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戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支えた

のは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石油危機な

どの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は多大なもので

ありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一

方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつ

つあり、将来に対する懸念が台頭しております。

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今後解

決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて従来にも

ましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られ

ております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力すること

から始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績を

あげるまでになってきております。

これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさらに

発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界

をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の各企業におけ

る研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発

により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの一つ

として社団法人日本繊維機械協会に「繊維機械における技術革新と今後の方向性に関する調査

研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与

すれば幸甚であります。

平成16年３月

社団法人　日本機械工業連合会

会　長　　相川　賢太郎

i



ii



序

本調査研究は社団法人日本機械工業連合会より、平成15年度委託事業「繊維機械における技

術革新と今後の方向性に関する調査研究」として実施したものである。

わが国の繊維機械技術は、繊維産業の発展とともに、開発されてきており、品質性能面では、

メカトロニクス化の進展及び省エネルギー化の進展等により、その水準は欧州と並び世界のト

ップレベルにある。

技術面から日欧の繊維機械を比較すると、欧州メーカーは従前より完成度の高い機械を提供

してきたが、最近は多様性や即応性（クイックレスポンス対応）等のユーザーニーズを意識し、

メーカーの特徴を出しながら、柔軟な対応性を追求した開発傾向となっている。

日本メーカーは、比較的早い時期からメカトロニクス技術を導入し、自動化や操作性の向上を

追求してきた。更に、ユーザーのニーズに合わせ、小ロット化・多品種化等に対する多様性や

即応性、メンテナンス性等の高い機械の開発に主体をおく姿勢をとっている。

15年度は繊維機械全体の技術革新と今後の方向性を総括するとともに、機種別には化学繊維

機械、紡機等６分野ある中で、最近注目をあびているニット分野に焦点をあて、その製造機械

である「編機」、また、需要が低迷気味で再活性化が求められている「染色仕上機」を中心とし、

わが国メーカーの今後の技術革新と今後の方向性を見出すことを目的とするものである。

平成16年３月

社団法人　日本繊維機械協会

会　長　　村田　純一
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第１章　編　　機

はじめに

布には織物、ニット(編物）、不織

布、レース、組物などがあり、ニッ

トは織物とともに衣料品に多く用い

られている。ニットの割合は暫増傾

向にあるが、デザインの多様性、生

産工程の短さ、最終製品に近い形で

編みたてられ、縫製工程が短い、編

地の物性や風合いが衣料品に適するなどの理由によると考えられる。また、ニットは衣料品の他に、

カーテン、車両等の内装材及び産業資材の芯材などにも用いられている。

これまでは「メリヤス」が正式な用語として用いられてきたが、最近は編むあるいは編物という

意味の英語の「ニット」が用いられている。

ひと口にニットといっても各種の編地があり、編組織で分類すると、よこ編、たて編に大別され

る。よこ編はそれぞれの糸がよこ方向に走っていることからよこ編と呼ばれ、横編機により編成さ

れる横編地と丸編機により編成される丸編地がある。たて編はそれぞれの糸がたて方向に走ってい

ることからたて編と呼ばれる。

セーター、カーディガン、ニット婦人服、マフラー、帽子、手袋、指付きの靴下などは横編地が

多く、肌着、Tシャツ、ニットシャツ、運動着などは丸編地が多く、女性下着類、ネット、カーテ

ン、内装材などは経編地が多い。

近年、ニットの生産地が中国を初めとした海外に移転し、大量のニット製品が輸入されるように

なった結果、国内のニット製造業は減少した。2000年の工業統計表によると、ニット生地製造業

（産業分類コード145）は2,279事業所、製造品出荷額1,884億円、ニット製シャツ、セーター、肌着、

靴下、手袋などニット製品関連製造業（産業分類コード152＋1532＋1534＋1535+1564＋1566）は

11,133事業所、製造品出荷額１兆895億円である。国内のニット製造業は今後、高度な技術力を駆

使した高付加価値製品の生産、短納期生産あるいは従来の賃加工から企画力や製造販売力の強化に

よる生き残りの道を模索している。

編機や編針の開発は欧米の先進国で始まり、これまで多くの編機メーカーが多様な編機を開発、

製造してきた。近年は、開発技術の高度化に起因する編機開発コストの問題から撤退する先進国の

編機メーカーが相次ぎ、メーカーの世界的な淘汰が起きた。一方、台湾、韓国、中国などでは新た

に編機メーカーが誕生しており、今後、先進国の編機メーカーはアジアのメーカーの追い上げを考

慮に入れた取り組みが求められる。

1

図１　布の種類　織物（左）、よこ編（中）、たて編（右）
出所：ニットアパレル必携



１．横編機

横方向に長い針床（ニードルベッド）前後２枚を逆V字型に対向配置されていることから横編機と

呼ばれ、編成カムを装備したキャリッジが給糸口を連動しながら往復運動をおこない、横長の編地

を編成する。横編機の最大の特徴は容易に成型のガーメントレングス編成ができることである。機

械のゲージは針の間隔を表すもので１吋（25.4mm）の間に何本の針があるかで呼称する。例えば、

１吋間に10本（2.54mm間隔）の場合は10ゲージ（10G）といい、数字が小さくなれば編目が粗くなる。

ニットの機械化は、1589年にイギリス人のウイリアム・リーが初めてヒゲ針による靴下編機

（図２）を発明したことに始まり、1849年にマシュー・タウンゼントによってベラ針が発明され、

色々な編機の開発に道が開かれた。また、イギリスで産業

革命が起こった18世紀後半から産業規模が大きくなるにつ

れ衣料の消費も増大していった結果、編機の開発に拍車が

かかることになった。

わが国が本格的に洋装化していったのは第二次大戦後で

ある。既製服化が進み衣料品の工業化が活発になっていく

につれて横編機の需要が高まり、手横機（手動式横編機）

からメカ式自動横編機へと移行が進み、国産の自動横編機

メーカーが多数誕生した。1975年に世界で初めてコンピュ

ーター制御片面ジャカード横編機が登場し、以後さまざま

なコンピューター制御横編機の開発が行われていった。1995年には世界初の無縫製型横編機が登

場した。

（1）横編機について

横編機では大別して流し編と成型編があり、近年さらに横編機の技術革新が進み、成型編が進

歩したインテグラル（複合的）ニットと無縫製ニットがある。

１）横編ニットウェア商品の製造方法による大別

①　カット＆ソーン商品

流し編（ハンカチ編み）された生地（ブランケット）を型紙に合わせて裁断（カット）し、縫製

（ソーン）して製品に仕上げる（仮セット、カット、ほつれ止め、

縫製など工程が多い）。

②　成型商品

編機上で前身頃（図３）、後身頃、袖を型紙通りに目増やし、

目減らしをして成型編したものと付属パーツ（衿、前立て、ポケ

ットなど）を主にリンキング縫製して製品に仕上げる（裁断工程

2

図２　ウイリアム・リー発明機

図３成型編（前身頃）



が省略される。また、カット＆ソーン商品に対してカットロスが約30％少なくなり素材

が節約できる）。

近年ではコンピューター化などの技術革新に伴い、編機上で身頃を成型編しながら衿や

前立て、ポケット、ボタンホールなどを付けて一体に編むことでさらに縫製などの後工

程を省略するインテグラル（複合的）ニット（図４）という編成方法がある。

③　無縫製商品（ホールガーメント）

縫製するという既成概念を打ち破り編機上で各パーツを編成しながら繋ぎ合わせて立体的

な製品の形に一着まるごと編み上げてできたのがホールガーメント（図５、６）である。縫

目が無いため、ゴワツキがなく、軽くて着やすく、シルエットがきれいなど、ファッション

性の高い商品が期待できる。また、カットロスも無く省資源、省エネルギーにも寄与する。

3

図４インテグラルニットと商品

図６　ホールガーメント（ワンピース）図５ホールガーメント
（ラグランスリーブ）



（2）KNIT CAD・デザインシステム

手横機（手動式横編機）やメカ式自動横編機のオペレーションには、メカニズムの制御や柄な

どのデータ作成に熟練者のテクニックと多大な時間、労力を要した。コンピューター制御横編

機が登場してまもなく制御や柄データのプログラミング用KNIT CADが開発された。熟練を要

せずデータ作成時間が数十倍以上速くなりコンピューター制御横編機の普及に多大な貢献をし

た。2000年に入りCAD機能のみならず商品企画から流通に至るまで、データの一元管理、一貫

活用を可能にするデザインシステムが登場した。

１）1950～1960年代前半のメカ式自動横編機における柄作成は、主に針、ジャックの立て替

えと制御プログラム用チェーン作成を手作業で行う。

２）1960年代後半～1970年代前半のジャカード付メカ式自動横編機における柄作成は、ジャ
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１．編成１－前身頃 

 

２．編成２－後身頃 

３．編成３－袖 

４．編成４－付属（衿等） 

５．仮裁断 

６．袋状に仮縫い 

７．枠入れ 

８．仮セット 

９．枠外し 

10．本裁断 

11．オーバーロックミシン 

12．本縫い 

13．付属のリンキング 

14．セット 

15．織りネーム付け 

16．仕上げ 

カット＆ソーン商品 

1955年以降 

ブランケット 

１． 編成１－前身頃 

 

２． 編成２－後身頃 

３． 編成３－袖 

４． 編成４－付属（衿など） 

― 

― 

― 

５． 仮セット 

― 

― 

― 

６． 本縫い 

７． 付属のリンキング 

８． セット 

９． 織りネーム付け 

10． 仕上げ 

１． 編成１－前身頃・衿 

 

２． 編成２－後身頃 

３． 編成３－袖 

― 

― 

― 

― 

４． 仮セット 

― 

― 

― 

５． 本縫い 

６． 衿後部のみリンキング 

７． セット 

８． 織りネーム付け 

９． 仕上げ 

１．  編成１－前身頃・衿・ 

　 後身頃・袖 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

２．  セット 

３．  織りネーム付け 

４．  仕上げ 

成型商品 

1990年以降 

インテグラルニット 

1985年以降 

成型 

無縫製商品 

1995年以降 

ホールガーメント 

表１　横編ニットウェア製造工程の比較例



カードと制御プログラム用パンチカード作成を手作業で行う。

３）1970年代後半～1980年のコンピューター制御横編機における柄作成は、ニットデータ

（柄データと制御プログラム）を紙テープにパンチング機で行う。

４）1981年以降のコンピューター制御横編機における柄作成は、ニットデータをKNIT CAD

で行う。（データの主な媒体はフロッピーディスク、磁気ディスク）

（3）手袋・横靴下編機

作業手袋生産の機械化は、1932年に手動の石川式五指連続手袋編機が開発された頃に始まり、

手動式から半自動式へと発展した。1965年に世界で初めてシンカーニット方式の全自動手袋編

機（図８）が登場し、生産の合理化が可能になり本格的に機械化が進められた。1970年には指先

かがりが不要となる全自動シームレス手袋編機が登場した。その後1982年に手首最終部のかが

りミシン不要の手袋が生産できる編機が登場している。

１）作業手袋編成とその進化

①　指取式編成

ア．親指・人差指・中指・薬指を各々編成し、各指を移し針に編目を保持したまま編針か

ら外しておく。

イ．小指編成後、薬指から順に人差指迄を指股部の２目を重ねて編針に移し戻す。

ウ．４本胴を編成する。

エ．４本胴編成後、親指を指股部の２目を重ねて編針に移し戻す。

オ．５本胴を編成する。

カ．手首部編目を減らす。最後に止め（リブ編み）をかけて手袋を外す。

②　五指連続編成

ア．小指編成後、薬指との指股部の重ねる２

目を編目複合装置（通称カミソリ）にて保持。

イ．薬指編成後、人差指との指股部の重ねる

２目をカミソリにて保持。

ウ．中指編成後、人差指との指股部の重ねる

２目をカミソリにて保持。

エ．人差指編成後、カミソリを抜いて指股部

の編目を複合。

オ．４本胴編成後、親指との指股部の重ねる

２目をカミソリにて保持。

カ．親指編成後、カミソリを抜いて指股部の編目を複合。
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図７　五指連続手袋編機



キ．５本胴を編成。

ク．手首部編目を減らす。最後に止め（リブ編み）をかけて手袋を外す。

③　口ゴム編成

口ゴム編機で編成された手首（カフス）専用生地（リブ編、無地～３色ストライプ）。

（作業手袋の完成）

口ゴム（手首専用生地）を一枚毎、先に挙げた方法（指取式編成、五指連続編成）で編成

された手袋の手首部に筒状に縫合する。このままでは指先部は角型であるため、角を摘

んで指先になじむような形状に指先かがりを行う。これでニット手袋の完成品となる。

④　ゴム入り手袋

1956年に島正博が発明した手首部にゴム糸を挿入編成した手袋である。この発明が後

の全自動手袋編機の登場につながる。

ゴム糸により伸縮性を持たせることで、従来の手首部の目減らしと口ゴムの後付けが不

要になり、編機上で指先から手首部まで一連の編成が可能となった。また、従来の手袋

では手首部の締りが悪く、だぶつき、使用中にずり落ちる状態になりやすかったが、こ

の手袋ではそのような状態は無く手首部に優しくフィットし、なおかつ、脱ぎやすく安

全性が著しく向上した。指先かがりと最終部ほつれ止めミシンかがりで完成品となる。

⑤　シンカーニット手袋（指先：角型）

1965年に世界で初めてシンカーニット方式

の手袋が登場した。下から引張りながら編成

された手袋と違い、この手袋は非常に伸縮性

に富み、着用感が良く、手にフィットする。

指先かがりと最終部ほつれ止めミシンかがり

で完成品となる。

⑥　シームレス手袋（指先：丸型）

1970年に世界で初めてシンカーニット方式

によるシームレス手袋が登場した。従来の指

先が角型の場合は手作業による指先かがりが必要だった。この指先かがりが不要となる

編成方法を島正博が発明した。最終部ほつれ止めミシンかがりで完成品となる。この手

袋は指先かがり工程が不要なため、納期の短縮やコストダウンは勿論、手袋使用中の安

全性や作業効率の向上に大きく貢献した。また、後の精密作業用に適したウルトラファ

インゲージ手袋などの開発につながった。

⑦　最終部かがり無し手袋（Ｘヤーン使用）

1982年に登場した。従来の手袋は、最終部をほつれ止めのためにオーバーロックミシン
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図８　角型全自動手袋編機
出所：島精機製作所カタログ



でかがって完成品とするが、この手袋はオーバーロックミシン工程を不要とするために

最終ゴム糸挿入後にＸヤーン（特殊糸）が編み込まれている。これを端糸処理機にかける

と最後に編み込んだＸヤーンの一部が乾熱により溶解収縮し、地糸に付着することでほ

つれが防止され最終かがりミシンが不要となる。ミシン方式の４～５倍の速さで処理さ

れ、生産性が大きく向上した、また外注加工が主だったミシン工程が無くなることで、

集配のロス時間が無くなり、自社工場における一貫生産を可能にした。

２．丸編機

丸編機は針床が円筒形状をしていること

から丸編機と呼ばれ、筒状の編地を編成す

る。糸は給糸口（フィーダー部）で編針の編

成動作を受け、編地となる。それぞれの糸

は図９のようによこ方向にらせん状に走り、

編地を構成する。

丸編機の針床形状を図10に示す。（a）は

シングルシリンダー編機、（b）はダイヤル

編機、（c）はシリンダー・ダイヤル編機、

（d）はダブルシリンダー編機である。

針床が１つの編機には、シングルシリン

ダー編機とダイヤル編機があり、平編、鹿

の子、天竺ジャカードなどのシングルニッ

トを編成する。針床が２つの編機には、シ

リンダー・ダイヤル編機と両頭針を使用す

るダブルシリンダー編機があり、ダブルニ

ットを編成する。

シリンダー・ダイヤル編機は、さらに、

針溝の並び方によって図11のようにゴム出

合と両面出合の２種類の編機があり、ゴム

出合の編機は針溝が交互の位置関係にあり、

ゴム編やその変化組織を編成する。両面出合の編機は針溝が互いに向かい合った位置関係にあり、

編針は1本おきに編成動作を行い、両面編やその変化組織を編成する。
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（注）本書の文中にある商標権登録されている機械、装置、製品などの名称や呼称については、

商標権登録済みの表示を全て省略しています。

図９　丸編機における編地編成
出所：ニット衣料学

図10 丸編機の針床形状による分類
出所：繊維製品製造３　編組・縫製

図11 ゴム出合の丸編機、両面出合の丸編機
出所：ニット衣料学



編成可能な編組織は上記の編針配列とニット、タック、ウエルトの編成動作により決定する。

丸編機は生産能率の向上や縫製時の裁断ロス減少のため、大きな径（シリンダー直径0.4～0.9mが

一般的）の編機が使用され、広幅の編地が編成される。編地を筒状のまま使用する製品では、例え

ば、丸編靴下ではシリンダー直径が約10cmの丸編靴下編機が、紳士肌着ではそのサイズに適合す

るシリンダー径の編機が使用される。

丸編機は一般的な編地を編成する汎用編機と、特定の編地を編成するために必要な特殊な機構を

有する専用編機に大別でき、表２のような各種丸編機がある。

表２　各種丸編機

表２の他に、小径の編機として靴下（ソックス）編機とストッキング編機がある。

ソックスを編成する丸編靴下編機はさらに平編系のシングルシリンダー編機と、ゴム編、両面編

系のダブルシリンダー編機に大別できる。

丸編地は横編地に比較すると、①編機のゲージ数が大きく、細い糸を使用し、細かな編目の薄い

編地を編成できる、②シリンダーの周囲には多数（40～120口が一般的）の給糸口があり、シリンダ

ーの１回転により給糸口数に相当するコース（糸）数分の編成ができ、生産能率が高い、③編み始

めから終わりまで一定の編組織を連続して編成する流し編地が多い、④横編は糸使いや編組織によ

る製品の差別化が多いが、丸編は型紙のパターン形状や編地の組み合わせによる製品の差別化が多

いなどの特徴がある。
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汎
　
用
　
機 

柄
出
機 

専
　
　
用
　
　
機 

特
　
殊 

シングルシリンダー編機 ： 針床が一つで、平編、鹿の子編、天竺ジャカード編などのシングルニット 

シリンダー・ダイヤル編機 ： 針床が2つあり、ダブルニットを編成 

　　  ゴム出合 ： ゴム編及びミラノリブ、片畦編、両畦編、ダブルピケなどのゴム出合系の変化組織 

　　  両面出合 ： 両面編及びエイトロック、ポンチローマ、シングルピケなどの両面出合系の変化組織 

ダブルシリンダー編機 ： （両面出合）パール編、両面編系の変化組織、ダブルの丸編靴下編機 

カムレース方式 

セミジャカード装置、ジャカード装置、メカニカル式選針、電子制御式選針 

糸切替（ストライパー）装置 

シール丸編機 ： パイル編、カットパイル 

フリース丸編機 ： 裏毛編（フリース） 

メッシュ丸編機 ： ニードルループの目移しによるレース調透かし目のメッシュ組織 

たて糸ラップ丸編機 ： 地糸とは別の糸を用いたからみ添え糸編 

スライバー編機 ： スライバーを編み込んだボアー調編地 

アイレット丸編機 ： シンカーループの目移しによるペレリン編 

ガーメントレングス丸編機 ： 抜き糸、止め編、裾ゴム、身頃、捨て編を一人分の丈ごとに繰り返して編成 

中小径シリンダー編機 ： シリンダー径が５～10数インチ　シングル編機、ダブル編機 

つり（吊）編機 ： ひげ針使用、給糸口数が少ない、平編、梨地、裏毛編などを編成。台数少ない 

巻上機、トンプキン機 ： ひげ針使用で、編成後の編地を巻き上げる。台数少ない 



３．経編機

経編機にはトリコット編機、ラッシェル編機、ミラニーズ編機及びその他の編機があるが、トリ

コット編機とラッシェル編機で経編機の大部分を占める。

経編では、織物の経糸準備と同様に、必要な本数の糸を引き揃えてビームに均一に巻く整経と呼

ばれる準備作業が必要であり、横編や丸編に比較して編成準備工程が長い。

以前は、トリコット編機はひげ針使いで、ゲージが細かい、ラッシェル編機はべら針使いでゲー

ジが粗いといった区別があったが、現在は両機種とも複合針を使用し、編機の機構上の差異は少な

くなった。

トリコット編機、ラッシェル編機においても横編機や丸編機と同様に、片側組織のシングルニッ

トを編成する一列針床編機と、両側組織のダブルニットを編成する２列針床編機がある。

筬の枚数は２枚～６枚が一般的であるが、そのほかに柄用に多数の筬を装備した編機もある。

べら針のラッシェル編機の編成動作を図12に示す。経編機

では編地組織上、同一の走り方をする糸は同一ビームから引

き出され、同一のおさに通され、組織上、異なる走り方をす

る糸は別のビームから引き出され、別のおさに通される。各

おさは編組織に従って針の周りを廻り、それぞれの針に糸を

絡ませる。その後、針床の上下動により、編針が一斉に上下

動し、編目を形成する。編組織はおさの枚数、各おさの一完

全の動きなどで決まる。

ミラニーズ編機は左斜め用と右斜め用の２組の糸を用い、図13に示すミラニーズ編という限定さ

れた編組織を編成する。その他の編機として、ステッチ・ボンディング機やクロッシェ編機などが

ある。
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図12 経編機の編成動作
出所：ラッシェルの基礎知識

図13 ミラニーズ編組織
出所：繊維製品製造３ 編組・縫製



編機の技術革新

１．横編機

横編機の技術革新は、時代の背景や消費者ニーズに大きく係わって来た。1955年以降世の中は、

マスプロダクション時代に入り横編ニット業界では、手動機（図14）から自動機（図15）へと機械化

が進みカット＆ソーン商品の少品種・大ロットの時代

に入った。1960年代後半に入り編み込みジャカードや

目移しジャカード柄が編める横編機が登場し、柄の多

様化がはじまった。

ITMA ’75（ミラノ）にStoll社（ドイツ）が世界で初め

てコンピューター制御片面ジャカード横編機を出品し

た。以後、本格的にコンピューター制御化が始まり、

さらに柄の多様化が進み多品種・中ロット対応時代に

入った。また、柄の多様化に対応するためにステッチ

プレッサーやインターシャ装置なども開発された。

1980年以降多品種、小ロット、短サイクル、成型・イ

ンテグラルニットの時代に入り、編出し装置、可動シ

ンカー、デジタルステッチコントロールシステムなど

が開発されていった。ITMA’95（ミラノ）に㈱島精機製作所が世界で初めて無縫製型横編機を出品

した。ファッションの多様化、個性化が先行する消費地における知識集約型産業の生産機として期

待が大きい。

以下に主な横編ニット商品ごとの最近の最適生産横編機を挙げてみる。

（1）カット＆ソーン商品

｢ブランケット」生産には長尺・多カム編機が適している。最大編幅が183～254cmで多カ

ム（４～６カム）が主流である。

（2）成型商品

｢成型・インテグラルガーメント｣生産には短尺・成型編機（図16、17）が適している。編

幅が122cmの２～４カムが主流で編出し装置、ヤーンカッター＆グリッパー装置、DSCS

（デジタルステッチコントロールシステム）装置、ステッチプレッサー装置などが装備され、

セパレートガーメント編成ができる。天竺成型機とリブ成型機がある。
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図14 手動機
出所：第２回OTEMAS ガイドブック

図15 自動機（巽精機　JUST-1W）
出所：第２回OTEMAS ガイドブック



（3）無縫製商品（ホールガーメント、ニット＆ウェア）

｢無縫製商品｣生産には無縫製型横編機（図18、図19）が適している。編幅が170～203cmの

３～４カムが主流で編出し装置、ヤーンカッター＆グリッパー装置、引下げ装置、DSCS

（デジタルステッチコントロールシステム）装置、ステッチプレッサー装置などが装備され、

無縫製商品の編成ができる。

（4）横編特殊柄商品

主に「インターシャ柄」や「経編みジャカード柄」が挙げられる。

インターシャ柄生産にはインターシャ装置を装備した横編機やIKAE ’90に㈱イケナガが

出品したインターシャ専用機（INS-40）がある。経編みジャカード柄生産にはITMA’95（ミ

ラノ）に㈱島精機製作所が出品したコンピュータ制御万能横編機（SPL122CS）がある。

これら横編機は時代とともに今日に至るまで高生産性、高効率、操作の容易化、多品種、

小ロット、短サイクル、低騒音、省資源、省エネルギー、ファッションの多様化・個性化な

11

図16 リブ成型機
出所：島精機製作所カタログ

図17 成型機
出所：Stoll社カタログ

図18 無縫製型横編機（ホールガーメント）
出所：島精機製作所カタログ

図19 無縫製可能横編機（Knit and Wear）
出所：Stoll社カタログ



どに対応すべく数々の技術進化を遂げてきた。この発展過程で見られた技術革新を横編機の

主要装置・構成部(トップテンション、サイドテンション、DSCS、ヤーンキャリア転換、キ

ャリッジ、駆動、巻き下げ・引下げ、ヤーンカッター＆グリッパー、編出し、レースバー、

ニードルベッド、ラッキング、コントローラー、給油、クリーナー)ごとに示す。

1）トップテンション装置（図20）

横編機に供給する糸に適正な張力（テンシ

ョン）を加える働きと糸切れ検出、糸結び

（ノット）検出ストップモーションの働きを

する。最近ではノットの大小を検出するス

トップモーション機能が付加されている。

この機能はノットが大きい場合には糸切れ

や編地不良（穴があく）が発生するために編

機を停止させる。ノットが小さい場合には

糸切れや編地不良が発生しないように運転速度を一定時間低速に切替えたのち、元の速度に復

帰させることで稼働率の低下を防ぐようにしている。

特殊なケースとしてIro社（スウェーデン）から販売されている横編機用の積極糸送り給糸装置

が使われる。この装置は非常に弱く切れやすい糸や伸縮度が大きくテンションのコントロール

が難しい糸などに有効である。

2）サイドテンション装置

手動機の給糸は真上からだったが、自動機になって左右から給糸するようになり編機の両端に

サイドテンション装置が設けられた。使用糸のヤーンキャリアが編地の左右で反転する時に発

生する糸の弛みを吸収し、糸に掛かるテンションの変化を最小限に押える働きをする。最近で

は糸送りローラー付きのサイドテンション装置も登場している。これは弱くて切れやすい糸や

テンションの均一化に有効である。

3）DSCS（Digital Stitch Control System）装置（図21）

ITMA’83（ミラノ）に㈱島精機製作所が世界で初めてDSCS装置（図22）を搭載した成型機を出

品した。この装置はサイドテンション部に設けられている。

従来のメカ制御やコンピューター制御横編機では編目の大きさ（所望の編地風合い、寸法）は

任意設定した度目データ（度山の位置）によって決める。この度目調整方式はアナログ的で編機

の稼働環境（温度や湿度、糸コーンの大小、染色、糸のテンション、キャリッジスピードなど）

の変化によって編地丈や幅に乱寸が発生する。成型・インテグラルガーメントやホールガーメ

ントでは乱寸が発生すると商品にならない。

DSCSはデジタルニットを実現した世界で初めてのデジタル制御給糸装置である。その時々の
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図20 トップテンション装置



稼働環境下における糸の使用

量を常時監視しながら使用糸

量を自動的にコントロールし

ループ長を一定に保ちながら

編成するため所望する製品の

丈の乱寸誤差を±１％以内に

収めることができる。DSCSを

使用することにより成型・イ

ンテグラルガーメント、ホー

ルガーメントにおいて最も重

要な型紙通りの編成が可能と

なり、また、サンプルを作成

した時点で一着分の原糸の使

用量を確定するため正確な糸

の発注予測と管理ができ、リピートオーダーや別口

の発注に対してもオーダー間で均一した品質を保持

できる。

IKAE ’94に㈱島精機製作所が提唱したトータルニ

ッティングシステムにはこの装置が必要不可欠であ

る。

4）i-DSCS（Digital Stitch Control System with

Intelligence）装置

IKME2003（ミラノ）に㈱島精機製作所が i－DSCS装置を搭載した無縫製型横編機を出品した。

DSCSをさらに進化させた装置で、往復運動を行う横編機では難易度の高かった積極糸送りを可

能にした。モーターで強制的に糸の供給を制御することにより糸張力を一定に保ち、また、必

要分の糸だけを供給することができる。これにより編地の乱寸防止はもちろん、伸縮性の高い

ゴム糸や強度の低い甘撚り糸など、従来編成が困難であった特殊糸の編成が容易になり、編成

時の糸への負荷を軽減することで編成の高速化が期待されている。

5）ヤーンキャリア転換装置

ヤーンキャリアのガイド及びキャリッジに装備した糸切換装置によるヤーンキャリアの転換と

連動の働きをする。

①　手動機では糸を手で直接繋ぎ換えるが、メカ式全自動横編機が登場した頃はヤーンキャリア

切換制御（切換位置）は両端固定式制御（図23）で、連動範囲は編み幅に応じたキャリアスト
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図21 DSCSの概略図
出所：島精機製作所カタログ

DSCSサイドテンション装置

①使用糸量を計る

エンコーダー

糸送りローラー

コントローラー

キャリッジ

③度山を調節する

②データを送る

図22 DSCS装置



ッパー位置の手動設定だった。ITMA’79（ハノーバー）において、編み幅や柄に基づくヤーン

キャリアの切換位

置データを入力す

ることで、キャリ

アストッパーがな

くても自由に任意

位置で切り換えら

れるコンピュータ

ー制御横編機（図24）

のパネル出品があ

った。

②　コンピューター制御技術の進化にともない、ヤーンキャリアの任意位置における切換が可能

になるとインターシャ柄編成用のインターシャキャリア装置の搭載機が登場した。

また、IKAE ’90に㈱イケナガが出品したイ

ンターシャ専用機には最大16個のキャリアが

キャリッジとは別個にサーボモーターによっ

て自由に駆動、停止が可能な画期的な電子制

御アクティブキャリア（図25）が搭載されてい

た。これまでにもメカ式制御のインターシャ

柄専用機（光星舎）はあったが、柄の制約があ

りブランケット編成だった。

しかし、コンピュータ

ー制御のインターシャキ

ャリア装置（図26）の登場

によって、ベーシックな

アーガイル柄をはじめ組

織柄やジャカード柄、成

型・インテグラルガーメ

ント、ホールガーメント

との組合せでファッショ

ナブルな商品の企画がで

き、多種多様な活用が可

能となった。
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図23 メカ式色糸キャリア転換装置 図24 コンピューター機

図25 アクティブキャリア
出所：イケナガ　カタログ

図26 インターシャキャリア装置とインタシャ柄
出所：島精機製作所カタログ



③　第６回OTEMAS（1997）に㈱島精機製作所が出品した無

縫製型横編機にキャリア蹴り返し装置（図27）が搭載された。

従来の横編機では、例えばインターシャ編成において、柄

位置に合わせたキャリアの配置換えのために、キャリアの

移動を行う場合やインターシャ編成終了後、不要となった

キャリアは、キャリッジを使って編み幅外に移動する必要

がある。この時に無編成の空コースが発生する。蹴り返し

装置は、キャリッジとは別個にキャリアをサーボモーター

で駆動するため、キャリアを移動する時の空コースがなく

生産効率が向上する。

6）キャリッジ

主に針やジャックなどの上下運動を行わせるカム機構を装備し編成作用をする。｢ニット・目

移しカム装置｣、「度目制御装置」、「選針装置」、「ステッチプレッサー装置」などから構成されて

いる。キャリッジの進化は、生産性面から多カム化、スピード、省スペース、効率面から軽量、

コンパクト化、ファッションの多様性面から多機能化があげられる。

①　ニット・目移し

ア．ニットカムシステム数の進化を

見ると、自動機が登場した頃には

「１カム｣（図28）であったが、

ITMA’83（ミラノ）の最多は｢４カ

ム｣だった。カット＆ソーン商品

が主流の背景下で生産性が求められるなか、ITMA’87（パリ）には「５カム」が登場してい

る。また、Stoll社（ドイツ）が「２×２タンデム」編成のできる「４カム」を出品した。

ITMA’91（ハノーバー）では㈱島精機製作所が「３×３タンデム」編成のできる「６カム」

を出品した。

イ．目移しの進化を見ると、1960年代前半から1970年にかけて目移し付きの自動機が登場し

た頃は、ニットと目移しが別々のロックで構成されていたため、キャリッジが長くなりキャ

リッジのターンロスが多かった。

また、目移し柄の編成効率が求め

られるとニットカムの両側に目移

しカムが設けられた（図29）。1980

年代に入り｢軽・薄・短・小｣が大

きく唱えられた頃、IKAE’82にニ
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図27 蹴り返しキャリア

図28 １カム目移し付
出所：島精機製作所　資料

図29 ２カム両端目移し付
出所：島精機製作所　資料



ットランシステム（ニットと目移

しが同一カムロック内に設けられ

ている）のキャリッジ（図30）が搭

載されたコンピューター制御横編

機が登場した。ニットランシステ

ムはキャリッジの軽量、コンパク

ト化を可能にし、ターンロスが少

なくスピードアップが可能になり、生産の効率アップと省スペースに貢献した。この技術は

現在に継承されている。

ウ． IKAE’78に㈱島精機製作所が世界で初めて同一カムロック内での３Wayテクニック（ニ

ット、タック、ミス）を自在に選択可能なニットカムシステムのキャリッジを搭載したコンピ

ューター制御横編機（SNC172FF）を出品した。これが後のファッションの多様化に繋がっ

た。

エ．第４回OTEMAS（1989）に世界で初めてコースゲージ（３、４、５ゲージ）にコンパウン

ドニードル（複合針）を採用し、合わせてニットランシステムを採用することでコースゲー

ジ機のキャリッジの軽量、コンパクト化を図ったコンピューター制御横編機がが出品された。

オ．第６回OTEMAS（1997）に世界で初めてスライドニードルを採用し、合わせてニットラン

システムを採用することで従来からのラッチニードル（ベラ針）やコンパウンドニードルの

ニットランシステムよりもさらにコンパクト化が図られたコンピューター制御無縫製型横編

機が出品された。

②　度目制御装置

編目の大きさ（編地の風合い、寸法）を決める役目をするカム（度山）の位置調節と切換えの

働きをする。その制御技術は、勘や目安に頼る手動設定方式からコンピューター制御の数値

入力方式、さらにはこれらの度目制御概念からループ長制御概念へと進化してきた。

ア．メカ式自動横編機の頃の度目調節は５～６段切換の各段手動設定（図31）であった。

イ．IKAE’78に世界で初めてパルスモーターによる電子式度目制御（図32）を採用したコンピ

ューター制御横編機（SNC172FF）が出品され

た。手動設定の時は生産物の切替えやリピー

トオーダーの度に行う各段の度目調節は面倒

であったが、この方式になり各段の度目デー

タを入力するだけで簡単に短時間で度目調節

が行えるようになりクイックレスポンスに貢

献した。その後、各社横編機メーカーはコン
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図30 ２カムニットラン
出所：島精機製作所　資料

図31 メカ式５段度目切換装置



ピューター制御横編機に採用していった。その後、

電子とコンピューター技術の進化で1983年の

DSCS装置（デジタルステッチコントロールシス

テム）の誕生となり度目からループ長概念へと進

化することになった。

ウ．ITMA’91（ハノーバー）にUniversal社（ドイツ）

が同一コースで３段階の度目に単独選針による設

定ができるコンピューター制御横編機（MC-７シ

リーズ）を出品した。

その後、各社横編機メーカーは度違い（度目差）

機能（図33）を装備するようになった。この機能は

編成の容易化やファッションの多様化に貢献し

た。

エ．第６回OTEMAS（1997）に㈱島精機製作所が可

変度違い装置を搭載したコンピューター制御無縫

製型横編機を出品した。従来型の度違い装置から可変式となり任意位置の編目を大小自由に

編成可能となった。度違い柄、成型・インテグラルガーメント、ホールガーメントなど、編

成の容易化やファッションの多様化、高品質化に貢献した。

③　選針装置

編み幅や柄に応じて編成すべき針本数や任意の針を選択

する働きをする。

ア． 初期のメカ式自動機（図34）は生産物の切替えやリピー

トオーダーの度に編み幅、柄に応じた針立てを手作業で

行わねばならず、大変な時間と労力が必要であった。し

かも２～３段のラーベン柄（タック、セミジャカード）が

主流で単純な柄の大量生産であった。

イ．1960年代前半から1970年代前半にかけてパターンドラ

ムやジャカードドラム装置を搭載したメカ式自動横編機

（図35）が続々と登場した。国内外の主なメーカーには㈱三星製作所、巽精機㈱、㈱島精機

製作所、Stoll社（ドイツ）、Universal社（ドイツ）、Dubied社（スイス）、Shafhouse社（スイ

ス）、Abril社（スペイン）、Protti社（イタリア）などがある。ジャカードドラム装置はジャカ

ードと呼ばれるスチールカード一枚一枚に柄の選針データを埋め込み、このカードを使って

選針して柄を編成する。柄の多様化は多少拡大されたが、ジャカードの使用枚数に制限があ
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図32 電子式度目切換装置

図33 度違いループ図

並目　　 詰み目　　　 並目

図34 メカ式自動機
出所：三星製作所カタログ



るのと作成に時間とコストが掛か

ることから柄範囲や大きさに自ず

と限界があった。

ウ． ITMA’75（ミラノ）にStoll社（ド

イツ）および他社が世界で初めて横

編機における電子選針方式を搭載

したコンピューター制御横編機を

出品した。それ以後、各社横編機

メーカーでは独自の電子選針装置が開発されてきた。主なところでは、バット位相をずらし

たセレクターとそれに係合するカム（アクチュエータ）及びそれを動作させる高速振動のソ

レノイドで構成される選針アクチュエータ方式（図36）があるが最近では電磁式直接選針方

式が開発され、編機のコンパクト化と生産性の向上に

貢献している。これらの技術革新が柄の制限を無くし

（メモリー容量による制限はある）、大柄や複雑な柄な

どの作成が短時間で容易に可能となり、商品領域が一

気に拡大しフッションの多様化、高品質化、クイック

レスポス対応に大きく貢献した。現代はメモリーも大

容量になり、デザインシステムの進歩によってさらに

相乗効果を発揮している。

④　ステッチプレッサー装置

オールドループの浮きを押え、スムーズなクリアやノックオーバーを補助するなどの働きを

する。

ア．1980年に入りステッチプレッサー

装置（図37）を装備したコンピュータ

ー制御横編機が登場した。IKAE’82、

ITMA’83（ミラノ）では各社横編機メ

ーカーは競ってステッチプレッサー

装置付の横編機を出品した。この装

置が普及したことで複雑な組織柄や起伏に富んだ編地編成に大きな威力を発揮した。この頃、

多重タック、ピンタック、引き返し編みなどのニット商品が本格的に流行しファッションの

多様化に貢献した。

イ．第４回OTEMAS（1989）に㈱島精機製作所が特殊モータードライブ方式のステッチプレッ

サー装置（図38）を搭載したコンピューター制御横編機を出品した。この方式は各コースに
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図35 ジャカードドラム装置付
出所：三星製作所カタログ

