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ＳＵＭＭＡＲＹ

TheexperimentsonthestrengthandelongationofRyukyuBashoyarnand

thejointedyarnswithvariouskindsofadhesiveswereconducted・Theresults

areasfbUows；

LRyukyuBashoyarnincreaseitsstrengthwithmoisture，anditsstrengthis

affectedbythehumidityandthenumbersoftwist、

２．Theelongationoftheyarnincreaseswithitsstrength

３．ThestrengthofHata-jointyamisweakerthanthatofthejointlessyarn，

anditsstrengthdecreases25形．

４．RyukyuBashoyarnjointedwithadhesiveisstrongerthanHata-jointya、，

ａｎｄｉｔｓｓｔｒｅｎｇｔｈｉｓｓｉｍｉｌｅｒｔｏｔｈｅｊｏintlessyarn、

５．Fbrthepracticaluse，ｔｈｅｔｅｓｔｓｏｎｔｈｅｐｒｏｏｆｓａｇａｉｎｓｔｈｏｔwater，washing

anddyeingofthejointedyarnwereexamined・asaresult，theyarnjointedwith

thehandicraftadhesivewasbetter．

ん、羽二重などの生地があり、用途として礼装用が主な

ので需要が減ったと言っても一応一定風の需要はある。

後者は糸を染めてから製織するもので、いわゆる織りの

きものである。紬、上布、お召などが代表的な生地で、

これらの用途は趣味のぎもの、およびふだん着になる。

≦きもの離れ二と関連が深いのはこの方である:）
さらに、各産地別織物生産高の伸び率をみた場合、西陣

織物、桐生織物、大島紬等、沖縄県産では宮古上布など

が生産高の減少した織物である:）
県の指導部では、第一に品質、そして消費者のニーズ

を考えたデザインを生産者へ指導している。

芭蕉布の場合、昭和47年から55年の生産高をみてみる

と、生産高は上昇している:)しかし、この中味をみると、
きものよりものれん、ネクタイ、バック等の伸びである。

Ｉ緒言

近年全国的にきものの需要が減少傾向にあることは新

聞､雑誌などで伝えるところであるJ)いわゆるどきもの
離れ二である。この原因については、不景気によるもの

と生活様式やファッション感覚の変化を反映したものと

の二通りがあると受けとめられている。

この＝きもの離れ=も詳細にみていくと、和服全体が

一様ということではない。和装用着尺地には後染着尺地

と先染着尺地とがある。前者は白生地をつくって、手描

き、又は型染めなど染めの着物用である。これにはちりめ

*HomeEco・Debt.，ＣｏｌＬｏｆＥｄｕｃ.,Univ、

oftheRyukyus．

－２１５－
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この織物は原料が限られており、－反あたりの価格が１０

