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新捲縮生線、の繰製iこ就いて

元重量総試験場技師農産嬰博士 渡 謹 綱 男

元議総試験場技手 金子良雄

(昭和19iド10月31日〕
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1. 緒言

家輩テグスの製造に嘗り熱量謹内の結締腺を摘出牽引して其偉之を風乾する

ときは其の前部締腺より中部綿腺に，叉中部綜広えより後部赫腺に移る聾曲部に

於て著しき捲縮を生やるを常とす。斯くの如きは絹綿腺の牽引に際して智曲部

の内聞は其の外側よりも長さ短き矯凝固が早〈行はるるに反し，外側は長き需

擬国不充分にして之が牽引を怒りたる直後に於て著しく収縮し，特殊の措縮欣

態を呈するに因るものゑり。此事責を臆用して措縮せる特殊生綜の製迭を行ひ

其の目的を達成し得たるを以て該訴の製造並に 2，3の性放に就き裁に之を報告

ぜんとす。

2. 新措縮生赫の繰製法

前記の現象に基きて措縮生締を浩る震には牧縮力に於て大小差を有ずる少く

とも 2本の繊維即ち 1本は伸長したるもの1本は伸長せざるもの 2本を抱合
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2 題総試験場業報第句読

して 1本の締とするととを要すb本試験に於ては既設鹿繰繰綿器械を利用し正

確なる伸長率~得る震に固の如き装置の考案に依り下記方法を採用せり。

第 1園に於て Aは伸長せらるべき繭綿束を， Bは然らざる非伸長繭綿束を集

束せしむる集緒器， Wl及W2は夫々同一心軸に棋入せられたる小枠にして軸と

第 1周華rr捲縮生紙繰製装置

何回縛を冶し， W2はWlよりも枠周長大にして雨枠の周差は繭線の切甑イ中長内

に於て遁嘗に規定せらるるものとす。Rl， R2， R3は鼓車，Fは綿鈎.Lは綾振怒

り。伸長せらるべき繭締束は集緒器Aに集りRl， R2のケンネルを通りてFより

;J、周小枠Wlに1乃至3同巻付けられたる後，圃の如く前方鼓車R3に到り此虚

に於て集結器Bより来る非伸長繭綿束と合耕せられて大周小枠W21'C傘取らる。

即ち悶縛軸Sの同轄によりて小枠WlはAより来る繭締束を其の悶縛周長だけ迭

り出ずに封し同教問轄を矯す小枠W2は其の同縛周長だけ之を巻取る故， ¥¥'1よ

りW2に到る聞に於て繭締はI2-LljLlXI00%牽引伸長せしめらる。但しLl

はWl，L2は¥V2の小枠周長とす。小枠に巻取られたる生締は之を 1夜間放置乾



新捲縮生紙の繰製に就いて 3 

燥後翌朝揚返す。揚返に際しては先づ枠を共の佳300.......400Cの徴温水中に1乃至1

2.5時間浸漬し，然る後大枠に揚返すものとす。結、枠は充分之を乾燥したる後枠

手を絞めて外し，竿掛となして蒸箱中に牧容し，製締用の蒸気を用ひ短時間簡蒸

せしめたる後取出して乾燥す。斯くすれば強定の如く持縮を起生するものたり。

特詩第153038波及第競参154191照

3. 新措縮生綿の性蹴

1. 措縮現象

前述の方法に依りて小枠に繰り取られたる生赫は強く仲長せられたる繭赫束

と然らざる繭綜束とがセリシンの粘着躍固に依りて強き牧縮カを包醸したる偉

抱合し.セリシンの乾燥後は其偉枠手を綬め或は枠より取外すも著しき措縮を

費生するととなし。然し揚返に営りて小枠を潤し又は認を蒸し以てセ Pシンを

軟和する時は伸長締の牧縮カは縮緬製織に於ける精練技果と同ーの理に依りて

措結を護現し，仲長せられたる繭締束は非伸長繭赫束即ち普通に繰赫せられた

る繭締束を伴ひたる偉摺勤しつつ牧縮し，雨繭赫束の繊度比誼首なる場合前者

の牧縮せんとする力は後者を屈控せしめ，セ Hシンの粘着に依りて径者は前者

の腎abの外側に接着し捻同して著しき措縮朕を主主するものなり。

2. 捲 縮量

本製造法に依る生稀の措縮の出現は全繊度，伸長繭締束と非伸長繭結束との

繊度比，伸長繭締の伸長率，繰綿速度等の如何に依り措縮の様相を異にすべく，

其他絹質の種々なる性欣等にも影響せらるる事砂からざるものと思考せらる。

措縮量とは絹綿の捲縮に依る牧縮量の意味にして絹綿の本来の続長と措縮を呈

したる後の綿長との差を以て表はし得べし。

先づ昭和lG年春静岡産自繭11競種(平均繭締繊度2.10デ:=.-lJ..-)を供用し，21