図36 選針アクチュエータ

図37 ステッチプレッサー装置



おいて各々が独立して作用、不作用の選択、

さらにニット、目移しなど編成に応じて押

込み量を任意に設定できるため柔軟な物つ

くりに対応でき成型・インテグラルガーメ

ント、ホールガーメント編成に、益々活用

範囲が拡大した。

⑤　ロボットキャリッジ

第５回OTEMAS（1993）に㈱イケナガが世界で初めて、手動と同様の内減らし操作をキャ

リッジに内蔵した新しい機構のロボットキャリッジ（図39、40）を搭載したコンピューター制

御横編機（TSC-IK48）を出品した。この機構は２枚ベッドでありながらリブ編の両面内減らし

（横目移し）成型を可能にした。

7）駆動装置

キャリッジのストローク運動をおこなう。駆動装置の進化は、メカ式自動機ではポールチェン

ジモーターによるチェーン駆動が主流だったが電子やコンピューター技術の進歩に伴いサーボ

モーターによるベルト駆動へと進化し、低音でスムーズな動き、生産の時間短縮や効率アップ

に大きく貢献した。

①　自動機が登場した当初は、クランク方式からキャリッジストロークが一定のチェーン駆動方

式に変わり、速度はポールチェンジによる２段階（低速、高速）切換えが主流であった。その

後、速度の調節は固定プーリー式に替わり、バリダイアプーリー式が採用されて、２段階では

あるがその中で編成組織や使用糸により最適な速度を設定できるようになり、スムーズな編成

と生産性の向上に貢献した。

②　1960年代後半から1970年代に入り、Dubied社（スイス）や㈱島精機製作所からチェーン駆動

方式でありながら３段階（Ｓ、Ｍ、Ｌ）のキャリッジストロークが選択できるストローク切換

装置（図41）を搭載したメカ式自動横編機が登場した。この装置は編み幅に対してキャリッジ

ストロークが最小となる近似ストロークをＳ、Ｍ、Ｌの中から選択設定できるため、生産効率

のアップに貢献した。
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図38 ステッチプレッサー装置
出所：島精機製作所カタログ

図39 ロボットキャリッジ 図40 内減らし装置
出所：イケナガ カタログ



③　IKAE’69に㈱島精機製作所がダブルクラッ

チ・ベルト駆動方式（図42）と拡大縮小装置を

搭載した全自動セミフルファッション横編機を

出品した。この方式はキャリッジの反転をダブルクラッチの切換えで行い、反転位置は、編み

幅が拡大または縮小するに従って移動可能にされた反転位置検出スイッチで行う。キャリッジ

ストロークは編み幅に合わせた手動任意設定位置を基点に編成プログラムによって自動拡大縮

小するため、反転ロスが無く生産効率のアップと同時にベルト駆動による低音化にも貢献した。

しかし、パワーに限界があり全てこの方式にはならなかった。

④　ITMA’79（ハノーバー）にSteiger社（スイス）がモーター反転・ベルト駆動方式、Shafhouse

社（スイス）が駆動スライダーにモーターを搭載したモーター反転方式のプロトタイプのコン

ピューター制御横編機を出品した。その後、ITMA’87（パリ）にStoll社（ドイツ）、Universal

社（ドイツ）、Steiger社（スイス）、Shafhouse社（スイス）の４社がモーター反転・ベルト駆動

方式を搭載したコンピューター制御横編機を出品した。これ以後サーボモーター、センサー、

電子やコンピューター技術の進歩と相まって世界の横編機メーカーはサーボモーターによる反

転・ベルト駆動方式を全面的に採用し現在に至っている。低音でスムーズな安定したキャリッ

ジ反転運動でしかもプログラミングされた柄と編み幅に対して最も有効且つ効率的なキャリッ

ジストロークで編成できる。また、編成組織や使用糸によって機種やメーカーで異なるが、お

およそ７種類の速度を自由に設定選択できるため、安定した生産、効率アップや省エネルギー

に大きく貢献した。

⑤　IKAE’94に㈱島精機製作所が出品したコンピューター制御万能横編機には、前後キャリッ

ジを分離して前後を個々のベルトで同調させて駆動する方式が採用された。従来は、経糸の供

給経路を避けて前後キャリッジを連結していたため、編機の横幅は長かったが、この方式では

60％位に短縮でき省スペースに貢献した。

⑥　IKME2003（ミラノ）にSteiger Group（スイス）が前および後キャリッジを独立して駆動する
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図41 ストローク切換装置

図42 ダブルクラッチ・ベルト駆動



方式を搭載したコンピューター制御横編機（Vesta Multi , Ariesシリーズ）を出品した。この方

式では糸を真上から直接供給できるためキャリッジのいずれの進行方向においても糸のテンシ

ョン差がなく高品質の生産が期待できる。

8）巻下げ・引下げ装置

ニットやタック、目移しの編成動作において

オールドループのスムーズなクリアやノックオ

ーバーが行えるようにするため、編地に適度な

張力を与えながら浮き上がることなく引き下げ

る働きをする。巻下げ装置は主に｢メインローラ

ー｣、｢サブローラー｣で構成されている。メカ式

自動機の当初はメカ駆動のメインローラー（図43）

のみ装備されていたがファッションの多様化が

進むにつれてニードルベッドの直下に取り付く

サブローラーが開発され、また電子制御やコン

ピューター技術の進歩と相まってモーター駆動

へと進化し、さらにホールガーメント編成を容易にするため引下げ装置が開発されている。

①　メインローラー

ア．メカ式自動機でチェーン駆動方式の場合、主にキャリッジが１コース毎に両端の反転時に

巻下げ駆動カムによって駆動されて編地を巻下げる。その時の張力は主に錘の量やバネの引

っ張り量で調節される。

イ．コンピューター制御横編機になり専用のモーター駆動方式が開発された。特にキャリッジ

がモーター反転・ベルト駆動方式の場合、反転位置がプログラミングされた編み幅や柄によ

って編成中に自在に変化させられることから、それに対応できるこの方式は必要不可欠であ

る。張力は機種や編機メーカーにより異なるが約30種類の数値入力をし、それをプログラ

ム指令の選択によって制御するため編成幅や組織、使用糸などに合わせて編地の巻下げを最

適な張力で細かく調節できる。

②　サブローラー

第４回OTEMAS（1989）でサブローラー装置（図44）を搭載したコンピューター制御横編機

が出品された。この装置は専用のモーター駆動方式でニードルベッド歯口の直下に位置し編針

に近い所で編地を引き下げる。張力は31段階の数値入力をし、それをプログラム指令の選択に

よって制御する。また、開閉も自由にできるため編成幅や組織、使用糸などに合わせて編地の

巻下げを最適な張力で細かく微妙な調節ができる。メインローラーと併用することで、より複

雑な編成がさらに容易になる効果がありファッションの多様化に貢献した。
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図43 メインローラー（メカ駆動）



③　引下げ装置

第６回OTEMAS（1997）で㈱島精機製作所が引下げ装置を搭載したコンピュータ制御無縫製

型横編機を出品した。この装置は前後に独立して設けられ、ホールガーメントなどの立体的な

編地を編成する際、それぞれ作用幅が1.5インチ間隔で個別に調節でき、引下げ張力をより細

かく制御できる。ホールガーメント

で三次元的な成型編成を行う時など

には必要不可欠である。メインロー

ラーやサブローラーと併用すること

で、より高品質でファッション性の

高い製品の生産に貢献した。例えば、

セットインスリーブでショルダーラ

インを身頃の後の方へ回す（図45）こ

とで、製品にフィット感を持たせる

編成などに大変有効である。

9）ヤーンカッター＆グリッパー装置（図46）

編成に使用した糸の保持とカットの働きをす

る。IKAE’82に㈱島精機製作所がヤーンカッタ

ー＆グリッパー装置を搭載したコンピューター

制御横編機を出品した。

成型・インテグラルガーメントやホールガーメ

ントなどのセパレートガーメント編成機におい

て一枚または一着の編成が終了毎に編地を外す

ため、使用した糸の保持とカットを行うこの装

置は必要不可欠となる。
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図45 ホールガーメントのショルダーライン
出所：島精機製作所カタログ

図46 ヤーンカッター＆グリッパー装置
出所：島精機製作所カタログ

図44 サブローラー
出所：島精機製作所カタログ



10）編出し装置

例えば編目を持たない編針（空針）300本に

最初に編出し目を作り、数コースの捨てみ後

に製品を編み始めることは通常不可能だが、

これを可能にする働きをする。その編出し目

に特殊な編出し専用針を引掛けて引き下げな

がら編成し編地をメインローラーの巻下げに

切り替わるまで導いた後に、編出し針から編

目を外し編成を続行する。身頃や袖など個々のパーツを一着毎に編成するスケジュールニット

が可能になり、成型・インテグラルガーメントやホールガーメントなどのセパレートガーメント

編成には必要不可欠な装置である。IKAE’69にStoll社（ドイツ）が全自動衿編機（220型）、㈱島

精機製作所が全自動フルファッション衿編機（FAC-7）に編出し装置（図47）を搭載して出品した

のが始まりである。

第４回OTEMAS（1989）に㈱島精機製作所が世界で初めて、無理なく均一に編地の引き下げが

でき、編地を外す際に確実なリリース

が可能な構造の特殊複合式編出し針の

編出し装置（図48）を搭載したコンピ

ューター制御横編機を出品した。また、

ITMA’91（ハノーバー）にStoll社（ド

イツ）が編出し装置を搭載したコンピ

ューター制御横編機を出品した。

11）レースバー装置

ITMA’71（パリ）に㈱

島精機製作所が世界で

初めてレースバー装置

（図49）を搭載した全自

動万能横編機（SPL）を

出品した。

これは横編機と経編

機をドッキングさせた

画期的な万能横編機で

あり、横編みのジャカード機能を駆使した組織柄、経編みジャカードや特有の経柄、インター

シャ柄も組み合わせられる。レースバー装置は経糸のガイドと編針への供給をする働きをし、
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図47 編出し針
出所：島精機製作所カタログ

図48 編出し針
出所：島精機製作所カタログ

図49 レースバー装置
出所：島精機製作所カタログ



横糸と経糸との組合せによる自由自在な配色が可能とな

る。IKAE’94に、これまでの機能を更に進化させ目移し

付きコンパウンドニードルを採用したコンピューター制

御万能横編機を出品した。従来のテクノロジーを一新さ

せ、成型編みも可能にした比類のないハイブリッドのコ

ンピューター制御機として、他のコンピューター編機に

は真似のできないカラフルでユニークなニットウェア

（図50）が創造できファッションの多様化に貢献した。

12）ニードルベッド部

針、ジャック、シンカーなどを保持しながらキャリッジのカムの作用を受けて編目を作る働き

をする。主に｢ニードルベッド｣、｢針」、｢ジャック｣、｢セレクトジャック｣、｢セレクター」、｢シ

ンカー｣、｢トランスファージャック｣、｢ループプレッサー｣などで構成される。これら主な構成

品は高生産性、軽薄短小、生産効率、多機能化など時代の変化や商品領域の拡大、ファッショ

ンの多様化に対応すべく進化してきた。編み幅では100cm～230cmが主流だったが、第５回

OTEMAS（1993）に254cmが登場した。一方ゲージではコンピューター制御横編機の目移し針使

用機は16ゲージまでだったが、第５回OTEMAS（1993）に18ゲージが出品された。普通針使用

機ではITMA’91（ハノーバー）にウルトラファインの

22ゲージが出品された。

①　ニードルベッド

通常横編機は２枚のニードルベッドを逆Ｖ字型に

対向配置したVベッドが主流だが２枚のニードルベ

ッドを水平に対向配置した水平ベッドの両頭編機も

あった。従来ベッドは鉄板に溝を切りその溝に針、

ジャックなどを直接入れる｢切り釜｣構造（図51）にな

っているがIKAE’69に㈱島精機製作所が世界で初め

て「インサート」構造方式（図52）のニードルベッド

を搭載した全自動フルファッション衿編機を出品し

た。この方式は鉄板に切った溝に特殊鋼に焼入れし

たプレートを複合し、挿入してできた溝に針、ジャ

ックなどを入れる全く新しい｢インサート｣構造のニ

ードルベッドである。この技術によってニードルベ

ッド形状の自由度が拡大され、商品領域の拡大やフ

ァッションの多様化に貢献した。第５回OTEMAS
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図50 SPLの柄
出所：島精機製作所カタログ

図51 ｢切り釜｣構造のベッド

図52 ｢インサート｣構造のベッド



（1993）に世界で初めてVベッドの上に２枚のトラン

スファー（目移し）ジャックベッドを搭載したリブ成

型編みのできる四面ベッド方式（図53）のコンピュー

ター制御横編機が出品された。この時のトランスフ

ァージャックベッド（上ベッド）は前後２枚だったが

1999年に、真中で左右に分割し、個々にラッキング

を可能にすることでより柔軟で効率的な生産ができ

るようになった。

ITMA’95（ミラノ）に世界で初めてファインゲージのリブ組織を使ったホールガーメント編

成を可能にする四枚ベッド（Ｘ型ベッド）方式（図54）のコンピューター制御無縫製型横編機と、

従来のＶ型ニードルベッドのままでホールガーメント編成を可能にするため、編針と空針を２

本一対のペアに配置したツインニードル構造方式（図55）のコンピューター制御無縫製型横編

機が出品された。これらの編機は多機能で省力化、省資源、省エネルギー、ファッションの多

様化などに貢献した。

また、IKME2003（ミラノ）にProtti社（イタリア）が110cmのニードルベッドを３組と各々に

２カムのキャリッジを３個装備したコンピュータ制御横編機（図56）を出品した。
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図53 ４面ベッド
出所：島精機製作所カタログ

図54 ４枚ベッド 図55 ツインニードル構造のベッド
出所：島精機製作所カタログ

図56 PV222
出所：Protti社カタログ



この編機は編出し装置はないが、一例ではそれぞれのベッドでＶネックセーターの前身頃、

後身頃、袖２枚（１着分）を44分で編む、すなわちカット＆ソーンのセーター１枚分当り15分未

満で編成できることになり高生産性が期待される。

②　針

1849年にマシュー・タウンゼントによってベラ針（ラッチニードル）が発明されて以来、そ

のラッチニードルは改良されながら現代に至るまで長く使用されてきた。また、近年になりラ

ッチ部が半円運動ではなくスライド運動するスライダーを有する複合針（コンパウンドニード

ル）が開発された。さらに、スライダーに目移し機能を併せ持たせたスライドニードルが開発

されている。

ア．普通針（プレーンニードル）

最もシンプルでラッチニードルの原点でもある。天竺やリブなどの綺麗な編目編成には最

適である。

イ．目移し針（トランスファニードル）

1960年代に入り登場した目移し機能付の全自動機に採用された。主にニードル本体の中

心に受け針のラッチオープナーとガイドの働きをする溝を設けたエグリ溝付きニードル、お

よびニードル本体の側面に移す目とそれの受け針をガイドする羽根を設けた羽根付ニードル

がある。現在では安定した目移しが行え、組織柄編成に最も適した羽根付ニードルが使用さ

れ、目移し柄や成型などファッションの多様化に貢献した。

ウ．両頭針

両頭編機専用の針で、ニードル本体の両端にフックとラッチが設けられている。この針は

水平に対向配置されたニードルベッドの溝を前→後、後→前へと移動しながら編目を作れる

ため、効率良くパール（リンクス）編みを行うには最適だが、現在では目移し針に取って代

わられている。

エ．コンパウンドニードル（複合針）

第４回OTEMAS（1989）に㈱島精機製

作所が世界で初めて目移し機能付コンパ

ウンドニードル（図57）を採用したコンピ

ューター制御横編機を出品した。ラッチ

ニードルでの編成に比べ上下のストロー

クが短くて済み、ニードルベッドやキャ

リッジをコンパクトにできる。設置場所

の省スペース化、キャリッジの反転ロス

を防ぎ生産効率の向上に貢献した。
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図57 ベラ針と複合針のストローク比較
出所：島精機製作所カタログ



オ．スライドニードル

第６回OTEMAS（1997）に㈱島精機製作所が世界で初めてスライドニードルを採用したコ

ンピューター制御無縫製型横編機を出品した。ラッチニードルの発明以来150年ぶりの画期

的な編針である。スライダー機構で目移しを行うことにより、今まで目移しに使われていた

羽根が不要となり、針を溝の中心に配することが可能になった。そのため、左右対称のルー

プを作り高品質で綺麗な編地が得られる。今までの固定されたゲージ概念を覆し、一着の製

品の中に異ゲージを組み合わせるゲージレスニッティングが可能となった。コンパウンドニ

ードルに比べさらに、目移し時の上下ストロークが短くなり、ニードルベッドやキャリッジ

のコンパクト化が図られ、省スペース化を実現した。

次にスライドニードルの代表的な編成テクニック（図58）としてホールディングを使って

ホール状に１×１リブを編成する場合の一例を挙げる。

ａ．｢前身頃の１×１リブ」：前後ベッドで１×１リブを１コース編成後、後のループを

前針（フック内にループを持っている）のスライダーに預ける（ホールディング）。

ｂ．｢後身頃の１×１リブ」：前後ベッドで１×１リブを１コース編成後、前のループを

後針(フック内にループを持っている)のスライダーに預ける（ホールディング）。

ｃ．｢前身頃の１×１リブ」：ａ．で預けたループを後針に戻し、前後ベッドで１×１リ

ブを１コース編成後、後のループを前針（フック内にループを持っている)のスライダ

ーに預ける（ホールディング）。

ｄ．｢後身頃の１×１リブ」：ｂ．で預けたループを前針に戻し、前後ベッドで１×１リ

ブを１コース編成後、前のループを後針（フック内にループを持っている)のスライダ

ーに預ける（ホールディング）。

以上のａ．からｄ．へ進んだ後、ｃ．ｄ．を繰り返すことでホール状の１×１リブが編成で
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図58 スライドニードルにおける編成テクニック
出所：島精機製作所カタログ



きる。

③　ジャック

自動機が登場した当初は柄範囲を増やすために編針の下方に独立して設けられた。第２回

OTEMAS（1981）に編針との連結・出没方式のジャックを採用したコンピューター制御横編機

が出品された。この方式の編針はバットを設けず連結したジャックのバットを介してカムの作

用を受け上下運動を行う。ジャックのバットが没状態の場合はニットカムなどの作用を受けな

いため、例えばキャリッジのストローク幅や反転切換位置が自由に変更でき生産効率の向上に

貢献した。また、編まないところの編目は度山の作用を受けないため高品質な生産に貢献した。

④　セレクトジャック

IKAE’78に㈱島精機製作所が世界で初めて同一カムロック内で３Wayテクニック（ニット、

タック、ミス）を自在に選択可能なシステムを採用したコンピューター制御横編機を出品した。

セレクトジャックはジャックの下方に配置され、キャリッジのカムとセレクターの動作を受

けて３ポジション（上段、中段、下段）に選択される。その３ポジションにあるセレクトジャ

ックはキャリッジのプレッサーカムの作用を受けてジャックの出没動作を行うことで同一カム

ロック内の３Wayテクニックを可能にする。これが新しいシステムで、生産効率の向上や省ス

ペース、ファッションの多様化に貢献した。

⑤　セレクター

セレクトジャックと同時に開発され、セレクトジャックの下方に配置される。セレクターは

位相の異なるバットを有しそれに対応した選針アクチュェータの動作を受けることで作用、不

作用が選択されセレクトジャックに動作する。この位相を持つセレクターがコンピューター制

御を可能にし、小ロット、多品種、短サイクル、ファッションの多様化に貢献した。

⑥　シンカー

通常はニードルベッド先端歯口部に固定されてあり、天竺編成においてシンカーループの形

成やニードルループのクリアおよびノックオーバーを助ける働きをする。

ITMA’87（パリ）にStoll社（ドイツ）が固

定シンカーに加えてキャリッジからの制御

による強制作動式可動シンカー（図59）を

搭載したコンピューター制御横編機を出品

した。この可動シンカーは強制作動による

開閉動作を行い一定位置までオールドルー

プを押えてクリアを助けるため、従来は困

難であった多重タック、ピンタック、引き

返し編みなどの編成を容易にしファッショ
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図59 可動シンカー　　　　　　　
出所：Stoll社カタログ



ンの多様化に貢献した。

第５回OTEMAS（1993）に㈱島精機製作所

が固定シンカーに変わりスプリング式可動シ

ンカー（図60）を採用したコンピューター制御

横編機を出品した。この可動シンカーはキャ

リッジに関係なくスプリングアクションでフ

ルタイムに作動するため、ループに無理な力

を与えず理想的な状態でループを保持でき、高品質で風合いの良い編地を編成することが可能

となった。下方への押し下げは、個々のスプリングアクションで行うため、ループの長短があ

っても個々のループに有効に働きピンタック、引き返し編み、バスケット柄、成型・インテグ

ラルニット、ホールガーメントなどの編成を容易にし、商品領域の拡大やファッションの多様

化に貢献した。

第６回OTEMAS（1997）に固定シンカーに変わりコントラシンカー（図61）を採用したコン

ピューター制御無縫製型横編機が出品された。このコントラシンカーはスライドニードルと同

調して逆方向の動きをしニードルの動作距離を最小限にする。その結果、給糸角度が滑らかに

なり、糸の張力を分散するとともに糸にかかる抵抗を軽減し、糸切れ防止に有効であり、また

スライドニードルとの組合せにより、生産効率の向上、使用糸の種類の拡大、高品質なモノづ

くりなどが期待できる。

⑦　トランスファージャック（TR.ジャック）

第５回OTEMAS（1993）に世界で初めてト

ランスファージャック（図62上部）を搭載した

リブ成型編みのできる四面ベッド方式のコン

ピューター制御横編機が出品された。このト

ランスファージャックはリブ編成をベースに

した前後目移しは勿論、横目移しを可能にし

（総針のリブ編、袋編、ミラノリブ、畦編など
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図60 スプリング式可動シンカー　　　
出所：島精機製作所カタログ

図61 従来のラッチニードルとシンカー　スライドニードルとコントラシンカー
出所：島精機製作所カタログ

図62 ニードルとTR.ジャックの目移し
出所：島精機製作所カタログ



の内減らし成型編が可能）、商品領域の拡大やファッションの多様化に貢献した。

⑧　ループプレッサー（LP）

第６回OTEMAS（1997）にループプレッ

サー（図63右上部）を搭載したコンピュータ

ー制御無縫製型横編機が出品された。この

ループプレッサーは後ニードルベッドの上

部に配置されたループプレッサーベッドに

収納され、天竺やリブ編み個々のループを

プログラム制御によって任意に押えられ、

インレイ柄、成型インテグラルガーメント、

ホールガーメント編成など商品領域の拡大

やファッションの多様化に貢献した。

13）ラッキング装置

振り柄や目移しなどの時、ニードルベッドを左右へ振る働きをする。メカ式の自動横編機や初

期のコンピューター制御横編機では段振りカム方式（図64）だったが、IKAE ’78に㈱島精機製作

所がモーター駆動によるボールネジ方式のラッキングメカニズムを採用したコンピューター制

御横編機を出品した。一般的にラッキングはキャリッジの反転時に行われるが、この方式はキ

ャリッジのストローク中での途中振りも可能になり、スムーズな動作で使用領域を拡大した。

最近では前後ニードルベッドのダブルラッキング（図65）も登場し、省スペースながら振り本

数が倍に増え、10本のケーブル編みや多段振りを駆使した斬新な柄作りも可能になりファッショ

ンの多様化に貢献した。

14）コントローラー（計数装置）

横編機の各部装置を、組み込まれた編成プログラムに基づき制御しながら編機の自動運転を

行う。
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図63 FIRSTの針、TR.ジャック、LPの配置
出所：島精機製作所カタログ

図64 メカ式ラッキング装置 図65 前後モーター駆動式ラッキング装置



1960年代からのメカ式自動横編機の主流は厚紙製

制御カード（パンチカード）の繰り返し循環方式（図66）

であった。

ITMA’75（ミラノ）にStoll社（ドイツ）が横編機で

初めてコンピューター制御を採用したコンピュータ

ー制御横編機（ANV）を出品してから、コンピュー

ター制御化がはじまり、ITMA ’79（ハノーバー）に

世界の主要な横編機メーカーがコンピューター制御

横編機を出品した。それ以後本格的なコンピュータ

ー制御化の時代に入っていった。この頃は制御デー

タを打ち込んだ紙テープの繰り返し循環方式（図67）

であったが、その後コンピューター関連技術の進歩

にあわせ、制御データをフロッピーディスクや磁気

ディスクに書き込み、データを編機のコントローラ

ーに記憶させるプログラムストアード方式へと進化

した。データの保管管理が容易で、異なるデータを

順に読み込ませるスケジュールニットなども可能に

した。さらに、IT技術の導入へと進化しネットワー

クによる一括集中制御、管理を可能にした。多品種、

少量、クイックレスポンスでマーケットイン対応に貢献した。

15）給油装置・クリーナー装置

給油装置は自動機が登場した頃、編機への装備はなく全て作業者による給油だった。1970年

代に入り横編機に装備されはじめた。この頃は、手動ポンプによる集中給油方式だったが1990

年代後半に入り自動給油ポンプが装備された横編機が登場した。

クリーナー装置は自動機が登場した頃、稼動中に発生する歯口部の綿埃の掃除はキャリッジ

に取付けた除塵用刷毛で左右に掃き出し、それを作業者が集塵していた。その後編機メーカー

は、コンプレッサーやブロワモーターなどを用いた各社各様の自動集塵方法を採ってきた。24

時間稼動、高速運転、省力化など高生産性の稼動条件下で求められる安定性、耐久性、高稼働

率などには適時適量の注油、適時の集塵は機械メンテナンス上必要不可欠である。
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図66 メカ式計数装置

図67 コントローラー
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表３　横編機の主な発展推移と出品展示会

 ITMA ／ IKME 

 IKAE 

 OTEMAS 

コントローラー 

DSCS装置 

色糸キャリア転換装置 

 

キャリッジ 

 

 

度目制御装置 

 

選針装置 

STP装置 

 

駆動装置 

 

 

 

 

サブローラー 

引下げ装置 

カッター＆グリッパー 

編出し装置 

 

レースバー装置 

 

ニードルベッド 

 

針 

 

シンカー 

 

 

TR.ジャック 

ループプレッサー 

ラッキング装置 

年　代 
項　目 

1950 1955 1960 1965 1970

展

示

会

 

1回（’51） 2回（’55） 3回（’59） 4回（’63） 5回（’67） 

1回（’69） 2回（’72） 3回（’74） 

6回（’71） 

*’68 Courtauls 
  プレッサーフット 

*’60年代後半 Dubied 
  チェーン駆動方式 
  ストローク切換搭載 

*’69 島精機 
ダブルクラッチ 
・ベルト駆動 

*’69 Stoll, 島精機 
  編出し装置 

*’49 マシュー・タウンゼント ベラ針開発 

*’69 島精機 
インサート構造 

*’71 島精機 
レースバー装置 



33

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

） 

1回（’76） 2回（’81） 3回（’85） 4回（’89） 5回（’93） 6回（’97） 7回（’01） 

4回（’78） 5回（’82） 6回（’86） 7回（’90） 8回（’94） 

7回（’75） 8回（’79） 9回（’83） 10回（’87） 11回（’91） 12回（’95） 13回（’99） 14回（’03） 

*’75 Stoll コンピューター制御横編機 

*’83 島精機DSCS装置 

*’79 島精機 任意位置切換 

*’79 Steiger モーター反転・ベルト駆動 

*’89 島精機 サブローラー 

*’78 島精機３Wayテクニックキャリッジ 

*’78 島精機 パルスモーター式制御 

*’78 島精機 モーター駆動方式 

*’75 Stoll 電子選針方式 

*’89 島精機 コンパウンドニードル 

*’87 Stoll 強制作動式可動シンカー 

*’93 島精機 スピリング式可動シンカー 

*’93 島精機 トランスファージャック 

 
 

*’82 各社STP装置 *’89 島精機 モータードライブ方式 

*’97 島精機 可変度違い 

*’97 島精機 引下げ装置 

*’97 島精機 スライドニードル 

*’93 島精機 四面ヘッド 

*’95 島精機 四枚ベッド、ツインニードル構造 

*’97 島精機 コントラシンカー 

*’97 島精機 ループプレッサー 

*’91 Universal ３段度違い 

*’82 島精機 ニットランシステム 

*’82 島精機 ヤーンカッター＆グリッパー装置 

*’93 津田駒 キャリッジレス横編機 

*’94 島精機 前後個別ベルト駆動 

*’93 イケナガ ロボットキャリッジ 

*’87 Stoll ２×２タンデム 

*’90 イケナガ アクティブキャリア 

*’97 島精機 自動キャリア蹴り返し 

*’95 Stoll  STIXX *’03 島精機 i-DSCS



（5）KNIT CAD・デザインシステム

編機で所望の製品を生産するには柄と制御のプログラミングが必要となる。全て熟練者による

手作業から次第に治具を使うようになり、近年ではコンピューターを使うようになった。さら

には、プログラミング主体のKNIT CADから企画、デザイン、生産、流通、販売に至るまで、

データを一元管理し活用するデザインシステムへと数々の技術進化を遂げてきた。この発展過

程とその技術革新を以下に示す。

1）メカ式自動横編機では柄は針とジャックの立て替え、

ジャカード機の場合はジャカードの作成、また制御プ

ログラムは鉄製やナイロン製の計数チェーンに計数駒

を埋め込む方式（図68）や厚紙製の制御カード（パンチカ

ード）方式ではパンチング治具で穴を開けて作成するな

ど全て熟練者の手作業だった。

2）コンピューター制御横編機が誕生した当初、柄や制

御などのニットデータは個々に紙テープに手作業で穴

を開け作成した。IKAE’78に㈱島精機製作所が初めてデータ作成システム（図69、70）を出品

した。この作成システムは自動柄読み取り装置（３色迄読み取り可能なスキャナー装置）と

個々のニットデータを一式入力後に制御プログラムとして紙テープに自動パンチング出力する

データ作成システム（テープメイト）があり、ニットデータ作成のスピードアップに貢献した。

3）IKAE’82にStoll社（ドイツ）、Universal社（ドイツ）、㈱三星製作所がデータ作成システム

（VDU／Stoll社、M-5000／Universal社、MDS／㈱三星製作所）を出品した。また、㈱島精機

製作所が世界で初めて色をニットコード化して編目一目毎にその色で一枚の生地として描画し

た後、コンピューターで処理しニットデータを作成するKNIT CAD及びCG（コンピューター

グラフィック）を併せ持つデザインシステム（SDS-500）を出品した。この後、ニットデータの

作成はコンピューター化時代を迎えた。
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図68 メカ式自動機の計数チエン

図69 ３色スキャナー　　　 図70 テープメイト



4）ITMA’87（パリ）に㈱島精機製作所がニットデー

タ作成のためのKNIT CAD専用機（図71）を出品し

た。この後KNIT CADが本格的に普及していった。

熟練を要せずニットデータが短時間で作成できる

ようになり、ニット技術者の若返りに大きな効果

を発揮すると共に短納期、多品種、ファッション

の多様化などに貢献した。

5）ITMA’91（ハノーバー）にStoll社（ドイツ）が編目一目毎にニット記号を用いて一枚の生地と

して描画した後、コンピューターで処理しニットデータを作成するCAD（SIRIX）を出品した。

6）第５回OTEMAS（1993）に㈱島精機製作所がKNIT CADとCGの機能を持ち、これらをリン

クして処理可能なデザインシステム（TOTAL DESIGN）を出品した。

IKAE’94にはこのデザインシステムを中核とするトータルニッティングシステム（T・K・S）

を業界に提唱した（表４、５）。これはニット製品の企画・デザインから生産・流通・販売まで

をトータルサポートし、消費者ニーズをビジュアルな情報として捉えることで無駄のない物作

りをサポートするシステムである。

7）第７回OTEMAS（2001）にStoll社（ドイ

ツ）がCAD（SIRIX）を進化させたデザイン

システム（図72）を出品した。主に回数書

きでの型紙作成が可能であり、画面に編み

あがる編地を表現するファブリックビュ

ー、編目の流れをシンボルで表現するテク

ニカルビュー、いずれにおいてもパターン

の作成及び編集が可能などの機能が付加されている。また、編地の流れを事前にチェックでき

るので、試編みを最小限におさえることができる。

㈱島精機製作所がニットデータ作成を容易にするニットペイントと自動制御ソフトウェア、

型紙作成を容易にするPGMソフトウェア、スタイル画からバイヤーズカタログ作成までの画

像処理を高品質に行えるペイントソフトウェアを装備したAll in One コンセプトのデザインシ

ステム（図73、74）を出品した。アパレル、ニットメーカーのデザイン及びコミュニケーション

ツールとして開発され、ホールガーメント機とベストマッチのシステムである。

さらに、パターン作成、ニットデザイン・プログラミング、テキスタイル、刺繍、プリント

デザイン、バーチャルサンプル作成など、企画・デザインから生産、販促用までの必要なワー

クフローが全て密接にリンクするシステムにスペックアップしてIKME2003（ミラノ）に出品し

た。
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図71 MICRO SDS

図72 パターンワークステーションＭ１
出所：Stoll社カタログ



アパレル、ニットメーカーのみならず顧客をも含めたビジュアルコミュニケーションが容易に

なり、企画から販売までのワークにおいて無駄を省き、商品領域の拡大、ファッションの個性

化、顧客満足度の向上促進などの貢献が期待できる。
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図73 SDS ONE 図74 ニットペイント
出所：島精機製作所カタログ

企画サイド 

ニットメーカー 

企画・デザイン 検討 

修正 

確認 

OK 発注 

流通 

納品 

ニットCAD 現物サンプルの作成の繰り返し 各色サンプルの現物作成 生産 

表４　従来のニット製品の製造プロセス

企画サイド 

ニットメーカー 

企画・デザイン 検討 確認 販促資料・追加販売 

OK OK 発注 

流通 

納品 

社内企画 ニットペイント・ 

型紙データ 

ビジュアルサンプル作成 

各色のビジュアルサンプル作成 

生産 

テストピース・ 

一点サンプル作成 

ビジュアルコミュニケーション 

表５　トータルニッティングシステムによるニット製品の製造プロセス



（6）手袋・横靴下編機

手袋生産の機械化は日本において1932年に開発された

手動の石川式五指連続手袋編機に始まり、全自動機が

1965年に㈱島精機製作所によって開発されて以来今日ま

で、時代の変化に伴い高生産、高効率、24時間稼動、省

力化、多品種、少量、稼働率の向上、多目的利用、商品

領域の拡大などへの対応から新機種の開発がなされてき

た。先ず、主な製品に対応した編機を挙げてみる。

・作業手袋生産に適した編機

５Ｇ、７Ｇ、８Ｇ、10Ｇ、13Ｇ、15Ｇがあり、重・軽作業から精密作業用手袋（図75）生産の

専用機がある。

・ファッション手袋生産

に適した編機

７Ｇ、10Ｇがあり、タッ

クジャカードやジャカ

ード柄、シンカー柄の防

寒、ファッション手袋

（図76、77）生産の専用

機がある。
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図75 ５Ｇサンプル
出所：島精機製作所カタログ

図76 ジャカード手袋 図77 ジャカードミトン手袋
出所：島精機製作所カタログ

年代 

ITMA/IKME 

IKAE 

OTEMAS 

展 

示 

会 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

7回（’75） 8回（’79） 

4回（’78） 5回（’82） 6回（’86） 7回（’90） 8回（’94） 

1回（’76） 2回（’81） 3回（’85） 4回（’89） 5回（’93） 6回（’97） 7回（’01） 

9回（’83） 10回（’87） 11回（’91） 12回（’95） 13回（’99） 1回（’03） 

 * ’78 島精機 スキャナー、テープメイト 

                   * ’82 Stoll／VDU， Universal／M-5000， 三星／MDS データ作成システム 

                   * ’82 島精機 デザインシステム／SDS-500 

                                          * ’87 島精機 KNIT CAD／MICRO SDS 

                                                            * ’91 Stoll  CAD／SIRIX 

                                                                       * ’93 島精機 デザインシステム／TOTAL DESIGN 

                                                                                                        * ’01 Stoll デザインシステム／M1 

                                                                                                        * ’01 島精機 デザインシステム／SDS ONE

表６　KNIT CAD・デザインシステムの主な発展推移と出品展示会



・ソックス生産に適した編機

７Ｇ、10Ｇ、13Ｇがあり、

五本指型、タビ型、先丸型

爪先リンキング無しなどの

踵付きソックスのタックジ

ャカードやジャカード柄、

シンカー柄なども編成でき

るソックス生産の専用機

（図78、79）がある。

以上のような専用機があり、メカ式全自動機からコンピューター制御機に至るまで数々の技

術進化を遂げてきた。この発展過程で見られた技術革新を主要装置・構成部「選針装置、糸切

りハサミ装置、度目切換装置、編目複合装置、計数装置（コントローラー）、ニードルベッド部、

糸切換装置、駆動装置、給油装置、ツインキャリッジ」毎に示す。

1）選針装置

編み幅や柄に応じて編成すべき針本数や任意の針を選択する働きをする。

①　作業手袋の全自動手袋編機が開発された当時は編成する各指、胴の針数の選針はＭ寸の固

定カム方式（図80）の選針ドラムであった。その後、作業手袋の需要拡大に伴いサイズチェ

ンジ（Ｍ→Ｓなど）が可能なピン埋め込み方式（図81）になり低コストでサイズの多様化に対

応できるようになった。

②　1981年に開発されたコンピュータージャカード手袋編機（SCJG）には、コンピューター制

御横編機で採用された選針アクチュエーター方式を搭載した。その後、1987年にはコンピュ

ーター制御ジャカードファッション手袋編機（SJF）にも採用された。この選針方式はジャカ

ード柄やソックス、手袋成型の選針をプログラム指令により簡単にでき、多品種、ファッシ

ョンの多様化に貢献した。
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図78 横靴下編機 図79 各種ソックス
出所：島精機製作所カタログ

