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煮、繭は，与えられた原料繭から目標とする品質の生糸を最も効率よく繰糸できるよう

に，煮繭条件を設定し原料繭に適した煮熟状態になるような処理をすることである.

現在の煮繭技術は，与えられた原料繭に適した煮繭条件をはじめから決めることは難し

く，ある条件により煮繭を行ない，繰糸を行なった結果から得られる生産情報をもとにし

て修正し適正な条件を見い出している このように煮繭された繭は繰糸しなければ煮熱状

態が判らないため，最適な煮、繭条件を見い出すまでにはかなりの時間遅れを生ずることに

なる.

そのために，まず煮繭前の原料繭の性状を把握し，その原料繭に適した煮繭条件を見い

出すことと，煮繭された繭の状態を的確に測定する手法の解明が必要とされる.

水出ら1)は，繭の圧縮際性とその湿潤，煮熱処理による変化を調べ微量の圧縮歪を繭層

へ与えたときの応力を測定することにより，繭の特性を推測することの可能性を報告して

いるが，著者は，繭に衝撃力を与えたとき，その衝撃波が繭層を伝播する波形によって繭

層の状態を把握できるのではないかと考え，伝播波形を測定する装置を構成し，繭層の状

態とその伝播波形との関係を検討した結果 2， 3の知見が得られたので報告する.

なお，本研究の一部は，昭和 52年製糸絹研究発表会で発表2) したものである.

本実験を行なうにあたり，貴重なる御助言をいただいた蚕糸試験場岡谷製糸試験所吉住

章所長，同竹川寛室長，ならびに本稿の御校閲をいただいた蚕糸試験場製糸部小河原貞二

部長，水出通男室長，西出照雄投官に感謝の意を表する.

計測方法

蹴を固定しその胴部の一点に衝撃力を与え繭層を伝わる衝撃波を一定間隔離れたとこ

ろで検出しその伝播状態を測定できるように Fig.1に示す測定装置を構成した.
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Fig. 1. Block diagram of measuring equipment. 

この装置は，繭屑へ機械的なパノレス波を与えるためのエキサイターを駆動する部分と，

その応答波を測定し，記録，表示する部分とに分かれる，前者は， ファンクションジェネ

レ-!lからパノレス波を出力し，増幅器で増幅した後，エキサイターにより機械力に変換

しその瞬発的なカを繭層へ与える装置で，エキサイターに入力するパノレス波の幅とその

高さはレコーダ(1)に記録できるようにした.

エキサイターのパノレス高と繭層へ作用する荷重との関係については，ディジタノレ電子天

秤 (Sartorius3705)により，パノレス高を 1~10mm 変化させ，その時の荷重を測定し

た.その結果， Fig.2に示すようにエキサイターのパルス高と荷重との関係は直線的な関

係を示した

一方，後者は応答波形を繭層へ加える衝撃力の入力点から一定間隔離れたところで検出

し i波形を記憶，表示する装置である.

D

5

 

v
ー・

0

」
型
三
2
E
d
E
C
与
の
↑
。
。
国
5
一O〉
】
コ
己
日
コ
。

主q

の

c 
g 15 
8 
に3

c 
o 

10 

"" c -'" 』

g. 5 
』。
寸コ
Z可。
~ 0 10 mm 

Exciters input length of driving on cocoon shell 

o 0.5 1.0 

Load 01 acting on detector (Strain gage) 

Fig. 3. Relationship bctween load of 

acting on detector (Strain gage) and 

output voltage of Strain amplifier. 

Fig. 2. Relationship between exciter's 

input length of driving on cocoon 

shell and load of operating on it. 



179 

衝撃波を検出するためにディテクターとしてストレインゲージを用いたが，ストレイン

ゲージに加わる荷重とストレインアンフ。から出力する電圧との関係について調べた結果，

Fig. 3に示すような直線的な関係が得られた.

繭層の振動する現象を測定するためには，ストレインゲージのジの先端を常に繭層へ接

触させておかなければ，応答波形を測定することはできないので，繭贈へ与える初期荷重

は常に一定になるようにした その荷重は 0.5gとし， Fig.3に示す関係からストレイン

アンプの出力電圧が O.35Vとなるように検出端の接触圧を調整した.