万～20万円もするので、今後飛躍的な伸びは予想できな

い。こうなると品質の良いものをつくることが必要だと

考える。製糸にあたって、糸つぎは昔から現在までずっ

とはた結びに依存している。これは芭蕉糸は上布の原料

の苧麻のように一本の糸をさいてその中に他の糸をさし

込んだ、より継ぎが不可能だからである。この結果、織

物自体は丈夫で、涼感のある織物であるにもかかわらず、

結び目が目立ち、平滑で光沢のある織物ができない。細

糸をつかった薄地の織物は上布によく似ているが、光沢

の面で劣る。

今回は芭蕉糸の一般的な強度特性（JISL1070）を調
●●●●

ベ、さらに従来からのはた結び糸と接着剤による接合糸

を強度その他の性能で比較し、接合糸の実用性を検討す

る。

荷重５kg、チャートスピード40mm/ininで行った。記

録には上記試験機付属の自動記録装置を使用した。

室内の楓湿度はアウグスト温湿度計で測定し、一般の

（標箪状態２０℃、６５士２＄ＲＨ）測定は20～23℃、

65±５＄ＲＨの条件下で行った。

３－３．温水浸漬試験

電気定温湯せん器を用いて、水温を20℃、４０℃、６０

℃、８０℃、１００℃にそれぞれ調整して30分間渓潰した。

浸漬後、一昼夜室温で乾燥させ、後65冊ＲＨのデシケ

ータで保存して強度試験に供した。

３－４．洗濯試験

洗濯試験機は撹枠型洗浄力試験機（ＴＥＲＧ－Ｏ－

ＴＤＭＥＴＥＲ興亜商会製）を使用した。条件は、被服

学実験`た基ずいて､撹拝翼の回転数,20rpm､洗た
く時間10分、洗剤（日本洗浄力試験法委員会で定めた

マルセル石けん）濃度0.5％、温度は25℃、浴比１：

50で行った。

糸の洗溌は蝿拝するとからみ合ってしまうので、あら

かじめ綿プロード白布に両端を耐水性の良いテープで

固定してから実験に供した。

洗溜回数は１回、１０回、３０回とし、くりかえし洗濯は

１回沈溺後、３０分液から引き上げ、さらに２回目をす

るという要領で行った。

洗たく試験後室温で乾燥させた後、前述のデシケータ

中で保存して、引張試験に供した。

Ⅱ実験方法

Ｌ実験に使用した試料

実験に使用した芭蕉糸は大宜味村喜如嘉産の糸で、着

尺地用の糸である。

２．試料の調整

糸の太さは11読（十一よみ、単繊維６～７本）で35ｃｍ

に切断して65士５％に調湿したデシケータ中で保存して

実験に供した。上記資料のうち結節用としては、はた結

びで結んだ糸（糸の中央部を切断して結ぶ)、および３甑

の市販接若剤で接合した糸を準備した。接合ははた結び

と同様に中央部で行ない、継ぎ目間隔を７mmとし、接着

剤塗布後、5.39/6mの圧力をかけて30分程度放圃し、前

述の条件のデシケータ中で保存して下記に述べる各試験

に供した。

３－５．染色試験

染料として、化学染料BOKENSTAIN(日本紡績検
査協会製)、天然染料シャリンパイを使用した。

前に準備した、はた結び芭蕉糸、３穂接着剤で接合し

た芭蕉糸について、上記２種の染料でそれぞれ、８０℃、

30分染色試験をした。後、蒸留水ですすいで室温乾燥

させた。

3．実験方法

３－１．期間

試料の調整は昭和56年７月～10月も引張りおよび温

水浸潰試験は11月～昭和57年２月、洗溺、染色試験は

昭和57年４～５月に行った。引張り試験では環境の温

湿度、なかでも湿度因子は大きいので、標準状態です

る試験は乾燥した時期、日を選んで行った。

Ⅲ結果および考察

実験に供した芭蕉糸は十一読みの糸である。「読（よ

護!ま麓:鱗態鰐鱈iこ了雛蕊
着が八読から九読の糸、晴着は十一読から十二読である

ので、今回使った糸は上質着尺（薄地）用の糸と考えれ

ば良い。

３－２．引張試験

JISL1070フィラメント糸の引張試験方震た基づ
いて定速緊張形の万能引張試験機ＳＨＩＭＡＺＵＡＵＴｏ

ＧＲＡＰＨＳ－１００型を使用した。一般的な条件も上記

に基づいてツカミ間隔25cm、引張速度300函／mｉｎ、

1．一般強度試験

先に著者は芭蕉繊維の引張り試験を行っ齢､単繊維、

－２１６－
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糸の共通点として、強伸度曲線のカーブの形は同様であ

ることがあげられる。強伸度曲線はたて軸に荷重、横軸

に伸びをとっているので、芭蕉繊維は麻と類似した立っ

た曲線をえがいている。異なる点をあげれば、破断時の

ヤマが１つになるのは繊維で、糸の場合、よく乾燥した

状態では１つであるがふつうは２～３のヤマができる。

これは糸が切断する時に一度に全部が切れるのは少なく、

たいていの場合、糸を構成している繊維がよわいものか

ら切れ、２～３段階に切れる状態がよく観察できる。

さて、ＪＩＳＬ１ＷＯではフィラメント糸の引張試験と

して標準、湿潤、結筋、引掛の四つの強度試験を果して

いる。先にのべた芭蕉糸について上記四つの強度試験を

行った。測定回数各20回の平均値で表わし、その結果は

図１に示した。

表１．種類別引張強さと割合

一一一町田
一一一一
一一呵Ｐ－
－Ｆｍ－
－－

３１掛け引張強さというのは二本の糸を中央で輪の状態

に引掛けた時の強さのことである。引掛引張強度は表’