図80 固定カム式選針ドラム 図81 ピン埋め込み式選針ドラム
出所：島精機製作所カタログ



③　1989年に㈱島精機製作所が開発した踵付き五本指靴下編機（SPF）には、キャリッジに設

けたピッカー方式の選針装置を搭載した。踵はピッカーで編針を増減しながら増し目編成し

て形成する。ソックスの命である踵を美しいラインで編成し、履き心地の良いソックスの生

産を可能にした。

2）糸切りハサミ装置

編成に使用された糸やゴム糸の保持とカットの働きをする。

1965年に開発された全自動手袋編機に搭載された。手袋の編成で指→指や４本胴→親指に

移る時や一枚目の編成が終了して編針から外す時には、それまで使用していた糸は一旦保持し

切ってから次の編成に移る。完全な成型編みが行われる手袋編成には糸の保持とカット装置

（図82、83）は必要不可欠となる。

3）無段階デジタル式度目切換装置（図84）

1989年に開発された踵付き五本指靴下編機に搭

載された。この装置は、特殊ステップモーターに

よる90段切換で、プログラムにより風合いに合わ

せた微妙な度目調整ができ、足に優しくフィット

した高品質な製品づくりが可能になった。

4）編目複合装置（通称カミソリ）

隣り合う指の股部に、まちの代わりに穴が開かないように両指の股側の２～４針（２～４目）

を重ねる股重ね編成を行う時に用いられ、前後一対からなる。

1932年に開発された手動式の石川式五指連続手袋編機に設けられた。この装置はその後、全

自動手袋編機に改良が加えられ搭載された。股重ね編成は一つ目の指を編成後、次の指を編成
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図82 ゴム糸ハサミ装置 図83 主糸ハサミ装置

図84 無段階デジタル式度目切換装置
出所：島精機製作所カタログ



する時に一つ目の指の股側の２針も使って編

成する、この２針分を股重ねという。先に編

成した股重ね針の編目の上にカミソリ（図85）

を入れてノックオーバーしないように下方へ

押えながら、その上方で次の指を編成したの

ちにカミソリを抜き、下方の編目を上方に押し上げて待機させ、次の編成時に下方と上方の編

目を同時にノックオーバーさせることで２目が重なって繋がるため、指袋の径が充分に得られ

るとともに指股の穴をふさぐこともできる。この股重ね編成にカミソリ装置は必要不可欠である。

5）計数装置（コントローラー）

予め組み込まれた制御プロ

グラムに基づき各部装置を制

御しながら編機の自動運転を

行う。

1965年に開発された全自動

手袋編機に、ドラムの円周上

に埋め込まれた駒の作用で制

御する計数ドラム方式（図86）

の計数装置が搭載された。そ

の後、1981年にコンピュータ

ー制御（図87）が取り入れられてから現在に至っては、例えば左右のあるジャカード柄の手袋

を左用、右用交互に編成できる。また、10ペアを生産する場合、左用10枚、右用10枚の順に連

続して編成できるスケジュールニットも可能になり、多品種、少量、クイックレスポンスに貢

献した。さらにネットワークによる集中稼動管理なども可能となった。

6）ニードルベッド部

針、ジャック、シンカーなどを保持しながらキャリッジのカムの作用を受けて編目を作る働

きをする。主に｢ニードルベッド｣、｢針｣、｢ジャック｣、｢シンカー」、「セレクトジャック・セ

レクター｣などで構成される。

①　ニードルベッド

手動機や全自動機初期の頃は、鉄板に溝を切りその溝に針、ジャックなどを直接入れる｢切

り釜」構造になっていたが、ITMA’71（パリ）に世界で初めて｢インサート｣構造方式（図88）

のニードルベッドを搭載した全自動シームレス手袋編機が出品された。
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図85 カミソリ（F）装置

図86 計数ドラム 図87 コントローラー
出所：島精機製作所カタログ
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この方式は鉄板に切った溝に、特殊鋼に焼入れし

たプレートを複合し、挿入してできた溝に針、ジャ

ックなどを入れる全く新しい「インサート」構造の

ニードルベッドである。強靭で均一、高品質な製品

の生産に貢献した。

②　針

ア．普通針（プレーンニードル）

手袋、横靴下編機では主に普通針が使用される。

イ．目移し針（トランスファニードル）

ITMA’75（ミラノ）に㈱島精機製作所が一部目

移し針を採用した全自動ジャカード手袋編機を出

品（図89）した。親指編成部に目移し針を使用し、

目移しで編目を預けて、掌の内側に親指を編成で

きる三次元ニットを可能にした。

ウ．パイル針（ノッチ付きベラ針）

ITMA’79（ハノーバー）に㈱島精機製作所が出

品したパイル手袋編機に、パイル編み専用のパイル針を採用した。この針が防寒手袋の商品

領域の拡大に貢献した。

エ．プレーティングニードル（通称きつね針）

くるみ編成で裏糸が表に出ることなく表糸に裏糸を綺麗にくるませるため、編針のフック

部に改良を加えたくるみ専用針であり靴下編機には多用される。

③　セレクトジャック・セレクター

ITMA’87（パリ）にセレクトジャック、セレクターを採用したコンピューター制御ジャカ

ードファッション手袋編機が出品された。このセレクトジャック、セレクターを使った選針

は、IKAE’78に出品されたコンピューター制御横編機に採用されたもので、手袋編機とし

ては初めて採用された。商品領域の拡大やファッションの多様化に貢献した。

④　シンカー

通常はニードルベッド先端歯口部に固定されてあり、天竺編成においてシンカーループの

形成やニードルループのクリアおよびノックオーバーを助ける働きをする。

1965年に㈱島精機製作所が世界で初めて強制作動式可動シンカー（図90）を採用したシン

カーニット方式の全自動手袋編機を開発した。従来の固定式シンカーでは、編地は下から錘

などで引き下げて編成したが、シンカーニット方式では可動シンカーがシンカーループの形

成とオールドループのクリアー時の保持、押し下げの働きをするため、編成時に下からの引

図88 インサート式ニードルベッド
出所：島精機製作所カタログ

図89 SJG-3D



っ張りが不要となる。その結果、編成された手

袋は非常に伸縮性に富み、強靭性に優れ、手に

フィットし、手袋の製品革命に大きく貢献した。

この技術は後の1970年に指先革命といわれた、

シームレス手袋編成を可能にした。また、コン

ピューター制御横編機の可動シンカーの基礎と

なった。

7）糸切換装置

主糸、補助糸、ゴム糸、X糸、色糸などのヤーンキャリア切換による色糸転換制御をする。

手袋や靴下では２色転換装置が主流だがカラフルな製品編成に多色転換装置がある。これら

ヤーンキャリア切換による色糸転換では、切換時の端糸の後処理が必要になるが、キャリアを

切換えることなく糸と糸を直接結びかえるノッター装置（図91、92）では、端糸の処理が不要の

糸切換えができる。糸切換装置はファッションの多様化に貢献した。

8）駆動装置

キャリッジのストローク運動を行う。1965年に開発された全自動手袋編機には、回転運動を

往復運動に変換するクランク方式が採用された。

9）給油装置

全自動機が登場した頃は、給油装置の装備は無く全て作業者による給油だった。業界の変化

に伴い編機の24時間稼動、高速化、省力化など、高生産性の稼動条件下における安定性、耐久

性、高稼働率などが求められるにつれ、手動式ポンプによる集中給油方式に始まり、現在では

自動給油ポンプによる適時適量の集中給油方式が、機械メンテナンス上必要不可欠である。
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図90 可動シンカー
出所：島精機製作所カタログ

図91 ノッター装置（主に６色切換） 図92 サンプル（右：ノッター）

出所：島精機製作所カタログ



10）ツインキャリッジシステム

ITMA’99（パリ）に㈱松谷鐵

工が手袋編機としては、初めて

のツインキャリッジ（図93）を搭

載したコンピューター制御手袋

編機（SGT）を出品した。高生産、

省スペースに貢献した。
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図93 ツインキャリッジ
出所：松谷鐵工カタログ

　　ITMA／IKME 

　　IKAE 

　　OTEMAS 

コントローラー 

選針装置 

 

糸切りハサミ装置 

度目制御装置 

 

カミソリ装置 

ニードルベッド 

針 

 

シンカー 

 

ラッキング装置 

 

駆動装置 

 

ツインキャリッジ 

年　代 
項　目 

展
　
示
　
会 

1950

１回（’51） ２回（’55） ３回（’59） ４回（’63） ５回（’67） 

１回（’69）　２回（’71）　３回（’74）　４回（’78）　５回（’82） 

１回（’76） ２回（’81） ３回（’85）４回（’89）５回（’93）６回（’97） ７回（’01） 

６回（’86） ７回（’90） ８回（’94） 

６回（’71） ７回（’75） ８回（’79） ９回（’83） 10回（’87） 11回（’91） 12回（’95） 13回（’99） 1回（’03IKME） 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

* ’65 島精機 計数ドラム方式 

* ’65 島精機 固定カム式選針ドラム 

 

* ’65 島精機 糸切りハサミ＆グリッパー 

 

*  ’32 石川式五指連続手袋編機（手動機） 　* ’65 島精機 全自動手袋編機 

*  ’81 島精機 コンピューター制御 

*  ’81 島精機 選針アクチュエーター方式 

　　　　　　　　　　*  ’89 島精機 ピッカー方式 

*  ’89 島精機 無段階デジタル式度目切換    

* ’03 島精機 パルスモーター式制御 

* ’71 島精機 インサート構造 

* ’65 島精機 強制作動式可動シンカー 

* ’65 島精機 クランク方式 

* ’75 島精機 目移し針 

　　　　* ’79 島精機 パイル針 

* ’03 島精機 スライド 

ニードル 

* ’03 島精機 スプリング式 

　可動シンカー 

* ’03 島精機 モーター 

　駆動 

* ’03 島精機 モーター 

　反転・ベルト駆動 

 * ’99 松谷鐵工 ツインキャリッジ 

表７　手袋・横靴下編機の主な発展推移と出品展示会 



２．丸編機

編機メーカーはニット業界のユーザーニーズなどから次なる開発目標を明確化する一方で、材料、

機械加工、制御のハードウェアとソフトウェア、組み込み用ディバイスの拡充など幅広い分野の技

術を応用することにより、編成アイディアを実現する各種機構を開発し、新製品開発や品質向上を

図ってきた。以下に一般の丸編機と丸編靴下編機に分けて革新技術を紹介する。

（1）丸編機の技術革新

丸編機の技術革新の成果として、編機の高速化、多給糸口化、ハイゲージ化、大口径化、電

子選針化や、ゲージ交換や機種変更の可能な編機、ガーメントレングス編機、糸切替え（スト

ライパー）装置の開発などがある。技術の重要性や開発年代順を考慮して以下に列挙する。

1）コントラニット方式

従来のシングル編機は編針のみが上下運動し、編

目を作っていたが、シンカーも同時に上下運動をさ

せることにより、編針の編成ストロークを低減可能

なコントラニット方式を考案した。この方式は図94

のように糸の屈曲回数を減少でき、糸の摩擦が減り、

編傷が減少する。低品質の糸に置き換えが可能な場

合もある。本方式により、編機の多給糸口化、高速

回転化を達成した。

Mayer&Cie社（ドイツ）やTerrot社（ドイツ）などは

この方式を採用した丸編機をITMA’87に出展した。

㈱福原精機製作所はシンカーを一定の角度で斜めにストロークさせることにより、ループを

形成するシンカートップ面を上下に移動させるファインZ方式と呼ばれる簡略な機構の編機を

1989年に開発、発表した。

2）積極給糸装置

積極給糸装置はIro社（スウェーデン）が開発し、編成中

の糸張力を一定にし、編目の均一化や編傷の減少に効果

がある付属機器として1960年代に普及し始めた。図95は

一般糸用の最新型の積極給糸装置である。図96は最新型

の弾性糸用の積極給糸装置で、ベアー天竺の編成やガー

メントレングス編機などで弾性糸をベアーで編み込む際

に使用され、変化に富んだ製品や編地品質の向上に寄与

している。
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図95 積極給糸装置
出所：Memminger-Iro社資料

図94 Relanit-technology
（編針、シンカーによる糸の屈曲）
出所：Knitting Technology 3/2003



3）ロータリドロップカムシステム（RDS機構）

固定カム方式の編機で編組織を変更するには針

抜き、カムの交換などで時間を要していたが、㈱

福原精機製作所が1994年に開発した図97のロータ

リドロップカムシステムでは編機外側からカムを

回転させ、ニット、タック、ウエルトなどのカム

ポジションに変更する方式にした。その結果、柄

替時間の大幅な短縮が可能となった。シリンダー

カムで５ポジション選針、ダイヤルカムで４ポジ

ション選針が可能なロータリドロップカムシステムを採用したインターリブ機をITMA’96に

出展した。

4）電磁制御装置、SSアクチュエーター

永久磁石と電磁石を併用した従来の電磁制御装置では永久磁石の磁力を電磁石で消磁し、針

やジャックを制御していた。そのため、永久磁石の磁力よりも強い磁力を発生させることは

できず、また、スペース上、大きな磁石の使用も不可能であった。

電磁制御装置、SSアクチュエーターは、図98（13ａ、13ｂ：電磁石、20：永久磁石）のよう

に永久磁石と電磁石の配置方法を工夫し、永久磁石の磁力を消磁することなく、必要とする

吸着部へ誘導し、磁力エネルギーの無駄を省いた。1997年

に開発されたこの選針装置は比較的小型で、十分な吸着

力を有し、省電力の特徴があり、編機の高速化、多給糸

化、ハイゲージ化に大きく貢献した。

設置スペースの少ないダイヤル針の選針装置にこの電磁

制御装置を応用し、トランスファー機能付きのシリンダ

ー・ダイヤル両面コンピューター選針編機を開発し、

OTEMAS’01に出展した。
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図98 電磁制御装置の磁石配置
出所：繊維機械学会誌１）

図97 ロータリドロップカムシステ
出所：福原精機製作所カタログ

図96 弾性糸用積極給紙装置
出所：Memminger-Iro社資料



5）シンカーパイルジャカード編機の開発

図99のハイパイル、ローパイル、グランド（ノーパイル）の

３ステップのジャカードパイル編地は従来、パターンホイー

ルを用いた編機によりハイとローの２種類の高さのシンカー

ノーズを持つシンカーを制御し、図100のステップパイルの

編成方法に従って編成していた。そのため、柄面積の制約、

デザインピンの挿入が必要で柄替時間を要する問題があった。

シンカーの３ポジション制御にSSアクチュエーターを採用し、図101に示すシンカーダイヤ

ルの形状と編成機構のシンカーパイルジャカード編機を開発し、OTEMAS’97に出展した。

なお、図101中の１が編針、２が２種類の高さを持つシンカー、５がＳＳアクチュエーターで、

電磁制御装置の核心部である。シンカーダイヤルが

大きいが、この編機は従来機に比較し、柄面積の大

幅な拡大と柄替時間の大幅な短縮が可能である。

6）コンバージョン方式

少ない設備投資でファッションの多様化、短サイ

クル化に対応するため、図102のような編機のコン

バージョン方式を開発した。その結果、シングル編
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図102 シリンダーの交換
出所：knitting Technology 3/2003

図99 ジャカードパイル編地
出所：繊維機械学会誌１）

図100 ステップパイルの編成方法
出所：繊維機械学会誌１）

図101 電磁制御装置を応用したシンカーダイヤルの形状と編成機構
出所：繊維機械学会誌１）



機においては、編成部品の交換によりゲージ変更が可能となり、その後、コンバージョン方

式の編機が一般化した。

ダブル編機においてゲージを変更するには、替釜作業が必要になり、数日間を要していたが、

クイックチェンジ方式を実用化し、作業日数を１/３に削減した。さらに、図103のように他

機種への変更も可能となった。

この方式をさらに改良し、釜

径の変更も可能とした編機を開

発し、OTEMAS’97に出展した。

編機の多様化に合わせ、１種

類の給糸装置で無地編とジャカ

ード編、ストライプ編の両方に

使用可能な給糸装置を開発し、

㈱福原精機製作所はドイツの給糸装置メーカーへ製造販売に関するライセンスを供与した。

7）オートドッファー機構

編機の回転数を計測し、所定の回転数後に編機を自動

的に停止させる機構は以前から編機に装備されていた。

しかし、編機から反物を取り出すのは人手に依存して

おり、反上がり時の省力化が求められていた。図104の

オートドッファー機構は、反上がりの反物を自動的に編

機から搬出する装置であり、省力化や停台によるロスタ

イムを削減した。

8）ACTテークアップ（自動編地巻取装置）

従来の巻取装置では、新しい編地の編成開始時には巻取装置の編地の張り具合を確認しなが

ら、巻取量を調節する必要があった。ACT装置では編地の巻取張力をセンサーで検出し、巻

取量を自動調節する。同時に巻取装置の機構を簡素化できた。

9）ラッピングテークアップ装置

一般の丸編機は筒状に編成した編地をテークアップロ

ーラーで偏平にし、リールローラーで巻き取る。ベア

ー天竺などのポリウレタン糸使いの編地においては、

巻取時に発生したセンターマーク（折れ筋）が消えにく

く、問題となることがある。この振落し巻取装置は、

編地をロール状に巻かずに折り畳んで状態で編地を収

納するため、センターマークが発生しない。
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図105 ラッピングテークアップ装置
出所：福原精機製作所カタログ

図103 機種のコンバージョン（A,B,Cは交換用部品）
出所：福原精機製作所カタログ

図104 オートドッファー機構
出所：繊維機械協会50周年記念誌



10）ODフレーム

図106のODフレームは編地をカド

ラテックスで幅出し後、編地の中央

部をモーター駆動のカッターで開反

し、Ｖ字型ガイドとフラットローラ

ーの作用により編地を拡布しながら

開反状態で巻き取る。このため、ポ

リウレタン編地においてセンターマ

ークが発生しない。

11）ジャンボフレーム

図107は一般編機よりもさらに大きな60インチのシ

リンダー径を持つジャンボフレームの編機で、大口径

でも強靭で高い安定性を持つ。シングル編機とダブル

編機の両方が製造されている。

また、60インチ径の編機で編成した筒状の編地の両

端をカットし、30インチ径の編機で編成したのと同

様な編地を２枚取れるように編機上で開反し、２反に

巻き取るツインロール巻取装置もこの大口径編機用に

開発された。衣料用のほか、産業資材用編地の編成に

使用される。

12）オートニットシステム

先進国においては生産品種の変更が頻繁にあり、人件費も高いため、編成条件設定を自動的

に行え、編機の停台時間や試験編時間を大幅に短縮可能な自動調整システムの需要があり、

Mayer&Cie社（ドイツ）はMCTマチックシステムを開発した。㈱福原精機製作所は福原オー

トニットシステムを開発し、OTEMAS’01に出展した。

図108の福原オートニットシステムはオート・テープ・スピード・システム（ATSS）、オー

ト・セントラル・ステッチ・コントロール・システム（ACSS）、オート・インディビデュア

ル・ステッチ・コントロールシステム（AISS）、オート・フィーディングテンション・コント

ロールシステム（AFTS）、オート・パターン・セッティング・システム（APSS）、オート・テ

ークアップ・テンション・コントロール・システム（ATC）、オペレーションパネルから構成

される。

100ウエール当たりの編成糸長（mm）を入力することにより、制御装置からの信号によりサ

ーボモーターがテープの送り速度を変更し、糸の送り量を変化させる。糸張力センサーが糸張
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図106 ODフレーム
出所：福原精機製作所カタログ

図107 大口径編機
出所：繊維機械協会50周年記念誌



力変化を測定し、ACSSに信号を送りカムの引き量(度目)を調整する。カムの引き量の変化に

伴い、編地巻取り張力が変化するので編地巻取り張力を適正に調整する。このような制御によ

り給糸長、度目、巻取り張力の自動調整を実現し、新しい編地を直ちに編成できるようにした。

編成条件の設定の迅速化、熟練技術者の作業負担の軽減、試編糸の節約、編機の集中管理な

どに大きな効果がある。

13）オートステッチ装置

オートステッチ装置は編成中にシリンダーとダイヤルの両方のステッチ量を自動的に変更す

る装置で、編組織や編成タイミングに合わせたステッチ量の変更が可能なシステムである。

14）オートタイミング装置

オートタイミング装置はシリンダーステッチカムスライド方式により、同時引きや交互引き

の編成タイミングに変更する装置で、編組織に合わせた最適のタイミングでの編成が可能と

なる。ITMA’03に出展した。
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オート・テープ・スピード・システム オート・フィーディングテンション・
コントロール・システム

図108 オートニットシステムを構成する各種システム
出所：福原精機製作所カタログ

オート・セントラルステッチ・
コントロールシステム

オペレーションパネル



15）ダブルステッチ式オートタイミング

図109のダブルステッチ式オートタイミング装置は

独立に装備されているシリンダーのステッチカムを柄

に連動して同時引きや交互引きの編成タイミングへの

切替えとステッチ量の自動変更を行う装置で、最適な

タイミングとステッチ量で高品位の編地を編成する。

ITMA’03に出展した。

16）オートエイトロック選針装置

この選針装置は通常のコンピュータ選針ではなく、

シリンダー、ダイヤルとも全給糸口で編機の一回転ご

とに４レース３ポジションの選針を行う編機で、ガー

メントレングス編成時でも常時全給糸口で編成が可能

であり、生産性の向上に寄与する。流し編地の編成に

おいてもロスタイムが少なく、柄変更が可能な編機で

ある。ITMA’03に出展した。

図110のガーメントレングス丸編機はオートエイト

ロック選針装置、ダブルステッチ式オートタイミング

装置、４色オートストライパー装置を搭載した最新鋭

編機で、ITMA’03に出展した。ガーメントレングス

編地の品種拡大、品質向上、生産性向上に寄与する。

17）ステッチ・ディファレンシャル・システム（SDS）

シリンダー側の１給糸口のステッチ量を２水準設定可能なカムシステムである。ゴム編と針

抜きゴム編を組み合わせた編地では、針抜きゴム編のステッチ量を大きくして編成する必要

があるが、このシステムでは自動的にステッチ量を切り替え、最適の密度で編成が可能であ

る。ITMA’03に出展した。

18）DKセントラルステッチシステム

シングル編機に搭載されているセントラルステッチの考え方をダブル編機に採用したもの

で、シリンダー側のステッチ量を全給糸口、一体的に変更する。ステッチ量の誤設定の危険

性も低く、設定を迅速に行うことが可能である。ITMA’03に出展した。

19）フックニードルによるリラックスニッティング

べら針はフックの中の編目によりべらを開閉し、編目を形成するため、糸はべら開閉の力を

受ける。この影響を解消するため、Mayer&Cie社（ドイツ）はカムトラックによって制御され

るフックニードルを装備した編機を、将来ビジョンの編機として、ITMA’03に出展した。この
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図109 ダブルステッチ式
オートタイミング装置
出所：福原精機製作所資料

図110 ガーメントレングス編機
出所：福原精機製作所資料



フックニードルによる編成をMayer&Cie社（ドイツ）ではリラックスニッティングと呼称する。

20）ボディサイズシームレス編機

ボディサイズシームレス編機はシリンダー直径が一般の丸編機よりも小さく、人体サイズに

適合する製品を編成できるシリンダー径の編機である。ボディサイズシームレス製品は脇を

縫製する必要がなく、インナーウェアやセミインナーウェア分野で新しいジャンルの製品と

なっている。この編機の特徴は、同一コースにおいて編目の大きさが変更可能で、さらに糸

切替えにより弾性糸を編

み込ませることにより、

体によりフィット可能な

製品が編成可能なことで

ある。また、編地の引き

下げにエアーの吸引力を

用いた編機がある。シリ

ンダー径が小さい分、小

型な選針機構や糸切替装

置が必要であり、Santoni

社（イタリア）、Matec社

（イタリア）、Sangiacomo

社（イタリア）などの靴下

編機系メーカーによる編

機が多い。

設置台数としては、図111のようなシングルシリンダー編機が多いが、図112のようなダブ
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図112 ダブルニットのボディサイズ編機と製品
出所：Santoni社カタログ

図111 シングルシリンダーボディサイズ編機と製品
出所：Sangiacomo社資料



ルニットの編機もある。

図113はMatec社の子供用ボディサイズシームレス丸編機と製品である。シングルシリンダ

ー編機で、さまざまな径やゲージの製品が編成できるように、５、６、７、８、９、10の各

インチのシリンダー径や16～34の各種ゲージの編機が選択できる。選針装置には非常にコン

パクトなモノマグネット方式を開発し、小径の編機を完成した。

子供用のシームレス製品や大人用シームレス製品の袖の編成などに使用される。

（2）丸編靴下機

コンピューター制御化される以前の丸編靴下編機は、口ゴム、かかと、つま先を編成するた

めに複雑なメカニカルな機構を有するのが特徴であった。90年代に靴下編機はコンピューター

制御化され、メカニカルな機構を大幅に簡素化し、編成データーの作成や編機の調整技術が大

きく変化した。同時に、メカニカルな編機では編成できないような形状の製品も編成可能とな

った。

そのほかの技術革新として、リンキングの自動化と傾斜可変カムの開発がある。

1）リンキング装置付き丸編靴下機

従来の靴下機はかかとやつま先を自動的に編成し、ほぼ製品の形で靴下を編み上げるが、

図114のつま先の閉じ（図の白い破線で表示される部分）は編機上で行うことができない。次

工程でリンキング機や、ロッソに代表される靴下専用の

疑似リンキング機を用いて閉じる。

つま先をリンキングで閉じるには、リンキング機の櫛

の歯の形状をしたポイント針に編目を一目違わずに正確

に目刺しする必要があり、自動化ができず、熟練作業者

の人手による作業に依存してきた。これが製造上の隘路
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図114 つま先のリンキング部
出所：永田精機資料

図113 子供用ボディサイズシームレス編機と製品
出所：Matec社カタログ



となり、リンキング仕様の靴下の要望に対応できないことがあった。

編機から一度はずした編目をリンキング機のポイント針に目刺しすることは極めて困難なた

め、リンキングの自動化は、靴下を編機から外ずさない方法が検討され、90年代中頃に自動

化を実現した。

実用化が早く、出荷台数が多い、Sangiacom社（イタリア）のLIN TOEを図115に示す。

LIN TOEではリンキングコースまで靴下を編成後、

編機を停止させ、糸道台を開き、搬送装置がシリンダ

ー針にかかっている靴下の編目を拾う。その後、リン

キング装置の頭部まで搬送装置が靴下を搬送し、リン

キング機に編目を目移し、リンキング装置でつま先を

かがる。リンキング中にシリンダー部は次の靴下を編

成する。自動リンキング編機では捨編が不要となり、

捨て編編成の時間の節約とともに捨て糸が不要となり、

資源環境問題の解決に貢献する。

永田精機㈱は自動リンキングをFINE TOEと呼び、図116に示す自動リンキング装置付きシ

ングルシリンダー編機を開発した。

Matec社（イタリア）は自動リンキング機構を簡素化するため、図117のイメージ図のような

空気を利用して靴下を編機からはずすエアートウ・クロ

ージングシステム方式を開発した。図118はこの方式を

採用した子供用の自動リンキング装置付きシングルシリ

ンダー編機である。

機構がより複雑なダブルシリンダー編機についても、

図119の自動リンキング装置付ダブルシリンダー靴下編

機が90年代末に開発され、さらに細かい針本数まで自動
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図117 靴下を編機からはずす
状態のイメージ図
出所：Matec社資料

図115 LIN TOE装置
出所：Sangiacom社資料

図116 自動リンキング装置付きシングルシリンダー靴下編機と目移し機構
出所：永田精機資料



リンキングが可能となるよう開発を進めている。

2）傾斜可変カムシステム

従来の靴下編機やストッグ編機は直径が４インチまでが普通であるが、体位の向上や商品に

よっては直径の大きな製品が要望されることがあった。

従来のシリンダー直径５インチの編機では、度目を詰めても足首など細い部分にフィットさ

せることできなかった。図120の傾斜可変カム

システムは編成途中でカムの傾斜を変えるこ

とにより、従来機よりもさらに度目を詰める

ことが可能となった。その結果、５インチ径

の編機でも細い部分へのフィットが可能とな

り、５インチ径などの編機の市場性が増加し

た。この機構を採用した編機で各種タイツや

女性用インナーウェアなどを編成する。

３．経編機

以前は日本にも数社の経編機メーカーがあったが、現在はKarl Mayer社（ドイツ）、日本マイ

ヤー㈱、Liba社（ドイツ）の３社でトリコット編機、ラッシェル編機を世界中に供給している。

そのほかに、特殊の経編機を製造する編機メーカーがある。

トリコット編機は1970年代にひげ針から複合針に、ラッシェル編機は80年代中央までにべら

針から複合針に置き換えられた。この結果、編針の編成ストロークが小さくなり、当時、

1,000rpmであったトリコット編機の回転数が2,500rpmに高速化した。同時に、天然紡績糸の編

成も可能となった。
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図118 AIR TOE-CLOSING SYSTEM
出所：Matec社資料

図119 A自動リンキング装置付き
ダブルシリンダー編機
出所：Matec社資料

図120 傾斜可変カム（V. P. S.）
出所：Matec社カタログ



編機の高速化は長年の課題で、構造部材の高剛性化や軽量化などにより、編機の振動を低減

させ、編機の高速回転化を図ってきた。同時に編機の使用エネルギーを削減できた。

電子技術の応用は経編機の分野においても進み、革新的な編機が開発された。

（1）ピエゾジャカードシステム

ピエゾアクチュエーターは図121のような構造

をしており、図の圧電素子を電流制御し、ジャカ

ードガイドを編針1本分左右に移動させる。ピエ

ゾジャカードシステムは個々のピエゾアクチュエ

ーターを単独に制御可能なため、編地全幅の柄、

無制限に近い長さの柄が編成可能となった。

ピエゾジャカードシステムの開発により可能と

なった新しい編成方法と経編のシームレス製品を

以下に紹介する。

1）ジャカード柄入り弾性編地の編成

ピエゾジャカードシステムによるジャカード柄の弾性編地の編成方法を図122に示す。図

122でPJB1はピエゾジャカードバーの編組織で、点線は基本編組織を示す。L２とL３は地組

織、L４は弾性糸の編組織である。これらの編成動作により、アンダーウェア、ファンデーシ

ョン、スポーツウェアなどに使用される通常のリジッド編地や弾性編地が編成可能となった。

2）前後針床編地を連結した経編のシームレス製品

図123のシームレス製品はシームレス化の手法により編成するが、従来のダブルラッシェル

編機では、連結部の編組織が地組織と異なり、たて筋が発生することがあった。

ピエゾジャカードシステムを搭載したダブルラッシェル編機では、１編成コースあたりジャ

カードガイドを２回変位させることが可能であるため、図124の連結編組織を用い、たて筋を

発生することなく、前後の編地連結が可能となった。その結果、シームレス製品の可能性が

広がった。シームレス応用製品例を図125に示す。
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図121 ピエゾアクチュエーター
出所：繊維機械学会誌２）

図122 各種弾性編地の編組織
出所：繊維機械学会誌２）

１×１トリコットの地組織 パワーネットの地組織 チュールの地組織



（2）EFS単糸選択機構

図126の４～７の装置で構成されるEFS単糸選択機構は、ピエゾジャカードガイドに通糸さ
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Ｌ１：ピエゾジャカード　　

スプリットバー

Ｌ２：地おさ

Ｌ３：ピエゾジャカードバー

３：フォールプレート

４～７：EFS単糸選択機構

５：フックニードル

６：サクション装置

７：カッティング装置

図126 EFS単糸選択機構付ピエゾジャカードラッシェル編機
出所：繊維機械学会誌２）

図123 シームレス製品とシームレス化の手法
出所：繊維機械学会誌３）

図124 前後の編地の連結組織
出所：繊維機械学会誌３）

図125 シームレス応用製品例
出所：繊維機械学会誌３）



れている柄糸を基布に編み込み、柄を形成するかを選択

でき、さらに、選択された柄糸は、柄を形成後最短距離

でカットできる機能があり、より鮮明なコントラストの

柄が編成可能である。副次的な効果として、柄糸の節約

が可能である。

EFS単糸選択機構付ピエゾジャカードラッシェル編機

は90年代に開発され、経編地のバリエーションを拡大す

ることができた。図127のカーテンは、この編機により編

成されたもので、透き通ったグランドの上に刺繍調のシ

ャーリング柄が特徴である。

（3）ELガイドバーコントロールシステム

一般の経編機はチェーンリンクやパターンホイールによりショギング運動を行なっている

が、ELガイドバーコントロールシステムではそれぞれのおさに円筒形リニアモータを取り付

け、ガイドバーを直接駆動させ、1/100mmまでの精密なショギングを行う。1990年代に開発

されたこのシステムでは、ガイドバー駆動のための中間の機構が不要で、慣性力が低減し、

高速運転化が可能となった。同時に、モービルローダを介して編機上で編組織を直接修正で

き、編成条件設定や試験編成を大幅に短縮することができた。

（4）特殊編機

歴史があり、それぞれ特徴ある経編機につき、特殊編機として２例紹介する。

1）ステッチ・ボンディング機マリモ

ステッチ・ボンディング機はTextima社（ドイツ）で製造されてきたが、現在はkarl Mayer

社（ドイツ）が取り扱っている。マリワット型、マリフリース型、マリモ型、マリポール型な

どの各種の編機がある。マリモ機の構造と組織を図128に示す。
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図128 ステッチ・ボンディング機　マリモ機の構造とマリモの組織
出所：マリモ機カタログ

図127 刺繍調レースカーテン
出所：繊維機械学会誌２）



2）クロッシェ編機

図129は細幅の編地を編成するクロッシェ編機で、図130のようなレース、リボン、バンド、

衛生資材などを編成する。

参考文献
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図129 クロッシェ編機
出所：textile network 2/2003

図130 クロッシェ編機による細幅レースと衛生資材
出所：RIUS社カタログ



わが国編機メーカーの技術革新と今後の方向性

1．わが国編機メーカーの技術革新

ニットは編機の発展とともに進歩してきた歴史がある。90年代においては、電子技術とコン

ピューター技術が長足の進歩を遂げ、日欧の編機メーカーはそれらの成果を編機に応用するこ

とで、編機の自動化やコンピューター選針装置などの性能が目覚しく進展した。また、定番品

のニット製品の生産が先進国から生産コストの低い国や地域へと急速にシフトが進んだため、

先進国のニット産業向けに高付加価値ニット製品の生産が可能な無縫製型横編機、ガーメント

レングス丸編機、ピエゾジャカードシステム付き経編機などが開発された。

2．今後の方向性

全地球規模で見ると、人口の増加や生活水準の向上に伴って、今後ともニット製品の生産は

増加が予測され、編機の市場も成長が見込まれる。

今後の方向性としては、ニット製品の多品種、少量、高付加価値化やオンデマンド生産を実

現化する先進国向けの編機と、定番品生産向けの高生産、低価格志向の編機の二つの方向が考

えられる。

開発のキーワードを以下に示す。

（1）情報化技術の活用

1）CADシステム、編機の人工知能化

専門技術者の不足、多品種少量生産、専門高度化するシステムに対応するため、CADシス

テムや編機の人工知能搭載による操作性向上、設計、編成支援システムの開発。

2）ビジュアル＆バーチャル化、情報の共有化

企画から製品開発までの生産工程を合理化するため、編組織や製品をビジュアルに表示、予

測する、あるいはバーチャルで体験できるコンピュータシステムの開発。また、企画から生

産、流通までの工程で同一の情報を活用して、共同で比較検討が可能なシステムの開発。

3）編機の自動条件設定化

多品種小ロット生産に伴うロット切り替えの迅速化、試験編成における糸の節減、人為的な

ミスの防止及び専門技術者不足への対応のため、編成条件を自動設定する編機の開発。

4）双方向通信などによるトラブル対応のシステム化

先進国でのニット製造業の空洞化、海外でのニット生産地の拡大に対応するため、インター

ネットなどの双方向通信を用いたトラブルシューティングシステム、故障診断システム、エ

キスパート保全システムの開発。
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（2）科学技術の発展成果の活用

材料、加工方法、制御のソフトウェアやハードウェア、組み込み用ディバイスの開発など、

広範囲の科学技術の発展の成果を活かした編機の開発、改良、コストダウン。

（3）ユーザーの生産コストの低減

1）各種センサー類の開発

編針、編機などの損傷を最小限に抑えるとともに、編機の停止時間を削減するために、各種

編成異常を検出するセンサー、糸の無駄を最小限にするための編傷検出センサー、多品種小

ロット生産や編機調整を容易化するために編成中に作用する異常負荷などを検出する張力セ

ンサーなどの開発。

2）編針などの消耗品コストの削減

編針の構造の見直し、コストの安い編針を使用できる編機の開発。

（4）汎用性の高い編機

少ない設備投資で多品種小ロット生産に対応するためには、編機の汎用性を高め、編機の稼

働率を高めることが必要である。それには、糸や編組織などにおいて編成範囲が広い編機の開

発や、部品の共通化、部品交換の容易化などによる編機の仕様の拡大化が可能な編機の開発。

（5）省資源

横編機における無縫製ニット、丸編機におけるボディサイズのガーメントレングス製品、丸

編靴下編機におけるつま先のリンキングの自動化、経編機におけるシームレス製品のように

新しい編成技術の開発により無駄な編成を最小限にする、あるいは裁断ロスを最小限にする

編成技術の開発。

（6）編機のコンパクト化、軽量化

編機の設置場所の制約解消、省エネルギー対応。

（7）労働環境の改善

人間尊重、人に優しい編機の観点から、オペレーターの操作性や作業性を考慮した編機の設

計や、振動、騒音、埃、オイルミストなどの労働環境の改善。

（8）地球環境問題

電力使用量や圧縮空気使用量の削減による省エネルギー対応、二酸化炭素の排出抑制、編機

廃棄時の処理対策を考慮した設計。
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3．編機開発以外の今後の取り組み

