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(57)【要約】
【課題】リング精紡機において、不正ドッフィングが発
生した場所をより容易に特定できる不正ドッフィング検
出装置を提供する。
【解決手段】リング精紡機１０の不正ドッフィング検出
装置は、錘１１毎に設けられる糸切れセンサ１２（糸切
れ検出部）と、ドッフィング期間内における糸切れセン
サ１２の信号変動に基づき不正ドッフィングの有無を錘
毎に判定する判定部２１と、判定部２１により不正ドッ
フィングが発生したと判定された錘１１の位置を出力す
る携帯端末３０（出力部）とを備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リング精紡機の不正ドッフィング検出装置であって、
　錘毎に設けられる糸切れ検出部と、
　ドッフィング期間内における前記糸切れ検出部の信号変動に基づき不正ドッフィングの
有無を錘毎に判定する判定部と、
　前記判定部により不正ドッフィングが発生したと判定された錘の位置を出力する出力部
と
を備える装置。
【請求項２】
　前記判定部は、スピンドルに対する管糸抜き取り処理のタイミングで不正ドッフィング
の有無を判定する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記判定部は、スピンドルに対するボビン挿入処理のタイミングで不正ドッフィングの
有無を判定する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記糸切れ検出部は光学式センサを備える、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リング精紡機の不正ドッフィング検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　精紡機のドッフィング処理において、不正ドッフィングが発生した場合には、これを検
出して適宜対応することが必要となる。特許文献１には、スピンドルからのボビンの抜き
取り失敗を検出するための構成が記載されている。特許文献１の構成では、ボビンの抜き
取り失敗が検出された場合には、作業員が抜き取り失敗のあった場所を探し、その場所に
移動した後に満管糸をスピンドルから引き抜く。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特公昭４８－３３３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、不正ドッフィングが発生した場所を特定するために時間
がかかるという問題があった。たとえば、特許文献１の構成では、不正ドッフィングが発
生したスピンドル列までは自動的に特定できるが、そのスピンドル列のどのスピンドルが
不正ドッフィングを起こしたかは作業員が特定する必要がある。
【０００５】
　この発明はこのような問題点を解消するためになされたものであり、リング精紡機にお
いて不正ドッフィングが発生した場所をより容易に特定できる、不正ドッフィング検出装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る装置は、リング精紡機の不正ドッフィング検出装置であって、錘毎に設
けられる糸切れ検出部と、ドッフィング期間内における糸切れ検出部の信号変動に基づき
不正ドッフィングの有無を錘毎に判定する判定部と、前記判定部により不正ドッフィング
が発生したと判定された錘の位置を出力する出力部とを備える。
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【０００７】
　この構成によれば、錘毎に、糸切れ検出部の信号変動に基づいて不正ドッフィングの有
無が判定される。
【０００８】
　特定の態様によれば、判定部は、スピンドルに対する管糸抜き取り処理のタイミングで
不正ドッフィングの有無を判定する。
　特定の態様によれば、判定部は、スピンドルに対するボビン挿入処理のタイミングで不
正ドッフィングの有無を判定する。
