文様」に焦点を当て出版を企画した。そこで，当センターに大

島紬部門のデザイン，特に柄の分析等についての依頼があったので，これを機会に初期の大島

紬からそのデザイン変遷を通し，琉球絣の影響を受けながらも独特な文様を確立した大島絣を

考察することとした。

そして，調査・分析の結果，大柄の大和絵図以前の，幾何学の龍郷柄に代表される大島紬絣

文様の基本形をまとめることができた。

◆大島紬の伝統的絣文様（基本形）モチーフ自然

※イﾕンム（魚目 ・・・魚の目をモチーフにした文様。中央の目を抜いたもの，十字の四隅）

に目を入れたものなどの変形がある。

◆大島紬の伝統的絣文様（基本形）モチーフ人工

※カザモーシャ・・・子供たちの玩具である。島の植物であるアダンの葉を材料に手作りされ

た風車がモチーフ。静止と回転状態それぞれから発想された柄がある。

◆大島紬の伝統的絣文様（基本形）モチーフ文字

※女・・・女文字からの発想（女飛び柄）
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多色蚊絣大島紬のデザイン開発研究

－４色蚊絣大島紬の試作－

徳永嘉美

[概要]

これまでの伝統的技術である絣の配色方法を根本的に見直し，大島紬の「地味」なイメージ

を変えるために，現在の単色蚊絣による絣表現を改め「並置加法混色法」の絣配色法を取り入

れた多色蚊絣の技術確立に向けての予備試作を行った。

多色蚊絣は理論上２色（１元 ，３色（カタス ，４色（１元）が加飾でき，これまでは２） ）

色蚊絣（経１色，緯１色）の製造を可能としてきたことから，本年度は４色蚊絣（経２色，緯

２色）の試作実験を行ったところ，経絣は浸染先染めによる９マルキカタス（糸１本）の仕上

加工方法，緯絣は帯締めによる摺り込み染で製造することができた。

配色については，色相環による絣配色数を原色の５色としたが，色数が少ないだけ配色調和

が容易であった。しかしながら，原色による配色は，色相環において寒暖対比による進出色と

後退色の差が生じることがわかった。

４色入り蚊絣
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染色化学研究室

複合織物の染色加工技術に関する研究

－エポキシド改質絹糸を使った大島紬洋装品の実用化－

操 利一，今村順光

［概要］

本場大島紬で仕立てる洋装品の毛羽，スレを抑制し，しわ回復率を改善することで製品の品

， ，質向上を図る目的として 片撚絹糸より比較的毛羽等ができにくいとされる双撚絹糸に変えて

エポキシド加工処理した広幅大島紬洋装織物の５種類について試験織りを試みた。

その織物の染色堅ろう度を高め，耐洗濯性の試験を行い，ネクタイ及び名刺入れを試作して

手触り，光沢の評価をSD法で行った。耐洗濯性（毛羽，スレ）の知見を得るため，同一布につ

いてJIS規格の洗濯試験（１～４回）を行って評価した。１回目の変退色は見本布と殆ど変化

は見られないが，２，３，４回と回数を重ねる毎に変退色は少しずつ悪くなっていた。織物の

毛羽 スレについては確認できなかった SD法による手触り等については なめらかさ し， 。 ，「 」，「

ゃきっとした 「光沢のある」等のスコアでは良い評価だった。」，

試作したネクタイ

試作した名刺入れ
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藍下泥染めにおける耐摩擦性染色方法

－技術相談指導事例－
*1山下宜良，東みなみ，蘇畑健太郎

［概要］

藍下泥染めは地糸となる絹糸に藍染めを行い，その上に泥染めを行う染色方法である。その

ため，通常の泥染めによる色が赤みの黒に染まるのに対し，藍下泥染めの色は青みの黒となる

ことから，この色が広く支持されてきた。しかし，昨今の藍下泥染め糸は摩擦堅ろう度が低下

し，生産者が藍下泥染めを忌避する傾向になっている。これらのことから，大島紬を代表する

泥染めの黒において，消費者の選択肢を狭めるような商品展開は需要低下に拍車をかけること

に繋がるので，この原因を調べ，解決する染色方法を検討した。

その結果，堅ろう度の低下原因は泥染め工程において，先に染めたインジゴが脱落し，染着

したシャリンバイ色素に再染着することによるものであったので，インジゴの脱落を防ぐ方法

等の染色法を検討した結果，摩擦堅ろう度の低下を防ぐことができた。

熱液処理後のシャリンバイ残液（左:前処理なし，右：処理後）

平成18年度研修生＊１
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平成１９年度

デザイン研究室

多色蚊絣大島紬のデザイン開発研究

－多色蚊絣試作試験（１元絣）－

徳永嘉美

[概要]

大島紬の製造においては，過去の試作実験から２,３,４色までの多色入り絣が製造可能とわ

かったので，コンピューター上の想定実験で，これまで３～24色の色相環配色を用い多色蚊絣

を開発してきた。

本年度は，この想定結果を基に２,３,６,12色の色相環配色による多色蚊絣の試作試験を行

った。この試験で主に染料の濃度別による試作を行い，図柄表現のツールとなる適宜な多色蚊

絣を得ることができた。

大島紬古典文様のデジタル化

徳永嘉美，上原守峰

[概要]

伝統文様は，地域の歴史と文化をビジュアルで表現し語り継ぐ独特なもので，地域のアイデ

ンティティを確立する意味からもその調査研究は必要不可欠である。当センターにおいては，

これまで大島紬古典文様の調査収集を行ってきたが，さらに多くの文様を掘り起こして，今後

の文様集としてまとめることとした。

本年度は これまで発刊してきた大島紬の伝統的絣文様 基本形 と大島紬絣パターン集 １， （ ） （

～５集）について，デジタル化を行いＣＤ－ＲＯＭで業界へ情報提供した。
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染色化学研究室

