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Ｉはじめに

近年の衣料界ではこれまでの化・合成繊維一辺

到から，天然の植物繊維である綿や麻にも目が向
けられるようになった。

“綿ブーム''と呼ばれて５年，“麻ブームⅡ,と呼
ばれて３年になる。

る。我国で生産されている麻織物，編物類の八割
が外国産の繊維や糸にたよっている現状である。

赤井によればγ亜麻の繊維と糸を西ヨーロッパか
ら，苧麻の繊維や糸を中国から輸入している。

沖縄の上布にしても，宮古上布の場合，宮古島
産の苧麻のみを使っているが八重山上布には外国
産の苧麻も使っている。

思えば，日本における衣料用繊維の歴史の中で，
戦後の時代は綿，麻にとっては受難の連続であった。
絹や毛の動物繊維がもてはやされても，植物繊維
の綿と麻は日陰の存在といっていいほど，化合繊
の著しい市場進出の狭間の中であえいできた。
若者を中心に流行した衣服のカジュアル化，“軽
薄化'が綿の進出に貢献しました。麻もその肌ざ

わりの良さと適度のしわをかわれて更び甦りっつ
ある。

ここで我国の主要な麻織物産埴についてみてみ

ると以前は多くの地域で上布，縮，晒など特徴の
ある織物が生産されていたが，現在では産地も半

数近くが姿を消している。東北地方の一部，日本
海側（新潟，石川，富山），近畿地方の一部，そ

れに沖縄だけである。さらに麻の栽培分帝につい

又,“第五の天然繊維'，として注目を集めてい

るのが糸芭蕉であり，1971年の復帰の年を境に需

要は着々とふえてきている:）

着尺地としてであるが，その他にも洋服地とし
て,ポリエステルとの混紡布を製造する試みも鐘

淵紡績の手で進められている:）

糸芭蕉の場合，いちばん大きな問題は原料とし

ての糸の確保だと平良敏子氏は言っている。周知
のとおり，糸芭蕉はパナナセセリなどの虫害をう
けやすいからである。

そこで私は沖縄にある繊維植物の中で利用でき

るものはないか，と考え，亜熱帯の気候の土地で
生育のよい，しかも虫害を受けていないリュウゼ

ツラン類について，繊維をとり検討しⅢ二，三の
知見を得たので報告する。

ても同様なことがいえる。戦前は北海道から九州

まで，種類も亜麻，大麻，苧麻，黄麻，マオラン
と豊富に栽培されていたが，現在では福島，栃木，
群馬の大麻と沖縄の苧麻だけになってしまってい
*ＨｏｍｅＥｃｏ，ＣｏｌｌｏｆＥｄｕｃ.，Univ・ofthe
Ryukyus．

Ⅱリュウゼツランの概要
今回，実験の対象として選んだのは，山野，
から砂地までどんな土地でも生育が良く，葉が大
きく（巾）かつ長さの長い植物で，アオノリュウ
ゼツラン，サイザルソウ，オオマンネンランの３

－２９１－
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たのかもしれない。我国では⑪大万年蘭”の字を