　特定の態様によれば、糸切れ検出部は光学式センサを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、既存の糸切れ検出部の検出結果を利用して不正ドッフィングの位置
を出力するので、作業員は不正ドッフィングが発生した場所をより容易に特定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る不正ドッフィング検出装置を含む構成の例を示す図
である。
【図２】図１のリング精紡機の構成の例を示す図である。
【図３】図２の錘および糸切れセンサの構成の例を示す図である。
【図４】図１の情報処理装置の構成の例を示す図である。
【図５】管糸抜き取り処理時の判定について説明する図である。
【図６】ボビン挿入処理時の判定について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
実施の形態１．
　図１に、この発明の実施の形態１に係る、リング精紡機の不正ドッフィング検出装置を
含む構成の例を示す。不正ドッフィング検出装置は、１台以上のリング精紡機１０に関連
して設けられる。なお、リング精紡機１０は図示のように複数台が整列して配置されてい
ると好適であるが、１台のみであっても、または整列されていなくとも、本発明は実施可
能である。
【００１２】
　本実施形態では、不正ドッフィング検出装置は情報処理装置２０および携帯端末３０を
備える。情報処理装置２０はたとえば公知のコンピュータを用いて構成することができ、
演算手段および記憶手段を備える。情報処理装置２０はさらに通信手段を備えており、リ
ング精紡機１０に関連して設けられる機器との間および携帯端末３０との間で情報の送受
信を行うことができる。
【００１３】
　携帯端末３０は、個人が携帯することが可能なコンピュータを用いて構成することがで
き、演算手段および記憶手段を備える。携帯端末３０はさらに通信手段を備えており、情
報処理装置２０との間で情報の送受信を行うことができる。携帯端末３０はスマートフォ
ンまたはウェアラブルコンピュータであってもよい。本実施形態では、携帯端末３０が出
力部を構成し、不正ドッフィングが発生した錘の位置を出力する。
【００１４】
　図２に、リング精紡機１０の構成の例を示す。リング精紡機１０は、錘１１と、糸切れ
センサ１２と、糸切れ表示ランプ１３とを備える。糸切れセンサ１２は糸切れ検出部を構
成し、錘１１毎に設けられる。また、本実施形態では、糸切れ表示ランプ１３も錘１１毎
に設けられる。
【００１５】
　図３に、錘１１および糸切れセンサ１２の構成の例を示す。糸切れセンサ１２は、対応
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する錘１１が糸切れ状態であるか、または非糸切れ状態であるかを決定するための情報を
取得する。リング精紡機１０には支持部材８０（たとえばスピンドルレール）が取り付け
られ、支持部材８０にはスピンドル５０が固定される。ボビン６０がスピンドル５０に挿
入され、スピンドル５０および支持部材８０によって支持される。ボビン６０はその底部
に尻金６０ａを備える。リング精紡機１０の運転期間内において、尻金６０ａの上方、ボ
ビン６０の周囲に、管糸７０が巻き付けられてゆく。
【００１６】
　糸切れセンサ１２は、本実施形態では光学式センサを備える。図３においてグレーで示
した領域が、糸切れセンサ１２の視野である（後述の図５および図６について同じ）。糸
切れセンサ１２は、たとえばこの視野内に投光し、糸又はトラベラからの反射光の光量変
化に基づき、錘１１の糸切れを検知する。糸切れを検知するための方法および具体的構成
はとくに説明しないが、たとえば特表２００５－５３５７９４に記載されるようにトラベ
ラを検知するものであってもよいし、特開平９－１８８９２３に記載されるようにバルー
ニングした糸の有無を検知するものであってもよい。
【００１７】
　糸切れセンサ１２が糸切れを検知した場合のリング精紡機１０等の動作については、ど
のようなものであってもよいが、たとえば、糸切れ表示ランプ１３が糸切れセンサ１２か
らの信号に応じて点灯するように構成してもよい。
【００１８】
　なお、本実施形態において、糸切れセンサ１２の視野には、管糸７０またはボビン６０