中の捲縮生締繰製に嘗り仲長繭結束の職度を全繊度の20，%， 50%及80%tJ:らし

むる震に繰紙粒付10粒中夫-k2粒， 5粒及8粒を伸長せしめ， 且つ夫れ等;の伸

長繭締束の仲長率を 3，5，10.1.5及20%に匿別して繰綿を行ひ，此外に普通生締
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と共に各{中長率にて全粒を伸長して繰綿したる綜を製造せり。 繰綿速度毎分

200米，繰綿湯温820Cにて各直締量35瓦宛を繰製し，各繰綿小枠は1夜間放置乾燥

筏350Cの水中に30分間浸潰し，之を大枠に揚返し(大枠速度毎分130米)，乾燥

後枠外しを混ぜり。措縮量を測定するには先づ上述の簡蒸前の材料を再繰して

ボ、ピンより検尺器にて締長100同宛を10総採取し，共1000粍の長さを検尺器の枠

周上にて記印し，供試長外の部分にて明断して引揃へたる 100本の束を蒸箱内

にて15ポンドの蒸汽に短時間(約8秒間〉燭蒸せしめ，取出し乾燥後温度210

(1

掃度60%，の室内に 2主夜放置したる後秤量して簡蒸前の総長に封する繊度を算

出し，同室内にて1*毎に10瓦の重鍾を荷して100本の措縮訴が略綬鰹的に措縮

1∞Oー完

吠態を示じたる後下霊したる長さを測定し之をa粍とせり。而して寸記o-x100 

%を算出し，之色調蒸に依りて去はるる封原綿長牧縮率とす。更に羊毛及カー

ルスフ等の措縮量測定法に則り強め， K.S式セリメーターに依り締長30粍の上

記各種捲縮生稲20本宛に就き荷重措縮伸長曲棋を画きてさを持縮の伸長を震すに

必要にして充分なる荷重の平均を21デ:=.-}レ嘗り 6瓦と定め，原綿長1000粍の

試験線100本来に封し600瓦の重錘を試訓の下端に取付けて徐k に懸垂せしめ 5

分間放置後尺度に依りて締長~測定し之を 1)粍とせり。ヨたに再び徐k に除荷し

たる後5分間放置し弐に10瓦荷重せしめた綿長t粍を測定す。 a，b， cより

封原 綿長崎率=竺おら100%，

金持縮率 b子 xl00

措縮弾性=t三子 xl∞%

を夫々計算したる結果を表示すれば弐の如し。

(21中自繭11~売〉

捻縮弾性(%)
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上表に依れば(1)仲長繭締束と非仲長繭稀束との織度の比同一怠る場合封原

綿畏牧縮率及金措縮率は仲長繭綜束のイ中長率を増加する程大となり共イ中長率15

-20%に至りて最大を示す。叉 (2)仲，長繭締束の仲長率同一段る場合には仲長

繭赫束の繊度の杢繭締繊度に劃する比が20-50%なるとき措縮量最大たあとと

を知る。向(3)措縮弾性は雨繭締束の繊度比20-80%の場合大にして， 100% 

附近に於て小伝り。市して仲k"容の大小に依る影響少し。

3. 措縮波数

同一措縮量に於ても捻同及想的の多少と深さとの関係に依りて生成措縮の様

相に甚しき差異を生守、ベく，引いては製品原料としての利用{買値に大なる影響

を及ぼすべきは首然なりと思考せらる。先づ仲K繭綿束と非伸長繭締束との繊

度比の同一なる場合，仲長繭赫束の仲長率と持縮波数との関係を調査すベく，

昭和16年春静岡産白繭11披種(平均繭綿横度2.1デニー11--)を用ひ，目的繊度を

21 ， 54及9~中の3墜とし会捲縮続犠度に封ずる伸長繭締束識度比を30乃至353-6

1主らしむる震に21中は10粒付中3粒伸長， 54中は26粒付中9*JI伸長叉90中は43粒

付中14粒伸長とたし，伸長繭綿束の仲長塁手を3，5， 10， 15及20%となじ措縮量

測定の場合と同様に繰綿し，各直より検尺務100同繊度韓友多数採取し，土0.05

デ=ールの範圏内にて同一繊度認を 1本宛採取し， 100粍の長さを記印したる

後，前と同様に繍蒸せしめ捲縮起生乾燥後， 1本宛を黒板と透明硝子との聞に

扶みて100粍聞の強縮波数を調杢し，各々100本宛ι就き卒均搾縮波数を求めた

り。其成績ヨたの如し。

第 2表伸長繭線東の伸長率土捲縮波数との闘係 000粍問権縮波数〉

87.2 

1 4 
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上表に依れば伸長繭締京の仲長率大たる程措縮波数増加すれども， 10，%以上