種である。

学名は次のとおりである。

あてて，縁起をかついで観賞用に植えられている。

アオノリュウゼツランAgaveamericanaL・

外国ではモリシャス島だけが栽培し繊維を輸出し

サイザルソウ

ているようである。

Agavesisalana、

オオマンネンランFurcraeagigantea
Vent．

Ⅲ賦料及び実験方法

、7》

アオノリュウゼツラン（ＭＡＧＵＥＹ）

メキシコ原産，ヒガンパナ科の常緑多年生草木で，

１．試科

多肉質の長さ約１．５メートルくらいのへら状の葉

実験に使用した３種の植物は東南植物楽園（沖

がロゼット状に根際から生え，葉の両縁には波状
の硬いトゲがつき，先端も鋭い刺（針）になって

縄市知花）から６月（１９８３年)にキズのない45度

以上に傾斜した熟葉を入手した。

いる。CenturyP1antの名もある。

精繊（繊維の採取）

雑草の如く繁殖力が強く，山野から砂地まで致る

一般に麻類の精繊は水や湯に浸漬する方法とア

所に生育する。

１５）

ノレカリ煮沸Iこよる方法がとられているようである。

この植物の沖縄への来歴は徳川時代であろうと

リュウゼツランの場合，ふつうの麻繊維とちがっ

推定されているＷペリー提督が来琉した1853年

て肉質が厚く，皮もしっかりしているので水につ

にはすでに本島中南部で野生化していたとも言わ

けただけでは繊維をとるのは容易ではない。日数

】、

れているＷ多ﾎﾟﾛ田氏は繊維採取を目的として輸入

がかかるので，今回はアルカリ処理の方法をとっ

された可能性が強いと述べている。現在沖縄では

た。処理条件は糸芭蕉のを参考にして，５％炭酸

リュウゼツランといえばこの種で最もふつうにみ

ソーダ液でｐＨを１０～11に調整し，葉が十分つか

られ，家敷の周りや畑，庭園などに列植されてい

るくらいの液量の大なべで煮て繊維をとり，水洗

る他，野生化したものもよくみかけられる。

乾燥させ実験に供した。

サイザルソウⅢ)(ＨＥＮＥＱＵＥＮ）

2．繊維の側面，断面の形状及び長さと太さ

メキシコ原産のヒガンバナ科の常緑多年生草木で

繊維の形状は走査型電子顕微鏡（ＪＳＭ－２５Ｓ）

葉は長さ０．８～1.2ｍ，巾12～13cmの細長い緑色で，
先端はするどい針になっているが両縁には刺はな

を使い，100倍，400倍，700倍,1,000倍で検鏡

い。アオノリュウゼツランとよく似ている。この

な断面形状が得られなかったので，生物標本で用
いる超薄切片法で試料をつくった。包理操作は試

植物の沖縄への来歴は明らかではないが，明治の
中頃，石垣島で繊維採取用に栽培されていたとい

う記録'33ある。このことからこの植物は繊維採取

し撮影した。断面については形がつぶれてきれい

料をアルコールに浸漬，脱水し，これにエポン混
合液を入れ硬化させ，これから試料を１本切りと

を目的として輸入されたと思われる。沖縄では現

り，それとエポン混合液をゼラチンカプセルに入

在，観賞用として植えられているが，原産地のメ
キシコ，南米のエクアドル，東南アジアのフィリ
ピンやインドネシアなどでは繊維をとって，敷物，

れ，試断が垂直になるようにし加熱硬化させた。

ロープ，漁網，括糸などに活用している。

せ下からエポン混合液を蒸発させ’％ブロムチモ

オオマンネンラツ)WMAURITIUSHEMP）

これをＳＯＲＶＡＬＬ－ＭＴ２－Ｂ型ミクロトームを

用いて厚さ約１ミクロンに切断し，スライドグラスにの
ールブルーで着色して１００倍，４００倍で検鏡した。

ブラジル原産のひがんばな科，常緑多年生草木で，

長さは洋裁用テープメジャー，太さ（径）は接

葉はロゼット状に根際から生え長さ１５～２ｍで

眼マイクロメータを用いて測定した。

両縁に波形の刺がある。別名をモリシャスヘンプ

3．物理・化学的諸性質

と呼ぶのはアフリカ南部のモリシャス島で栽培，
輸出していることに由来する。沖縄への来歴は明
らかでない，さらに繊維をとったという記録も見
当らないことから,この植物は観賞用に移入され

