
第26 回総 会 〕 被 服 学II（構成・美学など）103

10月２日冰)第８会場　午後4:00 ～5:30

C －11　「 まっ り」に関す る研 究（4 ）一各種番手のブD- ド に対 するまっ り糸－

文化サ 大家政 橋本綾 成蒲 信子　 三重短 大　0 村 田違ﾆﾁ　 橋本貴美 子

目的 被 服製作時 の布 と緩 糸の関係 ぱ重要な開題 であ るに^ ヵりあわらず 、科 学的な

解明はケない 。そ-  でぷ 瞳春手のブD  ―ド^ 各種春手の力 ？ン糸で普通 まっ り右行な

い 、まっり菊 分・ 切断状麹 包綱 べ 、布に通 した まっり糸 について検討 した 。

方法 綿ブD ード4 ）番,  60番,20 番 、m 春を供試 布とレ カ ワソ糸40 番,  eo番,  ?o

春で それぞれ普通まっりを行な っ犯 。針 目の大手才は4 ．､。や ら2/Mir､布引 こli．。まで,

布 の織 糸のすくい本数 を2 本 とし 布のたて方向 とよこ方向について 余つりを行ない、

まっ り都鼻 の強仲度試 験 乞行な った 。まっ り飾磨 の試幅､パc/ ・としre.

結 果　 ト いづ れの春 手のブD ード も 、ま｡つり飾脊 の切ぎr強M. ＼t、布の方向 よりも、

書つり糸の種類 による差の方が大^ い傾 向であ る。2  . 試 幅 名・ についZ  は 、条の種

類 による素つり部/分のﾔ刀断 状態 の差は顕 落であ るが 、ｌ つリ飾分－ ヶ河 に対 する強度

としてみた場合 ＼よ- 布 とまっり 糸との関係 は明 らt)＼Tiヽ傾向 斌I, られな い 。3  . 60春ブ

ロード のよこ方向のまっりにつ いてみると 、約底力？ン糸のまっ りは いづ れの針 目悶

隔 についても織 糸ｶﾐ切断 し80 審力９ ソ糸の 舌つりは常に乖つり 糸が切断する 。しか

し 、QO春 力9 ン糸のまっ りは針 目問隔力?大？い と？It  まっ') 布が切噴 するボ 、針 目悶

囁､貳 小さい と？ は織 糸ヒまつり糸州 兄って切断こ れる 。
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目的　 う一一八 。カリン7" （μりり粉止 ヵたtn ＼.こ・ 紙i 当了 て経製 寸るが。紙・装 類

(. 特rこ月-^ ）I- よ ，て か が り ）jtうtこth ゐp 儡ヽ ぺrこ，

方法　7'P  －ド4O 香1 i>O斎i 供試 今･をL 。カタン糸80 番l: 俑 きうン条励番5 縫濠 １

む;--. 2 萩 ≪,泰 £:f ね。ﾉ針目教Ib ～l 冷 匹fc レ 禄 い^  X  ^iヽ い瘍合 ド グイプ用報 の

月^  ～ μ ，・･ １ヽ I, りﾀ2 ，－，i x'必4 錬1^ '-t れそJり･錆 乏身 のT  I- 当T て. ;-- で方向iニ

ミシン緩 いをド こ。順 仕去卜i   る 昂 の官俺量feをi･ 穆 み参 £しμ物斧量の 即i= £

消 定L.  佩 。厚 きtこよ 。r 聊 匹

i  ;--。官袷 量i  ㈲遭量・ 徊自枚i 調 ベド 。

錬果

I. ﾌｊコー1--40番.   60斎 の刃 さ程方の幸 で･I 、釈 を当 てfee  ii こよ 。て帯i^t4 い縮

み車ii  f ●緬 匈rJ) る．

2.    撞定 ．和果，執 の瀞頼,心 り. 官貧量, 物碧量チIこ. sr・Iこ芳^ み゙り る.
う
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屈条x の゙縫製蒔､i、'pi'理量 を彩舞量i  ．μ･ こjL ･・;ffl 同姓が認おらい こ・

錬｡ 縮^ 乍負。寸なわ引り‘きふ･･･潔お≒ 官寵諦査､こj.る 昂 が>V :5 < き れい

ぇる碩向r･ゐる。


