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蚕糸研究第 112号 1979年12月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 112， Dec.， 1979 

Hertz の理論による繭の煮熟状態のー解析法

1I .煮繭方法を変えて処理した繭の測定

高林千幸

前報において繭の煮熟状態を定量的に表現するための計測法として，煮熟繭を球面で圧

縮して，その時の荷重一変位曲線からヤングif'.Eとポアソン比 Aとで示されるE/C1-A2) 

の値(以下N値という〉を Hertzの理論より求め， この N {i直によって繭の煮熟状態を

表現し得るか否かの検討を行った.

本報においては，煮、熟繭の N 値より煮熟状態を判定するための基礎的な知見を得るた

め蚕期を異にする供試繭を用いて浸透方法を変えて煮繭処理し，それぞれの N 値を求め

てそれらと繰糸結果との関係について検討を行ったので報告する.

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古住章所長，同

竹川寛室長，ならびに本稿の御校関をいただいた蚕糸試験場製糸部小河原貞二部長，同水

tl:l通男室長に感謝の意、を表する.

材料および方法

測定装置には万能引張試験機 (TENSILONModel UTM-I日L 東洋測器株式会社製〉

の試料取付部に鋼球を取り付けられるよう改造して使用した.鋼球で煮索l繭を圧縮する時

の印加速度は 40mm/minとし，鋼球は半径 4.75mmのものを使用した.

煮熱繭の N 値に与ぼす要因は，繭層の厚さ，繭層の含水率，繭層セリシンの膨潤度等

が関係すると思われるので，以下に示す方法で検討を行った.

1. 繭層の厚さと N 値について

昭和52年春繭(春月×宝鏡)100粒について 950Cの純水中に 1分間浸潰した後 650C

純水中に移して 1分間浸潰して，繭腔内へ湯を浸透させた後 950C純水中で 6分間煮熟し

て N 値を求め，繭層の厚さとの関係を検討した.ただし，繭層の厚さは N 値測定終了

後繭を乾燥，切開し10箇所を測定してその平均値で表わした.

2 煮繭処理時間と N 値との関係について

昭和52年春繭(春月×宝鏡〉を供試しと同様な方法で浸透処理した後， 950C純水

中で 4， 6， 8， 10， 12分間煮繭処理した繭のそれぞれの N 値を求め，煮繭処理時間と
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第1表煮繭機の浸透高詰i部，浸透低温部の温度設定

Table 1 Temperature of osmotic bathes of cocoon cooking machine 

Tes~---Temperatur~;i---l--Tempe削ure of Difference of 
dmmn lh1gh-tempemure bath|low-temperature bathItemperaure 

A 650C 650C OOC 

B 

C 

D 

75 65 10 

~ ~ ~ 

% ~ ~ 

の関係を検討した なお供試粒数は各区とも100粒とした.

3. 煮、繭処理方法と Nlihlとの関係について

(1) 蚕試式強告IJ循環煮繭機を用い， 浸透条件を変えて煮繭した繭について N 値を求

め，浸透条件による差異を検討した 浸透条件は， Tabl巴1に示すように設定した.

なお，浸透昔日以外の煮繭機各部の温度は，浸漬部 450C，第 1調整部 960C，dfi2調整部

830C，煮上部 400Cで，蒸煮部の水頭圧は 13mmH20とし， 煮繭時間は13分間とした.

{~モ試繭は 1. 昭和53年春繭(春月×宝鏡 11. 昭和53年初秋繭(錦秋×鏡和〕目.昭

和53年晩秋繭(主ii献×鐘和)で，各区それぞれ200粒あて供試した

(2) 繭層の膨潤状態は合水率との関係が大きいと思われるので，各区それぞれ 200粒供

試し， 50粒ずつ Table1 と同じ条件で煮繭処理した後，遠心分離機を用いて 2分間脱水

し，脱水後のm量 W，と，乾燥後， i，品度 200C，湿度 659昔R.Hの恒視恒ilffi室中に 4昼夜放

置して測定した重量 Woから(1)式により繭の含水率 W(%)を求め，繭の合水率と N 値

との関係について検討を行った

W=~ー Wo=一一一二ァ~XI00 .(1) 

Wl 脱水後の繭の重量

Wo 乾燥後の繭の重量

(3) 繭層の膨潤状態はセリシンの溶解性1) とも大きく関係すると考えられるので， (1)の

供試繭について熱水処理による繭層重の減耗率の測定を行った 繭層約 3gを純水 150f音

量て‘間接加熱 (900C一定〕し， 5， 10， 15， 20， 30， 605ト聞の処理(各時間とも 5回反

復〕を行い霊長法により繭層減耗率 s(%)を(2)式により算出した

s=__sー-s=一云':'JlXI00 .........(2) 

SI 乾繭層の重量

So 熱水浸局、後の乾繭層の霊量

4. 煮熟繭の N 値と繰糸結果との関係について

煮、熱繭の N 値は特に繭の解じょと大きく関係すると思われるので，上記 3の(1)の煮熟

繭を用いて N 値を測定するとともに繭検定繰糸方法に準じて繰糸を行い，N {I直と繰糸
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第2図

0.5 1.0 

cocoon shell 巾ickness (mm) 

第 1図・繭層の厚さと N{I直との関係

Fig. 1. Relationship between 

cocoon shell thickness 

and th巴 N value based 

on the Hertz's theory. 

結果との関係を検討した.