相対湿度30％，４０％，６０％，８０％，９５％に調整
したデシケータ中に24時間試料を放置し，吸湿重
量と絶乾重量から次式により求めた。

ａ・水分率'6）

－２９２－
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へ－ネル試薬

水分率(%)_w市ｗｘ１ｏｏ

Ａ液：３９のヨウ化カリウムを水60,2に溶かし，

Ｗ：吸湿重量（９）

これにヨウ素１９を加えて撹伴後，水４０

Ｗ：絶乾重箪（９）

，，fを加える。

ｂ，強伸度

Ｂ液：濃硫酸60,1を水20,1に徐々に加えて冷却

した後，グリセリン20〃を加える。

試料はあらかじめ次のように調整した。

標準状態-65％ＲＨのデシケータ中で一昼夜

試料をＡ液中に５分間浸漬，とり出し，ロ紙に
はさみ余分な液を吸いとる。次にＢ液中に10～３０

放置した。

湿潤状態一蒸留水中に５分間浸漬させ充分湿

秒浸潰Ⅲ水洗し，乾燥させ着色状態を観察した。
ランゲ試薬

潤させた。

定速緊張型万能引張試験機ＳＨＩＭＡＺＵＡＵＴＯ

Ａ液：塩化亜鉛209を水12,,21に溶解させる。

ＧＲＡＰＨＳ－１００型を使用して標準時,湿潤時

Ｂ液：ヨウ化カリウム５９とヨウ素１９を水１６
，１に溶解させる。

の強伸度を測定した。切断時の荷重と伸びを附属

Ａ，Ｂ両液を混合し，上澄液をとり，この液に

の自記記録装置に記録させ，次式から計算で求め

試料を３分間浸漬，とり出して水洗，乾燥させ，

た。

着色した色を観察した。

引張強度(,/b)一半

ミロン試薬

ＳＤ：切断時の強さの平均値

水銀５㎡と濃硝酸５，１をとり,加熱しながら濃

Ｄ：正量繊度

硝酸の中に水銀を加えて溶解させる。これに水２０

緯度(鯵)＝品毎号×ｌｏＯ

Ｍを加える。この液に試料を浸漬，徐々に加熱し１
着色状態を観察した。
ピクリン酸試薬

Ｅ１：ゆるみ

Ｅ２：切断時の伸び

ピクリン酸（２－４－６トリニトロフェノール）

２％水溶液を50～60℃に加熱し，試料を５分間浸

乾湿強力比

標準時，湿潤時の引張強度を求め，次式から算出

漬，とり出して水洗，乾燥させ着色状態を観察し

した。

た。

フクシン試薬

乾湿強力比(%)-器ｘ１００

塩基性染料であるフクシンの１％水溶液を50～

ＳＤ：標準時の引張強度

60℃に加熱し，試料を５分間浸債，とり出して水
洗，乾燥させ，着色状態を観察した。
Bokenstain（混合染料日本紡績検査協

ＳＷ：湿潤時の〃

ｃ・薬品に対する溶解試験

会製）

使用した薬品と条件は次のとおりである。

Bokenstain5形水溶液中で３分間煮沸，とり

７０％硫酸一常温

出し水洗，乾燥させ，着色の状態を観察した。

濃硫酸一〃

濃硝酸一”

ｅ、比重試験'7）

３５％塩酸一〃

比重の測定は簡単でしかも信頼性が高いといわ
れている浮遊法で求めた。

氷酢酸一煮沸

この方法は比較的比重の大きい有機溶媒の四塩

５％水酸化ナトリウムー煮沸
上記薬品を試験管(又はビーカー)にとり，約５噸

化炭素（20℃-1594）と反対に小さいキシレン

に切断した試料を数本入れ，所定の温度で５分間

（20℃－０８６３）を混合して比重0.94,100,1.20,

処理した後,各種薬品に対する溶解性を観察した。

1.45,155の６種類の液を作っておく。これらの

。．試薬に対する着色試験

中に約５”に切った試料を投入して浮沈を観察，

試薬の調製と着色方法

又完全に浮きもしない，沈みもしない液をつくり，
－２９３－
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この比重を浮秤で測定した。

ｆ・摩擦試験18）

繊維のすべりやすさについて，傾斜法から静摩
擦係数として算出した。1本の繊維を空間に張り，
曲げた針金（一定規準のもの）をこれにまたがら
せる。徐々に全体を傾斜して針金がすべり始める

