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にはメインシャフトピンによる穴を設け，そのまわり
にはメインシャフトピンによる穴を設け，そのまわり
に金型ダイ，さらにメインシャフトピンをガイドとした
に金型ダイ，さらにメインシャフトピンをガイドとした
パンチ，そのまわりにホルダーで構成した金型を
パンチ，そのまわりにホルダーで構成した金型を
検討した．パンチとダイの上下面より加圧・加熱を
検討した．パンチとダイの上下面より加圧・加熱を
遂行する．加熱用のヒータは多数個で分割配置
遂行する．加熱用のヒータは多数個で分割配置
し，ホルダー外周に多数配置した熱電対と熱流セ
し，ホルダー外周に多数配置した熱電対と熱流セ
ンタの情報に基づき加える熱量を細かく制御す
ンタの情報に基づき加える熱量を細かく制御す
る．図
る．図
6 は設計に基づき試作した金型の主要部品
6 は設計に基づき試作した金型の主要部品
を示す．さらに金型の加熱・加圧装置を図
を示す．さらに金型の加熱・加圧装置を図
7 に示
7 に示
す．上下からの加圧は油圧の手動であるが，加熱
す．上下からの加圧は油圧の手動であるが，加熱
は小型ヒータを多数配置して制御するようにした．
は小型ヒータを多数配置して制御するようにした．
４．３自己接着成形の結果
４．３自己接着成形の結果
図 8図
は単純に上下面のヒータ温度を変更した組
8 は単純に上下面のヒータ温度を変更した組
み合わせの条件における自己接着成形の結果で
み合わせの条件における自己接着成形の結果で
ある．特に外端部の歯先やリブ部で不均一な模様
ある．特に外端部の歯先やリブ部で不均一な模様
が生じ，十分な成形を達成することができなかっ
が生じ，十分な成形を達成することができなかっ
た．また褐色化の度合いも不十分であり，熱拡散
た．また褐色化の度合いも不十分であり，熱拡散
の反応としても温度設定を上げる必要があることも
の反応としても温度設定を上げる必要があることも
わかった．
わかった．
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図 11図 設計した竹繊維ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔの駆動試験装置
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