今後の方向性としては、編機の開発といったハードの開発だけでなく、システムの高度な利

用技術や新しいニット製品の開発のためのノウハウなどのようなソフトを重視する方向への取

り組みが肝要となってくる。

（1）技術支援体制

ニット業界では国内生産の空洞化に伴い、企業規模を縮小しているところに、編地設計や編

機調整などの編成技術が高度化し、専門技術者の負担が増加している。編機メーカーは今後

とも個々のユーザーに対する技術支援体制を強化していくことが重要である。

（2）共同開発体制

デザイン的に編成が困難と予想される製品開発、原料が特殊で低編成性糸の編成技術、非衣

料の産業資材の開発などにおいては、川上（素材メーカー）、川中（ニットメーカー）、川下

（アパレルなど流通）と編機メーカーが共同開発体制をとるようなことも必要と思われる。例

えば、従来のメカニカルな編機では不可能であったものが、編機がコンピューター制御化さ

れることにより原理的には可能となり、新製品開発が展開可能でありながら、現実的には

CADでの編地設計や制御データ作成などが困難となっていることもある。共同開発体制によ

れば、課題の早期解決が可能であり、新製品開発のコスト削減に大きく寄与する。また、更

なる発展の方向が見出されることも予測され、編機メーカーとニット製造業界の双方に発展

の原動力となると考えられる。
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第Ⅱ章　染色仕上機

はじめに

染色仕上機械は、工業分類の染色整理業に使用される多くの装置の総称である。

染色仕上工程は、繊維産業の中では原料の繊維製造から最終製品に至る分業体制の中で、中程に位

置することから、繊維産業の川中と呼ばれている。

染色整理業は他の繊維関連産業とは多少異なった存在であり、ビジネス形態も大多数が中小零細

企業であり且つ、賃加工形態を採っている。染色仕上作業は、その扱う素材や形状と、発注者の求

める色や風合いに極めて忠実に再現することが求められ、そこには妥協や譲歩の入り込む隙のない

ほどの発注者優位の世界がある。

近年、染色整理業は、年々狭まる市場の中で少しでも優位性を勝ち取るべく努力を重ねており小

さくなるパイの中での競争を強いられている。

そもそも染色整理業が繊維産業の中で優位さを保ち得たのは1960年代の輸出全盛時代であり、

欧米から輸入された大量生産装置の普及に負うところが大きい。米国や欧州で開発された精練漂白

や染色装置は、当時の日本での家内工業的手作業から、一大装置産業として日本に紹介され、連続

方式による均質でかつ高生産性は、日本の染色整理業に大きなショックをもたらし、それらの装置

の先革的な導入企業での業績の良さが後発企業の投資意欲を誘発し、これが国内染色機械メーカの

躍進に繋がった。

その後1970年代の韓国、台湾等のNIESでの繊維の国産化の波は、高価な欧米機械でなく、安く

て高性能な日本製装置の一大販路となった。その波は1980年代に東南アジアにも波及していった。

欧米の染色加工装置が規格品販売に対して、日本製装置はオーダーメードで発注者の求める性能

と据付場所への順応力により、国内のみならず海外にも多くの顧客を獲得していった。

しかし、日本製装置は一品生産のため、客のニーズに合致した装置の提供という長所と同時に、

人件費が年々数十％も上昇する日本国内の情勢に加え、1985年のG7プラザ合意により、円が急騰

し、多くの日本製造業の息を止めかねない状況に立ちいたった。繊維加工関連機械・装置と緊密な

関係にある国内の染色整理業も繊維加工品の輸出が大きな影響をうけ、開放経済をめざし始めた中

国との熾烈な市場獲得競争が開始された。この結果、日本の25分の１という低賃金を基本とする中

国は、価格競争において絶対的優位性を持つこととった。このため、日本では繊維製品をはじめ多

くの国内製品の海外販売が大きく落ちこみ、さらには、中国製品が国内市場を大きく侵食し始めた。

それまで、国内繊維機械産業とのパートナーであった染色整理業の市場壌失＝加工量の大幅な落ち

こみの影響は、それまで染色整理業を支えていた加工機械や装置のみならず、染料、助剤の各メー

カーを直撃した。

その中でも加工機メーカー以外はいち早く中国に活路を見出すべく軸足をシフトしたが、加工機
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械メーカーはそのビジネス構造上、国内加工業者や商社依存が大きく、独力で国際化には踏み切れ

ず、事業の縮小や他事業への転換を余儀なくされた。

国内染色機械メーカーはそれぞれ独自の技術的優位性が確立されていながら、ビジネス面での優

位性に欠けたが故に縮減の憂き目にあっているのが今日の姿である。

染色仕上機械の技術革新

１．準備、精練、漂白用機械

綿布の準備（前処理）工程毛焼、糊抜き、精練、漂白、マーセライズ、

液アン加工、ポリエステル布の準備（前処理）工程ボイルオフ・リラク

サ、減量加工、の準備工程機について説明する。

（1）毛焼機（熱風ガス毛焼機）

織物用毛焼機には、固定式（銅板加熱式、電熱プレート式）、回

転式（ロール式）、ガス燃焼バーナ式（ガス毛焼機、熱風ガス毛焼機）

等があり、現在では熱風ガス毛焼機が一般的に使用されている。

ポリエステル・綿の混紡交織布や、アクリル、ナイロンの混交

布等が出現し、従来のガス毛焼機では、燃焼温度が高すぎたり、

均一な温度条件での毛焼が困難だったり、後工程特に

染色工程でトラブルが発生するため、繊維の種類やそ

の構成に最も適した燃焼炎による毛焼を行うためのバ

ーナ及び装置が必要になった。

その結果、燃焼炎を完全燃焼炎として高速噴射する

ジェットノズル方式のバーナが開発された。（図１）

このバーナの特徴は、ガスとエアの混合室とバーナ

本体のクーリングのための冷却室を備えている。また、

特殊スリット例えば、図１のように組合せたノズルが

あり、燃焼室を耐火物で構成し、全幅に均一な燃焼炎

を噴出させることができる。

燃焼温度は400～1200℃までの広い範囲でコントロー

ルでき、毛焼条件もあらゆる繊維に対して設定でき、ガスの浪費を防ぐため、布幅に応じて炎

の幅を調節できる。機械運転が停止した時は、布の焼損を防止する。また、バーナと布との関

係位置を図２のようにA, B, C３位置に変更でき、必要に応じて最適のポジションを選択でき

るようになっている。

63

図１　サンジェットバーナ
出所：山東鐵工所カタログ

図２　バーナと布との関係位置
出所：京都機械カタログ



標準的な４本バーナガス毛焼機を図３に示す。

（2）連続精練漂白機

綿布の連続精練漂白機は、処理布の形状から、ロープ式と拡布式に大別され、また適用する

漂白剤から過酸化水素法と亜塩素酸ソーダ（クロライト）法とがあり、メーカーによって蒸熱

部（反応室）の形式にそれぞれ特徴がある。

ロープ状処理方式では、密度の高い高級ブロード

や厚地あるいは合繊混紡布などのしわの発生が致命

的な欠陥となるので、拡布状で均一な精練漂白設備

が渇望された。

連続精練漂白装置の形式は反応室（スチーマ）の形

態で分類されている。

1）Ｊ－ボックス型（Ｊ－パイラ型）反応室（図４）

2）コンベア型反応室

水平コンベア型とロールコ

ンベア型がある。（図５）

3）その他

以上のほか、二重巻取り型

反応室や高圧スチーマによる

精練も行われている。

4）現在の連続精練漂白機

国の内外で広く使用されている国産の連続精練漂白機は、L－ボックス スーパと丸型パープ

ルレンジである。

①　L－ボックススーパ

気相反応型のもので、スチーム加熱で布を昇温、コンベアで滞留搬送するタイプの反応装置
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図３　４本バーナガス毛焼機
出所：京都機械カタログ

毛焼機 火消・水洗

図４　Ｊ－パイラ型反応室

図５　ロールコンベア型反応室（Ｕ－型）



である。

ラチスコンベア式の場合、布は数本のガイドロールを通過する間に均一に昇温され自然な状

態でラチスコンベア上に積込まれ、絶えず飽和水蒸気でスチーミングされながら出口へ搬送され

る。布出口部ではコンベア上の布が引出し

ロールと拡幅装置により無理なくシワの

ない状態で布は引出される。また、ウォー

ターシールで空気の進入を防ぎ、反応室内

の蒸気の過熱を防止するため、反応室底部

に湯張りできる構造になっている。（図６）

②　丸型パーブルレンジ

Ｒ型コンベアを有する反応室で、中心に回転

する中空ドラムを有し、その間にできる空間に

布を積み込め、移送する形態のもので、内部は

スチーミングとボイリング処理ができるように

なっている。（図７）

これらの精練漂白装置として、使用される形

態は種々に変化しているが、拡布状で、シワ、

オレ、スレのない状態で安定して反応滞留でき

るものが採用されているのは言うまでもない。

（3）マーセライズ機

マーセライズ加工（mercerization）は、主に綿繊維品をか性ソーダの濃厚溶液を用い、緊張

状態で処理し、光沢・染色性のup、寸法安定性を与える加工である。

主な機械として、チェーンレス型、クリップテンタ型があり、チェーンレス型は構造が簡単

であり、処理方法も比較的簡便である。しかし、マーセライズ加工の目的とする寸法安定性や

光沢付与はクリップテンタ型が優れている。ニット用にはピンテンタ型とチューブ状での処理

装置があり、チューブ状装置は構造が簡単で操作も簡単である。しかし、マーセライズ加工の

目的とする寸法安定性や光沢付与はピンテンタ型が優れている。

1）織物用チェーンレス型

国内ではチェーンレス型マー

セライズ機の採用は少なく、主

として中国・ロシア・アフリカ等

の国外で使われている。（図８）
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図６　ラチスコンベア式Ｌ－ボックス型反応室
出所：京都機械カタログ

図７　R型反応室
出所：山東鐵工所カタログ

図８　チェーンレスマーセライズ機
出所：Benninger社資料
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2）織物用クリップテンタ型

マーセライズ加工本来の目的からすれば、クリップテンタ型がより合理的な加工機と考えら

れ、日本においては多くの工場で採用されている。

第１か性槽で、布にか性ソーダを含浸させ、タイミングシリンダで経方向にテンションを与

え、第２か性槽で、再度十分にか性ソーダを含浸させた後、クリップテンタで緯方向にテン

ションをかける。テンタ上で一定時間テンションをかけた後、テンタ上部から温水シャワー、

下部よりサクション吸引、か性ソーダを洗い落とす。その後、洗浄、中和、乾燥を経て、布

は取り出される。

①　ウエットマーセライズ加工

精練・漂白加工後に布を一度乾燥して、マーセライズ加工をするのが一般的であるが、T/C織

物や薄地綿布では乾燥を省略して、Wet on Wet方式でマーセライズ加工が行われている。

これは省力化、省エネルギー、品質の安定性、工程の連続化、薬剤の均一付与等の自動化に対

する要求が増えてきていることに由来する。

コンピュータ制御による自動化が進んでいるがシルケット機についても省力化・省資源化・品

質の安定性、さらに品質の向上の要求に応じる対応がなされている。

②　連続化及び自動化

仕上げ加工が「コスト競争」の時代から「技術競争」へと移行してきており、仕上機械にも

「風合の向上」「高付加価値加工」のための機種開発、自動化の要求が強まっている。マーセラ

イズ加工中の「布張力の制御」により綿布のペーパーライク化を防止し、良い風合を得ること

ができる。（図９）

ａ．強脱水マングル

ｂ．ユニロール型マングル

均一加圧が保証され、絞りゴムロール径を小さくでき、低荷重で、かつ絞り率を向上する

ことができる。か性ソーダ液を布中心まで急速に含浸させるのに必要である。

ｃ．か性濃度制御

ａ．

強
脱
水
マ
ン
グ
ル

ｂ．

張
力
自
動
制
御
装
置

ｃ．

か
性
濃
度
制
御

ｅ．

布
幅
自
動
設
定
装
置

ｆ．

サ
ク
シ
ョ
ン

リ
モ
ー
ト
切
り
替
え

ｄ．

ユ
ニ
ロ
ー
ル
型

マ
ン
グ
ル

ｇ．

中
和
薬
液
自
動
制
御

ｈ．

水
量
自
動
調
節

ｊ．

自
動
継
目
引
出
し
装
置

ｉ．

蒸
気
量
自
動
制
御

図９　マーセライズ加工機メカトロ化の装置



苛性ソーダは、木綿繊維に強い親和力を持ち、処理を続けると、か性槽内の濃度が低下し

て行く、か性ソーダ濃度を常に一定に保つために濃度制御が必要とされる。

各社より開発され、いずれも実用化されている。

ｄ．張力自動設定装置（図10）

布に加える張力を自動的に調節する。

ｅ．布幅自動設定装置

加工中の布幅を数ヶ所測定し、コンピュー

タ予約された仕上がり布幅に、テンタレール

幅を自動設定する。テンタ上で幅方向の布テ

ンションを“張力センサー”で検知すること

によってトラブルを防ぐことができる。

ｆ．サクション・リモート切り替え

テンタ上での洗浄効果を高め、目曲がりを防止するために、加工布への吸引力を調整する。

ｇ．中和薬液自動制御

ｈ．水洗機の水量自動調節

ｉ．シリンダ乾燥機の蒸気量自動制御

ｊ．自動継目引出し装置

マーセライズ加工機の自動化では、省力化、省エネルギー化より、品質の安定と品質の向

上にあり、マーセライズ効果の中で、綿布の寸法安定は大きな要素である。布張力自動調整、

布幅自動設定が確実に行えるようになって仕上がり寸法の安定性が得られることになろう。

3）ピンテンタ型ニットマーセライズ機

この装置は一般にオープ

ンニット用のマーセライズ

機で、ニットの高級化に伴

って、均一な光沢と風合の

要望に答えるためにさらに反ジル（後シル）を施すというような要望にこたえたものである。

しかし、染色にあたってシングルニットでは、再度タッキングをする必要がある。

4）チューブ状ニットマーセライズ機

ニット用チューブ状マーセライズ加工の連続マーセライズ機の機構は、織物用のチェーンレ

ス型やクリップテンタ型のようにほぼ定型化されておらず、メーカー各社がそれぞれ各様の

ものを発表している。

また図12は、Dornier社（ドイツ）のチューブ状ニットマーセライズ機で、編物の中に拡布ガ

イドを入れて広げて加工するもので、国内に数台輸入されていた。
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図10 張力自動設定装置

図11 オープンニット・マーセライズ機



その後、国内でも類似の機械装置が開発さ

れた。

しかし、チューブ状の両端にエッジマーク

と称するスジが入るため、丸仕上には使える

が、開き仕上には問題が多い。

（4）液体アンモニア加工装置

液体アンモニア加工は液体アンモニアを使

ったセルロース系繊維に対しての所謂マーセ

ライズ加工であるが、か性ソーダ溶液よりも

表面張力が低いため、セルロース内部に浸透し均一な改質ができる。また、セルロースの結晶

構造に対しての作用が異なる。このため、処理後の風合い、防しわ性、強力、染色性などの物

理化学的改質効果が異なってくる。ただし、液体アンモニア加工は本機のほかにアンモニアの

回収装置も必要となるため、マーセライズ加工機と比較し設備が高価となる。また、気体のア

ンモニアを液化させるには多大な電力を必要としランニングコストも、か性ソーダ方式に比べ

て高くなる。

1）液体アンモニア加工は、高級綿を主体とするセルロース系素材の高付加価値化に必須の加工

法として定着してきた。

2）機械構成（図13）

①　浸漬パッダ

②　パルマー

③　スチーミング（脱アンモニア処理）

3）改質効果

①　手触りが軟らかい。

②　引き裂き強度が増す。

③　乾燥後のシワ回復が増大する。

④　洗濯後寸法安定性大。

（特にタンブラー乾燥のとき）

⑤　摩擦抵抗の増大。

⑥　パッカリングが起こりにくい。

⑦　スキュー（ねじれ）が少ない。

⑧　形態安定加工が可能。
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図12 チューブ状ニットマーセライズ機
出所：Dornier社カタログ

拡布洗浄 拡布タイミング洗浄 か性浸漬槽

図13 液体アンモニア加工装置
出所：京都機械カタログ

① ② ③



（5）ボイルオフマシン及びリラクサ

合繊織物などにおいて、繊維や糸、織物内部に付着する油分、ワックス、糊剤の除去及び内

部ひずみを緩和させて伸縮性やかさ高性を増すための機械で、リラックス処理には液中で適当

な温度、時間と、張力、圧縮を与えずに振動、衝撃、屈曲、もみなどの機械的な作用が必要で

ある。

1）ボイルオフマシン

ボイルオフマシンは多くのタイプ（バッチ式・連続式）がある。一例を以下に記する。

布を多数のバーにループ状に懸垂しながら液中で処理する機械で、浸液滞留型処理装置の一

種である。拡布状懸垂式連続精練機と呼ばれたこともあり、吊り練りを連続化した様式の機

械である。この機械では、90℃以上のボイルに近い液中で移動するコンベアバーに布掛し、

液中でノンテンション状態の高温浸漬を行い、布の収縮を行わせ、ふくらみを与えるもので

「リラクサ」という名称が一般化する以前のリラクサとして用いられたものといえる。

各社の様式は、ハンギングバーへの生地を掛ける時、ハンギングバーの間隔が広がって生地

掛けを容易にする方式（ヒネッケン方式）と、バー間隔は一定でカスケード部分がバーの移動

で動く振子式（メッチェラー方式）の２方式に大別される。

現在の加工処理スピードは、ボイルオフ本槽でのタイミング量にもよるが、「よこ加工糸」

｢たて･よこ加工糸｣を使用した軽量織物で、75m/min以上で処理され、これが２枚掛けタイプ

では合計150m/minになっている。タイミング量は他のリラクサとの組合わせで、プレリラク

サと呼ばれる、槽長４～５mのもので「布容量150～200m」のものから通常槽長８mの「布容

量400～600m」のものが多い。

2）リラクサ

リラクサは、バッチ式と連続式に大別され、また機械的作用の機構によって区分される。

なおリラクサは、いずれも滞留型の薬液処理装置や洗浄機として優れた性能があるので、リ

ラクサと同時に洗浄、または、単独に洗浄機として用いられる。また、滞留型の薬液処理装

置の多くも、リラクサとして利用できる。
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図14 ボイルオフ機
出所：花山工業カタログ

入口・

センタリング
プレウェット 処理槽

拡布及び

絞り
水洗・脱水 振　落



①　バッチ式

バッチ方式には、液流染色機によるものなどがある。

②　拡布連続式

ニッセン“ソフサー”（図15）は、布を２枚のネットコ

ンベアの間にオーバーフィードして搬送し、コンベア

の外側の上下交互に設けた噴射管から処理液を噴射し

てビーティングを与える。

（6）減量加工機

減量加工は合成繊維のシルキ風合いを出すため

に必要な基本技術である。

この減量加工は一般に（表１）のように分類され、

各染色加工会社でそれぞれ最適の方法が採られ内

容は明らかにされない場合が多い。

織物の組織によって減量処理方法の適正が重要

である。特に新合繊の場合、減量処理方法によっ

て、引裂強度が大きく変化する。異収縮混繊の場

合、高収縮性原糸と低収縮性原糸とで減量速度に

大きい差が出るため、その減量方法によって、同

一減量率でも引き裂き強度に大きい変化が起る。

以上のことから、新合繊の場合、減量加工方法

はその素材の特長および特性をもとにした処理方

法および、温度、アルカリ濃度の設定を考えなけ

ればならない。

連続式パッドスチーム減量加工機は図17に示すように、①布導入装置、②アルカリ付与装置

（サチュレータ槽＋マングル）、③アルカリ液調合装置、④スチーマ、⑤洗浄装置から構成され

る。おもなものに花山工業（図16）、ヒラノテクシード（図17）、京都機械（図18）がある。
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図15 ソフサー
出所：ニッセンカタログ

ジッガ減量加工

ウィンス減量加工

液流減量加工

吊り槽減量加工

ビーム染色機減量

コールドバッチ減量加工

パッドロール減量加工

パッドマイクロ減量加工

パッドスチーム減量加工

パッドＨＴ減量加工

パッド高圧減量加工

パッドドライ減量加工

１

２

３

４

５

１

２

３

１

２

３

４

回分式

半連続式

連続式

ａ

ｂ

ｃ

図16 Ｌ－ＢＯＸタイプ減量加工機
出所：花山工業カタログ

図17 ジェット－スリム減量加工機
出所：ヒラノテクシードカタログ

表１　減量加工方法



２．染色機械

（1）連続染色機

バット染料のパッドスチーム機は、戦前すでにドイツで使用されていたがDu Pont社（アメリ

カ）によって大量生産に適するように改良されたものである。

主としてバット染料の連続染色を目的としたものであるが、反応染料の連続染色に用いられて

いるほか、硫化、直接などの染料の染色にも適用できる。

1）パッドドライヤ

染料を布地に均一に付着させる目的の装置である。

パッドドライヤは、染液パッダ、乾燥機で構成されている。

①　パッダ

パッダは絞りローラと染液槽から成り染液の均一付与に重要なユニットである。求められる

機能は、染液の均一付与と再現性、槽の液量が少なく、布の液中のパスが充分であること、槽

液のレベル制御、布にシワが発生しないこと、ローラや槽が掃除しやすい、などである。

近年では多品種小ロット加工に対応して、自動洗浄給液装置を備えるものもある。

ア．均一付与と再現性

染液の均一布付与にはローラのベンド対策が重要で、Kusters社（ドイツ）の“スイミングパ

ッダ”や京都機械の“UPパッダ”などには、それぞれ各社独自のベンド対策をもつ絞りローラが

採用されている。

イ．槽の形状及び布の浸漬

エンディング防止と染液ロスを少なくするために液量の少ない槽が好ましいが、布の液中の

通路を長くすることと、液量を少なくすることとは相反するので、その設計は織物の性質、

加工速度、精練漂白などの前処理工程を考慮すべきで、画一的にはできない。図19に槽の形状

の例を示した。

②　乾燥機

乾燥機は布に含まれている水分を蒸散させ、染料を布表面及び内部に均一に分布させる。通

常の乾燥では、マイグレーション現象により布表面の濃度が高くなりやすい、これを防止する
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図18 Ｌ－ＢＯＸ減量加工機
出所：京都機械カタログ

..



ため、赤外線予備乾燥によりマイグレー

ション現象を極力押えるようにしている。

ア．赤外線乾燥機

この乾燥機では赤外線が直接水分に吸

収されるので、表面からの蒸発・乾燥で

なく、繊維内部からの水分の蒸発がおこ

るのでマイグレーションは少ない。

ヒータ温度が約800℃の近赤外線乾燥機

は乾燥能力が大きいので、主に用いられ

る。また電気式赤外線ヒータはランニングコストが高いので、ガス赤外線バーナが多く用い

られる。

イ．ローラドライヤ（ホットフルドライヤ）

ローラドライヤに求められる主な機能は均一

に乾燥でき、乾燥能力を温度と風量の両面から

容易にコントロールでき、ガイドロールやフィ

ルタの掃除がし易いことなどである。

100m/min位の標準的なパッドドライヤを図20に示す。

2）パッドスチーマ

パッドドライヤで染料付与の後乾燥した布を本工程を通して固着させえる一連の機械をい

う。ケミカルパッダ、スチーマ、水洗機、乾燥機から構成されている。

①　ケミカルパッダ

スチーマで蒸熱処理して染料を反応固着させるのに必要な還元剤やアルカリ剤などの溶液を

付与するのがケミカルパッダである。

ケミカルパッダの絞り率は一般に染液の付与の場合より線圧を小さくして布に充分に薬液が

含まれるようにする必要がある。

ケミカル槽は図19のa.に準じたものが多く、槽を回転して洗浄し易い構造とする。還元液の

分解が起こらないようにケミカル槽を水冷する機構を設けるのが普通である。

②　スチーマ

ケミカルパッダに続くスチーマの標準的な構

造を図21に示した。

ケミカルパッドされた布は飽和蒸気の充満し

たスチーマで蒸熱されるが、蒸気の供給方法に

配慮が必要である。
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a. は標準的な槽で、液量は25～30リットル。
b. は液量を少なくした槽で、液量は10～15リットル。
c. は浸透性を高めた槽、液量は50～60リットル。
d. は濡れると横糸方向の伸びが大きく、シワの発生し易い布に
適した槽と布の通路
図中ｆは給液管を示す。また破線で示す槽は、排液あるいは
洗浄時の位置を示す。

図19 槽の形状

図21 パッドスチーマ
出所：京都機械カタログ

図20 パッドドライヤ
出所：京都機械カタログ



染めむら、発色不充分、堅ろう度不良などの原因となる空気のスチーマ内への侵入を防ぐた

め、布の入口はスチームシール、布の出口部はウォータシールを設ける。上下にガイドローラ

を配し、上部ガイドローラはインバータモータにより駆動される。

③　水洗機及び乾燥機

水洗機は水洗槽、酸化槽、ソーピング槽、湯洗槽と最低８～10槽で構成され、各槽の出口に

絞りマングルを設けて脱液と布の搬送を行う。酸化槽はSUS316、その他はSUS304で良い。

水洗、酸化、ソーピング槽は槽内と槽上にそれぞれ４～６本のガイドローラをもつ標準型を

多数並べるのが多い。ソーピング槽及び湯洗槽は80～90℃と高温なので密閉型である。特に湯

洗槽は節水型で給水量を自動制御できるものが望ましい。排液の熱回収・再利用は省エネ効果

が大きい。また、品質管理上酸化剤、ソーピング剤の自動供給設備が多く採用され、布の走行

と連動して運転される。

水洗後は乾燥機に導かれる。乾燥機の一例としてシリンダ乾燥機があり、乾燥シリンダ群の

出口に積みシワ防止を目的に布地を冷却するために水冷シリンダを取付ける。水冷シリンダは

出口に設け蒸気がシリンダ面に結露するのを防止する。乾燥機入口の絞り装置は省エネルギの

上からも、８～10トンの２本ローラのマングル或は中央に小径ローラを挟む３本マングルなど高

率の脱水能力のものを選ぶなど均圧マングルが好ましい。図22はパッドスチーマ全体図を示す。

3）ベーキング機（サーモゾル染色機）

染液をパディングした布などを乾燥し、熱処理して染色する連続染色機械をいう。サーモゾ

ル法は1949年にDu Pont社（アメリカ）が発表したもので、ポリエステル繊維織物及びその混紡

交織品に適用する。

①　熱処理機（サーモゾル部）

サーモゾル部での処理は、180～220℃

で60～90秒、熱風方式が主流である。図

23は、布が上下ローラ間を走行する形式

のものである。また、布を水平に走行さ

せ、布の容量に応じて装置の高さを高く

する省スペース型のものが製作されてい
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図22 パッドスチーマ全体図
出所：京都機械カタログ

図23 サーモゾル機
出所：京都機械カタログ



る。容量200mを越える大型のものもあ

る。（図24）

上下ローラ型では上側、水平型では

前後いずれか一方のガイドローラの駆動

はインバータモータによる駆動を採用し

ている。

②　テンションコントロールシステム

近年ストレッチ等、複合素材使いの

商品多様化と共に、その加工も複雑になり、オペレータのテンション管理により、シワ等仕上

がりに大きく影響がある。そのため、ローラ間のテンション管理自動化の要求があり開発され

たのが“テンションコントールシステム”である。

テンションコントロールシステム付ベーキング機の特徴を簡単に説明する。

ア．テンション制御

・ガイドローラに加わる張力を、希望する張力で運転することができる。

イ．機械の運転

・ガイドローラの微妙な速度制御が不要になる。

ウ．製品に対して

・均一な製品加工ができる。

テンションコントロールシステムについては、

現在ではベーキング機、水洗機（図25）に採用され

ている。

③　パッドドライヤとの組合せ

サーモゾル染色機は、ポリエステル・セルロース混織物の連続染色機を単独で完結するほか、

セルロース側の使用染料と色濃度によって、サーモゾル染色機を基本としたパッドドライヤと

の組合せによる連続染色も行われている。（図26）
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図24 水平走行型サーモゾル機
出所：京都機械カタログ

図25 テンションコントロール水洗機
出所：京都機械カタログ

図26 パットドライヤ・サーモゾル機の組合せ
出所：京都機械カタログ



4）パッドバッチ染色機

染液をパディングした布をローラに巻き上げなどして、一定時間放置し染色する半連続染色機

械をいう。パッドロール法が蒸熱を行うのに対して、パッドバッチ法は染料の固着に加熱を要

しないことからコールドパッドバッチともいう。

この方法はアルカリパット浴の安定性を重視した長時間固着法と、固着時間を短縮した短時間

固着法とがあり、後者あるいは大ロットの加工にはアルカリミキサの装備を要する。

この機械はパッダと巻取り機のほか、巻取り後のタイミング装置からなる。

①　パッダ

パッダは他のパッド染色機と同様に染液の付与が均一であることが必要である。液槽の材質

はSUS304、また容量はできるだけ小さい方がよく、パディング液と巻反とで温度差のないこ

とが望まれている。アルカリミキサは染料液とアルカリ液とを別々に調整し、液槽に給液する

直前に一定の割合で混合してパッド液の安定を保つ役割を持つ。

②　巻取り機

ア．プレスローラによる巻取り

プレスローラを駆動し布との摩擦で巻取る。張力は大きく、ダンサローラなどを使用すると

張力は調節し易い。

イ．インバータモータ、あるいは油圧モータによる軸巻取り

巻取りローラを直接駆動するものであるが、巻上げ径の変化に応じて張力を一定に保つ機構

が必要であり、その方式として、電圧または油圧を調節する方式がある。

ウ．タッチローラと変速モータによる巻取り

タッチローラで巻上げ径を検出してモー

タの回転数を調節する方法で張力は比較的

安定する。インバータモータなどが用いら

れる。（図27）この方式にダンサローラを加

えると定張力を得易い。ダンサローラで加

える張力をエアシリンダなどで可変にし、

テーパーテンション巻取りを自動化してい

る。

③　滞留装置

巻上げ後の長時間放置で液の移動を防止するため、毎分数回程度の緩い回転を与えながら２

～24時間の滞留を行う。台車上で巻取る型式の場合は、台車に備付けの小型モータを使用して

巻反を回転させ、台車のまま滞留させる。
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図27 コールドパッドバッチ染色機
出所：京都機械カタログ



（2）バッチ式染色機

被染物を染色液に浸して染色

する機械は、先の（1）項で述べ

た拡布状態で連続的に染色する

連続染色機（連染）とあらかじ

め準備した容量ごとに非連続で

染色するバッチ式染色機に大別

できる。バッチ式染色機は、被

染物の形態（形状）で分類する方

法と機械の形態で分類する方法がある。（表２）被染物の形態としては、糸、綛、綿（わた）、布

（布帛）、製品と多岐に分かれる。わた、糸用染色機の代表的なものは、パッケージ（チーズ）染

色機で糸状、ワープビーム状、綿状等で染色する。布用染色機では、古くはウインス、ジッガ

染色機があり最近ではビーム染色機や液流（ジェット）染色機が主流となってきている。液流染

色機では、織物や編み物をループ状にして生地を走行させて染色する。また、ビーム染色機で

は、生地をビーム芯に巻き取りポンプで液を循環させて染色する。また、最終製品に近い状態

で染色する機械としては、パドル染色機、ロータリー染色機、テープ染色機等があり、繊維製

品を円筒状ドラムに入れドラムを回転させて染色する。

バッチ式染色機械における技術革新は、過去から現在まで、節水、省エネ、生産性向上に対す

る機械の構造開発、改良開発が中心であった。この中で大きな技術革新が、見られたのは1987

年のITMA’87で出展したThen社（ドイツ）気流染色機であり、ポリエステルの染色が浴比１：３

以下で染色できる気流を利用した機械であった。液流染色機は、浴比が１：10～20、布速が400

ｍ／分が限界であったが、気流染色機は、浴比１：３、布速も500ｍ／分以上の低浴比高速運転

が特徴であり、かなりのユーザで採用された。各機械メーカーも気流染色機を開発したが、デ

リケートな素材の染色では、品位的な問題（スレ、アタリの発生）があり、現在では品種、品

番を限定した範囲で使用されている。ITMA2003 BIRMINGHAMでは、気流染色機を展示して

いる機械メーカーは、Then社（ドイツ）含めて５社だけとなり、液流染色機に変わる次世代の機

械としての技術革新はされていない。国内メーカーも1990年～1995頃気流染色機の開発に力を

入れたが、汎用性と品位の問題の改良開発が進まず現在に至っている。

バッチ式染色機を全般的に見ると、各機械メーカーも構造が淘汰され、よく似た形のバッチ式

染色機械になってきている。特に各機械メーカーは、自社技術と不足する技術を他メーカーよ

り技術導入する形で、各染色機械単体の技術と付随するシステム及び管理を含めて総合技術で

今後のIT技術を組み込んだ技術革新をねらっている。
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表２バッチ式染色機の種類

わた、糸用染色機

チーズ染色機

綛染め機

わた染め機

布用染色機

液流染色機

気流染色機

ビーム染色機

ジッガ染色機

ウインス染色機

製品用染色機

ロータリー染色機

テープ染色機

パドル染色機



1）パッケージ染色機

パッケージ染色機は、円筒形のタンクを立てた形でその中にいろんな種類の被染物を装填した

内槽を入れてポンプで染液を循環して染色する機械である。（図28）内部に装填する内槽（図29）

を染色する素材の形態により使い分け、チーズ染色機、綛染め機、綿（わた）染め機、ワープビ

ーム染色とも言われる。パッケージ染色機の技術革新は、エ

ネルギーコストを低減するための低浴比化の開発が主として

行われた。低浴比化をはかるには、染色槽内の液量を少なく

する方法と、同じ液量でも内部に装填する被染物の装填効率

を上げる２つの方法がある。機械の構造的には過去より大き

く変化していないが、低浴比化のためのポンプの開発が行わ

れてきた。低液面染色では、被染物を露出して染色槽の低い

液面で染色するため、染液の中に空気を巻き込む現象が発生

する。空気を巻き込むと、染液を送る循環ポンプが流量低下

を起こし、むら染めを発生する。空気を巻き込んでも性能が

低下しないポンプ（低NPSHポンプ）の開発が行なわれた。

被染物を完全に液中に浸セキして染色する場合の浴比が

１：10～15に対して、液面を下げる低液面染色において浴比

は１：６以下とすることが可能となった。

一方、パッケージ染色機では、被染物を入れた内槽を装填

して染色する方法が取られるため、装填効率を上げるための

いろんな方法が提案され、各機械メーカーがその開発を行っ

てきた。装填効率を上げ、低浴比化をはかる方法としては、

プレスチーズ染色法がある。これは、PP製の圧縮ボビンに糸を巻き、その巻き取った糸をプレ

ッサーで約50％プレスしてチーズの高さを1/2にし、一本のスピンドルに２倍の糸を装填して、

装填効率を２倍にする方法である。染色槽に２倍の容量糸を装填することができ、浴比も半減

して低浴比化をはかることができる。しかし、チーズを１/２にプレスすることにより、巻き密

度も２倍となり、通常のポンプでは、染液を通過させることができないため、高ヘッドタイプ

のポンプの開発が行われた。

パッケージ染色機の構造そのものの技術革新は、あまり見受けられないが、今後機械周辺

の自動化やマテハンが進むと思われる。前回のITMA’99より展示は始まっていたが、今回の

ITMA’03では、従来の円筒形のタンクを立てたパッケージ染色機から、横型のタンクのパッケ

ージ染色機（チーズ染色機）を多くのメーカーが展示した。（図30）これは自動化を進める場合、

タテ型タンクの機械よりも横型タンクの機械の方がやりやすいためと考えられる。国内では、
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図28 パッケージ染色機色機
出所：日阪製作所カタログ

図29 内槽及びボビン
出所：日阪製作所カタログ



ほとんどがタテ型のタンクで自動化を進めたが、

建家の高さが高く必要となり新工場でないとシ

ステムが組めない問題がある。また、設備的に

も、自動走行クレーン、内槽反転装置、チーズ

装填取り出しの自動化機等大がかりな設備が必

要でイニシャルコストが大きくなる。一方、横

型タンクの場合は、工場室内の高さが低くても

比較的簡単にシステムを組むことができ、欧州

でのチーズ染色機の自動化は、この形で進むと

思われる。横型染色機を並べることにより、糸

の保管場所から内槽への装填→内槽の自動搬送

→染色機への投入および取り出し→内槽の搬送

→糸の取り出し→箱詰めまでの一連のマテハン

を比較的簡単に組むことができる。（図31）

欧州各機械メーカーは、各社が横型チーズ染

色機を並べ、搬送用台車を兼用したタテ型スピ

ンドルの内槽を、自動投入取り出しとチーズの

自動装填取り出しをロボットで行ってきている。

（図32）（図33）

ITMA’03では、Noseda社（イタリア）、

Galvanini社（イタリア）、 Maibo社（イタリア）、

Dettin社（イタリア）、 Bellini社（イタリア）、

Obem社（イタリア）、Officini minnetti社（イタ

リア）の各メーカーが展示出展しており、今後

も欧州では、この方向で技術革新が行われて行

くと思われる。

一方国内は、自動化やマテハン化は、タテ型

染色機と自動クレーン、装填機、取り出し機と

の組み合わせで構築されると考えられる。すで

に10年前から国内の新工場における自動化、マ

テハン化は、始まっており広い設置スペースを必要とする横型機械の組み合わせよりも、高さ

方向を有効に使用するタテ型染色機との組み合わせでシステムの構築を行ってきており、今後

もこの方向で進むと考えられる。（図34）
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図30 横型チーズ染色機
出所：Noseda社カタログ

図31 横型染色機の自動化
出所：Noseda社カタログ

図32 チーズ装填機
出所：Officini minnetti社カタログ



2）液流染色機

液流染色機の構造には、

大きく分けて丸タンク型

（図35）の染色機と水平型

（図36）の染色機の２種類が

ある。また、水平型では、

染色槽の下部のフローパイ

プを通って染色槽に戻るタ

イプ（図36）と染色槽の上

部のフローパイプを布帛が

通って染色槽に戻るタイプ

（図37）と２つのタイプがあ

る。丸タンクタイプと水平

型の特徴を（表３）に、水

平型の染色機の中でも、下

部フローパイプタイプと上部フローパイプタイプの特徴を（表４）に示す。

基本的には、加工品種により

丸タンク型と水平型は使い分け

られる。これまで欧州の機械メ

ーカーは丸タンク型、国内の機

械メーカーは水平型を開発して

きた。これは、欧州は天然素材

の加工が中心であること、国内
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図33 チーズ装填取り出し機
出所：Officini minnetti社カタログ

図34 タテ型染色機の自動化工場

図35 丸タンク型染色機
出所：Theis社カタログ

図36 水平型染色機
出所：MCH社カタログ

図37 上部フロータイプ
出所：Minox社カタログ

水平型

①詰め込み密度：低

②スレ、シワ、メヨレがない

①設置面積：大

②機械構造が複雑

③一定量の液が必要

丸タンク型

①機械構造がシンプル

②少スペース

③低液量運転が容易

①詰め込み密度：高

②スレ、シワの発生

長所

短所

表３　丸タンク型と水平型の特長



はポリエステルに代表されるフ

ィラメント織物や複合素材の加

工を中心に行っていることによ

る。綿等に代表される天然素材

は、丸タンク型で染色するのが

一般的であり、フィラメント織

物等シワやスレ等の品位的欠点

のでやすいものは、水平型染色機で主に染色している。これまで、欧州機械メーカーは、丸タ

ンク型の染色機を開発、販売してきたが、今回のITMA’03では、欧州の主要メーカーのほとん

どが水平型液流染色機の製品開発を完了して展示しており、欧州での加工品種の変化とより高

級品質への生産転換が行われていると思われる。今後も更に水平型の染色機の開発と改良開発

が行われ、低浴比化および性能向上が進むと思われる。上海テックス2003では、欧州メーカー

は、ほとんどが丸タンクタイプの液流染色機を出展しており、ATYC社（スペイン）だけが水平

型の液流染色機を展示していた。これは中国市場を考えての出展であり、加工品種の変化とと

もに、今後は水平型の液流染色機に置き換わると思われる。ITMA ’03における新しい技術とし

ては、丸タンクの液流染色機では、生地の品質欠点（スレ、アタリ）を解消する方法として、引き

上げリールに上げる前にジェットノズル（図38）を取りつけ生地に吹きかける方法を採用している

ものがあった。（図39）

リールでのスレ、ア

タリの改善と考えら

れる。これは、丸タ

ンク型の欠点であっ

た品位改善をねらっ

た技術開発と考えら

れ、この方法を採用

する機械メーカーが、今後多く出てくると考えられる。

また、Flinox社（イタリア）は、染色槽底部を簀の子形状

（図40）にし、生地が対流する所は、染色液が無く、染色

槽底部のみに染色液を溜める構造として低浴比化をはか

っていた。（図41）この機械の染色浴比は、１：４であり気

流染色機とほぼ同等で、蒸気使用量、冷却水使用量が

25％削減できる。この構造については、これまでベルト

コンベアーを底部に設置して、生地を走行させる構造の
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下部フロータイプ