時の傾角０を求め，次式から静摩擦係数を計算し
た。

静摩擦係数“ｓ）＝tａｎＯ

Ⅳ実験の時期
実験は１９８３年６～８月，１１～１月（1984）に

行った。６月に植物の葉を入手し，繊維をとり，

FiglScanningelectronmicrographof

integumentoffiberofMaguey（×１００)．

７～８月に形状観察，長さと太さ，溶解試験，着
色試験，比重試験11～１月に水分率，引張試験，
摩擦試験を行った。

蕊!；i騨鶴聯

Ｖ結果及び考察
これまでの被服材料の教科書では亜麻，大麻，

苧麻，黄麻などの主要麻繊維と，その他の麻繊維，
（又は教科書によっては硬質麻繊維）としてマニ
ラ麻，サイザル麻，ニュージーランド麻をあげて

いる。最近の麻繊維のブームで，リュウゼツラン
類（属）の繊維も麻繊維に分類されていることが
わかった。アオノリュウゼツランがマゲー麻，オ
オマンネンラン（モリシャスヘンプ）はモリシャ

ス麻である。

Fig2Scanningelectronmicrographof

integumentoffiberofMaguey（×400)．

これらの繊維は主要な麻とはちがって葉の繊維

である。つまり前者はじん皮繊維で後者は葉脈繊
維である。

繊維の形態である側面，断面の形状はＦｉｇｌ～
９に示してある。Ｆｉｇ．１，２はアオノリュウゼツラ

ンの側面で100倍と４００倍の，同じくＦi９３，４は
サイザルソウ，Ｆi９５，６はオオマンネンランの写
真である。アオノリュウゼツランとサイザルソウ

の側面では規則正しいフィブリルの配列が観察さ
れた。

i綴i簿i§i6l製露i鍵蕊議騨鶴蟻議鯉鐵蕊：

l1i1ii1ii鑿li1篝ｉｉ１ｉ篝iii1Ii篝;篝!;繍篝ii1lllilii1ii;蕊iii1iil篝11i蕊!ii鱸！

Fig.7,8,9は３種の繊維の断面でサイザルソウ
は細胞質が厚く丸みを帯びていて割合中空は小さ
いが，アオノリュウゼツランとオオマンネンラン

Fig3Scanningelectronmicrographof

は多角形で細胞質のうすい，従って中空の大きい

integumentoffiberofHenequen（×１００)．

－２９４－
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Fig4Scanningelectronmicrographof
integumentoffiberofHenequen（×400)．

Ｆｉｇ７Ｍｉｃｒｏｇｒａｐｈｏｆｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆfiber
ofMaguey（×400)．

,箒鱗鐵

ｙＪｒ

Fig5Scanningelectronmicrographof
integumentoffiberofMauritiusｈｅｍｐ（×
100)．

戸一円

Ｆｉｇ８Ｍｉｃｒｏｇｒａｐｈｏｆｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆfiber
ofHenequen（×400)．

畦:韓

iii;I！;;’
q□

Fig6Scanningelectronmicrographof
integumentoffiberofMauritiusｈｅｍｐ（×

Ｆｉｇ９Ｍｉｃｒｏｇｒａｐｈｏｆｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆfiber

400)．

ofMauritiushemp（×400)．
－２９５－
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繊維であることがわかる。

