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Hertzの理論による繭の煮熟状態のー解析法

測定法の検討1. 

幸

煮繭工程における繭の煮熱状態は繰糸工程に重大な影響を及ぼす.そのため，古くから

繭の煮熟程度の判定法について検討されてきているが，いまだその適切な方法は見いださ

れておらず，繰糸結果との関連において，煮上り繭の色相，浮沈，指lisiで庄縮したときの

硬さ，弾力など熟練した技術者の感覚的な判定に頼っているのが実情である.

著者は，指頭での圧縮感を定量的に表現するため，指頭で圧縮する方法に近い力学的な

測定法で煮熟繭の硬軟度を測定することを試みた.

繭層の硬さに関しては，土屋1)，小野2)，水出3)らの研究があるが，水出の示した圧縮予ii

性による方法を応用し，繭を球面で圧縮する静的な方法について検討を行った結果 2，

3の知見が得られたのて、報告する.

報告に先立ち，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主主所長，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，同水

出通男室長に感謝の;音、を表する.
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1司

測定原理

繭の硬さを測定するために，繭を球体で圧縮したときの荷重と変位との関係、から荷重

変位曲線を求め，この曲線の形から硬さに対応するパラメータを求める方法について検討

を行った.

2つの球面を接触させたときの荷重と変位との関係は，測定に際して接触面に垂直なカ

が働き，弾性変形だけが生じる場合には Hertzの理論的，5)が適用できる.押しつける球

体に鋼球を用いてその半径を f とし，測定対象物の半径を R とすると荷重ρと鋼球一測

定対象物聞の変位 zとの聞には次式が成り立つ

......(1) 戸=--.1一・ -L/-1I l}M  
3だ (0.十82)¥ r R ) 

7こTごし



。1ー』1
l---:;af; ん:鋼のポアソン比

E1 :鋼のヤング率
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1 -.!~ 
11.= オE. ~測定対象物のポアソン比

E. :浪u定対象物のヤング率

測定対象物の半径 R が鋼球の半径 f より十分大きい場合，(1)式は次式に近似される

p=~4_ ・ _1_.r 2 x 2
311: (111+11.)' 

..……(2) 

ここで測定対象を繭とすると，鋼のヤング率 E，は測定対象物のヤング率 E.に比べ十

分大きL、から，その逆数である 111 は無視することができ，(2)式は，

ρ=-.i・~_. r2x2 

3 1 -.!~ 

と書き表わせる.

ここて、

N=--~ 
1 -.!~ 

とおけば(3)式は

2 3 x 

displacemen↑ (mm) 

第 1図 N値標準曲線(鋼球の半径 r=4.75mm)

-・・(3)

-・・・・・田・・(4)

Fig. 1. N value standard curve. (steel sphere radius r=4.75mm) 
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P=fNん豆 一・・(5)

となる.

鋼球ー測定対象物問の変位zは，両物体が接触する時に生ずる変位，すなわち鋼球と測

定対象物の変f立をあわせた値を示すが，前述のように鋼のヤ γグ率は繭のヤング率に比べ

十分大きL、から，両物体を接触させた時の鋼球に生ずる変位は無視しでもよく， (別式によ

って示される変位zは，鋼球によって圧縮された時の繭の変位とみなしうる.

N の値(以下 N 値という〉は，性)式で示したように測定対象のヤング率とポアソン比

で決まり f は既知であるので荷重Pと変位 xを測定し，得られる曲線から N値を求めれ

ば測定対象である繭の硬さを表現することができる.

鋼球の半径 fを 4.75mmとしたときに(5)式から導き出される N値標準曲線を Fig.1 

に示す，

測定装置

球面で繭を圧縮した時の初重と変位とを測定するために，万能引張試験機 (TENSIL-

ON Model UTM -m L東洋測器株式会社製〉の試料取付け部に鋼球を取り付けられるよ

う改造して使用した.

木試験装置は鋼球で繭を圧迫しその変位を検出する部分，印加速度を一定に保ち繰り返

し測定の制御を行う部分， 変位をX軸，荷重をY軌に記録する X-yレコーダーよりな

る. (Fig.2) 

鋼球は長さ 10cmの棒(ステンレス鋼4mm引の先端に固定され，鋼球の大きさを変え

て試験ができるよう簡単な脱着装置を取り付けた.またFig.2に示す繭の受台は，繭が安

定し圧縮時に移動しないよう木材を加工して使用した.これらの材料のヤング率はし、ずれ

STRAIN GAGE 

第2図 TENSILONModel UTM-ill Lを使用した測定装置構成図

Fig. 2. Block diagram of measuring equipment using 

TENSILON Model UTM-illL. 
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も繭のヤング率に比べ十分大きく，繭へ加わる荷量は 100g以内であることから本実験に

おいて，圧縮時にうける測定機材の変形は無視しうることを確かめた.