①高速運転

②もみ効果：大（リラックス）
フィラメント、複合素材等

①毛羽発生しやすい

②低ノズル圧運転難しい

上部フロータイプ

①低ノズル圧

②ソフトジェットスパ
ン糸、パイル等

①ロープジワ出やすい

②もみ効果：少

長所

短所

表４　フローチューブの違いによる特徴

図38 ノズル新機構
出所：Theis社カタログ

図39 ノズル新機構の噴射状況
出所：Theis社カタログ

図40 染色槽底部の簀の子
出所：Flinox社カタログ



ものはあったが、何も使用せずに

走行される構造としては初めてで

ある。ただ、走行性に問題がある

と考えられ、あらゆる素材に対し

て加工することは難しく、今後の

技術革新が必要と思われる。

ITMA’03では、欧州及び東南アジアの染色機メーカーのNoseda社（イタリア）、Thies（ドイツ）、

Flinox社（イタリア）、Minox社（イタリア）、亜機（台湾）、Fong’s社（香港）、Laip社(イタリア）、

ATYC社（スペイン）、MCH社（スペイン）、MCS社（イタリア）、TEXST社（トルコ）が、水平型の

液流染色機を販売開始しており、今後品種の変化に対して改良開発が行われていくと思われる。

日本国内は、もともと水平型液流が主体であり、国内の品位要求が高いため、完成度が高い機

械ができているが、欧州については、丸タンク型と水平型の用途分けを行い、丸タンクでの加

工が困難な品種への対応を水平型で、はかっていると思われる。機械の低浴比化や生産性向上

の技術革新はこれからと思われる。

今後の技術革新の方向性は、機械形状としては水平タイプで、①染色機の構造開発による加工

液量の低減②加工方法の変更（時間短縮）によるランニングコストの低減③染色容量の大容量化

による染色液量の低減④染色加工容量変化対応の定浴比化（再現性）の４つが上げられる。

液流染色機の場合、先にも述べたが、満液で染色していたのを半液染色する機械の開発（現在

の主流）から始まる。チーズ染色機やビーム染色機の場合、被染物が静止固定されているのでハ

ード開発が比較的簡単なのに対して、液流染色の場合は、被染物を動かして染色する必要性が

あることから、生地を動かすために必要な最低限の液量の確保が必要であり、液流を使う以上、

半液にしても限界がある。そのため気流の中に染液を噴霧状に吹き込み、染色をする気流染色

機の開発が進んだ。節水面では、通常の液流染色機の平均浴比１：12～15と比較すると、約１／

３となり水の使用量は大幅に削減できたが、気流染色機での気流を送る送風機の電気消費量が

アップする問題が残り、現在まで大きな技術革新はない。

節水、省エネをはかる手段として生地の機械への詰め込み密度を上げて相対的に浴比を減少さ

せる方法がある。機械のタンク径を１ランク大きくし、１チューブに２チューブ分の生地を詰

め込むことで、２倍容量に対する配管や染色槽の容量を効率的に有効に使い、低浴比化をはか

る方法である。ITMA’03でも、欧州メーカーの大容量機の展示が多く見られた。（図42）染色容

量が２倍になると言うことは、染色機に入れる生地の長さが２倍になり同じ走行スピードでは、

生地が一循環する時間が２倍になり、加工時間が長くなり、生産性が落ちる。そのため、ジャン

ボタイプの大容量機では、ますます高速化が進むと思われる。また、詰め込み密度が高く押し

込みシワが懸念されるため、シワの位置を変えるためのいろんな構造改善が進むと考えられる。
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図41 染色機の構造
出所：Flinox社カタログ



水平型の汎用的な染色機械は、通常100kg～120kg／

チューブの容量が標準的である。標準の加工容量の時、

品種により異なるが染色時の浴比は、１：10～１：15の

範囲になる。しかし、必ずしも標準容量の加工容量が

入るとは限らない。標準容量からその半分の50％の加

工まで容量変化があっても、同一浴比で加工できる機

械が必要となる。水平型の機械の場合、生地を走行さ

せるのに必要な液量の限界があり、容量の少ない場合

は、相対的に染色浴比が大きくなってしまう。その機械の限界液量を下げて、半分の容量（60kg）

から最大容量（120kg）まで同じ浴比（１：６）で染色することができる機械が技術開発の方向性と

思われる。60kgで600リットル（浴比１：10）、120kgで1200リットル（１：10）と染色容量が変化

しても同じ浴比で加工できれば、少容量からフル容量まで同一浴比での染色が可能となり、事

故率(再現性)が大幅に減少することができ

る。また、事故率を低減することで加工コ

ストを下げることができ、また、エネルギ

ー面からみても、本来不必要な無駄な消費

を防ぐことができる。国内メーカーでは、

低浴比よりも定浴比の要求が強くすでに定

浴比染色機として完成している。（図43）

3）気流染色機

気流染色機は、ITMA’83で、Then社（ドイツ）とHoechst社（ドイツ）との共同開発という形

で、試験機（12Kg容量）が展示され注目を浴びた。ITMA ’87では、同じくThen社（ドイツ）と

Hoechst社社（ドイツ）の共

同開発という形で生産機

（100Kg容量）が展示され、

今後液流染色機に取って代

わる次世代の染色機として

注目を浴びた。ITMA’91で

は、染色機メーカーのほと

んどが気流染色機を展示し、すでに工場で稼働を開始し実績化

もはかれた。液流染色機が発展成熟に至るまでに、新しい染料

および助剤の必要性が論じられたように、今後、染料の開発お

よび助剤の開発の過程を踏み、新しい気流染色理論とともに発

82

図42 大容量機
出所：Theis社カタログ

図43 定浴比対応液流染色機
出所：日阪製作所カタログ

図44 丸タンク型
出所：Theis社カタログ

図45 傾斜型
出所：日阪製作所カタログ



展すると期待された。

気流染色機は、欧州では丸タンク型（図44）、国内では傾斜型（図45）と２つのタイプが開発さ

れた。液流染色で説明した様に、丸タンク型と傾斜型の特徴は（表４）と同じである。低浴比染

色機として開発された気流染色機は、ポリエステルで浴比１：３以下、親水性繊維（セルロース

等）で１：６以下を実現し、液流染色機に置き換わると考えられた。液流染色機は、生地の走行

の手段を液のジェット噴射を利用していたのに対し、気流染色機は空気すなわち気流のジェッ

ト噴射と液のジェット噴射の両方を使用して行うものである。気流ジェットの中にミスト状に

した循環液を吹き込み、生地を走行させ染色するタイプ（ミックスノズルタイプ）と、気流ノズ

ルと液流ノズルの２段ノズルで走行させ染色するタイプ（２段ノズルタイプ）の２種類がある。

（図46）２種類のノズルの違いは、ミックスノズルタイプが気流のみで生地の走行ができること

に対して、２段ノズルタイプは気流だけで生地を走行させることができないことである。これ

は、技術思想が異なっていることによる。ミックスノズルタ

イプは、気流で生地を走行させ染液を付与していきながら染

色するという技術思想、すなわちバッド染色に近い染色方法

であり、２段ノズルタイプは、走行手段は液流ジェット、気

流は気流のモミ効果を利用して生地のシワ対策に使用すると

いう考え方に立つものである。当然のことながら、ミックス

ノズルタイプは、風量も多くまた、モミ効果も高く、送風機

の動力も大きくなる。２段ノズルタイプは、液流染色機に小

さな送風機をつけたものであり、液流染色機との違いは浴比メリットだけで、液流染色機に比

べて機械コストも高いことから、これからの主流の機械にはならないと考えられる。気流のリ

ラックスや風合い改善の特長を出せるのはミックスノズルタイプであり、今後の方向性として

は、ミックスノズルタイプの気流染色機になると思われる。欧州では、Then社（ドイツ）のみが

ミックスノズルタイプの構造をとっており、国内のメーカーもこの構造を採用している。国内

では、気流染色の用途よりも気流処理機として、風合い加工、シワ加工、シボ立て加工、リラッ

クス等の用途で使用されてきている。

ITMA’03では、気流染色機の展示は５社あったが、技術革新はマイナーチェンジを行ってい

る程度で大きな変化はない。液流染色機と比較して、浴比だけを見た場合優位性はあるが、均

染性の問題、加工品種の汎用性の狭さ、品位的な問題等があり、今後限られた素材で、排水規

制の厳しい所で採用されると思われるが大きな技術革新がない限り、液流染色機に置き換わる

ことは困難と思われる。Thies社（ドイツ）、Then社（ドイツ）、Alliance社（フランス）、MCS社

（イタリア）など丸タンク型で、気流染色機を販売しているが、一時期ほど技術革新に重きを置

いていない。
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図46 ノズルの種類
出所：日阪製作所カタログ



4）ビーム染色機

ポリエステル繊維が出現し、液流染色機が開発されるまでは、高温高圧で染色する機械はビー

ム染色機しか無かった。ビーム染色機は、生地をビーム芯に巻く巻き取り装置（バッチャー）と

巻き戻し装置が必要であり、また、巻き取る時のテンションコントロールが重要で、巻き方が

悪いとむら染めになったり、型くずれを起こしたりする。また、液流染色機や気流染色機が生

地をノズルでモミながら動かして染色するのに対し、ビーム染色機は生地を巻き取り固定した

状態で、液を循環して染色する。そのため、液流染色機や気流染色機のモミ効果やリラックス

効果が無く、ビーム染色機で染色したものは、生地の風合いがフラットで扁平な風合い（ボリュ

ーム感が少ないもの）になる。現在では、ソフトタッチで柔らかい風合いを好まれること、また、

巻き取りの管理が難しいことから、液流染色機で加工すると問題がでる素材（不織布、シャー、

ナイロンタフタ等）の染色に用いられている。ITMA’03でも、欧州機械メーカーはビーム染色

機の実機の展示は行っておらず、上海テックス2003でも欧州メーカーの展示は無かった。

ビーム染色機は、開発当初は染色槽を満液にし、循環槽より液を送り込み、戻ってきた液を循

環槽で受け、循環槽に溜まった液を再度加圧ポンプで送り込んで循環させる液圧加圧方式であ

った。この方式の欠点は、染色浴比が大きくなることと、温度が高い液を戻すので、戻す液の

経路に冷却器を取りつける必要があり、冷却して戻しまた、送り込むというエネルギーの浪費

するタイプの機械であった。ITMA’87より、液圧加圧方式から空気圧方式の機械が開発され、

現在の主流は空気圧方式に変わった。ITMA’91より、更に液量を減らす半液タイプ（図47）が開

発され、染色浴比が１：15～20であったものが、浴比

１：５～８位に低減された。半液タイプでは、エアス

ポット等のむら染めが発生しやすいことから、染色中

に内部にビーム芯を回転させる回転装置つけるように

なった。ITMA’03では、出展した機械メーカーは無

く、技術革新は進んでいないと思われる。現在ビーム

染色機で染色している素材は、液流染色機の技術革新

とともには、液流染色機で加工していく様になると思

われる。

5）ジッガー染色機

ジッガー染色機は、布帛を拡布状態で、なおかつ

１：３以下の極低浴比で染色できることからバッチ式

染色機としては魅力ある染色機である。（図48）開発

されたのは、非常に古くテンションコントロール等の

技術開発で均染性の問題はほぼ無くなったが、生地を
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図47 半液タイプビーム染色機
出所：日阪製作所カタログ

図48 高圧ジッガー染色機
出所：Henriksen社カタログ



二本のロールで巻き取って染色する機械であるため、風合い面で、扁平で硬いという問題が依

然として残っている。その問題解決のための技術革新が進んでおらず、特定の品種、レーヨン

およびレーヨン混、アセーテートおよびアセーテート混等のフィラメント織物用の染色機として

欧州および国内でも使用されている。ITMA’03でも多く展示され、最近の小ロット対応として、

染色液が滞留する槽を大容量用と少容量を使い分け、投入容量の変化に対し一定の浴比を確保

できる新構造を採用している。（図49）Henriksen社（オランダ）、Thies社（ドイツ）、MCS社（イ

タリア）、MCH社（スペイン）などが製造している。

今後の方向性としては、ITMA’03でHenriksen社

（オランダ）が提案していた新機構、すなわち小ロッ

トの時も大ロットの時も同一浴比で染色できる構造開

発が上げられる。ジッガー染色機の場合、巻き取り側

と送り出し側の生地の巻き径が、刻々と変化するため

スピードを一定に保ち、テンションレスで巻き取る技

術開発が課題である。巻き取り側と送り出し側の双方

のロールで、ロールの巻き取りスピードを同調させ、生地に対してテンションレスで運転でき

る構造および制御開発に進むと思われる。国内メーカーの花山工業では、すでにその機構を取

り入れている。ジッガー染色機もビーム染色機と同じように、加工する素材が限定されるため、

大幅な技術革新は少ないと思われる。ジッガー染色機で加工している素材も、液流染色機の技

術革新とともには、液流染色機で加工していくと思われる。

6）ロータリー染色機

ロータリー染色機は、ニット製品や下着等のインナ

ー、テープ等の最終製品に近いものを染色するバッチ

式染色機である。（図50）古くは綿素材の染色を主体と

していたため、常圧の機械がほとんどであったが、最

近は、T/Cや複合素材等ポリエステルの混紡品が多く

なってきたため高圧の機械が多くなってきた。

ITMA’03でも、Texmatic社（イタリア）、Cubotex社

（イタリア）、Flainox社（イタリア）が高圧機を開発し、高圧機への販売を開始した。構造的には、

大きな革新技術はないが染色加工量が大容量になってきた。これまで50kg容量までの小型機が

中心であったが、最近では100kg～150kgの大容量機への要望が多くなっており、Flainox社（イ

タリア）100kg容量機を開発している。国内メーカーでも高圧機の要望が高まり、すでに販売を

開始しておりリラックス機構、乾燥機構などを付加した機械装置の開発が始まっている。染色

から脱水及び乾燥まで一連の加工が一台の機械でできるような機械と大型機の開発が、今後の
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図49 容量変化対応機構
出所：Henriksen社カタログ

図50 高圧ロータリ染色機
出所：Flainox社カタログ



技術開発の方向性となる。

7）テープ染色機

国内では、１台も稼働していないと思われるが

ITMA’03ではテープの連続染色染色装置が紹介さ

れていた。（図51）テープに染料を浸セキ付与して

マングルで絞り、スチーム槽で発色させ、発色後

洗浄して取り出すという装置である。染色ロット

が大きい場合に適用される機械で、連続染色とい

う面で生産性はよいと思われる。日本国内では、

小ロット多品種の加工が主体であることを考えると、現在のバッチ染色（綛染め、小型ビーム芯

での染色）で今後も続くと考えられる。

8）計量システム

染色の工程では多くの染料、助剤、薬品を使用している。現在も大半の機械において、人が染

料、助剤、薬品を計量し、各機械の所まで運び、タイミングを見計らって染色機に投入してい

る。ITMA’87の頃より、染色機の付帯設備の自動化が注目されはじめ、染料の計量装置、薬品

の自動計量・注入装置等が展示された。国内でも人件費の削減、染色品位の向上および生産性

向上のため自動化が進んだ。しかし、その設備コストは、当然、計量、投入する薬品の数に比

例する。工場で使用している薬品の数は、膨大であり、設備コストをいかに抑えて最大の効果

かを得るかがポイントであり、装置メーカーはいろいろなシステムを開発してきている。

①　液体薬品の計量システム

実際の計量システムの例を 図52、図53、図54に示す。図52は、流量計を使用した計量シス

テムで、薬品の量を可変に計量することができ、最近、広く採用されている。また、このシス

テムは、染料投入槽を一カ所に集め、染料の投入を一人の人間でできるように配置している。

液流染色機の工場の場合は、染色機の上の空間部分に中二階を設置しておこなうのが一般的

である。図53は、計量器を使用して容積で計

量するシステムで、染色する液量が一定し

ている場合や、被染物量が変化しない場合

によく採用される。薬品は、ストックタン

クを高所に設置し、計量器までは落差で送

る。この計量システムは、設備コストが比

較的やすくできる。図54は、ロードセル（天

秤）を利用して重量で計量するシステムで、

発泡する薬品や粘度の高い薬品などに採用
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図51 テープ染色機
出所：Breitenbach社カタログ

図52 計量システム



される。設備コストは、他のシステムに比べて高く

つくが計量精度は一番よい。

②　粉体薬品の計量

染色の工程で使用する薬品は、液体薬品以外にも

粉体薬品があり、計量する量も多く自動計量等のシ

ステムが開発された。粉体薬品は、染料、芒硝、ソ

ーダ灰、ハイドロサルファイトなど使用量もかなり

多く扱いにくいものである。粉体での計量は、装置

が大がかりになり、設備コストもかかるため、染色

処方を変えても、できるだけ液体に変更するシステ

ムの開発が進められた。粉体の搬送計量システム例

を、図55に示す。これは、芒硝の自動計量搬送の例

で、送りもとのホッパーに芒硝を入れて準備ストッ

クし、染色機側の芒硝フィーダに空気搬送し、機側

側で要求に応じて必要量を計量し、染色機に定量注

入するものである。染色機への定量注入は、スクリ

ューフィーダの回転数をコントロールしておこな

う。粉体の薬品の代表

は、染料であり、最近

は、染料計量装置でバ

ケツに自動で計量を行

うのが一般的である。

少なくても、計量の環

境はよくなり、また、

計量ミスは無くなっ

た。

しかし、計量した染

料の溶解や、溶解した

染料の染色機までの移送、染色機への投入は、人がおこない、また、作業環境も悪い。しかし、

この部分においても、最近では、図56に示す様な、計量した粉体染料を、直接染色機に投入す

るシステムもできている。温水で溶解するＰＶＡなどの袋に染料を入れ、そのまま投入するだ

けでよく、溶解の手間が不要になっている。また、この粉体を自動的に搬送投入すれば、人が

投入する手間もはぶけ、作業環境も著しく改善される。また、計量した染料を溶解し、各目的
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図53 計量フロー図（容積式）

図54 計量フロー図（重量式）

図55 粉体の自動搬送、計量



の染色機へ染料を移送するシステムも開発さ

れている。これは、染料自動溶解槽と複数台

の染色機をパイプラインでつなぎ、溶解した

染料を染色機まで直接パイプ移送するもので

ある。染料溶解槽を染料の計量器の近くに設

置し、その場所で自動溶解移送することによ

り、溶解しにくい染料の完全溶解と染料を運

ぶ手間をなくすることができる。

9）染色機の生産管理（コンピュータ管理）システム

図57に生産管理システムの全体図を示す。営業の受注システム、生産計画、レサイプ、指図発

行、機台群管理システムの情報の一元管理をおこない、それぞれの部署で必要情報の入力と出

力を取るものである。営業の受注データの入力で、リピートレサイプの検索をし、登録された

工程パターン、染法パターンを選定し、染色機の自動運転をおこなう。また、CCS、CCMによ

り、新色レサイプの場合も迅速に

処理することができる。また、現

場の生産の進捗状況に応じて、機

台特性を考慮して、納期、色濃度

から自動配台シュミレーションを

おこない、生産計画の修正をおこ

なうことができる。また、染色機

の稼働状況の監視、運転実績デー

タの収集などをおこない、機械で

の加工コスト、薬品使用量のコス

ト管理をおこなうことができる。

今後の方向性

ITMA’03の調査、ドイツの視察を通し、バッチ式染色機の今後の方向性としては「環境対応」

がテーマである。節水、省エネに始まり染色機械から汚水排水を出さないことが近々重点テー

マとなる。その取り組みも欧州および国内でも始まっているが、現状は発生した排水は、一カ

所にまとめて廃液処理をしている。これからは、染色機械から染色液を排水する時、染料残や

薬品を機械単体で廃液処理して排出し、その水をリサイクルするシステム開発が行われると思

われる。機械単体での排水の処理は、使用薬品がはっきりしており、比較的廃液処理がやりや

すい。濃縮も一つの手段であるし、また、フィルターで濾過するのも一つの手段である。何が
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図56 粉体染料溶解装置

図57 生産管理システムフロー図



混入しているか分からない工場排水をまとめて処理する方がよほど難しい。既設の廃液処理設

備があるところはよいが、新工場設置の場合では、排水処理設備のイニシャルコストは非常に

大きな負荷になる。染色機械単体または、染色だけの集合廃水処理等を考慮に入れた、環境対

応の技術革新が進むと思われる。

また、これまで染色は、水系で行われてきたが、全

く水を使用せずまた、排水も出さない染色技術の開発

も進んでいる。節水や廃液処理を考えると水を使用し

ない染色がもっとも理想的である。機械メーカー

Uhde社（ドイツ）とドイツの研究所DTNW（Detshes

Textiforschungszentrum Nord-West.V.）の視察調査

やいろんな文献および講演会で、超臨界炭酸ガス流体

を利用した染色について詳しく述べられている。ドイ

ツにおいては、ポリエステルのチーズ染色において、

生産規模の機械の実用化プラントが完成し、DTNW

で試験生産を開始している。（図58）（図59）

一方国内においても、超臨界ガス流体を用いた試験

染色装置の開発も進んできている。（図60）ポリエス

テルの染色や機能加工等での利用検討が行われ、生産

機規模の大きさの機械も稼働を始めている。実験験結

果から見るとポリエステルの分散染料による染色は、

機械のイニシャルコスト、加工コストメリットは別と

して、ほぼ実用化するための技術的課題は解決した段

階である。装置メーカーの対応としても、機械仕様的

には、1500リットル容量、20Mpa、200℃の仕様程度

までは充分設計可能である。超臨界流体装置の開発で

は、イニシャルコストの低減と炭酸ガス回収装置のコ

ストの低減にある。炭酸ガスの回収は、95％以上のシ

ステムを組むのは技術的に可能となっており、実績化

もはかれている。超臨界炭酸ガス流体での染色はそれ

の有力な技術であるが、まだまだ生産機としての実用

化には付加価値づけも含めて時間がかかるが、今後の有効な技術であると思われる。バッチ式

染色機械においては、汚水排水を出さない染色機の開発が今後の技術革新のターゲットとなって

くる。
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図58 超臨界染色装置
出所：Uhde社カタログ

図59 超臨界フロー図
出所：Uhde社カタログ

図60 超臨界試験装置
出所：日阪製作所カタログ



また、計量およびシステムの構築は、各工場の状況にあった独自のシステムの開発が進むと思

われる。特に、生産管理と生産する機械のシステムは、各工場にマッチした一元化されたもの

でなければならない。糸染め工場および布染め工場においても、染色機械単独の制御および管

理では対応できない部分であり、前処理機械、計量装置、後処理機械との情報の共有化が必要

である。各機械および各制御器のシステムの取り合い部分をいかにまとめるかが、システム開

発のポイントであるように思われる。染色機械本体も重要であるが、機械の取り合い部分も十

分に検討して、シンプルにシステムをまとめていくことが大切である。今後のIT（インフォメー

ションテクノロジー）の発展とともに、染色機械、システム化、制御機器も大きく変化し工場単

位での管理と生産に連動した機械に発展していくと思われる。

3．捺染関連機械

（1）捺染装置と機械

捺染は染色の一分野であるが、浸染に代表される無地染めとはいささか異なった存在である。

自然界の花鳥風月に代表される如く、多くの具象・抽象の美（デザイン）を題材として人の身

の回りを飾ることは古今東西から広く行われており、生活空間のみならず着衣や寝具等にそ

れを愛用する人々の好みに合った絵柄を選択し絵付けすることが、かつては上流社会を中心

とした人々の楽しみでありステイタスでもあった。今日では多くの絵柄がデザインされた製

品を誰もが選択して購入できる環境下にある。衣類や寝具へのデザイン表現は布地に直接手

で染料を筆に付けて書こうとしても、染料が布地にしみ込む際に毛管現象でにじみを生じる

ために旨く絵柄が表現できない。そこで考えついたのが染料のにじみを防止する目的で糊剤

を混入して絵筆で描く方法と、染料がにじむ領域を明確にし、水分を排除したり、逆に吸収

させることにより浸染法を利用してデザインの表現を行う方法もあった。いずれの方法も人

手による作業で行われていた。文字の表現が人の手から、印刷技術により機械化された如く、

布地へのデザイン表現もまた機械化への発想が多く試みられた。これらは凹凸版や孔版方式

であり、いずれも版を製作しその版に染料に糊を混入したいわゆる「色糊」を使用すること

により、デザインを布地に表現することを可能にした。しかし、紙の印刷と違い布地への印

刷（捺染）は、色材である染料が布地にある程度浸透する必要もあって、凸版方式は紙の印刷

においては主流になったものの布地においては色糊がより多く転写出来る凹版と孔版方式が

主流となった。

（2）凹版方式から孔版方式への変遷

本格的な機械捺染方式は、1930年代にその原型ができ上がった機械捺染（Machine Printing）

から国内では「マシン」と俗称されたローラ捺染方式である。銅製のロールに凹版方式でデ

90



91

ザインを彫り、高速度でデザインを布地に転写する方式は無地染めの連続染色方式との双璧

をなしていた。しかし、この方式はナフトール染料による木綿布への捺染としての地位を確

立したが、ナフトール染料に替わる反応染料の台頭やポリエステル素材のように捺染糊吸収

の良くない素材の台頭、さらにデザイや豊富な色彩の要望等のマーケットニーズの多様化に

伴い、限定された染料や色数、疎水性素材等への適応能力からローラ捺染方式は衰退した。

ローラ捺染もこれらの問題点を克服する努

力がされたが、代わって台頭してきた孔版

方式へと移行した。

孔版方式は日本では江戸時代から切り型

捺染として京都や金沢の友禅染色に多用さ

れていたが、幅の広い洋反には不向きであ

った。そのため孔版は、和紙を使った切り

型として和装品の世界では連綿として使用

されていたが、切り型に替わってシルクス

クリーン方式が昭和初期にイタリアより日

本に導入され、この方式によるスクリーン

プリントが従来の切り型方式とは異なった

孔版捺染の歴史を作っていった。特に、従

来のローラ捺染で対応が難しかった。ナイ

ロン水着や絹織物洋服地等の分野で、数多

く採用された。米国、豪州へのテキスタイ

ルの輸出の隆盛に伴い、その自動化・機械

化が要望されてきた。この時点での内外の

メーカーの開発機械が今日の基盤を築き、

さらに平板（フラット）方式がロータリ形式

になるに至り、手工芸の世界から工業生産

の仲間入りを果たすこととなった。1950年

代後半はフラット方式（図61）の創成期であり、1960年代後半はロータリ方式（図62）の創成期

であった。人手による印捺作業を機械で代替する半自動（走行式）も根強いユーザーを持って

いるが、エンドレス駆動のベルトに布地を貼付し、フラットスクリーンで印捺する方式が一

番ポピュラーであり今日では世界中でこの方式と、遅れて開発されたロータリ方式が広く使

われている。

図61 Zimmer社フラット捺染機
出所：Zimmer社カタログ

図62 Stork社ロータリ捺染機
出所：Stork社カタログ



（3）メカニズム面での進歩と将来性

フラット・ロータリは、その印捺原理においては同じ孔版方式であるが、平版を用いるフラッ

ト方式とロータリ方式はメカニズム面では基本の部分から異なるので装置的分類では同一と

見ることができない、勿論その機械・装置としての進歩・開発も全く異なった次元で進めら

れており、機構上からは異質の装置と言ってもはばからかれることはない。ただその改善・

開発の長い歴史の中で言えることは、それぞれの装置によるできばえをフラット方式はいか

にして手工芸の世界に近づけるかであり、ロータリ方式は、いかにフラット方式に近づけるか

であった。

エンドレスベルトを間歇運動させれば当然起こるスタート・ストップの繰り返しによる機械

的疲労と、スタート時とそれに続くサイクル間の寸法やタイミング誤差をいかに極小化する

か（図63、64）。デザインのサイズの違いに柔軟に対応すること（図65、66、67）。
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図63 Ichinose#7000 シフトロール機構
出所：東伸工業カタログ

図64 Busserハイドロマグ７シフト機構
出所：Busser社カタログ

図65 型枠保持状況（ハイドロマグ７） 図66 型枠保持機構（ハイドロマグ７）

出所：Busser社カタログ



ロータリ方式ではフラットと同様に色糊の透過性の良いスクリーンの開発、それに反比例

するスクリーン・シリンダの強度低下を補強する破損防止や、運転中の版のずれを高速運転を継

続させながら修正する機構等が創造期から今日まで連綿と続けられている（図68、69、70）。

勿論これらの進歩は、各種関連機構の進歩を採り入れることにより行われている。特に1990年

代以降は半導体及びデジタル技術によるメカトロの進歩が捺染装置に色濃く反映され「デジタル・

プリント」と呼ばれる分野も出現するよ

うになった。最近の技術は、ITMA’03

に出展の東伸工業㈱、STORK社（オ

ランダ）、Zimmer社（オーストリア）、

Reggiani社（イタリア）の展示に反映さ

れている（図71、72）。

これらの最新鋭の装置では、人力

で不可能な印捺幅や速度、精度が達成

されている。しかし、捺染加工は工業
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図67 ベルト駆動機構（ACサーボ方式）
出所：Zimmer社カタログ

図68 ロータリ柄合わせ機構
出所：Srork カタログ

図69 ロータリ捺染機操作側 図70 ロータリスケージング制御部

出所：Zimmer社カタログ

図71 ロータリー型洗浄機構
出所：Zimmer社カタログより



製品であると同時に工芸品でもある。工業製

品としての観点からは、現在の捺染装置は十

分に目的とする領域に達している。しかし、

人の感性に訴える製品を刷り上げるには、ま

だまだ手加工には及ばない部分がある。これ

は工学の世界ではなく芸術の世界であって、

これには従来とは異なったアプローチが求め

られるのであろう。

（4）捺染の周辺装置

捺染ではデザインが主役であり、テキスタイル・デザイナの創造になるアートの味を如何に

布地に再現するかが問われる仕事である。「捺染の出来映えは版の出来に70%以上依存してい

る」と言われる。版を使った捺染装置は機械装置としては主役であるが、捺染ビジネス・トー

タルでは製版作業がビジネスの中核を担っている。自動捺染装置が大きく進歩した今日にあっ

ても製版作業は相変わらず人手に依存している部分が多くあって、捺染装置と同様にこの部分

はなお多くの人手に依存する部分を残している。しかし、CADの進歩により、オリジナルデ

ザインの色分け（分版作業）とネガ版（トレース）作成は、かつてのように多くの時間と経験が

無くともそれなりの作業は、CADと比較的経験の浅い技能者で可能になってきた。また、ト

レースの作成が無くともCAD画面から直接に製版が可能な装置も開発され、実用に供せられ

ている。捺染装置に供給する色糊も以前は全て人手で作られ、作業量の軽減を図るために、必

要色糊量より安全を見越して多めに作られ、結果としてその余剰部分が残糊として廃棄処分さ

れることとなっている。廃棄物の処分に多大の経費を要する昨今では余剰残糊は頭痛の種であ

るが、自動色糊作成装置の開発により必要な色糊が直ちに調合できることから、今日では色糊

作成は必要量ぎりぎりで行うことにより無駄な色糊作成が大幅に減少している。

製版作業を全て人手に頼って作成していた時代では、オリジナルデザインの縮小やモチーフの

配置換え等が行われた場合は、デザインの描き直しや、製版後に試し刷りをしたり、手見本と

称する小型見本を作成し版のでき映えと、本生産後に起こる問題点を未然に防ぐ手段が種々採

られ、これらは全て人手を介して行われたが、今日では原画をデジタル映像で入力し、ディスプ

レイの画面上の確認や、インクジェット装置による紙や布地への出力により、本生産加工と同

じ程度のサンプルが作られ、これらの作業に人手を多く掛けず、短時間で製作可能となっている。

（5）捺染用スチーマ

多くの捺染布地は印捺後染料の固着が行われる。今日では多くの場合蒸熱（スチーミング）
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図72 Reggianiロータリー捺染機
出所：Reggiani社カタログ



が行われる。蒸熱の条件は、布地の素材と使用染料の組み合わせで決定される。蒸熱の原型は

「蒸し箱」と呼ばれ木製の箱形装置に反物を懸垂させて収納し、箱の下部より直接蒸気を供給

し箱の内部に蒸気を充満させ、素材によりその時間を設定していた。合成繊維、特にポリエス

テルの出現は無地染め同様にプリントに於いても常圧発色は困難であり、高圧・高温の蒸熱機

を要した。小さな高圧容器内に如何に多量の布地を均一に蒸熱処理するかという課題に対して

染色機械メーカから各種の装置が提案された。①「蒸し箱」の延長で布地を円形架台に設けら

れた懸垂装置に中心部から渦巻き状に布地を懸垂させ、釣り鐘状の鋼製容器を上からかぶせる

方式（人手に依存）、②水平方向の架台に自動懸垂装置で布地を一列に懸垂させ、横型の高圧

容器に詰め込む方法、③布地をロールに紙と一緒に巻いて直径30～40cmの海苔巻き状にし、

これを星形の水平方向架台に乗せ、架台を同じく水平方向に置かれた高圧容器に格納する方法、

④糸巻き状の架台に捺染布とアンダークロスを同時に巻き込む。巻き込みは、きつく巻くので

なく、所々に巻き込みの隙間をとるためにスペーサを入れ、直径2m大とし、これを横型の円

形高圧容器に収納する等々の装置が開発・実用に供せられた。しかし、いずれもバッチ処理で

あり、人手による処理であったために処理に時間と多くの労力を要したため、連続方式の開発

が望まれた。その後（1970年代）よりStork社（オランダ）とAliori社（イタリア）より新たなコン

セプトの基に連続Universal Steamerが相次いで発表され、天然繊維を中心とする常圧スチーム

と、供給スチームを過熱ボイラーを用いてスーパーヒートさせ、高温の過熱蒸気をスチーマに

送り込み常圧で染料固着を行わせるHT（High Temperature Steaming）方式が考案され、拡

布状で連続して、多くの人手を掛けることなくスチーミング処理できることから従来のバッチ

式は瞬く間にこの新方式に取って代わることとなった。この方式によるスチーマは今日の一般

的な素材である綿や毛、合成繊維のナイロン、ポリエステル、アクリルに対応している。また、

レーヨンやポリノジック、アセテートの加工もおこなわれる。蒸熱での問題点は均一な水分と

温度の管理で、特にこの両者は可成り拮抗した関係にあって最新の装置と言えどもこの両者を

旨く制御できる装置は見あたらない。

特に大手の事業場はボイラーでの蒸気を再度加熱し過熱蒸気として供給しているために、こ

の蒸気を直接スチーマに供給すると水分不足で十分な発色が得られない。特に常圧スチームが

必須とされる素材で、水分の吸収の大きいレーヨンや毛では水分不足を起こし、スチーマ内部

温度が上昇し水分不足を助長する結果となる。最近のスチーマでは水分補給目的で過給器が付

加されている。スチーマの内部には常に布地と伴に空気が運び込まれる、空気は蒸気よりも見

かけ比重が大きいためにスチーマの底部に空気の層ができそれが断熱材として働き、また水分

の拡散を阻害するので、この空気層を除くための工夫が施されている。さらに、染料の固着率

をアップさせる助剤や、時として抜染剤等がスチーミング中に布地から放散され、これがスチ

ーマ内壁材を腐食させる原因となる、これを防止するためにスチーマ内壁に保護用のグリース
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の塗布を必要とした。特にAliori社の装置では、空気の排出を容易にするためにスチーマの底

辺部の隔壁を取り除き、装置の下からスチーミング中の布地が監視できるという画期的手法が

採られ一大センセーションとして業界に迎え入れられた。その後、この方式は蒸気の無駄が大

きいことから最近の装置は、下部の隔壁を伴った箱形になっている（図73、74）。

蒸熱後の捺染布は、その

表面にある糊剤や未固着染

料の洗浄に水洗装置が使用

される。捺染布の洗浄は無

地染めと同様の洗浄装置が

使用されるが、捺染糊の除

去には、糊剤の膨潤が必要

なため、この時間を水洗槽

内に組み込んだり、糊剤を

物理的な力で除去するため

の押し圧を掛けたり、波動

を与えたりする工夫が凝ら

されている場合が多い。

（6）今後の方向性

1）「21世紀型捺染システム」

の追求

21世紀を生き抜くための

課題を「モノ作りの場」に

求めると、①環境問題②人

手不足対策の２点に集約で

きる。「21世紀型捺染シス

テム」とは、２つの課題で

ある「環境対策」と「人手

不足対策」をクリアしたも

のでなければならない。

2）地球環境時代の「捺染システム」

地球環境を守るために数多くの対策が必要となるが、我国の染色加工業（捺染システム）に

不可欠の問題として「水」にかかわる問題がある。特に工程中に発生する「水質汚濁原因物質」
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図73 HTスチーマ内部略図
出所：Aliori社カタログ