椎の水分率で'よ大麻８～12,亜麻６～８，ラミー

前に調べた糸芭蕉は中空の大きい繊維でリュウ

ゼツランとはよく似ているJ，）

６～７，黄麻６～７となり，これらに近いことが
わかる。

繊維の長さと太さ（天然植物繊維の場合，長径

２２）

サイザノレ麻は種類が２種あるようで５．５～１０と

と短径で表わす方法が一般にとられている）につ

いう値がみられた。

いては，Ｔａｂｌｅｌに示した。アオノリュウゼッラ

繊維の強度については乾強度，湿強度，乾湿強
力比をｍａｂｌｅ２に示した。

Table1．繊維の長さと太さ
繊維長ＣＵＩ

５且４

１４６

６６４

■●■

オオマンネンラン

５５５

サイザルソウ

９２１

アオノリュウゼツラン

乾強度 湿強度 乾湿強力比
７３５

４８６

５４３

１３５

＋’士士

３０９
２２１

０８９

７８３

１３６

８０～１２０

＋’士士

１００～1２０

繊維植物

短径

長径
４５３
３３２

ソ

ウンンソウ

レラマラレ

鉋シオン柚

アゼオネサ

１００～１３０

Tab】ｅ２．繊維の強度（ＷＤ）

繊維幅座

9７
1０６
8１

湿強度はＪＩＳに定められた５分間水につけ，
ソとオオマンネンランについては文献などで調べ

かるくロ紙で水分をとってから測定したものであ

ることはできないが（たぶんあまり測定されてい

る。３種の繊維に大差はないが，アオノリュウゼ

ないと思われる），ほぼ似ていてサイザルソウよ

ツランとオオマンネンランでは乾湿強力比が100

り｡や若干太いことがわかった｡ｻｲｻﾞﾙｿｳは文

を割り，ぬれると弱くなることを示している。サ

献によると繊維巾の最大32匹，最小20瓦が報告さ

イザルソウは他の麻繊維と同様ぬれても強いこと

れていて今回の測定と類似していることがわかる。

がわかる。繊維の強伸度曲線をFigllに示した。

繊維の水分特性についてはＦｉｇ．10に示した。

2０

■几

Ｐｇ

■Ｌ

八Ｕ

水分率（妬）

。⑨

０

nＦ■
2０

６

５
>／

；１４
張
強

度３

(ｇ／､）

２

oＩＯｆｉＯ８，１ＣＯ

１

関係湿ｉｎこ（，ｒｉ）

FiglO・繊維の吸湿曲線

1０２０３０

仲度（妬）

標準状態における水分率は，アオノリュウゼツラ
Figll，繊維の強伸度曲線

ン９．２％，オオマンネンラン８．３％,サイザルソウ
7.9％とほぼ類似していて，糸芭蕉よりわずかに小
さいことがわかった。

３種とも強度に大きな差はないが切断時の伸度で

標準状態（20℃，６５％ＲＨ）における主な麻繊

はアオノリュウゼツランがまさっていた。全体と

－２９６－

藤原：硬質麻繊維類の衣料繊維としての検討

してこれらの繊維は曲線がきわめて直線的で立っ

主な薬品に対する溶解性をＴａｂｌｅ３に示した。
リュウゼツラン類の３種の繊維は糸芭蕉と同様の

ており，硬質繊維の特徴がよくでていた。

Table３．薬品に対する溶解性
繊維
条件

試薬

オオマン

ネンラン

綿

麻
＋＋｜’’一

＋＋’一’一

＋｜＋｜’’一

＋｜＋｜’｜’

5％水酸化ナトリウム

十一＋｜’｜’

氷酢酸

＋一十｜’｜’

3５％塩酸

温温温温沸沸

濃硫酸
濃硝酸

常常常常煮煮

7０％硫酸

アオノリュ
サイサルソウ イトバショウ
サイザルソウ
ウゼツラン

十：溶解±：部分溶解一：不溶

対薬品性を示した。７０％硫酸で部分溶解になって

い。ヘーネルやランゲ試薬ではセルロース系はふ

いる原因は明らかではないが，繊維の構造と関連

つううすいブルーか又はうすい茶色である。糸芭

しているのではないかと思われる。

蕉が褐色になっているのはリグニンを含有するた

試薬による着色性（又は呈色性）は，含有する

２３）

めだと考えられる。リグニン(よU､うまでもなく，

成分の種類を判別する手段によく用いられる。リ

木材中に含まれる物質で，その含有量は20～30％

ュウゼツラン，および主要な天然繊維の着色試験

といわれている。セルロースと共にリグノセルロ

結果をFigl2に示した。

ースとして存在する。セルロースのような均一な

組成ではないため，未だ構造はわかっていないが，

グニンは組成は不明確であるが，リグニンを含む

。Ｅ■鰯几舶・鰍・戦・滅口繍口柵・■■灘。

，■．‐ 府．侭‐・‐：‐）：．痒‐挫苣．‐．‐．‐…・》…．‐ ‐ ‐：‐ 」：‐日限『…‐ 」‐’・‐…‐ ：‐・》・ ’．：’‐ ，‐ ‐ ‐ ‐，．‐’卯川・》・ ・ 一 ・‐ ‐ ．’，‐・」‐一‐・‐，‐，・ い‐》・‐・‐：。： ．。，‐ ‐ ’‐・‐・ ’》‐叩‐ ‐ 曰一‐・’。，・ 一，・ ，‐ ・ ・’・山・ 咄・ ，。‐，》’‐…；‐・‐ …：．，》