より３１０９となるので、４種の中で最も小さいことがわ

かり、標準時の42％になる。引掛では結び目よりも力が

かかる程糸が折れてしまうから弱くなるのは当然であろ

う。

２．その他の強度試験

次に水分が強さに及ぼす影響をしらべた。図２は相対

湿度が芭蕉糸の強度に及ぼす影響について調べたもので

ある。

0．

引

仲

張

ｑ 5０

ぴ
強

ざ グヘ

巴 ０

引
彊
強
さ

（
叩
）

…

0．

四種Ｈ榧

図1．ＪＩＳによる糸の強伸度 0．（
ぬ
）

標準引張強さに比べて湿潤引張強さが大きく、その増

加率は13影であった。湿潤強さが大きくなっているのは、

木綿や麻などの糸と同様で天然セルロース繊維の特徴を

表わしている。

結節というのは結び玉をつくった糸のことで、この場
●●●●

合、はた結びを用いた。結節引張強さは標準強さ、つま

り結び目なしの糸より弱く、標準時より強さは25影低下

する。測定時の糸の切断を観察すると、結び目口で切れ

る割合が多い。これは繊維自体のかたさに依存したもの

で、結び目をつくることにより、繊維が折れてしまい、

切れやすくなるためであろう。折れ目から切れてしまう

のは、イ草をつかったゴザ、マクラなどでも日常みかけ

る現象である。

０５０６５９５

相対湿度影

図２．糸の強さに及ぼす湿度の影響

相対湿度の増加に伴って引張強さも増大している。こ

れは芭蕉糸が水分を吸った結果、強さが増したのである。

一般に糸の吸湿性は糸を作っている繊維の種類によって

ほぼ決まるといってもいい過ぎではない。もちろん糸の

形がフィラメント糸かスパン糸かにも依存するが、大た

いは繊維の顧類、詳しくいうと化学構造が影響するので

ある。芭蕉糸は化学構造の面からはセルロースが主成分

－２１７－

種類 引張強さ 割合

標準 ７３５９ １００影

湿潤 833 1１３

結節 550 7５

引掛 3１０ ４２
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であるので木綿や麻と類似の傾向をもつ。表１でみたよ