図74 Aliori社 スチーマ懸垂バー送り出し機構
出所：ITAMA ’03展示会

図75 HTスチーマ俯瞰図
出所：市金工業社カタログ



の削減については、在来方式を見直すことの重要性を痛感する。この対策として、未固着染料、

助剤、糊料、発色後洗浄時の未反応物、過剰秤量による余剰物などがあり、これらを最小限に

するための「新しいシステムの提案」が待たれる。

機械を中心とするシステム開発と併行して、染料、薬品の開発改善による努力も必要となる。

この事例としては、反応染料の固着率の向上、添加尿素量減少のための工夫などがあげられる。

3）人手不足対策（時短対応時）の「捺染システム」

熟練労働者を中心として、生産現場における人手不足は深刻である。徹底した省力化の推進

は重要であるが、これにも限界がある。特に熟練労働者の不足は特定グループの超過時間労働

に結びつき「労働時間短縮」への対応が困難となっている。

「未熟練労働者に間違いの無い仕事」をさせるための工夫は、これからの時代不可欠である。

染色工業の中でも捺染工程には、熟練労働者に依存する作業が多く残されている。経験と勘と

度胸に頼る作業を最小にした「捺染システム」の開発が待たれる。

4）作業環境の改善

繊維工業の中の３Ｋ職場（きつい・きたない・きけん）の代表として染色工業、特に捺染工

程が問題となる。これらの解消は広義の「環境対策」であり、直接的な「人手不足対策」にな

ると思われる。

捺染工程をみると、各種の運搬作業、洗浄作業が混在して“きつい”、“きたない”が日常化

している。「型替、配色替」に伴なう作業が軽減され、自動化されることにより大幅な作業環

境の改善がはかられる。染料の自

動秤量、自動調液と併行して本格

的な職場の美化も可能である。

5）「21世紀型捺染システム」とは

21世紀に生き残るための「捺染

システム」としては、前記のそれ

ぞれの課題に応えるものでなくて

はならない。（図76）

①　インクジェット製版システム

「自動分色システム」で分色さ

れた型データを、トレースフィル

ムを使用せずスクリーン上に直接

出力するインクジェット製版シス

テム。あらかじめ感光乳剤を塗布

したスクリーン紗上にインクジェ
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発注者 

デザイン 

自動分版 
トレースシステム 

有版捺染 無版捺染 

Ｓ/O作成 

量産捺染加工 

着分見本作成 

仕上・加工 

検査・出荷 

自動カラーキッチン 

少量生産インクジェットプリンター 

インクジェット 
エングレーバー 

インクジェットプリンター 

図76 「21世紀型捺染システム」概要図



ットノズルから遮光インクをスプレーし画像を型成。露光現象工程を経て、スクリーン製版が

完結する。（図77）在来法との比較は下記の通り。

T-Engraverの使用により、次のメリ

ットが生じる。

ア．型の見当（けんとう）合せ精度は飛

躍的に向上（ピンホール皆無）

イ．短納期（在来の20分の１）

ウ．製版コストダウン（在来の５分の１）

エ．取扱い簡単（熟練者不要）

②　インクジェットプリント機

ますます加速するＩＴ化・グローバル化に対応して、在来のフラット／ロータリースクリー

ン（アナログプリントシステム）のデジタル化を計る一方、オンデマンドデジタルプリントの

代表としてのインクジェットプリンターが不可欠である。

様々な形式のインクジェットプリンターが市場に登場してきた（図78）。テキスタイル捺染対

応の代表機種として“ICHINOSE2020”をあげることができる。ITMA’99に於いて世界初の

生地搬送ベルト方式を組み込んだイン

クジェットプリンターの発表以来、今

日まで多岐にわたる技術開発が行われ

てきた。ICHINOSE2020は安定した素

材の搬送は勿論、多彩で繊細な表現に

加え、生産能力は30㎡／時以上と大幅

に改善されている。吐出インク量は自

在に設定できるため、薄生地から厚生
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図78 インクジェットプリンター
出所：東伸工業資料（ICHINOSE2020）カタログ

T-Engravaer 
デザイン入手 

 
分版 
 

ダイレクトオン 
スクリーン 

 
 
 
 

現像 
 

完成 

在来法 
デザイン入手 

 
分版 
 

フィルム作成 
 

ステップ／リピート機で 
スクリーンに焼付 

 
 

現像 
 

完成 

図77 フィルムレス製版装置
出所：東伸工業資料（T-Engraver）



地まで広範囲な対応が可能である。解像度は720、600、540、360dpi対応で在来プリントと同

等品質を得ることができる。イクジェットプリンターはサンプル作成、着分見本、1000m単位

の大量生産まで広範囲に対応可能である。しかし将来的に技術開発の余地は大きい。

③　ニュータイプロータリースクリー

ン捺染機

プリント加工が小ロット化し短納期

が一般化するにつれ、作業段取り、配

色変更時間の短縮、作業効率アップの

要求は高まる。図79ロータリー捺染機

の小ロット加工時の問題は配色替に起

因する。稼働率の低さ、大量の洗浄水

及び３Ｋである。

ICHINOSE RSXはスクリーンとスキージを装着したまま機上で配色変更が可能である。す

でに設定した型合わせのまま配色替ができるため、事前調節不要の一発加工が可能である。併

せて色糊循環システムの採用により捺染品質は大幅に向上した。

RSXの実績として、以下の実績が達成されている。

機械稼働率　50％アップ

排水量節約　50％

省力化　　　30％アップ

6）おわりに

ITMA ’03を契機に様々な「新しいシステム提案」がなされたことは今後の染色捺染加工に

とり極めて意義が大きい。中でも捺染のデジタル化には著しいものがあり、今後共様々なアプ

ローチを試み、環境・人手不足に対応できる理想的システムの開発を目指さなければならない。
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図79 ロータリープリント機
出所：東伸工業資料　ICHINOSE RSX（SAMURAI）



4．仕上用主要機械

仕上加工は、従来は合成樹脂で布などを処理して、防シワ性、防縮性、硬さなどを改良する樹脂

加工機が主流を占めていたが、新合繊の普及で風合加工が見直され、また、家庭用乾燥機の普及に

よってニットの防縮効果が求められるようになった。一方、繊維の持つ機能を利用して、生地に樹

脂をコーティングしたり、フイルムと貼り合せ、高機能性の繊維の用途開発が進み、これらの一連

の加工機が求められるようになった。

これらの設備機械で、樹脂加工機に使用される乾燥機や熱処理機は仕上加工専用機ではなく、精

練工程や染色工程でも使用されているケースが多いので、これらは各工程共通機械で述べ、ここで

は仕上加工用専用機として使用される圧縮収縮仕上機、コンバーティング機、風合加工機について

述べる。

（1）圧縮収縮仕上機

圧縮収縮仕上機（Compressive Shrinking Machine）は、布をロールやベルトで強制的に縦

方向に詰め込んで、収縮加工や風合加工を行う機械で、各加工工程で布はたて方向に張力がか

かることは避け難く、これによって生じた歪を除去して縫製後の収縮原因を事前に取り省くも

のである。

この圧縮収縮仕上機には2本のロールの速度差で加工する方式と、厚ゴムベルトの伸縮を利

用して加工する方法がある。

1）ロール方式による防縮加工

図80はTubular Textile社（アメリカ）のニット用の

圧縮防縮加工機Modular pack-nitⅡの圧縮部分（コン

パクタ部）の図である。このコンパクタはフィードロ

ーラと減速ローラの２本のローラと、ローラの間に

設置した上下シューより構成されている。フィード

ローラは加熱機構を持っており、生地を加熱させる。

フィードローラで上部シューとの間をフィードロー

ラに添わせて、生地を送り、上下シューの間に送り

込む。上下シューを出た生地は減速されたローラと

下部シューに挟まれて送りだされる。上下シューの

間に２本のローラの速度差で詰め込み、強制的に収

縮させる機構である。

図81はModular pack-nitⅡの全体図で、生地は幅出し装置でスチーミングしながらコンパク

タ部での収縮を見込んだ幅を出し、その後コンパクタユニットに送り込まれる。
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図80 コンパクタ説明図
出所：Tubular Textile 社カタログ



このコンパクタは生地の種類によってユニット数を替えることができる。

このTubular Textile社のModular pack-nitⅡは綿ニットの防縮加工として使用されている

があまり日本では使用されていない。

コンパクタは古くから販売されているが、機構は従来とあまり大きく変化していない。

従来、綿ニットの乾燥はショートループ乾燥機や、サクションドラム乾燥機が使用されてい

たために防縮効果があまりよくない。また、家庭用のタンブラー型の乾燥機が普及して、特に

綿ニット肌着での防縮加工が厳しくなっているが、最近は乾燥にシュリンクドライヤが多く使

用され、特に防縮効果が得られるようにノズル風速を上げて防縮効果を高める改善がされてお

り、日本ではコンパクタはあまり使用されていない。

2）ベルトによる防縮加工機

ベルトによる圧縮収縮仕上は、Cluett Peabody社（アメリカ）が1917年頃に開発したフエルト

の湾曲を利用したSanforize仕上に始まり、1982年にアメリカのサンフォード・L・クルエットが

フエルトを厚ゴムベルトに変えた方式を、綿織物の防縮加工法（サンフォライズ）として開発し

たもので、サンフォライズ加工機として呼ばれている。

一般にベルトによる防縮加工機は、加湿、幅出し、ゴムベルト、パルマ、冷却の各部で構成さ

れて、適度の水分を与え、幅出しされた布はゴムベルト表面の最大伸張位置で導入し加熱され

ながらゴム表面の収縮に伴い布も一緒に押し込まれ、ゴムベルトが収縮した位置で布は取り出

された後、パルマで乾燥されて収縮状態でセットされる。

図82の京都機械㈱のコンプレッシブシュリングレンジの機械構成は、防縮効果を上げるために
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図81 Modular pack-nitⅡ
出所：Tubular Textile 社カタログ

図82 コンプレッシブシュリングレンジ図
出所：京都機械カタログ



適度の水分を与えるダンピングボックス、布に防

縮効果をあたえるラバーベルト、防縮効果を得

た布を、風合を良くし、ソフトな仕上がりを得

るためのパルマーユニットより構成されている。

図83はコンプレッシプシュリングのラバーベ

ルト収縮機の加工原理を示した図で、プレスロ

ールと加熱シリンダにあるラバーベルトを、プ

レスロールによって所要シュリンキング量に応

じた圧力を加えることにより布にシュリンキン

グ効果を与える方法である。

図84は上野山機工㈱とユニチカ㈱、㈱金陽社が共同開発した防縮加工機のカムヒット機で、

図85はカムヒット機の構造説明図である。用途は防縮加工とウーリーライク、シルクライクの

風合の付与の用途となっている。

今後の技術革新の方向性は、圧縮収縮仕上機は風合加工の一種であり、時代によって求められ

る風合は異なり、一般の加工機械でなく専用機なので、今後の開発についてはどの様な風合い

が求められるかの見極めが付き難く、なかなか新規開発は困難で、各装置の改善に主体性が置

かれるのではないかと考えられる。

（2）コンバーティング機

繊維素材に樹脂を塗布したり、繊維素材と他の素材を貼り合せて別の機能性を持たせ、高付

加価値を得る加工で、コンバーティング機には繊維素材に樹脂を塗布するコーティング機と、

繊維素材と他の素材を貼り合わすラミネート機がある。

1）コーティング機

繊維の仕上加工用のコーティング機には一般にキスコータ、ナイフコータ、グラビアコータ、

コンマコータが多く使用されている。従来より塗工液は溶剤系か水系樹脂が多く使用されてい
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図83 ラバーベルト収縮機の加工原理図
出所：京都機械カタログ

図84 カムヒット 図85 カムヒット構造概要図
出所：上野山機工カタログ



るが、最近、環境問題でホットメルト樹脂が使用されているのでホットメルトコーティング機

についても述べる。

①　キスコータ

キスコータは図86のように構造が簡単で古くから使用

されていたコーティング機械である。塗工量の調整は布

の速度とキスロールの速度差で調整を行うが、塗工精度

は良くなく、低塗工量の場合や高粘度の樹脂には向いて

いない。用途は主としてカーペットのバックコーティン

グに使用されている。

②　ナイフコータ

ナイフコータも構造が簡単で、古くから使用されているが、ナイフコータには図87のフロー

ティングナイフコータ、図88のロールオンナイフコータ、図89のベットオンナイフコータがあ

るが、これらを組み合わせたマルチ型ナイフコータが一般に使用されている。

ナイフホルダーに上下2箇所にナイフを取付けると、180°回転させることによって２面の異

なった刃先が使用できる。

ナイフコータは高粘度（5,000～100,000mPa・s）樹脂、低塗工（25～130g/㎡wet）に適して

おり、また、基材に多少の凹凸があっても塗工が可能である。

ナイフコータの用途は傘地・テント生地などの防水加工、エアバック用のシリコンゴムコー

ティングや、オイルコーティング、アンダーコーティングなどに適している。

③　コンマコータ

コンマコータは㈱ヒラノテクシードが商標登録している塗工方式で、一般名化している。コ

ータヘッドが高い剛性力を有しており、進行方向への撓みがないので塗工面幅方向での塗工む

らが少ない。樹脂粘度は低粘度から高粘度まで（5,000～300,000mPa・s）対応でき、低塗工か

ら厚塗工（30～1,000g/㎡wet）までコーティングが可能で、紙・フイルムによく使用されてい

たが、繊維関係にも使用されるようになった。繊維で密度の高い生地であれば問題ないが、密

度が低い生地の場合は、コータヘッド部の液圧が高くなり、樹脂が裏抜けするので注意する必
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図87 フローティング式 図88 ロールオン式 図89 ベッドオン式
出所：ヒラノテクシードカタログ

図86 キスコータ



要がある。図90はコンマダイレクトコータの図で、図91はコンマリバースコータ図である。

④　グラビアコータ

グラビアコータはロール表面に図92の様な彫刻を施し、このセル（溝）の部分に樹脂を溜め

て生地などに転写させる方法で塗工する。

グラビアコータは低粘度（50～2,000 mPa・s）樹脂で、低塗工（2～30g/㎡wet）に向いている。

基材にテンションがかからず、彫刻メッシュまたは表面柄により、塗工量が決定され、塗工

安定性が良く、操作が簡単である。図93がグラビアコータの図であるが、図94のようなグラビ

アリバースコータとして使用する場合がある。

1985年頃に省エネルギーのために樹脂加工のケミカル液のピックアップ率を減少させる方法

としてグラビアコータが省エネ税制優遇機種として採用されたが、この普及はあまりしていな
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ピラミッド型 格子型 斜線型

図92 グラビアロールの表面柄
出所：ヒラノテクシードカタログ

出所：ヒラノテクシードカタログ

図93 グラビアコータ 図94 グラビアリバースコータ

出所：ヒラノテクシードカタログ

図90 コンマダイレクトコータ 図91 コンマリバースコータ



い状況である。

⑤　ホットメルト式コーティング

無溶剤、瞬間接着性の特徴を持つホットメルト樹脂は環境問題や省エネルギーとして使用さ

れるようになってきたが、反応型ホットメルト樹脂がクローズアップされており、なかでもウ

レタン系の湿気硬化型タイプが総合的にすぐれており、一般的である。

この反応性ホットメルト樹脂のコーティング方法にはロータリースクリーンを用いたスクリ

ーン方式、グラビアロールを使用するグラビアグラビア方式、Tダイを用いたダイ方式、熱風

で接着剤を延伸して繊維状に塗布するスプレー方式がある。

図95はスクリーン方式で温度調節したスクリーンにて基材に接着剤を任意のパターンで接触

転写する方法である。塗布パターンの変更はスクリ

ーンメッシュを交換する。風合・接着強度の主要因

であるドット形状を任意に選択することが可能であ

る。但し、高粘度塗布は困難で、塗布部分が開放さ

れているので、温度や湿度に対して安定性の良い接

着剤が要求され、また、スクリーンの洗浄のために

専用の洗浄システムが必要である。

図96はグラビア方式で、温度調節されたグラビアローラにて基材に接着剤を任意のパターン

で接触転写する方法で、塗布パターンはグラビアローラを交換する。風合・接着強度の主要因

であるドット形状を任意に選択ができ、繊維分野に

適した塗布方法である。接着剤交換やローラ洗浄が

容易であるが、塗布部分が開放されているので、温

度や湿度に対して安定性の良い接着剤が要求される。

図97はダイ方式で、ダイコータを精密にコントロ

ールすることで接着剤をドット状に塗布する方法。

塗布パターンは基材によって変化し、塗布量、接

着剤の種類、基材の種類によってはドット状になら

ない場合がある。クローズドシステムなので反応性

PUR接着剤に適している。

図98はスプレー方式でオリフィスより吐出された

接着剤を熱風で延伸して繊維状（蜘蛛の巣状）に塗布

するもので、基材に非接触で塗布するので耐熱性の

ない基材へも塗布が可能で、安定した塗布パターン

が得られる。また塗布量の調整が容易である。
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図96 グラビア方式

図97 ダイ方式

図98 スプレー方式

図95 スクリーン方式



⑥　ギャップコントローラ

ギャップコントローラは塗工精度を上げ、操作性を容易にするための自動制御装置である。

ナイフコータ、コンマコータなどは隙間を調整して塗工厚みを制御するが、これを自動化した

もので、隙間を設定数値に自動調整し、生地の場合はどうしても継ぎ目が発生するが、この継

目部分がコーティング部分に来れば、コータヘッドを自動的に逃がし、通過すれば再度自動的

に設定隙間に調整する機能ももっている。また、厚み計からの情報をギャップコントローラに

フィードバックさせて適正なギャップを調整させるシステムも開発されている。

2）ラミネート機

ラミネート機には基材に樹脂をコーティング後、貼り合わせ基材と貼り合わす方法と、ポリ

ウレタン等の表面を溶解して基材と貼り合わす方法や、基材と貼り合わせ基材を熱溶融フイル

ムで貼りあわす方法がある。

基材に樹脂をコーティング後貼り合わす方法には、樹脂をコーティング後に直ちに貼り合わ

すウエットラミネートと、樹脂をコーティング後、溶剤を乾燥させた後に貼り合わせるドライ

ラミネートの２つの方法がある。

①　ウエットラミネート

ウエットラミネートは乾燥前で貼り合わすこ

とで、貼り合わせ基材が高密度なもので、接着

剤が裏抜けしない基材の場合、ウエットラミネ

ートがおこなわれる。

図99はウエットラミネートの図で基材にコー

ティング後、貼り合せ基材と貼り合せ後、乾燥

機に入って接着される。

用途は壁装材、カーテン、敷物、衣料、袋物、

かばん、靴、家具等の用途となる。

②　ドライラミネート

ドライラミネートは樹脂をコーティング後、

ドライヤで溶剤を乾燥後に貼り合わす場合で、

貼り合わせ基材が低密度なもので、接着材が裏

抜けするようなものに使用される。

図100はドライラミネート装置でコーティン

グ後乾燥機で溶剤を飛ばし、貼り合せ基材と貼

り合せ後、冷却ロールで基材は冷却されて固着

される。
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図99 ウエットラミネート
出所：ヒラノテクシードカタログ

図100 ドライラミネート
出所：ヒラノテクシードカタログ



図101は㈱ヒラノテクシードの汎用型コーティング&ラミネート機である。コーティング部

はグラビアコータ、コンマコータ、フローティングナイフが配置されており、ウエットラミネ

ート装置、乾燥機、ドライラミネート装置を持ったレンジ図面である。

③　フラットベルトラミネート

図102はMaschinenfabric Herbert Meyer GmbH

（ドイツ）のフラットベットのラミネート機のラミネ

ート部分の説明図である。

上下の搬送用テフロンベルトで押さえ込み、上下

に配置した加熱装置と加圧ロールから構成され、出

口下部側に冷却器を配置したもので、最終加圧力は０から18N/㎝の加圧力で、手動または電

気駆動で加圧調整できる。この機械は入口部にコーティング装置が取り付けられる。図103は

パウダードットコーティング装置を取付けたもので、図104のホットメルトスプレー装置や、

図105のロータリースクリーンによるドットコーティング装置が用意されている。図106は全体
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図103 パウダーコーティング装置付
ウエットラミネート

図104 ホットメルトスプレー
コーティング装置

出所：Meyer社カタログ

図105 ロータリースクリーン
コーティング装置

図106 フラットベルトラミネート

出所：Meyer社カタログ

図102 フラットベルトラミネート
出所：Meyer社カタログ

図101 コーティング&ラミネート機
出所：ヒラノテクシードカタログ



写真である。

図107は㈱ヒラノテクシードののホットメルトラミネ

ート生産機で機械仕様は、ロール幅：1,800mm幅、機械

速度：Max.40m/min、使用温度：Max. 200℃、コー

タ：グラビアとなつている。

コンバーティング機の今後の技術革新の方向として、

従来より接着剤として溶剤系が多く使用されていたが、

環境問題で水系に変更されつつあるが、水系の場合は乾

燥機の負荷容量が大きくなり、設備コストの増大や乾燥機のエネルギー消費の増加の問題があ

る。これらの観点からホットメルト樹脂が注目されているが、なかなか普及されていないのが

現状である。

ホットメルト樹脂の場合、乾燥機が不用となり、設備コストは従来と比較して安くなるが、

樹脂の開発が充分でない面もあり、環境面と省エネルギーより、汎用的樹脂の開発が急がれる。

（3）風合加工機

風合加工は人間の感性で左右される加工で、時代によって求められる風合は異なってくるし、

風合と単に言っても、揉み効果、防縮効果、毛羽立ち効果など多種多様である。

風合を得る方法として高風速を利用して衝撃や揉み効果を得る気流方法と、生地を落下させ

て生地の重量で衝撃を与えて揉み効果を得る衝撃方法に区分できる。

1）気流式風合加工機

高風速エアを利用して布を走行させる気流式風合加工機には、処理する形態で、ロープ状で

の処理と、拡布状での処理、また、バッチ式と連続式に区分できる。

①　ロープ状バッチタイプ

図108はBiancalani社（イタリア）のAIRO風合加工

機である。図109はAIRO風合加工機の構造を示して

もので、生地はチューブ内をブロワーからの高風速エ

アにて走行し、チューブ出た所に設置してある図110

の衝突板に生地を当てて揉み効果を得る方法である。

図109は２チューブタイプで、１チューブ当たりの

生地の収容長は処理する生地によるが、600mの布収

容長となっている。生地は気流によって1,000m/minの速度で走行して、図110の衝突板に連続

衝突させ、その後滞留槽で滞留させ、リールロールで生地を持ち上げ、再度高風速エアで送る

方法で、数十分間繰り返して風合効果を得る方法となっている。
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図108 AIRO風合加工機
出所：Biancalani社カタログ

図107 ホットメルトラミネート機
出所：ヒラノテクシードカタログ



AIRO風合加工機には４チューブと２チューブタイプの２種類あり、４チューブの場合は

1,000～2,000mの布収容長となっている。処理できる生地は、天然繊維、合成繊維、コーティン

グ素材などで、編物でも使用できる。また柔軟加工や水洗機としても使用できる。

処理時間は生地の種類や求める風合によって異なる。

図111は㈱日阪製作所の気流式風合加工機で、液流染色機の機能を応用したもので、生地を高

圧ブロワからの高風速エアで

チューブ内を高速回転させて

揉み効果を得るものである。

この機械は柔軟加工や、水

洗機としても応用できる。

②　拡布状バッチ式

図112はThies社（ドイツ）のバッチ式タンブラーＴ150の構造図である。

拡布状で機内の導布管の中を高風速エアで吹き飛ばしながら循環させて、揉み効果を得る方

法で、この導布管の中は上下共に波板状となっており、ブロワから送られる高風速エアによっ

て、生地はこの導布に送られ、波板状の導布管での乱気流によって生地に揉み効果を与える方

法である。

生地速度は最高400m/minで、遠心上りの脱水率と基材、目付によって異なるが、処理時間

は30～40minを要する。

用途はコール天、パイルの起毛品やニット、タオルなどの毛羽立ち加工に適している。
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図112 バッチ式タンブラＴ150 図113 連続式タンブラＴ310
出所：繊維社加工技術

図111 気流式風合加工機
出所：日阪製作所カタログ

図109 AIRO構造図 図110 衝撃板
出所：Biancalani社カタログ



③　連続拡布風合加工機

図113はThies社の連続式タンブラＴ310の構造図である。

揉み方法はバッチ式タンブラＴ150と同じ機構で、拡布状で機内の導布管の中をエアでなび

かせながら搬送させて、コンベアに滞留させて搬送させる方法である。

連続式タンブラＴ310は生地を高風速エアでなびかせて処理するので、生地は高風速エアに

よって張力がかかるのではと考えられるが、なびかせることによって毛羽立ち効果はあるもの

と考えられる。用途はベロア、パイル、ベルベットなどで、織物やニットなどの嵩高性や毛羽

立ち効果があるものと考えられる。

図114はSantex社（スイス）のSANTASOFTで気流と衝撃による風合加工機である。

図115は全体図で、入口部アキュームレータに入口より送込まれて滞留している生地を高風

速エアで搬送して、進行方向の衝突板（図116）に当てた後、出口側アキュームレータに滞留さ

せ、高風速エアをダンパー（図117）にて切り替えて逆搬送させ、入口側の衝突板に当て、入口

部アキュームレータに滞留させる。これを繰り返して生地に揉み効果を与えるものである。生

地の送りは進行方向の回数と逆方向の回数差で生地を送り出す方法である。

高風速エアによる生地の速度は、生地の種類や重さによって異なるが、1,800m/minまで上

げることができる。衝突板はプリント生地、綿／レーヨン生地、リネン生地の処理の場合はス

テンレススチールのワイヤーメッシュが取り付けられ、必要とする手触りを得るにはスチール
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図114 SANTASOFT 図115 SANTASOFT全体図
出所：Santex社カタログ

出所：Santex社カタログ

図116 衝突板と搬送ノズル 図117 走行切り替えダンパー



シートに取替える構造となっている。この機械は綿布、ニット生地の手触りと柔らかさの改善

を行う。

2）衝撃式風合加工機（連続式タンブラー）

図118はBiancalani社（イタリア）のSPYRA連続タンブラーの全体図で、図119、図120はド

ラム部分の説明図と写真で、ドラムの回転数は８～24rpmとなっている。ドラムはパンンチン

グプレートとなっており、パンチングプレートから熱風を生地に吹付ける構造となっている。

ドラム本数は10本タイプと６本タイプの２種類で、10本タイプの場合は８本が熱風ゾーンで、

残り２本は冷却ゾーンとなっている。６本タイプは５本が熱風ゾーンで、１本が冷却ゾーンと

なる。従来のバッチタイプのタンブラーを連続式にしたもので、ドラム内の生地がドラム回転

によって落下し、その時の落下衝撃で揉み効果を与えるものである。用途は織物、編物、コー

ティングした布、不織布織物の防縮加工、揉み加工、柔軟加工等に使用できる。

図121はハラエンジニアリング㈱の連続タンブ

ラー乾燥機である。この機械のドラムは布の進行

方向に配置されており、ドラム本数は素材、目付、

脱水率などの条件や、乾燥速度に応じてドラム本

数が変えられる方式となっている。用途はニット、

タオル、織物、合成皮革の風合加工である。連続

タンブラーはロープ状になり易く、生地の捩れに

111

図119 ドラム説明図 図120 ドラム部写真

出所：Biancalani社カタログ

図121 連続タンブラー乾燥機
出所：ハラエンジニアリングカタログ

図118 SPYRA連続タンブラーの全体図面
出所：Biancalani社カタログ



よるトラブルが発生しやすい。

3）その他の風合加工機

図122は第７回OTEMAS（2002年）に出展機

されたネットコンベア式特殊型の風合加工機で

ある。この機械は特殊ノズルを開発し、ノズル

からの風速は50m/minの高風速で経て方向の

みの揉み効果を、経てと緯方向の両方向の揉み

効果を出せる様に開発した機械である。図123

は従来のシュリンクドライヤの揉み方向の図で、図124はOTEMAS出展機の経・緯方向の揉

み効果を示したものである。

この機械は拡布状で連続処理できるので生産性に優れている機械であるが、毛羽立ち効果や

防縮効果がバッチ式に比して少し劣る。

風合加工機の今後の技術革新の方向性としては、風合は人間の感性であり、また、時代によ

って求められる風合は異なってくる。風合には揉み、防縮、毛羽立ち、柔軟さ、嵩だか性など

の種類があり、これらの機能を全て同時に加工できる機械はまだ開発されていない。今後この

ような多機能の加工が拡布状態で加工できる機械の開発が望まれる。

仕上用機械の今後の方向性と課題

樹脂コーティングには溶剤系と水系があり、特に溶剤系は作業環境と排出による大気汚染により、

環境に大きく影響を与える。排出による環境対策として排出ガスの燃焼方法や触媒方式があり、

紙・フイルム関係のコーティング設備ではかなり採用されているが、設備コストやエネルギー消費

での問題より、染色仕上業界での設備は、ほとんどされていないのが現状である。

樹脂は最近溶剤系から水系に変更されつつあるが、樹脂の開発が遅れている。また、水系の場合

は乾燥機の負荷が大きく、従来の溶剤系の乾燥機をそのまま使用する場合は、速度が落ちるので生

産量を確保するために、乾燥機の入れ替えや増設が必要となってくる。

水系の樹脂の開発がどの程度進んでくるかによって方向性は変わってくるが、溶剤系で排ガス処

理方法として設備コストとエネルギーの有効利用を考慮したトータルシステムを染色仕上業界向け
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図123 従来機の揉み方向 図124 経・緯方向の揉み
出所：ヒラノテクシードカタログ

経エアビーティング 経＋緯エアビーティング（クロスビーティング）

図122 第７回OTEMAS出展機
出所：ヒラノテクシードカタログ



として今後開発していかねばならない。

接着剤については無溶剤のホットメルト樹脂が登場し、環境に優しく、省エネルギーであるが、

汎用的樹脂の開発が遅れており、普及はまだまだの状態である。今後汎用的樹脂の開発に期待したい。

一方人への環境問題も考えなければならない。仕上加工用としていろんな薬品が使用されているが、

ここ数年前から肌着等はかなり厳しい基準になり仕上工程では殆ど薬品は使用していない。薬品で

仕上げるのではなく、薬品を使用せずに風合を出せるように機械メーカは考えていかなければなら

ないが、これらの開発はメーカ単独では無理で、仕上業界との共同開発が必要である。

〈各工程共通装置〉

染色仕上の各工程で使用される機械の中で同じ機械が各工程で使用される機種が多くある。例え

ば、ポリエステルフィラメント織物の場合、精練前のプレセットと、仕上工程でのファイナルセッ

トとして同じヒートセット機が使用される。この様に各工程で共通に使用される機械には、大きく

分類すると付与装置、乾燥機、テンタ、各機械に付属する機器などが上げられる。

（1）付与装置

付与装置にはコーティング機械とパッディングマングルがあるが、コーティング機は仕上加工

用機械で述べられているので、ここではパッディングマングルについて述べる。

1）パッディングマングル（マングル）

パッディングマングルは浸漬槽を通して生地に処理液を含浸させ、その後、加圧したロール

間に布を通して処理液を均一に付与する機械で、マングル、または、パッダーと言われている。

一般にマングルは上下２本のゴムロールで構成されているが、高脱水率を得るためには、上

下ロール加圧面（ニップ幅）の加圧力を大きくすることによって高脱水率を得ることができる。

このニップ幅での加圧力を大きくするには、ロール径を小さくしてニップ幅を狭くする方法と、

加圧力を大きくする方法がある。ロール径を小さくするとロールは変形を起こし易く、加圧力

を大きくするとロール軸の破損の問題もあり、加圧力を余り大きくする事ができないので、３

本、４本ロールから構成されるマングルが開発されている。

図125は大径のロールに小径のロールを配置した３本マン

グルグで、上部ロールはNBRゴム、下部の大径ロールはエ

ボナイトのロールで中間の小径ロールはウレタンの材質と

なっている。

絞り面は、上部ＮＢＲのロールと中間の小径ウレタンロ

ールの間で絞られるのでニップ幅が狭くなり、加圧力が大
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図125 ３本マングル



きくなるので絞り率はよくなる。小径ロールはロールの

変形を防止するために下部の大径ロールで保されている。

図126は４本ロールの組み合わせである。最上部と最下部

はステンレスロールで、中間の２本はウレタンのロール

で、ロール径は小さくしている。生地は中間のウレタンロ

ールの間を通過させて絞るもので、ロール径が小さいた

めに、ニップ幅は狭くなり、大きな荷重を得ることがで

きるので絞り率がよい。荷重による中間の小径ロールの変形は、径の大きいステンレスロール

で保持されているので変形は少ない。

生地の組織によっては、ゴムロールの硬度の影響を受け、編物などの密度の粗い場合はゴム

硬度を低くすることによって脱水率が向上する場合がある。

高脱水率は次工程の乾燥機を小型化でき、省エネルギー化が図ることができる。

処理する用途から、幅方向に対する均一な絞り精度が求められる場合がある。ロールの組合

せで高脱水率を得ることができるが、しかし左右と中央との絞り率は完全に均一にならず、絞

り差が発生する。これは加圧によってローラがベンドするためで、このベンド量を調整する方

法として、クラウンによる方法、メカベンド方式、油圧方式がある。

① クラウンによる均一化

ふくらみ（鼓状）をゴムローラに与える（クラウンという）ことによって均一にする方法があ

る。この方法はゴムロールの外形を研磨する時に、両端に対して中央部の直径を0.5～1.0mm

程度大きくし、鼓状に研磨する方法であるが、しかし加圧力に応じてロールのたわみ量が変わ

るので、一定の加圧力の時は有効であるが、加圧力が変われば均一化は無理である。また、ゴ

ムロールの磨耗でゴムを研磨する時もクラウンを

見込んだ加工が必要となる。

② メカベンド方式

ロール軸とゴムロールパイプの芯を強制的に

偏芯させて、加圧によるロールのベンド量を修正

する方法で、左右のエアシリンダで偏芯量を調節

してニップ幅を調整する。図127は㈱ヒラノテク

シードのメカベンド方式のフィットマングルのロ

ール構造図である。

③ 油圧方式

図128は京都機械㈱の油圧方式のUPパッダーで

ある。ＵＰパッダーは加圧ロールとロール内に油
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図127 フィットマングル
出所：ヒラノテクシードカタログ

図128 UPパッダー
出所：京都機械カタログ

図126 ４本マングル



圧室を形成したＵＰロールの組合せで、ＵＰロールの油圧室に油圧をかけることによってロー

ルを膨らませてニップ幅を調整する。UPロールの固定軸に設けた合成ゴムシールパッキンが

特徴で、油漏れなく、軸端の油噴出孔から少量の油を出してシールパッキンの潤滑油としてい

る。油圧を調節して、均圧、中押し、耳押しができる。

図129は京都機械㈱のUPパッダーの油圧系統図で、図130はKusters社（ドイツ）の油圧式

Swimming Rollの写真である。

このような均圧マングルは連続染色や濃染加工時に使用されるが、樹脂加工の場合、絞りム

ラはあまり問題視されていなく、高脱水用のパッダーが多く使用されている。

2）洗浄装置

パッディングマングルでは染料や樹脂を使用するが、染料替えや樹脂替えの場合に洗浄をす

る必要がある。

図131はKusters社のマングルの洗浄装置の図である。パッディングロールや全てのガイド

ロールに高圧力用のスプレーが取付けられている。図132は㈱ヒラノテクシードのマングルの
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図131 洗浄装置
出所：Kusters社カタログ

図132 自動洗浄フロー図
出所：ヒラノテクシード

図129 UPパッダー油圧系統図
出所：京都機械カタログ

図130 Swimming Roll
出所：Kusters社カタログ



自動洗浄のフロー図で、このシステムは樹脂の供給管までも洗浄している。また、洗浄後は高

圧エアで洗浄水を吹き飛ばす方法が取られている。

今後の技術革新の方向性として、マングルは遠心脱水機、吸引脱水機よりも絞り率は悪く、単

なる脱水のみであれば、吸引脱水機が使用される。しかし、樹脂加工や連続染色にはマングル

が必要であり、次低工程の乾燥機の省エネルギーの観点より更なる脱水率の向上が要求される。

また、環境面において樹脂液や染色液の回収装置が必要となるのではと考えられる。マングル

の場合、樹脂液や染色液は使用した分だけ補給するが、最後に液槽に残った液は高価な樹脂の

場合は一部回収されているものの、ほとんどの場合は捨てられて廃液処理の負担となっている。

今後、残液の少ない液槽の改善や、樹脂や染料の回収方法が今後の課題となる。

（2）脱水機

脱水機には次の方式がある。

・遠心力を利用して脱水させる遠心脱水機

・２本又は数本のロールで加圧してその間に生地を通して脱水するマングル

・真空ポンプ、ルーツブロワで吸引させて脱水させる吸引脱水機

この他には、高圧エアーの吹付けによって脱水させる噴射脱水機や、マングルロールのＮＢ

Ｒゴムの代わりに不織布を用いてロールにし、毛細管作用を利用した吸収脱水機などもある。

これらの脱水機の中で遠心脱水機、マングル、吸引式脱水機が一般に良く使用されているの

でこれらについて述べるが、マングルはパッディングマングルで述べているのでここでは省く。

1）遠心脱水機

遠心脱水機は回転による遠心力を利用して脱水する方法で、遠心脱水機の回転軸が水平のも

のは少なく、一般に用いられているのは垂直のバスケット型で、汎用性が高く、脱水後の形状

が不均一、複雑なものにも適し、マングル脱水、吸引脱水に適しないほとんどのものが脱水で

きるが、現在はニットの染色上りの脱水に多く使用されている。

図133は大島機械㈱の遠心脱水機である。

この方式は遠心力による脱水率が優れており、

ポリエステルのような疎水性繊維の場合で回転時

間によるが20％程度まで脱水ができ、綿ニットの

ように親水性の繊維でも30～40％程度まで脱水が

可能である。しかし、脱水率はバケットの回転数

及び、回転時間によって脱水率は変化し、バケッ

トに入れる量、品種によっても変化する欠点があり、管理を充分にする必要がある。

今後の技術革新の課題として遠心脱水機は、脱水率は非常に良いが、バッチ式がほとんどで、
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図133 遠心脱水機
出所：大島機械カタログ



処理物の出し入れに時間と労力を費やしており、連続式の遠心脱水機が開発されると工程の合

理化と共に次工程の乾燥機負荷が減り、省エネルギーの効果は非常に大きく、連続式の遠心脱

水機の開発が今後の課題となる。

2）吸引脱水機（真空脱水機）

一般的には真空脱水機と呼ばれ、連続シート状の脱水処理に多くに使われ、一部ロープ状で

の脱水としても使用されている。

ポリエステル、ナイロンなどの疎水性の織物は繊維表面に水分が付着している状態より、脱

水効果が大きい。図134は精練上りの乾燥機の前に取付けてある㈱日阪製作所の真空脱水機の

ポンプで、図135は吸引部である。

スリットからの吸引によって脱水させるために、疎水性の合成繊維の織物や、合繊との混紡

織物には良く使用されているが、スリット部で吸引によるテンションが布にかかり、編物やス

パンデックスには殆ど使用されていない。また、シワなどがあれば脱水ムラとなり、拡布状態

でスリット部を通過させないと乾燥ムラの原因にもなる。

スリットの形状にはエキスパンションスリット、パンチング型スリット、鋸歯状スリットな

どが使用されている。

真空ポンプはルーツブロワが主体で、ブロワの駆動モータはインバータ制御され、生地の組

織や密度によって回転数を制御して省エネルギー化を図っている。

ポリエステル織物の樹脂加工工程では真空脱水機がよく使用されており、従来の染色後の脱

水→乾燥→樹脂パッド→乾燥の工程が、染色後の脱水に真空脱水機を使用し、真空脱水→樹脂

パッド→乾燥の工程へと、乾燥工程が一部省略され（Wet on Wet方式と呼ばれている）、大き

な省エネルギーが図られている。

この方式は真空脱水機の脱水率がマングルよりも脱水率が高いため、液槽内の樹脂液の濃度

は変化しないが、マングルの絞りが真空脱水機よりも脱水率が高いと、マングルで絞られた液

が液槽内で増加し、樹脂濃度が変化して使用できなくなる。

図136はOptivac社（ドイツ）の真空脱水機で、耳部にできる隙間を簡単な機構で制御してい
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図134 真空ポンプ 図135 吸引部