の少なくとも一部が含まれる。図３の例では管糸７０の一部が含まれている。
【００１９】
　図４に、情報処理装置２０の構成の例を示す。情報処理装置２０は判定部２１を備える
。判定部２１は、情報処理装置２０の演算手段および記憶手段が、記憶手段に記憶された
プログラムに従って協働することによって実現される。
【００２０】
　情報処理装置２０は、リング精紡機１０の動作を制御または監視し、各リング精紡機１
０がドッフィング期間にあるか、または非ドッフィング期間（たとえば運転期間）にある
かを認識する。ドッフィング期間とは、リング精紡機１０が錘１１のドッフィング処理を
実行する処理を含む期間をいう。ドッフィング処理は、各錘１１のスピンドル５０に対し
て、まず管糸（満管糸または満管ボビン）を抜き取り、その後に、ボビン（空ボビン）を
挿入するという動作を含む。このように、ドッフィング期間は、管糸抜き取り処理のタイ
ミングと、ボビン挿入処理のタイミングとを含むということができる。
【００２１】
　本実施形態では、ドッフィング期間内では糸切れ検知を行う必要はない。すなわち、糸
切れセンサ１２は、リング精紡機１０の運転期間の少なくとも一部においては糸切れを検
出するためのセンサとして機能するものであるが、他の期間（たとえばドッフィング期間
）においては、糸切れを検出するためのセンサとして機能する必要はない。
【００２２】
　判定部２１は、ドッフィング期間内における糸切れセンサ１２の信号変動に基づいて、
不正ドッフィングの有無を判定する。本実施形態では、糸切れセンサ１２のそれぞれから
出力される映像信号または光量信号に基づいて、判定が行われる。また、本実施形態では
、リング精紡機１０の動作に対応したタイミングで判定が行われる。たとえば、判定部２
１は、スピンドル５０に対する管糸抜き取り処理のタイミングと、スピンドル５０に対す
るボビン挿入処理のタイミングとにおいて、それぞれ不正ドッフィングの有無を判定する
。
【００２３】
　以下、図５および図６を用いて、判定のより詳細な具体例について説明する。
　図５は、ドッフィング処理のうち管糸抜き取り処理時の判定について説明する図である
。このタイミングでの不正ドッフィング判定は、管糸抜き取り失敗判定である。
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　図５（ａ）は、管糸抜き取り処理の開始前の状態を示す。糸切れセンサ１２の視野に管
糸７０の一部が存在しており、糸切れセンサ１２はこの状態を検出して信号を出力する。
判定部２１はこの信号を受信し、管糸７０が視野内に存在していることを認識する。
【００２４】
　判定部２１による認識処理の内容は任意に設計可能であるが、たとえば画像処理によっ
て管糸７０を表す領域を検出する処理を用いてもよいし、視野内の光量が所定の閾値以上
かどうかを判定する処理を用いてもよい。検出すべき領域の色および光量の比較方法は、
管糸７０の色等に応じて設計可能である。以下、判定部２１による認識処理について同様
である。
【００２５】
　図５（ｂ）は、管糸抜き取り処理が進行中である状態を示す。ボビン６０（およびこれ
に巻き付けられた管糸７０）が矢印の方向に移動してゆく。この移動につれて、糸切れセ
ンサ１２の信号が変動する。
【００２６】
　図５（ｃ）は、管糸抜き取り処理が完了した状態を示す。糸切れセンサ１２の視野には
管糸７０はもはや存在しておらず、糸切れセンサ１２はこの状態を検出して信号を出力す
る。判定部２１はこの信号を受信し、管糸７０が視野内に存在していないことを認識する
。
【００２７】
　このように、管糸抜き取り処理の前後で、管糸７０が視野内に存在している状態から、
管糸７０が視野内に存在していない状態へと遷移した場合に、判定部２１は、ドッフィン
グ処理が正常に終了した（すなわち不正ドッフィングは発生していない）と判定する。よ
り具体的には、糸切れセンサ１２の信号が、管糸７０（またはその一部）の存在を示す状
態から、管糸７０（またはその一部）の存在を示さない状態へと変動した場合に、判定部
２１は、ドッフィング処理が正常に終了した（すなわち不正ドッフィングは発生していな
い）と判定する。
【００２８】
　そうでない場合には、判定部２１は、ドッフィング処理が正常に終了しなかった（すな