うに湿潤すると13影程度強さが増すのが、この図とも一

致している。

この原因については、化学的な面と物理的な面から説

明できると思う。水分子のｏＨ基とセルロースのｏＨ基

との間に水索結合という化学結合が成り立っているとい

うこと。もう一つは乾燥した状態では分繊しやすい単繊

維を水が束ねる役割をしていることである。

芭蕉布の里、大宜味村喜如嘉には何度も調査などで足

を運んでいるが、そこでは昔から冬は木綿や絹を織り、

春から夏は芭蕉布を織っているそうである。つまり空気

が乾燥すると糸が切れやすいからである。先人達は長年

の経験から自然の気候条件をうまく利用してきたといえ

るのである。

次に撚り数と強さの関係をしらべた結果は図３に示す

とおりである。

したと考えられる。

それでは芭蕉糸に適した撚り数とはどのくらいであろ

うかと検討してみる。,

この実験の結果からいくと１～５回の間がよさそうで

ある。実際に生産者は現在どのくらいかけているのかき

旦鱗囿蝿鑿:鱒:鑑::癒繊：
経糸で４～５回、緯糸で３回と書いてある。

撚りかけの目的は分繊を防ぎ、強度を増すためである。

芭蕉糸は折りまげたりしなければ40年でもどうもしない

というくらい丈夫な糸なので、撚りは分織を防ぐ程度に

かけたら良いと思われる。５０～60cｍ（だいたい片腕の長

さ）あたり４～５回はおよそ10cmに１回と考える。２５ｃｍ

あたりでは２．５回、となり、上記の１～５回の中間に

あたる。この程度が適当であろう。

３．市販接着剤による接合芭蕉糸の強度

前にも述べたように、芭蕉糸は合繊ほどの連続した長

繊維ではないが一応Ｌ５ｍ程の繊維から成る。上布の原

料となる苧麻のように先端をさきその中に別の糸を入れ

て撚りをかけながらつなぐ方法ができない。芭蕉繊維は

簡単にさくことができない単繊維に分れるからである。
●●●●

そこで昔からずっとIまた結びによる結び継ぎが行われて

きた。

芭蕉布は製織をして反物になると、結び目が目立ち、

細糸でおった薄物の上質着尺地などは光沢の面で上布に

おとるのである。

市販接着剤を使って接合糸をつくり、種々の強度をIま

た結びと比較することにした。

実験に使用した接着剤は表２のとおりである。上記２

種は熱可塑性接着剤で熱可塑性樹脂を原料とした溶剤又

はエマルジョン型の接着剤である。用途をみてわかるよ

うに繊維や糸と相性のいいものをえらんだ。

;’

讃

ざ

〆n

kg
、ソ

撚b数（回〕

図ａ糸の強さに及ぼす撚り数の影響 表２実験に使用した接着剤

餌窪撚りは繊維25cｍ（引張り試験のツカミ間隔）あたりの

数である。無撚から撚りかけ１回で４割も強さが増す。

５回にピークがでて10回、２０回とかけると強さは減少し
ている。

以上のことは次のように説明される。無撚りから適

当な撚りかけを行なうことによって、ペラバラであった

繊維が一本の糸としての強さを発揮する。この段階では

繊維間の摩擦は小さいものと考えられる。撚り数をふや

していくと、繊維間の摩擦が大きくなり、芭蕉繊維のも

つ硬さも負に働いて、その結果、全体として強さは低下

－２１８－

圏類 用途 品名 成分

Ａ

(;iii懲り）
木材･ベニヤ．

金属用

シアノアクリ

レート系

合成樹脂

シアノアクリレート

100筋

Ｂ

(汁，
紙･木材･布.

皮革用

酢酸ビニル樹

liliエマルジヨ

ﾝ系

合成樹脂５６妬

酢醗ビニル樹脂

エマルジヨソホ“冊

０

(７鰻干作,
布･木材･紙

用
セルロース系

セルロース２５冊
有機鰭剤（ｱｾﾄﾝ・
エタノール・イソプ

ロパノール）７５錫
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表３は接着剤の特徴と接合部の硬さについてまとめた