出所：日阪製作所



る。また、図137はOptivac社が提案しているWET IN WETシステムで、２台の真空脱水機

を用いて合成繊維などを濡れた状態で１台目の脱水機で脱水し、その後、染液を潜らせてマン

グルで脱水し、更に真空脱水機で脱水する方法で、染料パッディングでも可能とのことである

が、脱水スリットの目詰まりに注意しないと染めムラが発生する可能性がある。

今後の技術革新の課題として、吸引ポンプの開発が進み、吸引力は大きくなってきているが、

ポンプから出る音は非常に高く作業環境よりポンプの騒音対策が必要で、また、吸引力が大き

くなるに従って生地に与えるテンションも大きくなりこれらの対策も必要である。省エネルギ

ーの観点から脱水効果の良い真空脱水機は今後多く使用されていくが、編物やスパンデックス

でもテンションのかからない真空脱水機の開発が望まれる。

（3）乾燥機

1）シリンダ乾燥機

シリンダ乾燥機（図138）は伝熱乾燥により乾燥効率が高く、

また、シリンダを積み重ねて使用できるので場所が取らず、

古くから綿織物、Ｔ/Ｃ織物の樹脂加工の予備乾燥や水洗後

の乾燥に多く使用されている。

シリンダ乾燥機の欠点は乾燥途中のテンションの問題、製

品の偏平化、シリンダ表面の樹脂汚れ等で予備乾燥に限定さ

れて使用されている。

これより一部ではシュリンクドライヤと組合せて使用され

ているケースがある。

現在布帛用シリンダ乾燥機としては0.2MPaG未満での使用

となっている。シリンダ供給蒸気圧力を高くすればシリンダ

表面温度を上げることができるので乾燥効率は更に向上する
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図136 真空脱水機
出所：Optivac社カタログ

図137 WET IN WETシステム

図138 シリンダ乾燥機
出所：京都機械カタログ

図139 シリンダ乾燥機
出所：Wumag社カタログ



が、0.2MPaG以上になると耐圧容器になり、耐圧容器としての設計・製作が必要で、コスト面

でアップする。

図139のWumag社（ドイツ）のシリンダ乾燥機は耐圧10Barとなっており、シリンダ表面は

180℃程度まで上昇するので一般のシリンダ乾燥機に比較すると乾燥速度は速いが、一般の衣

料用繊維の場合、温度が高くて使用は困難であるが、キャンバスなどの乾燥には効率が良いの

ではと言われている。

従来のシリンダ駆動方法は１台のモータで各シリンダをベルトで駆動させているが、

Wumag社のシリンダ乾燥機の駆動は各シリンダ単独駆動方式となっており、各シリンダはト

ルク制御と回転数制御を組合せて制御しているので、個々のシリンダ間の張力が制御できる機

構となっている。

今後の技術革新の方向性は、シリンダ乾燥機は場所を取らず、乾燥速度が大きいので、

Wumag社のように高圧用シリンダを採用して布の温度を測定し、蒸気圧を制御して生地にダ

メージを与えない方法に進む可能性がある。また、シリンダ乾燥機は一般に排気装置設備して

いない場合が多い、これによって工場内は高温度多湿度雰囲気となり、作業環境面から今後シ

リンダ乾燥機は密閉して、作業環境を改善する方向性も必要ではないかと考える。

2）ノンタッチドライヤ

ノンタッチドライヤは赤外線を利用し、輻射エネルギーで乾燥させる場合と、熱風を利用し

て乾燥させる２つの形式がある。

連続染色や樹脂工の予備乾燥機として輻射エネルギーである赤外線を利用したノンタッチド

ライヤが多く使用されており、熱風式はロールやノズルに接することによってダメージを受け

る素材の乾燥に利用されている。

①　赤外線式ノンタッチドライヤ

赤外線ノンタッチドライヤは電磁波の赤外線領域を利用したもので、赤外線領域には遠赤外

線と近赤外線に細区分される。遠赤外線波長領域の放射体の表面温度は400℃～500℃程度の

表面温度となっており、近赤外線の場合は700℃～1000℃の表面温度となり、発熱体の表面温

度によって遠赤外、近赤外に区分されてされる。

輻射吸収は物質によって吸収波長領域が異なり、電磁波領域をこの吸収波長領域に合わすこ

とによって高い乾燥効率を得ることができる。水の場合は2.8ミクロン近辺の波長で最大吸収

率を持っており、この波長の放射体の温度は約800℃近辺で、近赤外線を使用するのはこの吸

収効率の良い波長帯を利用するためである。

樹脂加工や連続染色の場合、樹脂や染料付与後、急激な熱風乾燥機に入ると、樹脂や染料の

マイグレーションが発生しやすく、赤外線は水に吸収されて基材内部から昇温するためにマイ

グレーションが発生し難く、樹脂加工や連続染色に多く使用されている。
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図140は㈱ヒラノテクシードのガス赤外線ノンタ

ッチドライヤで、図141はBruckner社（ドイツ）のガ

ス赤外線ノンタッチドライヤである。赤外線の発光

源としては赤外線電気ヒータとガス燃焼方式による

ガス赤外線バーナがある。

ア．電気式赤外線ヒータ

電気式赤外線ヒータにはセラミック板に伝熱ヒー

タを埋め込んだものや、ガラス管にヒータを入れた

電気式赤外線ヒータなどがある。赤外線電気ヒータ

で特殊ガラス管内面の半分を金メッキを施して拡散

防止を図り、単位面積当りの放射密度を高める工夫

がされており、表面温度が1,200℃程度まで上げるこ

とができるヒータがある。

日本では電気コストが高いためにガス赤外線バー

ナが多く使用されている。図142はMonforts社（ド

イツ）の電気式の赤外線ドライヤに使用されている

電気赤外線ヒータである。

イ．ガス赤外線バーナ　

ガス赤外線バーナは、セラミックプレートに１

mmから1.5mm程度の孔を多数あけて加工し、この

孔を通してガス燃焼させ、セラミックプレートを赤

熱させて輻射エネルギーを出させるシュバンクバー

ナが使用されていたが、このバーナはセラミックの

表面温度を800℃まで上昇させるのに２～３分要し

ていた。また、長尺のセラミックプレートが製作で

きず、幅方向に数個のブロックとして配置していた

ために、ブロックごとの燃焼状態が異なると、マイ

グレーションの発生となる危険性があった。

図143はMonforts社（ドイツ）が使用しているガス

赤外線バーナの写真である。

1975年頃にMarsden社（アメリカ）はセラミック

綿を積層板にしてガスを燃焼させ、ガス赤外線バー

ナであるマースデンバーナを開発した。
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図141 ガス赤外線ノンタッチドライヤ
出所：Bruckner社カタログ

図143 ガス赤外線バーナ
出所：Monforts社カタログ

図140 ガス赤外線ノンタッチドライヤ
出所：ヒラノテクシードカタログ

図142 赤外線電気ヒータ
出所：Monforts社カタログ



これはシート状なので10m長さまで製作

でき、幅方向の燃焼斑も少なく、燃焼後３

～５秒で800℃程度に到達し、消火後も５秒

程度で表面を手で触れる温度に降下するバ

ーナで、現在はこのセラミックス綿の積層

板が日本では多く使用されている。図144は

Marsden社が開発したマースデンバーナの

断面図である。

セラミックス綿の積層パネルは幅方向に１枚、または３区分のブロックにして使用されるケ

ースがある。機械設計上どうしても最大処理幅で設計するため、生地幅が変われば生地に有効

に作用していない部分も燃焼しており、エネルギーが無駄な使用状態となっている。生地幅に

追従できるバーナの燃焼機構の開発が望まれる。

ウ．機械停止時の安全装置

機械停止時の安全装置として、日本では機械停止時はバーナと布面間を開くようにし、運転

開始時はバーナと布面間を開いた状態で燃焼させ、メータリレーで設定した速度に到達すると

自動的にバーナと布面間を狭める方法がとられている。欧州では図145や図146のようにガス

赤外線バーナの場合は90度回転させ、赤外線電気ヒータの場合は180度回転させる方法が多く

のメーカで採用されている。

②　熱風式ノンタッチドライヤ

赤外線式ノンタッチドライヤは乾燥能力が大きく、マイグレーションの発生は少ないが、バ

ーナやヒータの表面温度が非常に高く、処理速度の制御を充分に管理しないと処理物の温度が

高くなって火災を起こす危険性が非常に高い。図147は㈱ヒラノテクシードの熱風式ノンタッ

チドライヤである。

熱風式ノンタッチドライヤは熱風温度以上に基材は上昇しないので、機械停止時も問題がな
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出所：Bruckner社カタログ

図145 ガス赤外線バーナの反転 図146 赤外線電気ヒータの反転

図144 マースデンバーナ断面図
出所：ヒラノテクシードカタログ



く、バーナの移動装置等が不要となるが、急激な熱量で乾

燥させると連続染色や樹脂加工の場合、マイグレーション

が発生しやすく、低風速や低温度処理となる。

熱風式の場合は、熱風による基材のバタツキを防止しな

いとノズルに接して基材にダメージを与え、また、シワの

発生の原因にもなる。

このために熱風機構は図148のようなフローティングの方

式が採用され、基材のバタツキを押さえ、風速を早くして

乾燥効率を向上させる方法が採用されている。

今後の技術革新の方向性として、欧州ではMon-forts社

がガス赤外線ドライヤからの排熱を利用して省エネを図っ

ているが、日本ではこれらを考慮した設備は見られない。

今後ガス赤外線ノンタッチドライヤからの排気ガス熱量を、

前後工程の乾燥機に有効に利用して省エネを考慮した設備

を開発していく必要がある。

3）ローラドライヤ

ローラドライヤはホットフルドライヤとも呼ばれており、綿、Ｔ/Ｃ、Ｔ/Ｒ織物の連続染色

や樹脂加工の乾燥機として使用されている。生地はロールによって扁平化しやすく、ローラ間

でのテンションから布生地にテンションが掛かってもよい綿、Ｔ/Ｃ、Ｔ/Ｒ等のシャツ地やシ

ーツの加工によく使用される。

連続染色や樹脂加工時に急激にエネルギーを生地に当てるとマイグレーションが発生し易い

ので、風速を落とし、処理温度も低くして乾燥させるために、収容長を長くする構造となって

いる。

①　ロール配置

ローラドライヤのロール配置は、ロールを上下に配置する構造と、水平に配置する構造の２

つの構造が一般的であり、ロールを上下に配置する構造ではシングルループタイプとダブルル

ープタイプがある。

ア．シングルループタイプ

図149はロールを上下に配置したシングルループタイプの構造図で、ロールを垂直に配置す

る場合は、図150のように熱風ノズルはロール部分のみの吹付けとなる。

ローラドライヤで特に注意する点はシワの問題である。シワは乾燥過程で発生する生地の収

縮と、ロール間のテンションの状態や、ロールの振れによって発生する。このために、ロール

間の距離を狭くしてシワの発生を防止するように設計されている。上下ロールの距離は連続染

122

図148 熱風式ノンタッチ断面図
出所：ヒラノテクシードカタログ

図147 熱風式ノンタッチ
出所：ヒラノテクシードカタログ



色の場合、１～1.5mに設計され、樹脂加工の場合は1.5～２m程度となっている。

また、ロールの精度も充分に考慮する必要がある。図149はMonforts社（ドイツ）の

THERMEX5500システムのローラドライヤの構造図で、図150はBruckner社（ドイツ）のロー

ラドライヤの熱風ノズル部の図である。

イ．ダブルループタイプ

上下ロール配置タイプで小径ロールと大径ロールを組合せてダブルループを作り、収容長を

増やす方法がある。ダブルループは生地に与える熱量が不均一になりやすいので、樹脂加工で

マイグレーションの発生し難い樹脂や、樹脂加工の後半室に採用する場合がある。

図151はMonforts社（ドイツ）のダブルループの場合の、布のパスラインを示した図で、図

152は下部のロール部分である。

図153、図154はMonforts社（ドイツ）のシングルロールとダブルループとの収容長の比較図
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出所：Monforts社カタログ

図151 ダブルループ 図152 ダブルループの写真

図149 上下ロール配置ローラドライヤ
出所：Monforts社カタログ

図150 熱風ノズル
出所：Bruckner社カタログ

出所：Monforts社カタログ

図153 シングロールの場合 図154 ダブルロールの場合



で、同じ部屋の長さとした場合、シングルロールで48mの収容長が、ダブルループにした場合

は82mの収容長さとなる。

ウ．水平ロールタイプ

図155は水平方向にロールを配置した京都機械㈱のユニ・ホットフルドライヤ“スーパー”

で、熱風ノズルは水平ロール間に配置している。

ロールを水平に配置する場合は、ロール間に熱風ノズルを配置できるので、ノズルからの熱

風が生地に当たる面積が増加し、ロール垂直タイプに比較して単位面積当たりの乾燥能力は大

きい。図156は京都機械㈱のユニ・ホットフルドライヤ“スーパー”の出入口側より扉を開け

た状態で、機内のロールが掃除しやすい構造となっている。

ロール間にノズルを配置するために、ロール径は上下配置型のロール径よりも大きくなる。

図157は㈱ヒラノテクシードの水平型ロール配置のローラドライヤで、図158はBruckner社（ド

イツ）の上下ロール配置型ローラドライヤである。

欧州では上下ロール配置タイプの機構の機械が連続染色機や樹脂加工機で多く見られるが、

日本では連続染色の場合は上下ロールタイプの機械は少なく、水平ロールタイプの機械が多く

採用されている。

②　駆動関係

布を搬送するロールの駆動は、トルクモータを使用したり、各ロールにフリクションカップ
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出所：京都機械カタログ

図155 ユニ・ホットフルドライヤ 図156 ユニ・ホットフルドライヤ

図157 水平ロール配置ローラドライヤ
出所：ヒラノテクシードカタログ

図158 水平ロール配置ローラドライヤ
出所：Bruckner社カタログ



リングを取付け、ブロックごとにモータによるチエンやベルトで駆動し、各ロールのトルクを

調整する方法が採用されていたが、最近は乾燥機内の乾燥状態よりブロック化し、各ブロック

の駆動モータは、サーボモータが使用されるようになってきた。

生地の搬送である程度のテンションは駆動上必要である。

図159はMonforts社（ドイツ）のロール駆動装置で、上部ロ

ールの各ロールにはフレキシブルカップリングが取付けら

れており、布のテンションを一定に保持する方法である。

今後の技術革新の課題として、ローラドライヤは樹脂加

工や連続染色に使用されるので入口部はロール汚れが出易

いので、掃除を容易にするためにテフロン加工するケース

がある。しかし入口部のロール表面がテフロン加工されて

いても、色替え時にロール表面の掃除が必要であり、出入

口に大きな扉を設けても各ロールには導布がかかっており、ロールの掃除がなかなか困難であ

る。カセット式モップをロールに当てて掃除する方法や、ロールをカセット方式にしてロール

脱着が簡単に行える機構の開発が必要である。

4）シュリンクドライヤ

シュリンクドライヤは、処理物を上下コ

ンベアネットに挟まれて搬送し、上下千鳥

に配置されたノズルから熱風を吹付けて、

熱風によって揉み効果と収縮効果を生地に

与える方式（図160）で、コンベア装置の機

構が非常にシンプルで、拡布状態での処理

なので、生産性が優れている。

シュリンクドライヤの形式には１段タイプと多段タイプのシュリンクドライヤがあるが、日

本では丸ニットの乾燥機としては１段タイプが多く使用されており、開きのニットや新合繊、

一般織物については多段式のシュリンクドライヤが使用されている。

①　１段タイプのシュリンクドライヤ

１段タイプのシュリンクドライヤは、丸ニットや重目付の開きニットの乾燥用として多く使

用されている。丸ニットの場合は単位面積当たりの生地重量が重いので、乾燥効率や揉み効果

を上げるために高風速が要求され、高風速を得るためには１段とし、熱風循環送風機は遠心型

送風機が採用されている。図161は㈱ヒラノテクシードの１段タイプのシュリンクドライヤの

本体断面図で、図162はBruckner社（ドイツ）WITROの本体断面図である。図163はSantex社

（スイス）SANTA SHRINKの図で、図164は㈱ヒラノテクシードの１段タイプのシュリンクド
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図160 布の動きの状態
出所：ヒラノテクシードカタログ

図159 ロール駆動関係
出所：Monforts社カタログ



ライヤ（SS-D）の図である。

高風速エアの吹付けのために、ノズルに於いていろいろと工夫されている。

図165は㈱ヒラノテクシードのノズル形状で、傾斜をつけて空気抵抗を減らす細工がされて

いる。図166はSantex社のノズルで、高風速を出すために非常に細いノズルスリットとなって

いる。

１段タイプのシュリンクドライヤで、上下コンベアネットで生地を搬送する方法がほとんど

のメーカで採用されているが、MoenusグループのKrantz（ドイツ）では上部コンベアネットは

使用せず、下部ネットコンベアのみを使用し、特殊な熱風ノズル機構を採用している。

図167はKrants Syncroの本体の断面図である。図168

はKrants Syncroのノズル配置図と風の流を示したもの

で、熱風は上下ノズルから吹出す構造であるが、上部ノ

ズルは特殊な構造となっている。

図169は生地の動きの写真であるが、上部ノズルには

側面と天井部のノズル孔が見える。
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図161 SS-D型本体断面図
出所：ヒラノテクシードカタログ

図162 WITRO本体断面図
出所：Bruckner社カタログ

図163 SANTA SHRINK
出所：Santex社カタログ

図164 SS-D
出所：ヒラノテクシードカタログ

図165 ノズル形状
出所：ヒラノテクシードカタログ

図166 ノズル形状
出所：Santex社カタログ

図167 本体断面図
出所：Krantzカタログ



図167のように下部ノズルの根元にダンパーを取り付けて、このダンパーを回転させ、下部

からの吹き上げを間歇的に行って生地に衝撃を与える機構もある。

②　多段式シュリンクドライヤ

多段式シュリンクドライヤは、国内では最高６段の多段式シュリンクドライヤ（図170）が製

作され稼動しているが、欧州に於いては最高で３段（図171）程度までとなっている。

日本国内のメーカの多段式シュリンクドライヤの循環送風機には、図172、図173の様に軸流

送風機を採用しているメーカーが多い。循環送風機に軸流送風機を使用すると、段数が増せば

循環送風機の数を増すことができ、また、図173の様にブロック単位で積重ねることも可能と

なる。

欧州の機械はほとんどのメーカでは遠心送風機を使用している。遠心送風機は下部又は上部

に送風機を配置する構造となっており、この送風機から各段に送風する機構となっているので、
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図170 ６段用シュリンクドライヤ
出所：ヒラノテクシードカタログ

図171 WITRO Relaxation Dryer
出所：Bruckner社カタログ

図172 SS-A型本体断面図
出所：ヒラノテクシードカタログ

図173 ブロックタイプ
出所：京都機械カタログ

出所：Krantzカタログ

図168 ノズルの配置と風の流れ 図169 生地の動きの状態



段数を増やすと各段への風量が減り、乾燥能力や揉み効果の低下となり、段数を多くすること

はできない。図174はBruckner社（ドイツ）WITROの本体断面図で、図175はWITROの概観図

である。

欧州では、シュリンクドライヤはニット用として使用されていたので、多段式の場合でも３

段程度迄となっているが、日本では新合繊の普及とともに新合繊以外の素材でも風合が重視さ

れ、綿、Ｔ/Ｃ、Ｔ/Ｒ、レーヨン織物の風合加工として多く使われ、このために生産性が必要

となり、多段式のシュリンクドライヤが多くの工場に採用されようになった。

③　コンベアネット

ネットの材質は各社いろいろな材質のネットを採用されているが、殆どはガラス繊維ネット、

アラミド繊維でのケプラーやテクノーラのネット、金網が採用されている。

ポリエステルネットは耐熱性に問題があり、出入口部の搬送コンベアとして使用されている。

ケプラーネットの場合、乾燥機内の雰囲気が高温度多湿の場合は、加水分解を起こし、強度低

下を起こす問題がある。テクノーラも同じくアラミド系の繊維であるが、ケプラーよりも使用

温度範囲が広く、寿命も長くなっている。ガラス繊維ネットは、屈曲強度が弱いために、ネッ

トを保持するロール径を大きくする必要があるのと、長時間の磨耗により製品に混入する場合

がある。尚、ガラス繊維、ケプラー繊維、テクノーラ繊維ネットは何れもテフロン含浸して樹

脂の汚れの防止を図っている。

今後の技術革新の方向性としてシュリンクドライヤはテンションレス乾燥機として非常に優

れているが、オーバーフィード量を大きくすると生地が蛇行し易い、この防止のために一部改

善はされているが、まだ改善の余地は充分にあると考える。また、風合加工機のような風合を

求めることは現状では今一歩であり、今後は生地の蛇行防止策、風合の向上の改善が必要であ

ると考えられる。

（4）テンタ

テンタは布帛の耳部を保持しながらコンベアチエンで搬送させて布帛を処理する機械でコン
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図174 WITRO本体断面図

出所：Bruckner社カタログ

図175 WITRO Relaxation Dryer



ベアチエンが１段タイプのテンタと、多段のコンベアになっている多段テンタに区分されている。

1）テンタ

テンタには処理する温度によってホットテンタとヒートセットテンタに区分されるが、機械

構造はほとんど変わらず、ただ処理温度が異なるのみである。ホットテンタは幅出し乾燥に使

用する場合で、高温度で熱処理する場合がヒートセットテンタと言われている。

①　機械本体構造

テンタには、熱風循環送風機を本体側面に半室、または１室毎に左右交互に配置した構造

（図176）、全室同じ片側のみに配置した構造（図177）、上下に熱風循環送風機を配置した構造

（図178）、左右両側に熱風循環送風機配置した構造（図179）の４つの構造がある。

熱風循環送風機を半室、または１室毎に本体側面

左右交互に配置する方法の歴史は古く、1965年頃に

は、欧州の機械でよく見られた。

この左右交互に配置する方法はテンタ有効幅に対

して左右に熱風循環送風機が配置されるために機械

本体の幅は広くなるが、熱源室が半室、または、１

室毎に左右交互配置されるので、左右のセットムラ

の発生を相互補完している。
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図177 MONTEXテンタ
出所：Monforts社カタログ

図178 シンプレックステンタ
出所：ヒラノテクシードカタログ

図179 VICTEXテンタ
出所：市金工業社カタログ

図176 スーパーSA型テンタ
出所：京都機械カタログ



図180はBruckner社（ドイツ）の左右に送風機を配置したテンタの本体断面図である。

送風機を全室同じ片側のみに配置する方法は1990年頃に欧州の機械に採用されだした。

全室同じ側に送風機を配置した場合、機械本体幅は交互に配置するよりも片側分の熱源室が

無くなるので機械本体幅は狭くなり、機械設置スペースはコンパクトになるので機械更新時

の入れ替えに有利になる。また、機械のメンテナンスが同一側となっているので容易である。

図181はMoenus-Groupの同一片側に配置されたテンタの本体断面図である。

しかし熱風ノズルの先端と根元（送風機側）での風速差による熱量差が出た場合は全室同一

側となるので左右のセット斑が出易い原因にもなる。

熱源装置は半室または１室毎に本体左右交互に配置する場合、半室毎では半室毎に熱源が必

要で１室２台となるが、１室毎に配置した場合は熱源は1室１台ですみ、コストが安くなるが、

室前後の送風機の熱風の流れに強弱ができて、室前後で温度ムラが出易く、ミックス板を入れ

て熱風の強弱を防止する対応が必要である。

1990年頃から欧州の機械では片側に熱風循環送風機を配置した機械が多く見られたが、

2002年頃から半室毎に送風機を左右交互に配置する構造にもどしている欧州のテンタメーカが

多い。

図182は1980年に日本で開発された上下に熱風循

環送風機を配置した㈱ヒラノテクシードのシンプ

レックステンタ本体断面図である。

左右に熱風循環送風機がないので機械本体の幅

は非常に狭くなっており、機械内容積も世界一コ

ンパクトな機械である。

機械のコンパクト化は機体表面積が小さくな

り、保温板からの損失熱量が少なくなると共に機内の熱風循環回数が増加し、機内の温度分布

も良い。また、機外よりテンタレール等のメンテナンスが容易にできるメリットもある。

②　熱風循環送風機モータのインバータ化

1990年ごろよりインバータの普及で熱風循環送風機のモータにインバータ制御が採用され
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図180 左右に送風機を配置したテンタ
出所：Bruckner社カタログ

図181 同一片側に配置されたテンタ
出所：Moenus-Groupカタログ

図182 シンプレックステンタ断面図
出所：ヒラノテクシードカタログ



出し、生地に適した熱風を無段階に制御できるようになった。

従来はポールチェンジモータを使用し、４極、６極、８極に切り替えられるポールチェンジ

モータを採用するか、ダンパーで風量調整する方法であった。

インバータ制御の採用により、生地に適した風速を与えることができ、省エネルギーも図る

ことができるようになった。

③　熱風ノズル

熱風ノズルは熱風循環送風機が機械本体左右側

面に配置されている構造の場合、１台の送風機か

ら上下に分岐させているので、上下ノズルからの

風速に風速差をつけるときは、図183のようにダン

パーによって上下の風速制御を行わなければなら

ない。

上下に熱風循環送風機が配置されている場合

や、全室左右に送風機がある場合は、上下または

左右の送風機のモータをインバータ制御すれば上

下の風速差は簡単に制御が可能となる。

最近欧州の機械で熱風循環送風機が機械本体左

右側面に配置されている構造の機械で上下の風速

制御を行うために 図184のように半室２台の熱風

循環送風機の内１台は下部ノズル用、もう１台は

上部ノズル用に設計したテンタがMonforts社と

Bruckner社から発表されている。

図185は伸縮するノズルで、ノズルが２分割ま

たは３分割になっており、ノズル両端がテンタレ

ールと固定されており、テンタ幅に追従して伸縮

するものである。従来のノズルは図186の様にテン

タ処理最大幅でノズル幅は設計されているため、

狭い幅の生地を処理する場合に、熱風は有効に生

地に作用しない部分が発生するが、伸縮ノズルは

送風機からの熱風を全て生地に作用するために、

生地に作用する風量が増加し、熱効率が大きくな

る。従来のノズルと単位面積当りの風量を同一に

すると、送風機の回転数を減らすことができる。
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図183 ダンパー操作による
出所：Monforts社カタログ

図184 上下用の送風機を用いたテンタ
出所：Monforts社カタログ

図185 伸縮ノズル
出所：ヒラノテクシードカタログ

図186 従来ノズル
出所：ヒラノテクシードカタログ



また、レールに追従してノズルが伸縮するので、

図187のように生地とノズル面を近づけることが可

能となり、熱効率が上がり、省エネルギー化を図

ることができる。

図188は1990年頃に開発されたMoenusグループ

のArtos（ドイツ）のStar-Jet nozzleシステムのノ

ズル図で、図のように大きなリターンノズル穴の周りから熱風を吹出さす構造となっている。

このノズル形式は今までの概念を破るものであった。

④　テンタチエン

テンタチエンは水平廻りのチエンと縦廻りのチエンの２種があるが、幅方向にテンションが

かかる処理の場合は水平廻りのチエンが使用され、テンションがあまりかからないニットなど

の処理の場合は縦廻りのチエンが使用される。図189はBruckner社（ドイツ）の水平廻りのテン

タの入口部の図で、図190は縦廻りのテンタの入口部の図である。

水平型テンタの場合は生地の高収縮に耐え、また、高速運転が可能である。1967年頃T/C織

物の処理で高速化が要求され、各社高速化の開発にしのぎを削り、200～250m/分の速度まで

処理できるようになったが、しかし国内でのT/Cの生産は海外に移転し、現在、国内ではこの

ような高速テンタの要求はない。
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図187 伸縮式と従来式
出所：ヒラノテクシードカタログ

図188 Star-Jet nozzle システム
出所：Moenus-Groupカタログ

図189 水平廻りテンタ入口部

出所：Brucknerカタログ

図190 縦廻りテンタ入口部



縦型テンタは生地の収縮があまりかからないニットなどの処理に適しているが、縦型の場合

はテンタレールの構造が簡単で、コストが安くできるメリットが有るが、テンタチエン強度や

構造上、高速運転は無理である。日本では多機能性を持たす意味からも水平型テンタが殆どの

染色仕上工場で使用されている。

⑤　自動化

ア．自動化テンタ

1987年頃のバブル時代には染色仕上業界は３Ｋ（きつい、きたない、きけん）の代表的な企

業であった。

図191は第５回OTEMAS（1993年）

に出展された自動化テンタである。

テンタ入口架台部の生地搬送用キ

ャリアバーに生地をセットすれば、

後は自動的に搬送されて、ピンニン

グも自動的にセットされ、テンタ出

口まで搬送される。テンタ出口部で

は自動的に生地は取外され、出口キャリアバーにて振り落としバケットまで搬送され、台車に

振り落とされる完全自動化のテンタである。

イ．フィルタの自動化

熱風循環系統でのフィルタの交換は乾燥、熱処理の効率低下を招くと共に、エネルギーの無

駄な消費となる。このために、フィルタは処理するものによって異なるが、ヒートセッタの場

合、１週間から処理する生地によるが、毎日交換掃除する場合がある。

特に綿織物や起毛品では毛羽が非常に出やすく、常にフィルタの交換をする必要がある。

一般にフィルタは図192のように機内に設置しているのでフィルタを交換する場合は、安全

性より機械を停止させる必要があり、24時間稼動の場合は、なかなか停止できない状態である。

このために外部よりフィルタの交換を容易にするために外部からフィルタを出し入れする方

法が図193である。この場合、フィルタを外部から差し込むために、２枚のフィルタが差し込
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図191 自動化テンタMIMON
出所：ヒラノテクシードカタログ

図192 機内設置フィルタ
出所：ヒラノテクシードカタログ

図193 外部交換式フィルタ
出所：Brucknerカタログ



むことができる構造で、交換する場合は、現状使用フィルタは取付けたまま交換フィルタをい

れ、その後、使用していたフィルタを取出すようになっている。

これらの交換作業を自動化したものがオートフィルタ装置である。

図194は㈱ヒラノテクシードの

オートフィルタ装置の図で、熱

風室左右にエンドレスの金網を

駆動させ、テンタ入口部で集塵

機にて金網に付着した毛羽等を

吸込む方式である。金網の駆動

はタイマーで処理する生地によ

って運転時間と停止時間を自由に設定することができる。

図195はBruckner社（ドイツ）のオートフィルタ装置の図

で設置は半室または1室毎の設置となり、コストが高くな

り、また、機内での集塵装置の取り付けで、耐熱性を考慮

する必要がある。

フィルタに付着した毛羽等は集塵機等で吸引させる方法

と高圧エアや蒸気、また、高圧温水を吹付ける方法がある

が特に欧州では後者が多い。

⑥　排ガス処理

ヒートセッタの場合は、高温度の処理のため、樹脂の昇華や油分が気化し、排気ガス中にこ

れらが含まれて排出される。このために匂いやガスが環境問題を引起し、特に工場近隣の住宅

からの苦情の問題も多々発生している。しかし、これらの対策として日本では、セッタの排気

ガスを蒸気ボイラーで再燃焼させる方法を行っているケースが一部であるが、排ガス処理装置

は効率的な開発が遅れている。

図196はBruckner社の排ガス処理システムである。このシステムはセッタからの排気ガスを

熱交換器でセッタに入る新鮮な空気を温めて熱交換し、熱交換後の汚れたエアは再び熱交換機

でエアから水に熱交換される。その後フィルタ

を通過させてゴミを除去し更に電気集塵装置で

集塵させる方法である。

今後の技術革新の方向性としてテンタの熱風

循環方式は60年ほど経過するが、ほとんど変化

していない。赤外線によるヒートセッタが開発

されたが、２～３台のみに終わっている。空気
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図194 オートフィルタ装置
出所：ヒラノテクシードカタログ

図195 オートフィルタ装置
出所：Brucknerカタログ

図196 排ガスシステム図
出所：Bruckner社カタログ



による熱風循環方式は熱伝達率が悪く、これより機械の設置場所は長い場所が必要となってい

る。今後はレザーの開発も進んできており、これらが利用されてくるのではないかと考えられ

る。一方現実を見ると、テンタチエンは欧州ではグリス封印型チエンを使用して無給油化され

ているが、日本ではまだ進んでいない。またテンタの排気からの排ガス処理関係の技術が欧州

と比較してかなり遅れているのではないかと考えられる。今後これらの方向に重点を置くべき

ではないかと考える。

2）多段テンタ乾燥機

縦廻りのテンタチエンを使用しているので、図197のようにテンタ段数を多段にすることが

できるので、水平型テンタと比較すると、設置床面の長さが短くて長い収容長が得ることがで

きる。これより低温処理で生地目付が大きいウール等の乾燥に適しており、多段テンタ乾燥機

は別名、乾絨機とも呼ばれていた。しかし多段テンタは、大きな収縮応力がかかる生地や、大

きな幅出しを必要とする生地の場合は、テンタレールの構造や、テンタレール幅移動装置の構

造が強度的に弱くあまり適さない。図197は㈱ヒラノテクシードの多段テンタ乾燥機の見積図

面で、図198は㈱ヒラノテクシードの多段テンタ乾燥機で、図199はMoenus社の多段テンタ乾

燥機の図である。

①　多段テンタの形式

多段テンタ乾燥機は、全段を同じ温度で処理する形式と、段と段との間に仕切板を入れて、

上部を乾燥ゾーン、下部を熱処理ゾーンとして処理する形式がある。

全段を同じ温度で処理する形式は前述のように乾燥に時間を要するウールなど乾燥によく使

135

図197 多段テンタ乾燥機の見積図
出所：ヒラノテクシードカタログ

図198 多段テンタ乾燥機
出所：ヒラノテクシードカタログ

図199 多段テンタ乾燥機
出所：Moenus社カタログ



用されている。

段と段との間に仕切板を入れて、上部を乾燥ゾーン、下部を熱処理ゾーンとして連続処理す

る場合の仕切板の位置は、当初設計の段階で要求される生地の処理能力より乾燥時間と熱処理

時間とで決定される。

図200は上部４段が乾燥ゾーンで、下部２段が熱処理ゾーンの多段テンタ乾燥機である。

乾燥、熱処理が連続に処理できるので、開きニットやトリコットのような耳カールが起きや

すい生地の樹脂加工などによく使用されている。（図201）（図202）

②　熱風機構

多段テンタ乾燥機に使用される循環送風機は軸流送風機と遠心送風機が多く使用されてい

る。軸流送風機の場合は段数が増加すれば循環送風機の数を増すことができ、設計が容易であ

る。図203は軸流送風機を使用している㈱ヒラノテクシートの本体断面図で、図204はEffedue

社（イタリア）の遠心送風機を使用している多段テンタ乾燥機の熱風機構図である。

③　熱源

多段テンタ乾燥機で全段乾燥と使用される場合は、ほとんど熱源として蒸気ヒータが使用さ

れている。乾燥、熱処理として使用される場合は、乾燥部は蒸気ヒータを使用し、熱処理部は
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図200 乾燥・熱処理用多段テンタ乾燥機
出所：ヒラノテクシードカタログ

図201 乾燥・熱処理用多段テンタ乾燥機
出所：ヒラノテクシードカタログ

図202 乾燥・熱処理用多段テンタ乾燥機
出所：Effedue社カタログ

図203 本体断面図
出所：ヒラノテクシードカタログ

図204 熱風機構図
出所：Effedue社カタログ



ガスバーナか熱媒体ヒータが使用される。日本では、熱処理部はガスバーナがよく使用されて

いる。昨今乾燥にもガスバーナを熱源として採用が多くなっている。

④　テンタチエン

多段テンタ乾燥機のテンタチエンは図205や図206のようなブロックチエンが使用される。テ

ンタチエンは非常に長く連結されるので、テンタチエンの引張り強度が要求され、テンタチエ

ンの材質はダクタイル鋳鉄が使用されている。

また、テンタチエンのピンシートに保持された布は上下交互に進行していくので、下側にな

って進行するときにピンシートから布が脱落しないように布押さえが取付けられている。日本

ではこの布押さえは砲金鋳物製が多いが、欧州では金属加工品が多い。

⑤　ドラム

乾燥機内でテンタチエンは180度回転するが、収縮しやすい生地の場合に、生地の両端部は

テンタチエンのピンシートに保持されているが、中央部は保持されるものが無いので収縮しや

すく、生地は鼓状になりやすい。これを数回繰り返すと中央部と両耳部とで密度が異なる場合

があり、乾燥ゾーン部の場合は図207のような枠木を使用し、熱処理ゾーン部は図208の様にス

テンレスの筒ドラムが使用されている。

図207は㈱ヒラノテクシートの多段テンタ乾燥機の乾燥部の枠木式ドラムの図で、図208は熱

処理部の筒ドラムの図である。

なお、乾燥ゾーン部の枠木は、以前は桜の木を使っていたが、最近は合成樹脂やアルミが使

用される場合もある。
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図205 テンタチエン
出所：Effedue社カタログ

図206 テンタチエン
出所：ヒラノテクシードカタログ

図207 枠木式ドラム
出所：ヒラノテクシードカタログ

図208 筒ドラム
出所：ヒラノテクシードカタログ



今後の技術革新の方向性として水平型テンタと比較すると設置スペースが小さくて、多機能

性をもっているが、縦廻りのチエンで多段となっているのでテンタチエンの油漏れのトラブル

や、テンタチエンの伸びの問題が多い、これらを解決するためのチエンの構造や材質、テンタ

レールの無給油構造化等の開発が今後の課題として求められる。

乾燥機全般としての今後の技術革新の方向性としては省エネルギーと環境対策があるが、環

境問題として、乾燥機からの排気による臭いと煙が問題として取上げられる。臭いには熱処理

による油分の臭いや、樹脂の昇華による臭い、ウールなどを処理した時の毛を焼く臭いなど

多々ある。名古屋一宮地区の工場近辺に行くと独特の臭いが漂っている。これらの臭いの対策

や、煙の対策が、今後のテーマとなるのでは考える。

（5）その他関連補助機器

1）布目矯正装置

図209はセーレン電子㈱の自動布目検地矯正装置

で織物や編物の加工において、緯糸の目曲がりを

光電透過方式で検出しコンピュータ制御によって

自動的に強制する。図210は構造説明図で本体上部

より生地は入り、スクリューロールでシワを伸ば

し、センターロボで布の左右のずれを修正させて

斜行ロール、カーブロールで布目を矯正して再度

スクリューロールでシワを伸ばし検知器に入り、

その後、ダンサロールを通過して生地は出ていく。

検出器は生地の幅によって台数は変化する。

検知方法はデンシメータによる場合と、スリッ

ト検知の2つの方法があるが、織物だけの場合はス

リット検知でよいが、複雑な織物や編物の場合は

デンシメータで検知させている。昨今は２つの検

知機能を組み合わせた高精度装置が開発された。

斜行は斜行ロールで修正されるが、湾曲はカー

ブロールで修正される。ダンサロールは、図210が単独設置タイプなので、布目矯正装置の次

に設置される機械との速度制御のために取り付けてある。図211はMahlo社（ドイツ）の布目矯

正装置で、図212は構造図である

布目矯正装置は一般に最終工程で設置されるケースが多く、ファイナルセット前によく使用

されており、ヒートセッタと組合せて使用されるケースが多い。
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図209 自動布目矯正装置
出所：セーレン電子カタログ