。■■■ｎ口■■口笛つ■□口獅■■■■■■■ｎ口■・触
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Ｆ

弓■・「ＬＪＴ■■■密■一議。■白白一驚一口目■□■日■・“
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１嬬Ｉ辨Ｊｉｆ》ｆｈｌ丁漣Ｉ一一而己－９
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孔灯ぷ蕊》』》》承ｒ：へ｛〉トー》γ》可ｉ１》裂潔》『…：

…｝』』巳鑑。▲鐸一（冠■錦：（（…：『；

鯉口蕊■鰄・・鰄口・臓口嚇蝿■■■口轤口繍・鱸・獺
■■一・口□■■・■鰯■■■一口嚇蝋騨口灘口繊口鰄・Ｍ

高分子化合物であることはわかっている。このリ

繊維は褐色がかり，又特異な呈色をするので，判
別によく使われる。麻繊維の中では黄麻がリグニ

ン含量が多く２４～25％，大麻９％で，黄麻と呼ば
れる程黄色味が強い。又呈色試験では塩基性染料
によく染まることもわかっている。

さて糸芭蕉にリグニンが含まれると考える根拠

は次の二つの理由による。①糸芭蕉の繊維は褐色

が強い，②糸芭蕉と同じ芭蕉科のマニラ麻(Aba‐
２４）

Ｃａ）には約５％リグニンカゴ含有されていることが
わかっている。

糸芭蕉のことはさておき，ヘーネル，ランゲ試
アオノリュウゼツラン，サイザルソウ，オオマ

薬の呈色試験から，アオノリュウゼツランとオオ

ンネンラン共に糸芭蕉によく類似していることが

マンネンランはほとんど白っぽい（自然色に近い）

わかる。同じ麻類とはいえ，ここの麻（苧麻）と

ので，リグニンはほとんど含まれていないか又は

はピクリン酸の試薬で差がみられた。ピクリン酸

含まれていても少量だと考えられる。又サイザル

で強い黄色に着色するのは蛋白質の含有が示唆さ

ソウは若干糸芭蕉に近いので含有されているだろ

れたが，このことは現段階ではまだ明らかではな

うと思われる。この段階でははっきりした含有割

－２９７－
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２５）

合はわからない。しかしながら文献1とよると14％，

ラン，糸芭蕉（外側）の繊維はほぼ類似して大き

9.9％という値が示されているので，１０～14％程

い値で，サイザルソウ，糸芭蕉（内側）が小さい

度含まれているだろうと思われる。

値となった。摩擦係数の値は大きい程すべりにく
いことを示している。

繊維の比重についてはＴａｂｌｅ４に示した。

摩擦係数について文献を探索すると，布に関す
る値はあるが，繊維そのものはほとんどない。

Table４．繊維の比重
繊維植物

Textilefiberyarnsandfabricsからの記
２６）

比重

苧麻

●●●●■

綿

５８５４０

サイザルゾウ

０９３５５

１０１１１

アオノリュウゼツラン

オオマンネンラン

載によると，羊毛0.11,綿0.22,黄麻0.46,生糸
0.52と示されている。

これから，羊毛，綿は比較的すべりのいい繊維
で黄麻は少しすべりはわるいということができよ
う。

今回のilU1定値をこの文献値と直接に比較できな
いとは思うが，リュウゼツランは黄麻と類似して

天然植物繊維では綿が1.54,苧麻が1.50,サイ

いると考えられる。

すべりの良さは繊維を混紡する時に有用な性質

ザルＬ35,アオノリュウゼツラン１０５，オオマン

であると共に，夏の衣料とした場合，他の麻織物

ネンラン0.98という値が得られた。

やはりこの比重は前に断面の構造（形）でみた

中空の大きさと関連していると思われる。綿，苧

や芭蕉布と同様，冷感やシャリ感のある風合いの
衣料として有用である。

麻は中空の小さい繊維であるのに対し，アオノリ

ュウゼツラン，オオマンネンランは極端に中空

Ⅵ要約

（ｌｕｍｅｎ）が大きいのである。サイザルソウはそ