測定法の検討

測定において，煮熟繭を浸漬湯中より取り出したのちの時間経過によって測定値が変化

することが予想されたので， まず空気中の放置時間と N値との関係を調査した 供試繭

(昭和52年春繭，春月×宝鎧〉の"1コから形状および重量がほぼ等しい乾繭40粒 00粒ずつ

4区〉を選び，蚕試式強制循環煮繭機を用いて浸透の程度を異にするA，B， C， D 4種

の煮、繭， すなわち浸透高温部(触蒸部)， 浸透低温部の温度をA区はそれぞれ 650C，650 

C， B区は 750C， 650C， C区は 850C，650C， DrKは 950C，650Cとして12分間煮繭処

理したのち，温度 200C，湿度65%R.H の恒温恒湿室中に放置し分から20分まで 1分

毎に同室内で測定を行った.測定結果は各区それぞれ10粒の平均値であらわした.

その結果は Fig.3に示すように，浸透部の温度差を大きくして煮繭処理した繭ほどそ

のN値は小さく，また空気中放置 5分以後の N値の変化はそれ以前に比べ緩慢になるこ

とがま口られた. したがって安定した測定を行うためには，少なくとも空気中に取り出して

から 5分間の放置時間が必要と思われる.

次に同一繭において荷重を徐々に増しながら繰り返し測定した結果の一例を Fig.4に

示す.煮熟繭の荷重一変位曲線は小さい変位では Fig.1のN値標準曲線とよく一致し，

e 一一-e~工τ__  e__ A 
寸，-e1:1 e 
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第 3図 空気中放置後の煮熱繭のN{I直の変化

Fig. 3. Change in the N value of cooked cocoons in the air. 

20 10 O 
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第4図者;熟繭の反復7':i重一変位曲線

Fig. 4. Repeated load-displacem巴ntcurves of a cooked cocoon. 

変位が大きくなるにつれ楳i¥lqllJ線との隔たりが大きくなることが知られる.このことは傑

準曲線とよく一致しているところでは弾性変形を生じ，原準曲線との隔たりがでる時点、で

は塑性変形が生じているためと忠われ，荷重が大きくなればヒステリシス・ロスが大きく

なり.X軌上にあらわれる永久歪が大きくなっている 煮熟繭の荷重 変位曲線において

標準1111線との隔たりができはじめるとき，すなわち塑性変形がはじまる時の変位 zは 0.4

~0.8mm であり，これは水出の示す繭の庄縮応力比例限界が繭径の 2~4%にほぼ相当

する{niであった.したがって，荷重 変位曲線から N値を求めるには，変位 xが 0.5mm

より小さい範囲の荷量 変位曲線と N値標準rlb線を重ね合わせて両者の線が一致すると

ころの N 値を読みとるのがよいと思われる.

一方，変位 zが 0.5mmより小さい範囲では開性変形であると仮定すると，その範囲

内における N 値は(5)式を変換して

N=シ・r~2x-2 問)

ここでも鋼球の半径 fが 4.75mm.変位 zが 0.5mmのときの N値は

N=0.97T (7) 

となる.

測定系の鋼球の半径 7 と{'，Ij重一変位曲線との関係は(5)式より N 値を10(一定〉とした

場合，理論的には Fig.5に示すように半径 f の大きさにより荷重一変位曲線が変化L.

半径 f が大きくなる程変位に対する荷重が大きくなる.

次に煮熟繭，フェノレト，スポンジを測定対象として鋼球の半径 γ と荷重ρとの関係、につ

いて調べた結果を Fig.6 ~こ示す.半径 f が. 1.6. 2.0. 2.4. 3.2. 3.95， 4.75mmの鋼

球を用いてそれぞれの荷重一変位山線を求め，曲線上で変位 zが 0.5mmのときの荷重
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第 5図 測定系の鋼球の半径 7と荷量変位曲線との関係、

Fig. 5. Influence of steel sphere radius r on load-displacement 

(t-x) curve 
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(b) 

煮熱繭，フェノレト，スポンジを測定対象物とした時の

鋼球の半径 f と荷重戸との関係

Fig. 6. Relationship between steel sphere radius r and load ρ. 