図210 自動布目矯正装置
出所：セーレン電子カタログ



図213はBruckner社（ドイツ）のヒートセッタ入口部の構造図で自動布目矯正装置をテンタ入

口ボックスに組み込んでいる。図214はテンタ入口部の検知部分である。

欧州では布目検出器を図214のようにテンタピンニングする前に取り付けているが、日本で

は図215のようにテンタピンニング後に取り付けている場合があり、矯正部品はいずれも入口ボッ

クス内に収納されている。図215はセーレン電子㈱のピンニング後に検出器を取付けた図である。

テンタピンニング前と後との差は、入口ボックスに検出器や矯正部品を収納すると生地通し

が非常にやり難い問題がある。またテンタでピンニングした後で検出した方がより確実である

のでとの見方も考えられる。日本国内や東南アジアの市場では自動布目矯正装置は殆ど単独型

が設置されており、ヒートセッタの入口部に組み込んだ形式は一部でしか見ることが出来ない。

2）布温度計

布温度計は省エネ対策としてクローズアップされた機器で過乾燥防止や過剰ヒートセットの

防止を行い省エネ機器とし経済産業省の省エネ税制優遇制度の中に含まれている。

非接触タイプの温度計は一般的には放射温度計がよく使用されているが、染色仕上業界向け

に専門に機器を製作している企業は少ない。

図216はメイトサイエンス㈱の布温度計である。図217はMahlo社（ドイツ）の布温度計である。

図218はBianco社（イタリア）の布温度計をテンタに取付けた写真である。

各社製品は耐熱性の問題でヒートセッタ天井部などに取付ける場合は冷却させる必要があ
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図213 入口ボックス組込みタイプ　図214 検出器部分
出所：Brucknerカタログ

図215 ピンニング後検出器取付け
出所：セーレン電子カタログ

図211 自動布目矯正装置

出所：Mahlo社カタログ

図212 自動布目矯正装置



り、取り付け位置が制約されていたが、最近Mahlo社で冷却が不要のコンパクトな放射温度計

が開発・商品化されている。

図219が耐熱型の放射温度計で、検出部は直径50mmで長さは60mmとコンパクトになってい

るので、ヒートセッタや乾燥機の機内で、布の近くで検知させることができる。

従来型は耐熱性の問題で空冷していても、取付けは保温板に穴を開けて其の穴より生地の見

える方向に放射温度計を設置しなければならず、取付け位置がかなり限定されていた。

図220は従来の布温度計取付参考図で、図221は耐熱型布温度計の取付参考図である。
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図216 布温度計
出所：メイトサイエンスカタログ

図217 布温度計
出所：Mahlo社カタログ

図218 布温度計
出所：Bianco社カタログ

図219 耐熱型布温度計
出所：Mahlo社カタログ

図220 従来の布温度計取付
出所：メイトサイエンスカタログ

図221 耐熱性布温度計の取付
出所：Mahlo社カタログ



図222は Mahlo社のThermoscanは首振り式の放射温度計

で、多本数のチューブラニットの各生地温度を測定すること

ができる。従来は放射温度計を幅方向にトラバースさせて測

定していたが、この機器の場合はトラバース装置は不要とな

る。しかし放射温度計の振り角度より、チューブ本数が多い

場合は測定機器の取付け位置を高くする必要がある。

乾燥機に取付ける場合は乾燥機出口部分に取り付けて、生

地の温度が設定値よりも上昇すれば警報を出し、過乾燥を防

止する方法や、乾燥機のコンベアの速度を制御する方法があ

る。シリンダ乾燥機に於いては最終シリンダでの生地温度を

測定して、シリンダの供給蒸気圧を制御する方法が取られる

ケースもある。

ヒートセッタの場合は放射温度

計を２点から３点設置し、各測定ポ

イントでの温度を測定し、テンタ速

度から昇温時間を計算し、テンタ速

度を制御して設定したセット時間に

制御するシステムである。図223は

３点設置のセット時間制御システム

図である。

3）湿度計

乾燥機に使用される湿度計には、耐熱高分子箔静電容量型素子を使用する形式とジルコニア

式がある。

耐熱高分子箔静電容量型素子を使用する形式の場合の測定範囲は相対湿度で0～100%RHで

温度は0～150℃の範囲である。

ジルコニア式の場合の測定範囲は絶対湿度で0～1,000kg/kg’、温度は0～300℃の範囲となつ

ている。これより湿度計を取付ける乾燥機の処理温度によって形式を選択する必要があるが、

一般に染色仕上げ用の乾燥機に取付けられているものは、ジルコニア式が多い。

図224はMahlo社（ドイツ）のジルコニア式湿度計で、図225はメイトサイエンス㈱のジルコニ

ア式湿度計である。図226は横河電機㈱のジルコニア式湿度計である。

湿度計を用いて乾燥機内の湿度を制御する方法として、乾燥機内からの排出される排気の湿

度を排気ダクトで測定し排気送風機を制御する方法と、乾燥機内に直接湿度計を取付けて乾燥

機内の湿度を排気送風機で制御する方法がある。
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図222 Thermoscan
出所：Mahlo社カタログ

図223 セット時間制御システム
出所：メイトサイエンスカタログ



図227は乾燥機の排気ダクト内の湿度を測定して、設定した湿度に排気送風機の回転数を制

御して、乾燥機内の湿度を一定に制御するシステム図である。

図228は直接乾燥機に湿度計を取付けて湿度を測定し、排気送風機の回転数を制御して乾燥

機内の湿度を制御する方法である。

乾燥機で室数が多くあり排気ファンが1台もしくは２台の場合は、図227の排気ダクトに取付

ける方法でよいが、この場合は全室の排気湿度の平均値となる。

乾燥機に直接取付ける（図228）の場合は乾燥機が1つの部屋であれば良いが、多くの部屋か

ら構成されていると、乾燥状態は各部屋によって異なってくるので、各室に取付ける必要がある。

4）布重量測定器

非接触で生地の重量を測定する方法としてβ線による重量測定器があるが、これはβ線が物

体透過量が其の重さによって指数関数的に減少することを利用したもので、生地に放射線を当

て、透過量の変化量を捉えて生地重量を測定する方法である。

図229は㈱ヒラノエンテックのベータマイクロの商品名の重量測定器である。β線源として、

タリウムが使用され98μCiの線源量である。

図230はBianco社（イタリア）のGRAMMATEXの商品名の布重量測定器である。線源はク

リプトンを使用し、線源量は60μmciとなっている。
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図224 湿度計
出所：Mahlo社カタログ

図225 湿度計
出所：メイトサイエンスカタログ

図226 湿度計
出所：横河電機カタログ

図227 湿度計取付け図
出所：メイトサイエンスカタログ

図228 湿度計取付け図



測定器の精度は線源量が大きいほど精度はよくなるが、日本の放射線の法的な規制では100

μCi以上の線源量の場合は取扱い主任技術者が必要となる。

図231は㈱ヒラノエンテックのニット用布重量測定器β-Multiで、ニットの場合はg/mで表

示されるために、布幅測定装置で生地幅を測定し、重量測定値に生地幅を演算して計算し、表

示させる機構となっている。

図232はmahlo社（ドイツ）のクリオスキャンQMS-10Ai重量測定器である。この機械はセン

サーが幅方向にトラバースして測定できるので生地幅全体に測定ができる。

紙、フイルム関係では塗布後、塗布重量を重量測

定器で測定し、自動制御する方法がある。テンタ出

口で重量測定し、オーバーフィードを自動制御する

方法は考えられるが、なかなか難しい。コーティン

グの場合は、塗布後すぐに測定できるが、テンタの

場合はピンニングの位置がテンタの入口で、測定位

置はテンタ出口となり、時定数の関係で実用化に至

っていない。
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図232 クリオスキャンQMS-10Ai
出所：mahlo社カタログ

図229 ベータマイクロ
出所：ヒラノエンテックカタログ

図230 GRAMMATEX
出所：bianco社カタログ

図231 β-Multi
出所：ヒラノエンテックカタログ



各共通機械の方向性と課題

各共通機械は樹脂の付与、脱水、乾燥、熱処理の各工程で共通に使われる機械である。しかし各

工程での機能は異なるが、これらの機能の中で共通して言えるのは環境対策と省エネルギー化では

ないか。

・樹脂の付与

樹脂の付与で使用される樹脂には水系がほとんどで、パッダーに残った残液の処理や洗浄液

の排水処理も問題がある。現在は、これらは排水処理装置に流されているが、各機械個々での

フィルタなどで樹脂分離を行い、洗浄水としてリサイクルする方法や、染色機でわ超臨界ガス

を用いた水を使用しない染色方法が開発されているが、このような水がいらない樹脂加工とし

て、現在形態安定加工として使用されている気相法を利用した連続式の樹脂加工方法のひとつ

である。

・脱　水

省エネルギーを考慮して更なる脱水率の向上と連続式遠心脱水機の開発が望まれる。またポ

ンプの騒音対策も今後は考えていかねばならない問題と考える。

・乾燥機

乾燥機の場合は、今後の課題として省エネルギーの処理問題がある。乾燥の場合は排気をし

ないと乾燥機内の湿度が上がり乾燥が出来ないが、この乾燥機内の温度が120℃でも機能する

高機能膜などで水分を除去できる方法があれば一番良い方法ではないだろうか。この方法だと

設備コストはかからず、また省エネルギーとなり、かなりの効果が期待できるのではないだろ

うか。

・熱処理機

熱処理機では今後の課題として省エネルギーと排気ガスの処理問題がある。これらの対策と

しての機器はあるが、設備コストの問題がある。しかし、個々の機械の設備を考えれば設備コ

ストは高くなるが、工場全体での設備を考慮した機器の設計を行えば、省エネ効果より設備コ

ストの回収は可能ではないかと考える。今後、設備メーカはユーザーと共に工場設備全体のシ

ステムを考慮した環境・省エネ対策を考えていかなくてはならないのではないか。

一方、最近の電子技術の発展は目覚しいが、その他関連補助機器で幅、密度、重量、水分率、

温度、湿度の測定機器は開発されているが、セット効果、風合などの機器の開発も必要ではな

いか。例えば、生地の温度を測ってセット時間を制御する方法があるが、実際のセット効果は

わからない状態である。その他関連補助機器関係の充実も今後の課題として考えなければなら

ない。
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わが国染色機械メーカーの技術革新と今後の方向性

１．染色・仕上加工機械に求められる要件

（1）環境低負荷対応型装置

染色整理業は、エネルギー、水、化学薬品多消費型産業として今日に至っている。

産業規模が中小企業体質であるが故に、それらの環境負荷について国民的話題にはなっていな

いが、省エネルギーの自主管理やホルムアルデヒドの排出削減計画等は業界として、行政府と

常々連絡をとりながらその存在を担保している。また、水質汚濁や、有害大気、悪臭、騒音等

についてもそれぞれの地区における、行政府と近隣住民との理解の下に操業を行っている。こ

れらの環境負荷を軽減できる加工方式が案出・実用化されれば係る懸念は不要となるが、現有

設備が1950年代に案出された装置であり、その後の改良の歴史は枚挙にいとまがない。しかし、

加工プロセスにおける原理とその応用は大きな変革を経ずに今日に至っている。

勿論、染色加工のように長い歴史を持つ成熟産業に革新的な変革を求めることは「無いものね

だり」とのそしりを受けるだけで何も出てこないのかも知れない。しかし、最近オーストリア

で開発されたインジゴの電気化学的還元法に見られる如く、長年行われてきた硫化物等による

還元操作から、商業電力を用いた還元操作は画期的な技術的改革である。

今日、新しい化学物質が市場に出荷されることが困難になっている。

これは多くの化学物質が人体に必ずしも安全でないとの多くの環境関係者の警鐘により、新規

化学物質や未だ審査の対象になっていなかった多くの化学物質が、速やかに環境への問題がな

いか否かの白黒を付けなければならない時代に変貌しつつある。

染色加工を支えている産業は、染色機械、染料、化学薬品、ソフトウエアー、デザイン等あり、

その重要度は年とともに変化しているが染色機械はその重要性が常に大きく注目されている。

従来の染色操作の多くを化学物質使用に依存していた結果、環境低負荷型の産業への変貌は、

化学物質の使用を低減し、物理的な操作による染色加工の展開が求められている。

そこには勿論、省エネルギーや節水と言った従来から進められているこの産業固有の環境負荷

の軽減も併せて行われる必要がある。過去にこの問題解決の一助として低温プラズマ（図233）や

オゾン漂白装置開発による、各種染色操作の改革をめざしたが、未だ普及の段階には至っていない。

145

図233 連続低温プラズマ装置
出所：山東鐵工所資料



（2）多機能化とそのカスタマイズ化

「はじめに」の項で記述した如く、日本での染色整理業は1960年代に、欧米の各種最新装置の

導入により飛躍的にその業績を増大させた。

これら欧米装置の特色は、大量の化学品と蒸気エネルギー使用により短時間に大量の布地を均

質に加工することであって、それまでの家内工業的な少量生産から、連続的に大量の加工を可

能とし、そのために加工装置は従来の加工道具から大型装置へと大きな変貌をとげるとともに、

装置導入には多額の資本を必要とした。

染色加工は、基本的に準備、染色（捺染を含む）、仕上げの３工程が基本であるので、投下資

本もこれら３部門同時と言うことは中小企業体質では投資資金調達面での無理があり、初期の

欧米装置導入においても投資効果が大きなもの（均質で大量生産が可能なもの）から導入の速度

が速められた。一部のアメリカやイギリスの装置を除いて、大半がドイツ製の装置に集中した

と言える。

これらドイツ製の持つ問題点は冒頭記したが、仕様や据付に対する問題点を日本人の器用さで

克服し、使い勝手の良い装置に改良を加えられたのが現在、国内外で活躍している多くの装置

である。今、繊維製品のみでなく多くの消費財が２極分化している。

繊維製品も必要最小限の機能を備え、安価なものと、デザインや機能に多くの工夫をこらした

ものとに差別化されていくであろう。

ほとんど使われない機能を多数掲載した電化製品やパソコンソフト等は機能や操作性の単純

化を求める反面、その機能をカスタマイズ（使用する人間に都合の良い仕様に仕立て上げること）

できることも消費財の選択枝の一つになっており、複雑な機能の搭載は、使用者の都合で如何

様にも処理できることが必須条件となっている。つまり、従来の装置では使用者の意図に合わ

せ一定の仕様に固守することがなされ、その設計のために汎用装置が作られず、全て一品主義

が採られていたことは装置のコストを高くし、納期を長引かせる結果となっていた。中国とい

う巨大生産基地の発現で、消費の二局分化が顕著になり、安価なものは中国にその席を譲らざ

るを得ないことは明白である。

現在、日本企業で業績を上げている企業群は２つあると言われている。

一つはグローバリゼーションにより安い部品を世界中から調達し、アッセンブルにより総合

力を発揮する組み立て産業と、中国では真似のできない高度技術やアイデア商品を次々創出す

るいわゆる「ニッチ産業」である。今日の染色産業における装置は、小ロット大量生産の名残

を留めた装置が未だ多数を占めている。機械装置メーカーも新たな製品といえども大量生産の

残像を引きずっている。1960年代以降のこれら装置の幕引きが無い限り、染色整理業なかんずく

繊維加工装置メーカーの新たな進展は望めない。

2003年10月に英国で行われた、ITMAでは、小ロット品に各種付加価値付与を追求した装置が
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結構注目を浴びていた。一例を下記に示す。

一つの装置で水洗、乾燥、タンブル、スチーミン

グをこなすことができ、それ故に所期の目的の加工

品作りに多くの装置を渡り歩く必要がないこの装置

は、大量生産方式でなく、一品生産に向けた将来装

置の方向性を示唆していると感じられる、一例とし

てPentAir Multi Purpose Unit  Pentek社（イタリ

ア）図234を示す。

２．今後の染色機械産業に求められるもの

上記２項では、概念的な目標設定を述べたが、より具体的な装置はどうあるべきかである。日

本での機械メーカーの過去の取組は、ユーザーである染色加工企業との共同開発や染色側の要

望を具象化する形を採ってきた。

その結果、製作された装置は染色加工業側の意向により開発装置の他社への販売が当面できな

かったり、極度の制限を受けることが多く折角開発されたものが、業界全体の底上げに繋がら

ないことが多く、共同での開発装置製作をためらわせることが多々あるといわれている。イタ

リアの機械メーカーは世界的規模での市場展開を行っている。ここでは、新たな加工方法の提

案や試作に協力した加工業者とそれを作った機械メーカーの間で、他社に装置を販売すること

に関する合意がどのようになっているのか。また、最近の欧州の機械装置に見られる染薬品企

業やIT産業との共同作業の結果生み出された装置なり、その装置使用によるノウハウ付きや実

績の公表、また、他の事業者の装置とのアクセスの自由さ等は大いに参考にすべきと思われる。

国内工業技術センターや大学も繊維関連が昔ほど盛んでは無いが、シーズとしての機能を果た

してもらえる人材は見つかるはずである。

特に国公立大学が今後独立法人化し、今までの学問の府から脱皮し、産業界への寄与が強く求

められている現状を踏まえ、産学プロジェクトの立ち上げが今後増加することは間違いなく、

新たな加工プロセスの開発と実用化が加速されることが期待される。

それらの中で実用化の見込めそうな例をいくつか列挙する。

（1）準備工程（精練・漂白・減量・セット等）

多くの水と熱エネルギー、多くの化学薬品を使用する工程であるが、これらを以下の方法に置

き換えることにより環境への負荷を低減させる。糊抜き・精練は低温プラズマ、常圧プラズ

マ・コロナ放電法、漂白はオゾンやＵＶ＋過酸化物法、減量加工はパワーレーサーのアブレー

ションの利用、酵素精練。
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（2）染色工程

新規な化学物質の製造が困難な状況から、現有の染料体系から脱出することは難しく現状の機

械設備を肯定せざるを得ないが、超臨界二酸化炭素条件下での染色（図235）。または、付帯加工

装置と加工ノウハウの確立。酸化還元工程での化学薬品に代えて、電気化学的酸化還元装置の

組み込み。染料分散剤に代わる超音波分散装置。染色後廃棄されている塩類回収装置等の付加

装置。

染料を用いない着色法：繊維表面の微細加工

やスパッタリングによる各種金属分子配位等

の光の干渉による着色装置。

染色後の水洗工程で洗浄効率を上げる二酸化

炭素亜臨界洗浄装置、超音波洗浄装置。

（3）仕上工程

大量の熱エネルギーを消費する各種機能薬剤

反応に替えて電子線照射装置、熱可塑性繊維

のセットにエキシマレーザ照射方式セット機等。

（4）検査工程

ＣＣＤカメラ搭載ロボット検反装置。

（5）ディスペンサー・システム

一発率（無修正加工）向上のための染色工程

中の染料吸尽状況のリアルタイムモニター装

置にもとづく制御や、人的ミスを極力排除す

るSchool&Then社（ドイツ）の提案になるディ

スペンサー・システム（図236）等の普及が見込

まれる。

上記の例でも明らかな如く、今後の染色加工においては、メカニカルな部分にエレクトロニク

スを組み入れ、さらに工芸的センスを持つ人工知能的要素が求められる。そのためには多くの

異業種も含めた関係者の英知を結集した装置の開発が望まれる状況下にある。
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図235 超臨界二酸化炭素染色・加工概念図

図236 総合ディスペンサシステムの概要
出所：School&Then社カタログ



第Ⅲ章　繊維機械における技術革新と今後の方向性について

機　種　別

１．化学繊維機械

中国化学繊維機械メーカーの台頭により統合再編成を余儀なくされていた日欧化学繊維機械メ

ーカーも、2003年の中国の設備投資増加に伴い活気の様相を呈してきた。ヨーロッパでは

Barmag社（ドイツ）を擁するSaurerグループ（ドイツ）、Scragg社（イギリス）、ICBT社（フラン

ス）を傘下にもつRieterグループ（スイス）に集約され、わが国では主要化学繊維機械メーカー３

社の合繊部門が統合しTMTマシナリー㈱として発足している。また、世界の化学繊維工場とし

て増大化の傾向にある中国では、Barmag社から技術導入した無錫宏源など化学繊維機械メーカ

ーの躍進が目覚しい。中国化学繊維機械メーカーの技術力は日欧メーカーに急速に迫っており、

自国の設備投資の追い風に乗って拮抗したシェアーを確保している。

中国における過剰と思われる融資が、大規模な化学繊維工場建設に拍車をかけ、これまでに建

設された化学繊維工場と自国内でコスト競争に入りつつある。また、中国をとりまく経済状況

によっては、中国化学繊維会社の設備投資や製品輸出環境が大きく変わる可能性があるため、

日本の化学繊維機械メーカーとしても先行きを慎重に見極める必要がある。

（1）わが国から発信された化学繊維機械におけるキーテクノロジー

1）スピンドル駆動方式

従来のフリクション駆動に較べて速度制御の自由度向上に貢献した。

2）非接触張力計

マイコン搭載のデジタル制御により可能になった。

3）マグネットスピンドル

仮撚機高速化の先鞭となった。

4）ベルトニップ方式

フリクション加撚方式に対し安定したニップ点が得られた。

（2）今後の技術展開

1）環境影響低減のため、低騒音、低排煙技術の確立は勿論、製造から廃棄までを考慮した機

械の開発。

2）製品のコスト低減をはかるために、機台の省エネや省力化をはかり、かつ、安定した糸品

質と生産性を確保するための自動化技術。

3）安定した糸品質と生産性によるROI（Return of Investment）の向上。
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4）ますます多様化するニーズに対応するため、多品種・小ロットに適したフレキシブルな機

械の開発。

5）糸切れ減少、毛羽抑制などの品質向上をはかるため、新しいセンシング技術の開発や、稼

動情報の監視、制御システムの開発。

6）紡糸技術やトラバース技術の向上、パッケージ品質の確立などにより、今後ますます高速

化が推し進められると思われるが、それに伴った高度な制振技術と事故防止技術の確立。

7）高機能繊維や特殊繊維の開発に対応した産学共同研究の推進。

（3）おわりに

2002年の化学繊維の増加率は前年比+5.8％と天然繊維の+1.5％に較べて大きく伸びている

（MAN-MADE FIBER・2003年８月号）。その中でも中国が突出した設備投資をし、世界の生産

量の22.8％を占めるに至っている。これは日本、台湾、韓国の総生産量にほぼ匹敵する規模であ

る。中国の生活向上が衣料品の需要を喚起した結果、供給に限界のある天然繊維に較べて、比

較的増産体制の取り易い化学繊維の好況は今しばらく続くものと思われる。

２．紡績機械

日本の基幹産業として近代化や戦後の復興に大きな貢献を果たした紡績産業を支え続けたの

は、国産の紡績機械である。原綿からスライバー、粗糸、糸になるまでには主に次のような紡

績工程を経ている。

①混打綿　②カード　③コーマ　④練条　⑤粗紡　⑥精紡

良い製品を安く作るという経済の基本原則に従い、これらの工程毎に高品質化、高生産性化を

ねらいとして紡績機械が開発されてきた。精紡工程では長くリング精紡機が使われてきたが、

超高速化、粗紡工程省略をねらいとして、ローター式OE精紡機、エアージェット式精紡機も開

発され、実用化されている。さらに近年、高品質糸を紡出できるコンパクトスピニング装置付

きリング精紡機が普及してきており、精紡方式によりそれぞれの特性を生かした棲み分けが進

んでいくものと考えられる。

（1）近年の紡績機械におけるキーテクノロジー

1）混打綿機

効率的な開繊、除塵による工程短縮

2）カード

①　フラットとシリンダー間のゲージ測定、変更の電動化

②　スライバーの厚みや密度を検出し、フィードローラ速度を変更するオートレベラー
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③　カバーリングと自動集綿

3）コーマ

①　高速化

②　自動ラップ継ぎ

4）練条機

①　高速化

②　一定量収容後のケンス交換、搬送を自動化するケンスチェンジ、ケンスコンベヤー

③　スライバーの重量変動を高精度に検出し、ドラフトを変更するオートレベラー

5）粗紡機

①　糸道にパイプを埋め込み、粗糸切れを低減したパイプフライヤー

②　ドラフト、撚り掛け、巻取り、成形を個別駆動にした４軸独立駆動

③　オートドッファ（自動玉揚げ）

④　粗紡の篠巻を精紡へ搬送する粗糸自動搬送

6）リング精紡機

①　繊維束吸引により、毛羽の発生を抑制するコンパクトスピニング

②　スピンドル１錘毎を単独モーターで駆動する単錘駆動

③　ドラフトローラ軸を単独モーターで駆動し、チェンジギヤレス化した電子ドラフト

④　満ボビンと空ボビンを自動で搬出・搬入する自動管糸搬送

⑤　粗糸自動交換

⑥　スピンドルに巻きつける糸端を自動除去する残糸処理

7）OE精紡機

①　高速化

②　自動玉揚げ

③　自動糸継ぎ

8）エアージェット式精紡機

①　高速化

②　実撚繊維比率増加で、リング糸に近い風合いをもつ綿100%紡出

（2）今後の技術展開

ユーザーのニーズは高生産性、高品質化という普遍的なものと、ユーザーの経済環境の違いに

より、自動化、操作性向上、保全性向上、工程短縮、省エネ、品種切換え容易化などのニーズ

に強弱が出てくる。また、ITを活用することにより品質管理、生産管理、保全管理をきめ細か

く、かつ容易に実現できるようなソフトを組み込んだモニタリング装置が求められる。これら
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は信頼性向上とともに安心して使える設備としてユーザーの期待に応えるものとなるであろう。

今後はこれらに付け加えて安全性、環境対応の要求が強くなるのは当然である。

以上のようなニーズに応えるために、除塵、繊維平行化、ドラフト、加撚、巻取りなどの紡績

機械のコアテクノロジーを追求していくことはもちろんであるが、それらを達成するために、

材料開発、表面処理、IT、CAE、シミュレーション、可視化といった汎用技術、設計ツールを

最大限に活用する必要がある。

紡績機械の今後の課題は

1）生産性

①　高強度材料、耐摩耗表面処理の活用

②　CAEを活用した最適設計

③　高速化しても糸品質を維持

2）高品質化

①　コーミング時、ドラフト時、加撚時あるいは流体中の繊維挙動解析、流体解析の活用

→バラツキのない繊維真直化、平行化、集束化

②　自動クリーニング、自動集綿により風綿の堆積を防止→欠陥の少ない糸

③　ロバスト設計による、品質の安定的確保

3）自動化

①　ユーザーフレンドリーな自動機

②　故障診断機能

4）品質・生産・保全管理

①　各種機台の運転状況を把握するモニタリング装置

②　モニタリング装置と連結された品質管理・生産管理システム

③　インターネットを利用した遠隔地からの情報管理

5）多品種少量生産対応

①　品種切換え作業の容易化、切換え時間の短縮

②　自動ゲージ設定

6）環境対応

①　省エネ

②　騒音・振動・埃の低減

③　リサイクルを考慮した設計

（3）おわりに

紡績機械メーカーとしては、Rieterグループ（スイス）、Saurerグループ（ドイツ）、インド･中
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国のメーカー、日本メーカーが現存しているが、インド・中国メーカーは自国の巨大な市場を

背景に、台頭めざましく開発力もつけてきているので、コピーされない技術、常に一歩先に顧

客のニーズに応える技術開発が必要である。

このため市場の新しい技術課題に、日本の基盤技術をも活用して、今まで以上にスピードのあ

る対応をしていくことが必要である。

３．準備機械

準備機械の主な種類をあげると、自動ワインダーやダブルツイスター、毛羽焼き機など糸巻き

機に分類される糸仕上準備機、織機の前工程である経糸準備機として、ワーパーやサイジング

マシン、ビーマー、オートドローイングマシン、タイイングマシンなどがある。かつて管巻機

は緯糸準備機の代表格であったが、緯糸のパッケージ直接給糸が主流となった今、余り目にし

なくなった。この他にも色々な準備機械が存在するも、近年の急速な技術革新の中で姿を消し

ていった機種も少なくない。

（1）わが国から発信された準備機におけるキーテクノロジー

1）スプライサー

スプライサーが出現するまで、紡績業界では操業性の向上と品質に問題のある結び目を少な

くする方策として、精紡のラージボビン化に向かっていた。ラージボビンの採用は精紡エネル

ギーを増加させ、巻き返しの高速化を阻害するという欠点を孕んでいた。糸の結び目に問題を

残さないスプライサーが開発されたことにより、一転スモールボビン化に方向転換したのであ

る。そのメリットを列記すると、結び目抜け減少による原反品質の向上と操業性向上の他に、

下記の３点があげられる。

①　精紡の高速化が可能になった。

②　精紡の省エネ・単錘化の土壌ができた。

③　巻返しの高速化が可能となった。

2）リンクコーナー

精紡とワインダーの自在な接続と完全自動化の先鞭をつけ、世界の糸品質レベルの差を解消

したと言っても過言ではない。

①　精紡ボビンをハンドリングダメージから開放した。

②　小ロット多品種生産を可能にした。

③　自動化によるオペレーターの削減に大きく貢献し、労働集約型産業から資本集約型産業

に転換した。
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3）たて糸準備機械

わが国の持ち味を生かした開発が特長である。

①　ロッドテンサーの張力制御システム。

巻取部でクリール張力を検出し、テンションロッド位置とバルーニング距離をフィード

バック制御することにより整経の一定張力を可能にした。

②　Beam to Beam方式の糊付け方法。

糊付け工程のノンストップ化と糊付け品質の向上に貢献した。現在糊付けのグローバル

スタンダードになっている。

③　糊付着モニター装置など。

糊付工程の中で最も重要な技術の一つである付着量を、糊消費による微差圧を算出し、

リアルタイムに表示する方式である。

（2）今後の技術展開

従来は高速化、自動化そしてコンパクト化が開発の主流を成していたが、今後は環境に対する

配慮は勿論、一層の品質重視とユーザーの多様性を意識した機械設計が求められる。

1）品質の提供・維持技術

①　テンションのセンシングとコントロール。

②　品質データの取り込みと解析。

2）ITを駆使した保全技術

①　機台の稼動データの取り込みと解析。

②　技術者不足に対応したネットワークシステム（保全レス化への挑戦）。

③　安定した品質維持と生産性。

3）多様化（多品種・少量・特殊糸）

①　汎用性のある仕様。

②　容易な仕掛け変更。

4）環境対応

①　環境対応設計（省エネ、有害物質の排除、リサイクル化、低騒音、など）

②　省資源（切替ロスの削減、部品寿命、レジン等副原料の削減）

（3）おわりに

各種準備機械の目的は、今後益々多様化の傾向にある糸の特徴を損なうことなく「安定した糸

品質の維持」と「次工程の高効率化」をいかに図るかということに尽きる。

糸の品質は布の品質に大きな影響を与え、準備工程の良し悪しは次工程の操業性に著しい影響
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を及ぼすことから、この２点を根幹に据えた技術開発を忘れてはならない。

４．織　機

織機による織布製法は太古から変わらないが、ニットや不織布に劣らぬ技術革新を続け、衣

料・産業資材などで幅広く用途を拡大している織布の優位性は、今後も揺らぐことはないと考

えられる。織機の技術発展は、1733年の英国のJ.Kayによるフライングシャトルの考案による大

幅な生産性向上以来と言えるが、その後、動力を駆使する力織機へ、更に自動織機へと発展し、

1960年には緯糸準備工程が組み込まれた織機の出現を迎える。一方、1950年以降には新たな高生

産性技術として、1本の緯糸を運ぶ手段に数千倍もの重量のシャトルを使う非効率さを回避する

シャトルレス織機の開発が進み、その中からレピア織機、グリッパ織機、ウォータジェット織

機、エアジェット織機といった機種がそれぞれの特徴を生かしながら発展し、1980年代後半から

は高速化と高品質化を目指した技術開発が急速に進んだ。加えてエレクトロニクス技術の発達

が性能向上に大いに貢献し、一層高速化と汎用化が拡大した。その結果、直近の10年間で織機1

台当たりの生産性が、２倍に増大したといわれている。

その後、しばらくは革新的な織機の提案が見られなかったが、1995年にエアジェットを利用

した多相織機が発表され話題を呼んだ。これは技術的には画期的と言えるものであるが、製織

範囲の拡大にはまだ時間がかかると思われ、大量の生産設備の導入としては進んでいない。

（1）変化する市場と技術開発テーマ

織機が新たに設置される市場は、産業活動のグローバル化の流れと共に適地生産化が進み、発

展途上国へとシフトしてきたが、特に近年は、あらゆる産業が猛スピードで中国へシフトする

現象となっている。現在、いわゆる定番品の生産では中国を視野の中心に置かざるを得ず、他

の発展途上国にあっても中国との共存を模索しながら、定番品の「量」主体の生産が行われて

いる。一方、生産コストの高い日本、欧米などでは必然的に「質」へ軸足を移す対応が進めら

れてきた。織機メーカーには、「量」に対しては高生産性と低コスト、「質」に対しては織物の

高付加価値化と生産技術の高度化を追求する開発が要望されている。

また、社会の環境意識の高まりや規制強化によって、振動や騒音など労働環境問題や環境に優

しい素材への取り組みも大きなテーマになっている。

（2）開発の方向性

1）高生産性対応

シャトルレス織機は高生産性が大きな特徴であるが、周辺装置や糸素材のスピード追従性に

は限界が見え、単なる回転数競争は休息しつつあるといえる。電力・空気・水の消費量に関
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わるエネルギーコストの削減、短納期対応といった生産および生産設備コストの低減をも計

算に含む高生産性を目指した開発が求められている。

2）高付加価値対応

高付加価値化の中に様々な取組みがあり、糸素材の多様化、複雑な織組織への対応をは

じめ、用途別に見て衣料から各種機械装置・建築素材用などとして使われる高性能の産業

資材織物のように、年々対象が広がる分野への対応もあり、それぞれが重要テーマである。

3）小ロット・多品種対応

日本など先進国においては、高付加価値化と共に小ロット・多品種対応が必須となり、頻繁

に発生する品種の切替えとその後即座に安定と高品質を確保する生産技術が必要となる。

織機の各装置は高度なエレトロニクスとコンピュータ技術の導入により、自動設定・自動調

整が可能になり、それらを有機的に結合することにより、織物に応じた製造技術をナビゲー

トするソフトウエアの開発が進められている。また、Web対応による製織・生産支援の取組

みも始まっており、今後これら技術の充実も大きなテーマとなっている。

4）環境対応

社会環境による程度の差はあるが、人間尊重、人に優しい機械という観点から振動や騒

音、埃などの労働環境改善への取組みも求められている。また、限られた地球資源の有効

活用という視点からも電力・空気・水といったエネルギーおよび資源消費の削減は、重要

なテーマであり、地道な開発活動が継続されている。

5）周辺装置

織機における高生産や付加価値化など上述の技術開発テーマは、織機本体のみでは成し得ず、

とりわけカム・ドビー・ジャカードなどの開口装置の進化なくしてはあり得ない。また、ヘ

ルドフレーム・ヘルド・おさなどいわゆる機料品の開発も大きな位置を占め、これら分野に

おいても周辺装置および機料品メーカーと更なる共同開発が必要である。

（3）おわりに

日本の織機メーカーは欧州メーカーとの技術開発競争を行っているが、すでに韓国や中国など

のメーカーの追い上げも始まっており、今後益々その勢いも増してくる。

常にシーズを先取りし、ニーズに答える技術開発をおこなって行かなければならない。
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ま　と　め

今後の繊維機械の技術革新と方向性は、国内、外の社会状況の変化、及び周辺技術の発展の状

況に依存することはいうまでもない。その中でも近年特に注視しなければならないのは、人間

尊重も含めた環境問題、また技術の面ではエレクトロニクス、コンピューター及び通信技術の

発達が共通の認識となっており、繊維に限らず全ての産業分野での共通のキーワードとなって

いる。さらに、加えて共通していえることは応用する技術が、広範囲かつ、高度になってきて

いることであろう。

既に述べられているように、繊維製造業の汎用、量産分野については、中国を中心とした発展

途上国に製造の中心が移ってきている。繊維機械についても、模倣も含め激しく追い上げられ

ており、日本、欧州等の繊維機械先進諸国はより先の技術開発が今後の企業存続の必須条件と

なっている。

このような状況に対応するため、国内の繊維製造業においては、高付加価値化、差別化、小ロ

ット対応による棲み分けを目指しており、この面では汎用、量産とは目的、用途の違った繊維

機械、設備が必要となる。従って、繊維機械の方向性としても、中国を中心とした汎用、量産

向けの設備と、国内を中心とした、高付加価値、差別化、小ロット対応を目的とした設備とい

う両面の視点が必要であろう。

また、開発した機械、技術、ノウハウ等については、その知的財産保護の観点から特許化等も

含めた、防護措置も益々重要となってくる。単純な模倣が難しい、関連機械、設備、ノウハウ

などを統合したシステムとしての開発も一つの方向であろう。

ただし、いずれにせよユーザーニーズにあった提案力のある機械、システム等の開発には上述

の如く、広範囲かつ、高度の周辺技術の導入が必要であり、特に製造システムとなると単一の

企業で全てをまかなうことは困難である。欧州の行き方を見ると、複数企業のコラボレーショ

ンによる技術開発が進んでおり、この問題解決の一つの方向性を示している。今回英国バーミ

ンガムで開催されたITMA2003でも、多くのコラボレーションによる開発設備が発表され注目を

浴びていた。

日本はコンピューター技術を含め様々な先端技術分野での先進国であり、各々のニーズ要件を

解決するための個々の技術についてはほとんど国内でまかなえる。この点は、そのような基盤

の脆弱な発展途上国と比較し極めて優位である。また、欧州諸国と比較しても、全体的な産業

基盤は勝るとも劣ってはいない。

繊維製造業再生のために、川上から川下までのSCM（サプライチェーンマネジメント）の確

立が叫ばれている。この実現についても、必要なコンピューター、通信などの技術については

十分国内でまかなえる。成否は、関連する各企業の利害関係を超えた協力体制をいかに実現で

きるかにかかっていると思われる。
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繊維機械の技術革新の方向は、社会の流れ、ユーザーの要求が決めてくれるともいえる。その

要求に従来の生産性、コストパフォーマンスなどに加え、地球に優しい、人に優しいなどがキ

ーワードとして加わってきている。それにこたえる繊維機械産業としての一つの方向性は、そ

の具体的課題解決のため、いかに関連技術を結集できるか、そのような体制をつくることがで

きるかということでもある。国際競争力という視点では、時間との戦いも大きな要素となる。

日本は技術先進国である。日本の様々な産、学、官の境を越えたマルチコラボレーションとも

いうべき開発体制を実現できれば、技術革新の時間との戦いをも制し、さらにはトップランナ

ーとして新たな方向性を示していくこともできると確信している。
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