20%迄は其聞各繊度共大差無きを知る。又同一粒付比に於ては繊度の小たるも

のに波数多し。

次にイ中長繭締束の伸長塁手を15.%と定め，粒付比即仲長繭粒教の杢繭粒敢に封

する比を10，20， 30・--90.%に匡別し， 21，54及90中の各横度別に捲縮波数を調

査し?とるに次の如き結果を得たり。

第3表伸長粒付比と捲縮波数との闘係く伸長率1596，100粍間搭縮波数〕

但
叩
ナ
ナ
一

波
波
一9 

上表に依れば各繊度共伸長繭粒付比30乃至50%に於てま霊拓i波数最多し。即ち

粒付比30%より小怒るもの50%より大なるものは30%と50%との聞のものより

措縮波数少く，特に粒付比80%以上fi:於ては21中及54中は:W%と50%との聞の

持縮波数の約学教となり， 90中に於ては捻同及習曲を殆認め得ざるに至る。向

粒付比30%以下のものに於ては，セ句シンの軟和に依りて雨繭綜束間の肱粧摺

動が可能となりても，伸長繭締束の牧縮カが非伸長繭締束の屈撲抵抗に比し著

しく小主主る矯，伸長繭締束の牧縮は粒付比30乃至50%の場合よりも長軸に豆り

て徴弱在る智曲を呈するに過ぎや。次に粒付比50%を超ゆるものに於ては，上

越の場合と反封に，伸長繭締束が容易に収縮しゴド伸長繭締束は前者に接着した

る僅小波紋を長して屈曲するも，前者は後者に比し繊度著しく大友る震に後者

と同長の軸に沿って屈接習曲するとと能は守、して僅かに長軸に豆りて絞慢主主る

捻悶聾曲を呈するものなり。



新捲縮生綜の繰製に就いて 7 

4. 強力及イ ポ度

措縮生続の強力及仲度を調李せり。 原料繭は昭和16年春静岡産自繭 11披種

(卒均繭綜繊度2.1デエール〉を供用し，搾縮生綜は搾結量調査の場合と同様に繰

綿し， (1) 21， 54及90中の 3種にて粒付比即金繭紙束繊度に劃するイ中長繭紙東

横度の比を一定とし，仲長繭綜束のf中長率を3，5， 10， 15及20，%に直別したる場

合と (2){中長繭鯨束の仲長率を15，%とし，全繭綜束繊度に3討する仲長繭紙束繊

度の比を10，20， 30・・・90，%に直別し?とる場合とに就き，燭蒸搾縮を起生せしめ

たる各直の赫より21中は検尺器にて200同， 54中は77回， 90中は45同宛の供試材

料を採取し，共強力及f中皮を測定せり。繊度調杏.は綿て未簡蒸綜に就τ行ひ，

強力試験はスーグーセザグラフに依り各直共上記同教の京総 10本に就き温度

220j:10C，掃度65土1，%の室内にて之を行へり。検査器の試長は100粍の束締なる

魚検脊.器の試片挟に取付ける際束献を引揃へる必要より捲結を大部分引を付1す

程度を初張力として荷重仲長曲線を画かしめたり。故に切断仲長量は搾縮量を

含まや。肉強力算出に用ひたる繊度数値は上記の如〈捲縮鹿理を施さざる前の

直欣続長に準撮したる値たり。共成積次の如し。

第4表伸長繭線東の伸長率と強力及伸皮との関係(白繭11競伸長粒付比30-35%)

(全伸長)

{申度

20.7% 
17.1 
16.5 
11.2 
11.9 
7.8 

伸度

22.2% 
15.4 
11.7 
9.3 

10.3 
9.5 
8.4 
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抑，本捲縮生赫は既よ1hの如く仲長繭紙束と非{rjt長繭締束とを抱合せしめて製