繭周に衝撃力を与えた時の繭周の振動は短時におこるので，この振動を解析するために

トランジェントメモリー (TM-1610，川崎エレクトロニカ製〉に信号を記憶させ，さらに

応答信号の波形観測と記録のために応答信号をオシロスコープと記録計に入力した. トラ

ンジェントメモリーは，本手法により得られる信号のように単発におこるアナログ信号を

任意のタイミングでサンフ。ノレし，AjD変換器で8ピットのディジタル信号に変換し 8

ピット x1024ワードのメモリーに記憶する装置である 本装置のメモリー容量と入力信号

の再生能力について検討した結果 1ワード当りのビット数が多い程精密測定には適する

が，本手法により得られる信号は 8ピットのディジタノレ信号に変換されても，その波形

を殆んど変えることなく再生されることが認められた また，メモリーへの書き込み時間

INPUT 

WAVEFORM 

TRIGGER 

PULSE 

ー128

o 

WORD 

TIME 

一1024

1024 

-128 0 

Fig. 4. Interval of writing into transient memory and 

waveform example. 



180 

を0.1ms/wordとすることにより 1024ワードのメモリーには O.1024秒内におこる単

発現象が記憶されるので，本手法により得られた信号は，初めの立ち上がりから収束する

ところまですべて記憶されることが認められた.

信号を記憶する場合， Fig.4に示すように，初期レベノレをわかり易くするためにトリガ

パルスが入る 128ワード前から信号を記憶させた 128ワードは 1024ワードの 1/8に当

り，初期レベノレを表示するには十分なワード数である.

波形の解析方法

本測定装置より得られる応答波形は， Fig.5 にモテソレで示すような減衰振動曲線を拙

き，繭層の厚い繭や薄い繭，煮、熟繭で硬い繭や軟かL、繭を本法により計測した結果，その

波形の立ち上がりの大きさ，減衰H寺間，そして応答周波数に変化のあることが知られた.

したがって減衰振動曲線を描く応答波形を評価するために立ち上がりの大きさ Xj，減衰の

状態をあらわす対数減衰率 d，応答周波数 fであらわし，原料繭の性状や煮熟繭の状態と

応答波形を評価する XI， o， fとの関係について検討した.

誤u定波形の立ち上がりの大きさは， Fig. 5に示す Xj でありレコーダ (3)に記録され

る電圧値を読みとった.

対数減衰率3)は，振動の減衰の割合を求めるための一方法で、立ち上がりの大きさ Xj と

n サイクノレ経過後の振I~);jの比の自然対数で定義され，次式であらわされる.

δ=与ln与1- (1) 

本実験では， Xj と5サイクノレ経過後の振幅との比，すなわち n=5として式 (2)によ

り対数減表率を求めた.

/ 
ノ

/ 

Fig. 5. Impulse response waveform. 
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o=土ln三L. (2) 
D λ5 

応答周波数 fは， トランジェントメモリーの書き込み時間とレコーダ (3)へ書かれる

波形との関係から導いたー本測定では， トランジェントメモリーへの入力信号の書き込み

時聞を 0.1ms/word としたので、 1024ワードのメモリーには O.1024秒内におこる信号を

記憶することができる.そしてレコーダ (3)のチャートスピードを 30cm/min. とした

場合にワード分の波形が 61.5 cm内に記憶される. したがってチャート上 lcm当りの波

形の時聞は O.001665 sec. となるため，記録された波形の 5周期分の長さを L (cm) とす

ると 5周期分の振動がおこる時間は， O. 001665 L sec となり，応答)，¥]1，皮数 fは式 (3)

によって求められる.

f=一一三←一一 (3) 
0.001665L 

結果と考察

以上に述べた計測方法に基づいて，繭層へ与える衝撃力の入力条件と応答波形との関

係，繭層の厚さおよび硬軟度，乾繭と煮熟繭，煮熱繭における画面腔内の水の有無などによ

る応答波形の差異について検討を行なった.

(1) 繭層へ与える衝撃波，すなわちインパルスの高さと応答波形の立ち上がりの大き

さ左の関係を明らかにするため，エキサイターとディテクターの距離を一定 (10mm) 左
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4 0.75 mm  4 0.75mm 
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した場合について実験した.ただし供試繭の繭層の厚さは実験終了後に測定したが 1区

は0.26mm， 2区は 0.41mm， 3区は 0.60mm， 4区は 0.75mmであった またパノレ

スの高さはレコーダ (2)の記録図形から読みとった.

