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ディスク型フリクション仮撚機のモデル機製作
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1. 緒 言
仮撚加工法とは，人工繊維に天然繊維のような風合
いをもたせることを目的とした加工法 1)である．仮撚
加工法において回転体の表面の摩擦力を利用し直接糸
に撚りを与える摩擦仮撚法は，高速生産に優れる，糸
切れ・毛羽が少ないという理由から 3 軸型ディスクフ
リクションが主流となっている． 近年，ピンスピンド
ルに近い風合いの良い加工糸ができることと，3 軸型
ディスクフリクションと比べ設計上単純でコストが低
いという観点から，新しい糸の開発を目指して 2 軸型
ディスクフリクション(以下 2 軸型とする)も使用され
るようになってきた．しかし，2 軸型における実機で
のデータはほとんど公表されていないのが現状である．
特に糸とディスクとの糸傾角や糸張力は加工糸の生産
安定性に大きな影響を与える要因であると言われてい
る．そこで，本研究では 2 軸型仮撚機の設計資料を得
るために，糸とディスクとの詳細な糸傾角や糸張力な
どを測定することができるよう，大型のディスクを用
いた 2 軸型仮撚のモデル機を製作した．
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2. ディスクフリクション仮撚機の設計
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2.1 強度計算
モデル機を製作する際，構想として Fig.1(a)のような
L 型アングルを使用して本体構築を考えた．そこで式
(1), (2)を用いて本体に過重(200kg 以上)がかかる場合を
想定した強度計算を行った．ここで式(1)は L 型アング
ルの図心 c におけるy 軸周りの断面 2次モーメント Iy，
式(2)は同アングルの最大撓みを表す式 2)である．
計算の結果，
例えば同アングルに 0.2 kg/mm の等分布
荷重 q が負荷されている場合(Fig.1(b)参照)，Table 1 に
示すように最大撓みωは 1.36×10 2 mm となった．こ
れより，加工糸の生産には影響なく，モデル機を運転
できる程度の撓みだと考えられ，使用する L 型アング
ルは十分適したものであると言える．

2.2 基本構成
今回製作したモデル機の概略並びに各工程における
糸の状態を Fig.2 に示す．基本構成としては，施撚部，
加熱部および駆動部で成り立っている．特に，施撚部
にあるディスクの大きさは，従来実機において使用さ
れているディスク外形(40mm)と比べ約 5 倍の大きさ
(200mm)のディスクを使用している．これにより，糸
とディスクの接触状態が把握しやすく，かつ様々な条
件下で接触状態(糸経路，糸張力)の測定が可能となっ
ている．ここで仮撚工程の手順を以下に示す．
1. フィードローラによって原糸巻糸体から糸が巻
き取られ撚りが加えられる(加撚工程)．
2. 撚りが加えられた糸はヒータ(加熱部)によって
熱固定される．
3. 熱固定された糸は，特有の糸経路を形成し施撚部
を通過した後に撚りが解かれる(解撚工程)．
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Fig.1(a) アングル断面形状

4. 解撚された糸はデリベリローラ通過後に羊毛の
ような風合いを持つ．
またフィードローラよりデリベリローラの周速度の
方が速く回転するように設定しており，糸は延伸され
るようになっている．このように糸を延伸させる理由
は，糸の分子の配向度を向上させ，高強度化を図るよ
うに糸が設計されているためである．
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Fig.2 モデル機の概略

3. モデル機の評価および改善提案
製作したモデル機で加工糸が生産できるかどうかの
確認を行うとともに，モデル機の機能における評価及
び改善策の考察を行った．
3.1 モデル機の安全性の評価
今回制作したモデル機において，メンテナンスをす
る上で「現状把握」を行った結果，安全性について考
えると Fig.4, Fig.5, Fig.6 に示す部分が危険箇所である
と判断した．

3.2 モデル機の安全性の改善提案
そこで，危険個所について改善策を考える．歯車
部の露出は，歯車を覆うように板金等で安全カバーを
付加するといった改善策が考えられる．また配線につ
いては，モデル機本体に固定・整理することで，配線
がディスクに巻き込まれることや作業者が配線に触れ
ることがなくなると考えられる．そして緊急停止ボタ
ンについては，設置数を増やしたり，設置場所を変更
したりして，作業者が作業中にどんな状況でも停止で
きる環境にする必要があると考えられる．
3.3 モデル機の実験における作業性の評価
本モデル機の作業性における問題点は，作業スペー
スの狭さが挙げられる．ここで作業スペースとは，糸
張力や糸傾角の測定およびディスクの交換等，施撚部
付近の作業空間のことを指す．今回，同スペースにお
いて糸張力や糸傾角を測りやすくするため大型のディ
スクを配置したが，施撚部付近にはアングルやモータ，
デリベリローラ等を設置したため，これらが測定の邪
魔となっているのが現状である．
3.4 モデル機の実験における作業性の改善提案
作業スペースの狭さについての改善策を考えた．こ
の問題が生じた原因は，ディスク部を装置内に設置し
たことで狭いスペースでしか設計できなかったことに
ある．そのため，これを改善するには現在のディスク
付近の機構そのものを装置の枠外に設置し，作業スペ
ースを確保しなければならない．
3.5 加工糸の生産
Table 2 に今回加工糸を生産する際に使用したモデ
ル機の運転条件を示す．
Table 2

Fig.4 歯車部の露出状態

運転条件

加熱温度 [K]
糸送り速度 [m/min]

463
15

ディスク回転速度 [m/min]

30

Fig.5 配線状態

緊急停止ボタン

Fig.6 緊急停止ボタンの位置
Fig.4 より，歯車部において装置の稼動中に衣服や体
の一部が巻き込まれる恐れがあると考えられる．また
Fig.5 より，配線がまとまっておらず乱雑になっている
ため，機内で回転しているディスク等に配線が巻きこ
まれるといった恐れや，配線が作業者に引っかかり断
線・感電といった恐れが考えられる．Fig.6 では，作業
者が作業を行う際にトラブルに巻き込まれた場合，緊
急停止ボタンが近くにないため，モデル機の運転を停
止することができない状態になっている．以上より，
モデル機を稼働させる際には危険が多く，十分な注意
が必要であるといえる．

上記より運転条件の基，モデル機において加工糸を
生産した結果，糸の状態は Fig.2 (a)〜(c)に示す通りに
なった．従って，今回製作したモデル機では糸に仮撚
加工を行うことができ，羊毛のような風合いの良い加
工糸を生産することが可能であることを確認すること
ができた．

4. 結 言
本研究では，2 軸型仮撚機の設計資料を得ることを
目的に，大型ディスクの 2 軸型仮撚のモデル機を製作
した．その結果，本モデル機において安全性，作業性
で問題があるが，原糸から羊毛のような風合いの良い
加工糸を生産することは可能であることを確認した．
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