もので､特徴については､金丸らの｢接着と讃厨jo力ら
引用し、接合部の糸の硬さは著者の経験からまとめた。

０８

[．引彊強
!〃11'び

引

弧

強０５

ざ

仲

表３接着剤の特徴と硬さ 5０

び〃
ノ
ク
ノ
ノ
ｚ
ｚ
ｚ

（
肋
）

国

～夕

０

ｌさ照エ乎

姑強
た間

作芸

び力用用

図4．接合法および接着剤別糸の強伸度

０
叺

引
悪
り
強
さ

一一

ロロ間強力

◎工作用

△手芸用

k０

まず瞬間強力タイプの接着剤はいろいろといい長所を
もつ。しかしながら、接合に技術が必要である。接着剤

が手につくとたちまちのうちに手の水分で重合反応がお

こり、強力にかたまるからである。絶対にとれないわけ

ではない。しばらく湯につけておけばやわらかくなるの

でおとすことができる。残りの二種は接合で問題はなか

ったが､手芸用タイプがエマルジョン型なので固まるのが

遅い点は接合に時間がかかる点からのぞましくない。

接合部の糸の硬さでは瞬間強力タイプの接;爵剤を用い

た場合、硬くなった。

方法のところで述べた要領で準備した接合糸の引張り

試験結果は図４に示すとおりである。

はた結びによる糸は接着剤による接合糸より強さが劣

る。接着剤の中では瞬間強力タイプのがわずかに良かっ

た。接着剤をつかうと、前にでた標準状態での強度（継

ぎ目なしの糸）に近づき、継ぎ目がよわくなる欠点を改

良することができる。

接合糸の耐温水性をしらべたのが次に示した図５であ

る。いづれも30分間、諸定の温度に渡潰した。はた結び

した糸は100度までは強さは低下しない。接着剤による

接合糸も80℃までは変化はないが100℃になるといづれ

も強度は低下する。手芸用タイプでは、はく離現象がみ

られ、引張試験測定が不可能であった。この原因はこれ

■はた柏び

0２０４０６０８０１００

処理田度（℃）

図５．糸の接合強度1と及ぼす温水の影響

らの接着剤が熱可塑性樹脂からできているためで、８０℃

をすぎたあたりから、接着剤の軟化がはじまっていて接

着力が低下するのが原因だと考えられる。これは熱可塑

性接着剤の欠点である。

熱可塑性接着剤は軟化点以上の温度には耐えられないの

である。

同様にして接合糸の耐洗たく試験をし、はた結び糸と

強度を比較した結果は図６に示すとおりである。
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図6．接合糸の洗i麗と強さの関係
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接着剤の
種類 特徴

接合部の
糸の硬さ

Ａ

瞬間強力
タイプ

長所…瞬間的につく

耐熱性は比較的良い

日光堅牢度も良い

短所…広い面積の接合には適

しない

高価である

硬い

Ｂ

手芸用
タイプ

長所…塗布が容易

膜は硬くない

短所…耐熱性が劣る

接着速度が遅い

普通

Ｃ

工作用
タイプ

長所…接着速度は早い

耐熱性は比較的良い

短所…用途が限られている

(紙、木材、布）

普通
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はた結び糸、接着剤による接合糸ともに１回、１０回、

30回と強度はやｆ減少しているが、目立つ程ではない。

30回くりかえしになると所々で接合部以外の箇所で繊維

の切れがあった。こういうことが30回洗たくでの強度低

下の原因である。

引掛け強度は結び目なしの糸の42％である。

３種の市販接着剤を使って接合した糸は相対して、は

た結び糸より強く、結び目なしの糸と類似している。実

用化をめざした、耐温水、耐洗たく試験では鱒間強力タ

イプと工作用タイプの接着剤が良かった。染色性の実験

からは工作用接着剤が良かった。

今回つかった接着剤は熱可塑性樹脂を原料にしたもの

麓:L鱒露;饗識了鰯麓競鷺
と、金属やその他の大きい塗布面積の大きいものにはむ

かないが、木材、布のような吸水性多孔質材料には良好

だという。

今後は熱硬化性樹脂も加えて種々の性能を実験比較し、

実用化に向けていきたいと考えている。

４植物染料及び化学染料による接合糸の染色性

糸は強度だけでは実用化に供しない。その昔、といっ

てもポリプロピレン繊維がイタリアのミラノ大学で産声

をあげたのは1954年であるが、この繊維はこれまでの繊

維の中で最も軽いので夢の繊維としてもてはやされた。

ところが当時この繊維の染色は相等むつかしく10年くら

いは染色性の悪いのが出まわった。そこで結局、この繊

維は産業用ロープやフトンの中入綿と用途が限定された

のである。もちろん現在ではあざやかな美しい色に染ま

って靴下、カーペット等に活用されている。

話をもどして、接着剤で接合した糸も染色性が良くな

いと実用化は無理である。

天然染料として、緋や稿柄によく使われ、茶褐色の色

を出すシャリンバイと化学染料としてはBOKENSmlN

を使った。その結果は表４に示すとおりである。

Ⅳ鮒辞

最後に長期間にわたり、繊維開放試験室での引張試験

を許可下さいました沖縄県立伝統工芸指導所織染課の

皆犠に深く感謝申し上げます。
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表4．接合糸の染色性

シャリンパイ

ポーケンステインに対してはいずれの糸もよく染まる｡

シャリンパイでは工作用接着剤による接合糸のみ染まり、

残こりの２種の糸は染まらなかった.

この原因としては、エ作用接着剤使用の糸はセルロー

スなので水を吸う、つまり染料液を吸収することが考え

られる。他の２種は接着剤が固まったら全然すわないか

らであろう。

以上まとめると次のようなことが言える。芭蕉糸は他

のセルロース系の糸と同様、湿潤することにより強さが

増し、１３＄増加する。

結節強度は結び目なしの糸より25％低下する。

－２２０－

種類 天然染料
シャリンパイ

化学染料
ＢＯＫＥＮＳＴＡＩＮ

瞬間強力接着剤 不染 染

工作用 染 染

手芸用 不染 染