わち不正ドッフィングが発生した）と判定する。このようなケースは、たとえば、ボビン
６０が正しく抜き取られずスピンドル５０に挿入されたままとなっており、したがって管
糸７０の一部が糸切れセンサ１２の視野内に留まっているような場合に発生する。
【００２９】
　図６は、ドッフィング処理のうちボビン挿入処理時の判定について説明する図である。
このタイミングでの不正ドッフィング判定は、ボビン挿入失敗判定である。
　図６（ａ）は、ボビン挿入処理の開始前の状態を示す。糸切れセンサ１２の視野にはボ
ビン６０は存在しておらず、糸切れセンサ１２はこの状態を検出して信号を出力する。判
定部２１はこの信号を受信し、ボビン６０が視野内に存在していないことを認識する。
【００３０】
　図６（ｂ）は、ボビン挿入処理が進行中である状態を示す。尻金６０ａを備えるボビン
６０が矢印の方向に移動してゆく。この移動につれて、糸切れセンサ１２の信号が変動す
る。
【００３１】
　図６（ｃ）は、ボビン挿入処理が完了した状態を示す。糸切れセンサ１２の視野にはボ
ビン６０が存在しており、糸切れセンサ１２はこの状態を検出して信号を出力する。判定
部２１はこの信号を受信し、ボビン６０が視野内に存在していることを認識する。
【００３２】
　このように、ボビン挿入処理の前後で、ボビン６０が視野内に存在していない状態から
、ボビン６０が視野内に存在している状態へと遷移した場合に、判定部２１は、ドッフィ
ング処理が正常に終了した（すなわち不正ドッフィングは発生していない）と判定する。
より具体的には、糸切れセンサ１２の信号が、ボビン６０（またはその一部）の存在を示
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さない状態から、ボビン６０（またはその一部）の存在を示す状態へと変動した場合に、
判定部２１は、ドッフィング処理が正常に終了した（すなわち不正ドッフィングは発生し
ていない）と判定する。そうでない場合には、判定部２１は、ドッフィング処理が正常に
終了しなかった（すなわち不正ドッフィングが発生した）と判定する。
【００３３】
　また、情報処理装置２０は、いずれかの錘１１において不正ドッフィングが発生した場
合に、不正ドッフィングを検出した糸切れセンサ１２が対応する錘１１を特定し、その錘
１１の位置を携帯端末３０に送信する。携帯端末３０はこれを受信するとともに、作業員
に対して出力する。各錘１１の位置を表す情報の形式は任意に設計可能であるが、たとえ
ば、リング精紡機識別情報と、錘ライン識別情報と、錘識別情報との組とすることができ
る。ここで、リング精紡機識別情報とは、リング精紡機１０を特定する情報であり、たと
えば図１に示す複数のリング精紡機１０のうちいずれにその錘が属するかを表す。錘ライ
ン識別情報とは、リング精紡機１０において錘１１が配置された錘ラインを特定する情報
であり、たとえば図２に示す２列の錘ラインのうちいずれにその錘が属するかを表す。錘
識別情報とは、錘ラインにおいて錘１１が配置された位置を特定する情報であり、たとえ
ばリング精紡機１０の長手方向における錘１１の位置または番号である。
【００３４】
　作業員は、携帯端末３０からの出力に応じ、たとえば出力された情報に基づいて不正ド
ッフィングが発生した錘１１の位置まで移動することができる。
【００３５】
　以上説明するように、本発明の実施の形態１に係る不正ドッフィング検出装置によれば
、糸切れセンサ１２の検出結果を利用して不正ドッフィングの位置を出力するので、作業
員は不正ドッフィングが発生した場所をより容易に特定できる。
【００３６】
　また、既存の糸切れセンサ１２を流用することができるので、不正ドッフィングを検出
するためのセンサ等を追加で設ける必要がない。
【００３７】
　上述の実施の形態１において、以下のような変形を施すことができる。
　実施の形態１では糸切れセンサ１２は光学式のセンサを備えるが、糸切れセンサ１２の
具体的構成は当業者が適宜設計可能である。たとえば磁気式のセンサを備えてもよく、そ
の場合には、尻金６０ａが存在しているか否かに基づいて不正ドッフィングを判定しても
よい。磁気式の糸切れセンサの例は、特開２０１４－１６９５１１号公報に記載される。
