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Llに述べた生糸を生皮苧と1司様に，本練ノ女び

7分練に精練し，その」己斯焼前後0境1伸度及び魔擦係数

紡績糸の瓦斯焼は糸の表面にある毛羽を焼きとつて，

を測定比較した。これは絹紡糸を構成コ1噸絹繊維が瓦斯

外観をよくするために行うもので，澱二通紡績糸はこれを

畳ジ遣のために，どのような影響を受けているかを知るため

行えば，外観はよくなるが強伸度は低減・畢4るmしかし絹

に行つた。

紡糸は瓦斯焼のため伸度は減るが，強力は粘練程1麗，瓦

強伸度はシfiツパー型抗張力試験機により，艮さ25cm

斯焼糧度及び撚度によつて却つて増加するものがある。

について測竃した。また繊維の表面鷹擦係数は高木式擾

今までに絹紡糸の瓦斯焼に関する研究1よ幾つもある

繊維鷹擦係数試験磯1こよつた。

が，その多くは毛羽の焼除を同的としたもので，この強

総ての実験は概ね関係湿度65％の蜜内で行い1

伸度の特異な変化を取りあげたものはない。しかしこれ

・es数値

は夫々100圃つつ測緊置して・その平均催によつた。

を究明して瓦斯焼工程を改良し，璽に絹紡糸の品質改善

を図ることは極めて重要な事柄である。

案験結果及び考察

よつて著者等はまつ瓦斯焼が絹紡糸の強伸度に及ぼす

1）網紡糸の種類と瓦斯焼廣による強伸農

影響を調査して，この特異現象の内容を鮮明し，どの種

第1炎は7分練絹紡糸蜘ん及びca／t（共に普通α）撚度）
／Ptめ
の，磁々の瓦斯焼度に対する強伸度の変化状態を示す。

の糸，どの種の焼き方が，このような特異現象を呈する
かを検討し，更にその原因を究明したのでそのあらまし

を報告する。

（細紡単糸は緯糸に用いるので瓦斯焼は行わないが，こ

の実験ではデータの必要上，1團ここれも瓦斯焼して，そ
の影響を測鑑した）。

実験材料

これにょれば7分練絹紡糸は，EE

紡績原料には無作意につくつた生皮苧を用いた。これ
は絹紡原料として代表的なものだからである。また絹繊

が見られる。

維の強伸度や摩擦係数を測宛するために，生皮苧と同一
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瓦斯焼のために伸度が低下することは，一般紡績糸の

第2表は本練絹紡糸140／2及び66／1（共に普通の撚

通i生であるが，強力がこのような複雑な動き方をするこ

度）の種々の瓦斯焼度に対する強伸度の変化を示す。

とは他の糸にない絹紡糸の特性である。従つてなぜ絹紡

第2表

糸だけが，このような現象を呈するのか，その原因を究

樋

類

瓦斯焼

1
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諸条件は第1表に圃じ

第3表は7分練及び木練絹繊維の，瓦llli焼前後に於け

これによれば木練絹紡糸は瓦斯焼度を増すに従い，強

る強力を測定比鮫したものである。

力伸度ともに単調に減少することが見られる。

2）瓦鞭7分繍紡糸の撒と強力との関係
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て測定してみた。第1図はこれを示す・
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これによると7分練も本練も，絹繊維の強フ1は瓦斯焼
度に従つて減少することがわかる。しかし紡績糸は，多
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撚数

の影響は無視してもよい。従つていま問題としている糸

66！1瓦斯焼後
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42

切断強力の比較などの場禽は，勿論繊維の畳ける張力｝ま

大きいから弓単性の影響は考えないoそうすると繊維閲の
腿力は，繊維の張力と，糸の太さと，撚数によるものと
みてよい。

第1図
備考 双糸の撚度は上撚数で示す
これによると7分練絹紡糸の瓦斯焼による強力増加
は，凡飽和撚以下の1†撚の場合に限り，それ以」：の強撚

になれば強力は低下することがわかる。
以上の実験で絹紡糸は瓦斯焼によつて，伸度は低下す

そこで今瓦斯焼前後の絹紡糸を比較する場合，繊維の
張力や撚数は変らないし，太さも殆んど変らない（瓦斯
焼で焼落されるのは，糸の炎面に出ている毛羽だけで，
糸の実質的太さは殆んど変らない）から，結局瓦斯焼に

よつて，繊維問o）圧力には殆んど変化は起きないと捗え
られるo

るが，強力は精練度により，また瓦斯焼度により，また

5）摩擦係数

撚度によつて増加或は低下することがわかる。

殻後に康擦係数について検討した。第4戎は7分練及

野口

土屋．：瓦斯焼が網勧糸の強伸度に及ぼす影響にっいて

び本練絹繊維の，瓦斯焼前後に於ける摩擦係数の比較を

とともに上界し，飽和撚を頂点として下隣することは説

示す。

明を要しないが，各撚度に対する瓦斯焼前後に於ける両
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細強力については・撚1酬司じであるから勘も同じ
と考凸えれば，『目撚に於ては繊維の摩擦係数のまさる瓦斯