の中間で，比重によくあらわれている。前に調べ

リュウゼツラン類の植物繊維について材料とし

た糸芭蕉も値が小さく，従ってリュウゼツランの

ての性能を検討した結果，次にあげる事柄が明ら

繊維は糸芭蕉と同様，軽い繊維であるということ

かになった。

ｌ）これら３種の繊維は糸芭蕉よりも白い繊維

ができる。

で，形状は苧麻や亜麻よりも糸芭蕉に類似

繊維の滑りやすさを知る目安として摩擦係数が

ある。これには動いている時の摩擦の目安として

し断面は中空の大きい繊維であることがわ

の動摩擦係数と静止状態から動き始めるときの静

かった。

２）繊維の太さ（径）はサイザルソウが若干細

摩擦係数の二つがあるが，布や繊維の場合，後者
を使うことが多い。

いが，アオノリュウゼツラン，オオマンネ

傾斜法から求めた繊維の静摩擦係数をＴａｂｌｅ５

ンランは太かった。

３）繊維の長さは１ｍ前後であり，糸芭蕉より

に示した。アオノリュウゼツランリオオマンネン

短い。

Table５．繊維の摩擦係数

４）吸湿性や薬品に対する抵抗性，着色性など
の化学的な性質は糸芭蕉に類似していた。

（25℃６５％ＲＨ）
繊維

●Ｂ、●■

２２２２２
０００００

（外側）

０００００

バグ

土士士士士

糸芭蕉（内側）

●●●●●

サイザルゾウ

０００００

オオマンネンラン

埜擦係靭
摩擦係数
０２７３５
４４２２４

アオノリュウゼツラン

５）物理的な性質の中ではサイザルソウがぬれ
ても強く麻に似ていた。
比重は３種とも軽い繊維であった。

今回の実験では繊維の硬さを数量化できなかっ
たのが残念である。一般に布の硬さについては測
定方法がいろいろあるが繊維のかたさをはかるの

は困難である。これは今後の研究の課題にしよう
－２９８－

藤原：硬質麻繊維類の衣料繊維としての検討

と思っている。

6） 城間朝教沖縄の自然（植物誌）新星図書

現在，麻繊維は着尺（反物）以外では100％そ
のままで使われることはなく，ポリエステルを始

（1977）
7） 池原直樹沖縄植物図鑑第２巻新星図書出版

めとする合成繊維と混紡して使われる。

（１９７９）

我国では以前はたくさんの種類の麻を栽培し，
各地で特色ある織物を作っていたが，急速に合成
繊維にのりかえてしまった。そして最近は，人体
への影響などからも又天然繊維に目を向けている。

世界の国々では，これらのリュウゼツランの繊

8） 多和田真淳沖縄の織物素材染織と生活４

５３－５６（１９７４）
９） 前掲書８）
10） 前掲書８）

11） 黒島寛松沖倒の自然植物新星図書

維もまだ衰退させず生活に役立てている。

（1974）

又，沖縄で昔着られていたといわれる桐板布の

原料についても，リュウゼツランの一種であろう

という説も多く2J)着物として着用されていた可能

性も大きい。

12） 前掲書１１）

13） 奥井史郎麻の研究ノート染織α4１（1984）
14） 前掲香７）
15） 染織と生活社編集部染織α１６麻は生きてい

今回の実験にとり上げた中で，サイザルソウと
アオノリュウゼツランは合成繊維と混紡すれば衣

る（1982）
16） 岩本秀雄他繊維試験法のすべて基礎編日本

料用として使えるのではないかと思われる。又衣

繊維センター（1982）

料以外にも敷物，帽子，漁網，その他利用範囲は

17）

広いとも思われる。亜熱帯の太陽の恵をいつぱい

18） 大野，軍司，平田，藤原，松本，山田被服材料

に受けて，力強く育っているリュウゼツランの葉
をみると，そのままにしておくのは惜しい気がす

田中道一被服材料学実験産業図書（1972）
実験法建社（1979）

19） 藤原綾子リュウキュウパショウ繊維の性能に関

る。

する基礎的研究（１）琉球大学教育学部紀要
第24集２部（1980）
20） 松川哲哉被服材料学２９８家政教育社
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