【００３８】
　実施の形態１では、管糸抜き取り失敗判定では管糸７０の存在を基準としているが、ボ
ビン６０または他の構成要素の存在を基準としてもよいし、他の判定方法または判定基準
を用いてもよい。また、ボビン挿入失敗判定ではボビン６０の存在を基準としているが、
他の構成要素の存在を基準としてもよいし、他の判定方法または判定基準を用いてもよい
。
【００３９】
　「不正ドッフィング」の定義は任意に設計可能である。実施の形態１では、不正ドッフ
ィングの判定は管糸抜き取り失敗判定およびボビン挿入失敗判定の双方を含むが、変形例
としていずれか一方を除外してもよい。また、ドッフィングに関連して行われる他の処理
について、その処理が失敗した場合に不正ドッフィングが発生したと判定するように構成
してもよい。
【００４０】
　糸切れセンサ１２が糸切れを検知した場合に、出力部（実施の形態１では携帯端末３０
）が糸切れ錘の位置を表す情報を出力するように構成してもよい。この場合には、携帯端
末３０は、ドッフィング期間内には不正ドッフィング錘の位置を出力し、非ドッフィング
期間内には糸切れ錘の位置を出力することになる。このようにすると、既存の糸切れセン
サ１２のみならず、糸切れ錘の位置を出力するための既存の構成（携帯端末３０が既設で
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ある場合等）までも流用することができる。
【００４１】
　不正ドッフィングが発生した錘１１の位置を出力する出力部の具体的構成は、携帯端末
３０に限らない。たとえばその錘１１に対応する糸切れ表示ランプ１３を点灯させること
によって位置を示してもよい。または、リング精紡機１０に関連して設けられる出力装置
であってもよい。より具体的には、所定間隔で配置されるディスプレイ装置（またはこれ
を備えるコンピュータ）を用いてもよい。
【００４２】
　また、不正ドッフィング検出装置が、作業員の位置を検出するための構成を備えている
場合には、作業員をその位置から不正ドッフィングが発生した位置まで誘導してもよい。
たとえば特許文献１の段落［００２６］等に記載されるように、作業員の位置から不正ド
ッフィングの位置に向かう順に糸切れ表示ランプ１３をフラッシュ点灯させてもよい。ま
たは、たとえば作業員の位置から不正ドッフィングが発生した位置までの経路を特定し、
その経路を表す情報を出力部から出力させてもよい。
【００４３】
　また、たとえば情報処理装置２０および携帯端末３０を単一のコンピュータを用いて構
成してもよい。このような構成の具体例としては、携帯端末に判定部２１を構成しておき
、リング精紡機１０に無線送信機を設けて各糸切れセンサ１２の検出状態を送信させ、携
帯端末がこれを受信して不正ドッフィングの有無を判定するようにしてもよい。
【００４４】
　実施の形態１では、不正ドッフィングが発生した錘の位置の出力は視覚的方法（画面表
示）によって行われるが、出力の方法はこれに限らない。たとえば聴覚的方法（音声等）
によって情報を出力してもよい。実施の形態１では、携帯端末３０が音声を出力してもよ
いし、携帯端末３０を省略して他の装置（作業通路、リング精紡機１０、または情報処理
装置２０等に関連して設けられるスピーカー等）が音声を出力するよう構成してもよい。
【００４５】
　実施の形態１では携帯端末３０は単一のものを用いるが、複数の携帯端末３０を用いて
もよい。たとえば作業員ごとに異なる携帯端末３０を用いてもよく、その場合には情報処
理装置２０が情報を送信すべき携帯端末３０を特定する方法は任意に設計可能である。た
とえば作業員が作業開始前に自身の携帯端末の端末識別情報を情報処理装置２０に入力し
、この端末識別情報に基づいて情報処理装置２０が情報を送信してもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　リング精紡機、１１　錘、１２　糸切れセンサ（糸切れ検出部）、２１　判定部
、１３　糸切れ表示ランプ（出力部）、３０　携帯端末（出力部）、５０　スピンドル、
６０　ボビン、７０　管糸。
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