1・・4・8

13

焼後の糸の方が高く堺れ，頻1撚に至ればそれと反対に繊

＿
0・516

維強力のまさる瓦斯焼前の糸の方ヵ【傷くなつて，糸強力
の動きは繊維の実験結果と符合すゐ。
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変化

これによると本練絹繊維の鷹擦係数は殆んど変化しな

1犬態を見ると，これ，はilll一撚臓に於1ナる糸強力の比

較であるから繊維の圧力は同じと考える。なお糸の撚度

いが，7分練は椙当顕著に増加することを知つた。

は普通撚であるから飽和撚よりかなり

しかし糸の場合，このような変化を受けるのは外層の

力は・繊維の1離擦力に多く影響するから・瓦斯焼度を増

繊維であつて，中心に肉うほど，その糧度は薄らぐであ

すに従い繊維の鷹擦係数が増すので糸強力はtilt加す都。

ろうが，内層繊維は周囲から受ける圧力が大きいので滑

しかし糸強力に有力に影響す著，鷹擦力の玉

り難いから，滑り易い外層繊維が，このように鷹擦係数

協は・やがて

漸減して繊維強力と安代するし，而もその繊維強力は瓦

を増すことは，搬の強力に大きい影響を及ぼすだろうと

考えられる。

1，trい。従つて糸強

斯焼瞳を増すに従）て低下すゐから，糸強力も低下し

て，これまた繊維の爽験結果と符1・tlす為。

なお鷹擦係数以外，こ畑劃1する幽で，糸の強力｝こ
影響する原困はないだろうかを検討した。

又第嬢の榊繍糸の瓦斯焼囎こよる強力の蜘罐

を見ると，これも同…撚鷹でElf）るから庄力は変らない

即ち瓦斯焼の際，セリシンがとけて，繊維相互を膠着
するようなことは，ないかを調べた。これは糸の一・端を

し，また繊維の鷹擦係数も略々同じ（第4喪滲照）であ
る。従つて変るのは駕斯焼度を増すに従つて低下する繊

拡大鏡で観察しながら，静かに口から息をふきかけて繊

維強力のみであるから・その影響が糸の強力に現れて糸

維の離れる状態を観察したが，そのような箏実は溜めら

強力の漸減を晃るのであつて，この動きもまたさきの実

れなかつた。

験紺果と符脅する。

更に又瓦斯焼にょつて，毛羽が焼き落されるとき先端
が焼き縮れて，他の先端と搦み合つているようなことは

ないかも調べた。これは瓦斯焼糸を顕微鏡で観察した
が，その事爽も認められなかつた。しかし焼き落された

毛羽の先端は何れも乳棒状に膨らんでいることが認めら
れた。このことは糸が引張られたとき，繊維の滑動を阻

止する一原因となるだろうと考えられるが，このような

以」二によつて7分練絹紡糸の強力が，瓦斯焼によつて
増減するのは・繊維の摩擦係数と繊維の強力との増減及

び影響関係によるのであり，就中その特異な強力増加
は，虫として摩擦係数の増加に原因すると考えられる。

従つて次には，何故7分練絹繊維は瓦斯焼によつて摩
擦係数を増加するのかを究明する必要がある。そこでこ

の特異現象は7分練網紡糸にあらわれて，本練絹紡糸に

現象は本練瓦斯焼糸にも認められたが，その強力変化状

は起らないこと，そしてその両者の相異は，荊者には5

態に鑑み，これが糸強力に及ぼす影響は軽微であろうと

〜7％のセリシンと0．2％内外の油脂分が附蒲している

鰺えられる。

6）考

as

が，後者にはそれがないことから，その原因はセリシン

か油脂分か15Lはその両者であると考えられる。

以上の実験で，糸の強力を支配する諸事項の，瓦斯焼
にょる影響がわかつたから，それにもとついて瓦斯焼に
よる，絹紡糸の強力の瞥異な変化を考察してみる。

そこで瓦斯焼した7分練絹紡糸を，0。5％のマルセル
項鹸液で20分闘煮沸して強力の変化を調べた。第5表は
これを示す。

まつ紳、蜥撒の蜥から｝，・，のこと曙えると思
う．・嚇の強加，−II一撚・於・麟ゆ摩擦・・に多・

灘講1繍難鵜；、1驚繍
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これによると瓦斯焼によつて増加した強力は，このよ

うな処埋を受けても殆んど低下しないことがわかる。そ
こでセリシソは熱せられると変性して・水に不溶｛ビliとな

るので石鹸液で煮沸されても除かれ難いこと，それと反

対に油脂分は，礪計麺細嗣r・れ購去さa
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