( 0) 

第 8図
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第7図鋼球の半径 T と荷重ρとの関係の理論山線

Fig. 7. Theoretical curves of the relationship between 

steel sphere radius r and load t. 

戸の{由を読みとった結果を Fig.6(a;に， ZE位 Zが 1.Ommのときの荷重戸の値を Fig.6

(b;に示す この結果から同一煮熟繭でも半径 Y が小さくなると荷重 ρの値も小さくなり，

フェノレト，スポンジについてもほぼ同様な傾向が知られた.

:rilj重戸と鋼球の半径 rとの関係については(5)式より導き出されるので， J'!l!論的な荷重一

半径 (ρーの曲線を Fig.7に示す Fig.7 (a)の荷重一半径曲線は(5)式の変位 zを0.5と

して導き出し， Fig.7 (b;は xを1.0として導き出したものである.

Fig.6に示す実験値より得られた山線と Fig.7に示す理論曲線とを比較すると Fig.6

(a)の耐震一半径曲線は， (5)式から導かれた Fig.7(a)の荷重一半径曲線とよく一致する

か， Fig.6 (b)の荷重一半径曲線は， Fig.7 (b)iこ示す荷重一半径曲線とはかなり異なった

傾向を示す.このことは前述のように zが1.0mmにおいては，塑性変形が生じている

ので N値標準曲線とは異なった傾向を示すためと忠、われ， 一方 Fig.6 (a)に示す曲線と

Fig.7(a)に示す曲線がよく一致するのは，変位 zが 0.5mmのときには弾性変形だけが

生じる場合に成立つ Hertzの理論によく適合しているためと思われる.

以上の結果から，木方式は指頭で煮、熱状態を評価する方法に近い形の定量的測定法と考

えられ，繭の煮熱状態を表わすための一つの基準になり得るものと思われる.

摘要

井君、繭された繭の煮熟度を測定するため，荷重一変位方式により煮熱状態を定量的に表現
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することを試み.次の知見を得た.

1. 2つの球面を接触した時の荷重と変位の関係は日巴rtzの理論に従い.次式が成り

立つ.

九一

2
Z
 

1

2

 
γ
 

-2 

て
d
A

E
二一4E

A

4
一3一一

A
Y
 

戸:荷重 x 変位

E:測定対象物のヤング率

測定対象物のポアソン比

r 球の半径

ここでヤング率とポアソン比とで決まる E/(1 _..!2)を N とし，この値を測定対象物

の硬さを表わすパラメータとして，計算により N 値の標準曲線を求めた また，煮熟摘

について圧縮試験を行L、， その際の荷重一変位曲線から N値を求める方法を検討した.

2. 煮熟繭を測定対象とした場合の H巴rtzの理論は，それが圧縮された時の変位約

0.5mm以内の郭性変形範囲内で適応できることが確かめられた.

3. 煮熟繭の Nイ直は，測定した荷重一変位曲線と N11直標準曲線と重ね合わせ，両曲線

が一致するところの N 値を読み取る方法の他に，次式によっても求められる

変位 zが 0.5mm，鋼球の半径が 4.75mmのとき

N=0.971ぅ ρ x=0.5mmのときの荷重

以上の結果 Hertz の理論を適用した荷量一変位方式は煮熟繭の硬さの定量的測定法

として，煮熟状態を表わすための一つの基準になり得ることを確認した
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Summary 

An analy自i目 methodof the state of cooked cocoon shelI自

based on the Hertz's theory. 

I. A study of measuring method. 

By 

Chiyuki TAKABAYASHI 

A study was made to establish the method for representing quanti-

tatively the state of cooked cocoons by using a load-displacement 

method. 

When a spher巴 is pressed against the other， the relationship 

between the load p and the displacement x is expressed according 

to the H巴rtz'stheory as 

3
一2

1
 

可
L

O

M

ゲ，-
2
 

一、d
A

E
二

一
旬

E
A

4
一3一一告

a

where 

ρ~ load (gram) 

x displacement (mm) 

E: Young's modulus 

.< Poisson's ratio 

r radius of steel sphere 

N value standard cures were drawn for different hardnesses 

of N=E/( 1ー .<2)，and the load-displacement curve of a cooked cocoon 

was drawn to find the N value which represented the hardness of 

the cooked cocoon. 

The Hertz's theory was found to be applicable under the elastic 

limit， or O.5mm displacement of cocoons. 
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