セリシン蛋白の粉末化と応用研究

－絹蛋白利用による耐久性改善－

山下宜良，東みなみ，平田清和

［概要］

これまでの大島紬製造技術における絹蛋白質（セリシン及びフィブロイン）の活用化研究で

は，褪色性が改善されるなど一定の成果は得られている。今回は泥染や藍染め製品等に色止め

効果があるシマソーレ（鹿児島県の保有特許）処理技術を応用し，他産地和装製品に比べて袖

口や襟元等に発生しやすいとされる大島紬のスレ発生の抑制に取り組み，着尺製品の洋装化へ

の展開が容易となる要素の効果を調べた。

泥染め無地において，シマソーレ処理液にセリシン等を加えるなど未処理生地を含む６種類

の処理を行い，摩擦試験機によってスレを発生させる比較試験を行った結果，シマソーレ処理

液にセリシン及びシリコーン系柔軟剤を加えて処理した泥染め無地にスレ発生の抑制効果が見

られた。

未処理生地表面画像(摺回数：400回） 処理生地表面画像(摺回数：400回)

複合織物の染色加工技術に関する研究

－スレン染料による改質絹糸・糸芭蕉混紡糸の染色堅ろう度について－
*1操 利一，平 俊博，住谷雅之

［概要］

本場大島紬で仕立てる洋装品について，コストダウンや染色堅ろう度の向上を図ることとし

た。

奄美大島産の糸芭蕉繊維を用いて，綿糸（スーピマ綿）と30：70の割合で混紡し，30番手の

細い糸芭蕉混紡糸を得ることができた。本場大島紬の製造技術を取り入れた複合織物に用いら

れる絹糸（改質絹糸）と糸芭蕉混紡糸に合った染料（スレン染料）を選定し，染色した。それ

， ， ， （ ，ぞれ染色した被染物について 染色堅ろう度等の知見を得るため 耐光試験 摩擦試験 乾燥

湿 ，洗濯試験を行い，堅ろう度を調べた。）

その結果，耐光堅ろう度は改質絹糸，糸芭蕉繊維共に５～６，６級以上となり，糸芭蕉混紡

糸の乾燥摩擦試験では４～５，５級と高堅ろう度になったが，湿摩擦試験では２，２～３，３

級となった。スレン染料で染色される改質絹糸及び糸芭蕉混紡繊維の染色堅ろう度（耐光，洗

濯）は大きく改善された。

平成19年度研修生＊１
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平成２０年度

機織研究室

天然素材活用による絣織物の開発研究

福山秀久

[概要]

大島紬は，先染めの絣を特徴とした和装着尺の織物として，これまで幅広い支持を得られて

来ているが，生活様式の多様化による和装需要の減少などにより生産反数の大幅な落ち込みを

余儀なくされている。

これまで，大島紬は，真綿糸，玉糸そして練り絹糸と原料糸の変遷で新たな展開を図りなが

ら，細かい絣を効率よく織り合わせるために均一な練り絹糸に織り素材を絞って現在に至って

いるものの，糸素材に対する新たな取り組みはほとんどなされていないのが現状である。

このため，本来の大島紬の地風に近づけるために，玉糸を使った白無地を製織し，地風改善

試験を行った。

産地織物の多品種化に関する研究

恵川美智子

[概要]

大島紬の特徴である織締め絣を活用し 産地織物の織物組織を三原組織{平織・斜文織(綾織)，

・朱子織}やその変化組織にすることで，従来の平織とは地合の異なる新たな織物を開発して

織物の用途を広げるとともに，製造技術を確立して需要拡大と産地活性化につなげることとし

た。

織物組織の４枚組織について，大島紬の１モト越式のサベの絣配置を基に検討した。経絣糸

と緯絣糸の交錯する位置の組織を平織から変化させ浮き出す形の紋組織にして，その紋部に斜

め方向の変化を与えた。その結果，紋部を偶数単位で延長すると斜文織(綾織)４枚綾となり，

紋部の向きを途中で変えると，変則斜文の中の破れ斜文の４枚朱子(トルコ朱子)となった。無

， 。地織りと絣織りの試験を行い ４枚綾と４枚朱子が１モト越式の絣に対応することを確認した
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デザイン研究室

大島紬多用途化テキスタイルデザインの開発

徳永嘉美，上原守峰

[概要]

伝統文様は，地域の歴史と文化をビジュアルで表現し語り継ぐ独特なもので，地域のアイデ

ンティティを確立する意味からもその調査研究は必要不可欠である。当センターにおいてはこ

れまで大島紬古典文様の調査収集を行ってきたが，近年においてさらに多くの文様が見つかっ

たこと等から今後文様集としてまとめることとした。

本年度は，奄美博物館が保管している大島紬古典文様の端切れ283点を分類整理し，デジタ

ルで保存しＣＤ－ＲＯＭで業界へ情報提供した。

多色絣大島紬の研究

－カタス絣による試作試験－

徳永嘉美

[概要]

新製品の開発あるいは小物にも活用できる洋的感性を伴う絣を創作する目的で絣の多色化を

試みたところ，色相環配色のグラデーションにより染色された絣を経緯交織することで，カラ

ーテレビの画像あるいはカラー印刷に使用されている色彩配色法の一つである「並置加法混色

法」を取り入れることができた。

この手法により試作試験を行った結果，従来の地味で沈んだ絣から派手で輝きのある多色化

された絣を得ることができ，特に，本年度試作したカタス絣（経１本緯２本）は，１元絣（経

２本緯２本）と比較して，織組織の絣と地の配列構成が密であることからより派手で最適な多

色絣となった。