その結果， Fig.6に示すように同じ高さのインパノレスを与えても繭層が薄い程， Xlは大

きくなり， インパノレスの高さを高くするお1Xl は大きくなることがわかる.またそのイン

パルスの高さに対する X1 の増加割合は繭層が薄くなる程顕著となる

次に，同ーの繭を使い，エキサイターとディテクターの距1~lt と X 1 との関係について解

析した結果を Fig.7に示す. このときのパルスの高さは， レコーダ (2)上で 5mm，

すなわち Fig.2 に示す関係から繭層へ与ぼす荷重を 7.4gとした.その結果，検出距雌

が長くなる程，繭に加えられた力は繭腐に吸収され減衰するので，応答波形の立ち上がり

の大きさ Xl は小さくなる傾向を示した

(2) 次に繭!霞の厚薄別による乾繭，煮熱繭，繭肢体iの水の影響を調べた.ほぼ同じ大

きさの繭 4粒を選び， A区を無繰糸， B区を 300m繰糸， c区を 600m繰糸 D区を 800

m繰糸して， 厚薄7J1jの繭層をつくり， インバノレスの高さを変えて応答波形の引を求め

た.その結果を Fig.8に示す.インパノレスの高さ，繭層の状態，繭層の厚薄別 (B区，

D区〉による応答波形のオシロスコープ写真を Fig.9に示す

その結果，前項(1)と同様に鰯層が薄くなるにしたがってXlは大きくなり，減衰時間
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Fig. 9. Difference in impulse response waveform between the various 

shell thicknesses of dried cocoons and cooked cocoons. 
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は長く fは低くなる傾向が認められた.また同様に，インパノレスが高くなる:f:'，[ Xj は大き

くなり，しかも繭層が薄くなる程その別加割合は著しく大きくなることが知られた.乾繭

と煮熱繭の場合をみても X}， O， fに大きな差があり，煮熱繭!院内の水を注射器を用いて

抜き，煮熱された繭層のみについてみると Xj は大きく減衰時聞は長く fは低くなる傾

向が認められた. このことは繭院内の水が繭層の振動を緩衝し Xl，O， fに影響を及ぼす

ものと思われる.

(3) 乾繭 50粒を用い，繭層の厚さと応答波形の X}， 0， fとの関係を検討した結果，

Fig. 10に示すように，繭層が厚くなる程 Xj と 5は小さく fは高くなり， Fig. 11の

モデルに示すような傾向が認められた

(4) 繭層の硬軟度と応答波形との関係を知るために，煮熟繭内の水を抜き，その後熱

風で乾燥して繭層を硬くしその時の含有水分との関係について解析した.ここで含有水分

は煮熟繭層の重さを 100とし，乾燥後端層の無水量を計算し，その値を 0とした指数て、あ

らオフしk

その結果， Fig. 12に示すように， 含有水分が少なくなる程，すなわち繭層が硬くなる

にしたがって引は小さくなり， δも同様に小さくなる傾向を示すが指数で約 50を境と

して急激に小さくなる. fは同じく約 50を境として高くなる傾向が認められた

本法により，繭層の状態と応答波形との関係を検討した結果，以上のような傾向が認め
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られ，煮熟さわした繭をただちに評価する方法として従来より行なわれてきた入手による感

覚評価を計量化し，一煮繭情報として煮繭条何を設定するための手掛りが得られたものと

思われる.
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摘要

繭層の一点に衝撃力を加え，その力の減衰過程をオシロスコープ， レコー夕、へ表示する

装置を構成し，繭層の状態と応答波形との関係について検討を行ない，次のような結果を

Wtこ.
1. 本手法によって得られる応答波形は減衰振動曲線を描くので，この波形を立ち上が

りの大きさ Xi> 振動の減衰率を示す対数減衰率 δ，そして応答周波数 fの3要素により

評価した.

2. 繭層の厚薄と応答波形との関係は，繭層が厚くなるにしたがって， x}， aは小さく

なり， fは高くなる傾向が認められた.

3. 繭層の硬軟と応答波形との関係は，厚薄との関係と同様な傾向を示し，繭層が硬く

なるにしたがって， Xt， δは小さくなり， fは高くなる傾向が認められた.

4. 本計測法により，原料繭の性状や煮、熟繭の状態を計量化するための手掛りが得られ

た.
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Sununary 

An analysis Dlethod of the state of cocoon shells 

by using iDlpulsd response Dlethod. 

By 

Chiyuki TAKABAYASHI 

In order to analyze the state of cocoon shells， an experiment equipment was com-

posed， which displays on oscilloscope and records the response waveform caused by 

pulse wave impacts to a point on the cocoon shell， and the relationship between the 

impulse response waveforms and the state of cocoon shells was studied. 

The results obtained were as follows: 

1) The response waveforms measured by the experiment equipment display damp-

ing curves， so they were represented by五rstpeak X1' logarithmic decrement o， and 

response frequency f. 

2) Cocoon shells have a tendency that the thicker the shells， the lower the X1 and 

o values and the higher the f value. 

3) The relationship between the cocoon sheIl hardness and the impuIse response 

waveforms shows a simiIar tendency as the cocoon shell thickness， that is， cocoon shell 

have a tendency that the harder the shells， the lower the X1 and d values and the 

higher the f value 

4) This method will be appropriate for analyzing the state of cocoons and cooked 

cocoons. 
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