遣した答生紙なるを以て.イrft長繭綜京の{~t長率及雨繭紙束の繊度比の費化に伴

う各種捲縮綜の切断強力及仲度は供用せる試験器の'性能に依りて種々に表示せ

られ，スーターセリグラフ友油浸式セリメーターの如き振子型荷重法に於て荷

重の後戻りせざる指針は，仲長粒付北の著しく小なる場合を除き，仲長繭綜束

の切断と同時に続の抗張力は普通生続のみの負婚となりて指針は停止し，仲長

繭綜束の切断f中皮を示ずに止まり普通生紙非仲長繭赫束の切断付I長離を識別す

るととは困難なり。而して本調査はスーターセリグラフに依るものなれば上述

の如き観賭より考察を下すべきものと信十。

最も著しき捲縮を生やぺきイ中長粒H比である30-50%の範囲に於て仲長繭締

束の桝i長率を 3，5， 10， 15及20%に別けて繰製したる接結訴の強仲度成績を第

4表に見るに，切断強力及{rft度は共に仲長率の増加に伴ひて減少し，仲長率10

-15%に於て強力は封照直のiO-80%仲皮は55-i5，%程度起減少す。 f委縮材、の

繊度関係に於て，仲長粒付比が多少異る震に確買なる比較は困難なるも.21中

が54中及90中に比し強力の減少率小たるは注目すべき事なり。次tL{1中長繭綜来

の仲長率を15%と定め仲長粒付比を10，30，50・・100%等に.別けて繰製したる捲

縮締の強仲度の成績を第5表に見るに，強力はイ中長粒付比30-50%の時に最小

にして次第に増加し，仲長粒付比90%以上に於ては封照総よりも強力を増し，

金粒伸長したる締に於て10-25%の強力増加を示せり。叉仲度に除ては捲紘総

は封照訴に比し著しく減少し，金粒伸長したる材、の何?長率に接近したる値を示

せり。

4.線 括

1) 著者等は絹訴腺の笥曲部の蜜引に依る持続ti現象を観察し，繰赫中に強く

仲長せる繭赫束と特に仲長ずるととなく普通に繰綜せる繭訴来とを抱合せしめ

然る後之を遁営危る方法に依りてセ Fシン軟和を行ひ，以て持拡に宮める特殊

生赫の製法主創案せり。
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2) 本製法は，既設座繰繰続器械の利用と正確なる仲長率を得る必要とより

大小21聞の周差を有する同心軸の悶縛小枠により，先づ小周枠に依りて繰赫赫

僚を迭り出し之を他の普通繰赫赫俸と合総せしめつ L大周枠に巻取り其間2つ

の小枠の周差だけ一方の赫帳束を仲長せしめたる特殊赫僚を繰製し，後大枠に

揚返したる認を蝿蒸せしめて著しき搾縮を起生せしむるものゑり。

3) 上記の如〈強〈伸長したる繭綜束と然らざる繭赫束とを抱合せしめて作

りたる綜を小枠より大枠に揚返し之を蝿蒸其他の方法にてセ Hシンを軟和せし

むる時は， {I市長赫の牧縮力は縮緬製織に於ける精練殻果と同ーの理に依りて牧

粧し，共の力は他の繭赫束を屈接響曲せしめ，セリシンの粘着に依りて後者は

前者の外側に按若しつつ捻回し，搾縮を起生するものゑり。

4) 搾縮の犬小及形欣は主として，仲長繭締束と然らぎる繭赫束との繊度比

(仲長粒付比と呼稽す〉及伸長繭締束の仲長率並に繊度等に依り異り，搾縮量即

~1原締結長牧縮率，金捲縮率，搾縮弾性寺を調査したるに仲長率15%，仲長粒

付比20-50%の場合捲縮量最大怠るととを知れれ

5) .搾縮の外観に就て捲縮波数を上記の種々I:J..る材料に就き調蚕したるに前

項と略同様に伸長率15-20%，伸長粒付比30%内外の場合搾縮波数最多たると

とをど示せり。而して繊度との関係に於ては繊度小友るもの程波数多し。

6) 搾縮生赫の強力及伸度をスーターセリグラフにて調査したるに仲長粒付

比30-50%の聞に於ては強仲度共に仲長率の増加に件ひ減少し，仲長率10-15

%に於て強力は封照赫の70-80%，仲度は55-75%t{:減少す。叉仲長繭綜束の

イ市長率15%の場合に於ける強力は伸長粒付比30-50%の時最小にして次第に増

加し9G%以上に於ては艶照赫よりも増大せり。但搾縮締の切断は 2:3たに亘るも

のなるを以て供用試験機の性能に鹿ビて成績を検討すべきものと思考せり。
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