結果と考察

1. 繭層の厚さと N値との関係を Fig.lに示す.Hertzの理論2)から，測定対象物のヤ

ング率 E が大きくなりポアソン比 Aが小さくなると N=E/(1-i.2
) の値は大きくなるが

繭層の厚さと N 値との関係でも繭層が厚くなるに従って N 値はしだいに大きくなるこ

とが知られた.このことはインパノレス応答法で散り膏の構造を計測した結果町で明らかにし

たように，繭j膏が厚くなれば硬くなった状態と同様な傾向となって表われる現象とよく一

致している.したがって煮熟繭の N 値を測定する場合には，繭層の厚さが N 値へ影響

を及ぼすこととそのばらつきが N 値のばらつきとなってあらわれることを考慮しなけれ

11ならない.

2 煮、繭処理H寺聞と N{I直との関係についての実験結果を Fig.2に示す.一般に煮繭時間

を長くすると繭層の膨化がすすみ軟化するが，煮熟繭の N {I直は煮繭処理時聞が長くなる

とともに小さくなる傾向が知られた.

3 蚕期'ijIJの繭(春繭，初秋繭，晩秋繭〕を供試し，煮繭処理条件を変えた場合の N 値

を Fig.3，Fig.4に示す.図から浸透高温部と浸透低温部の狙度差を大きくし浸透量を多

くしてから煮繭処理した繭は，N値が小さくなりそのばらつきも小さくなる.蚕期別繭

の N値は Fig.4に示すように各処理区とも初秋繭が大きし次いで春繭，晩秋繭の順に
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第3図 浸透方法を変えて煮繭処理した繭のN値の分布

Fig. 3. Distribution of the N value of cooked cocoons for different 

osmotic bath temperatures of cocoon cooking machine. 

小さくなり，そのばらつきも各区とも同様の11肢に小さくなっている.

次に煮繭処理を異にして繭の合水率の測定を行った結果を Fig.5に示す.

各煮、繭処理繭の繭層合水率と N{I直との関係をプロットした結果は Fig.6のとおりで繭

層含水率が大きくなるにしたがって N 値は小さくなる傾向が知られた.繭層合水率が

130%付近までは初秋繭の N 値が一番大きく次に春繭I免秩繭の11頂に小さくなり 130~140

%になると，各蚕期とも N {I直は15~20付近に集中してくる.

次いで蚕期別の繭200粒あて抽出し，その胴部の厚さを調べた結果を Fig.7に示す.図

において春繭の繭!震がー祷厚いにもかかわらず Fig.4に示したように煮熟繭の N値が初

秋繭より小さい傾向を示すのは，N 値が繭層の厚さ，繭層合水率の他にセリシンの膨潤

軟和程度によって影響されることを裏付けているものと考えられる.
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第5図浸透方法を変えて煮繭処理
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第8図繭層減耗率の時間]的変化

I春繭 H初秋繭 IllI晩秋繭

Fig. 8. Sericine solubility of cocoon shell. 

蚕J防別繭における繭層の熱水処理による繭層減耗率の視Ij定結果を Fig.8に示す 図に

おいて，晩秋繭の溶解率が一番大きく次に春繭，初秋繭の11原に小さくなる.このことは蚕

期別繭の繭層含水率と N 値との関係 (Fig.6) で明らかなように，初秋繭の場合，繭層

合水率1l0~120%では繭層セリシソが十分に膨潤軟和していないことが大きく影響してい

るためと考えられる そして煮繭が重浸透になるにしたがい，繭層セリシンが膨滴軟和す

ると同時に繭屑が薄いことが影響して，他の蚕期繭とほぼ同じ N 値になるためと思われ

る.

4. 以上，繭の煮熟状態の判定の目安として N 値で表現することを検討したが，製糸工

程において N値によって煮熱状態を判定するには，繰糸結果と対j忘づけに検討が必要で

ある.ここでは煮熱繭の N 値を変えるために煮繭の浸透条件を3.(1)のA，B， C， Dと

変えた繭について繰糸を行ったその結果を Fig.9に示す 各蚕期別繭において浸透条件

によって N 値が変化しても全体の繰糸結果に大きな差異は認められないが，解じょにつ

いては N 値が小さくなるほど解じ E率は高くなる傾向を示しているので N 値は煮熟繭

の解じよ性の目安になると思われる しかし，晩秋繭の例に見られるようにN値が小さく

解じよ率が高い場合，糸故障が多発する場合もあるので，各々の荷口に適応する最適なN

値は総合的な判断で、決定することが必要となる.

以上のことから煮熟繭の N 値を測定して繭の煮、熱状態の判定を行うためには，繭層の

厚さとそのばらつき，繭屑の合水率および繭層セリシンの膨潤軟和性の三点が影響を及ぼ

すことを考慮することが必要と考えられるが，繭層の厚さのばらつきが大きくない荷口に

あっては，本手法により N 値から煮熟繭の繭)膏セリシンの膨潤状態，解じよ性等を推定

することが可能であろう.



(1) spring cocoon 

(2) early autumn cocoon 

(3) late autumn cocoon 

第 9図 浸透方法を変えて煮繭処理した繭の繰糸結果

301 

A---

B一一一一ー

c---一一
D-一一一一

Fig. 9. Reeling resu1ts of cocoons cooked by different methods. 
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摘要

Hertzの理論に基づいて繭のヤング率とポアソン比とから求められる N 値(N==Ej

(1-i，2))によって繭の煮熱状態を定量的に測定するため， 煮繭条件を変えて処理した繭

の N 値と繭層の厚薄，合水率，セリシン膨潤性等との関係を明らかにするとともに繰糸

結果との関連についても検討を加えた結果，次のま日見を得た

1. 繭層が厚くなるに従って N 値は大きくなる

2， 煮熱繭の繭層含水率が大きくなれば，N 値は小さくなる.

3， セリシンの溶解性が高く膨潤軟和しやすい繭の N 値は小さくなる.

4. 煮熟繭の N 11直を測定して繭の煮熟状態の判定法とするためには，以上の 3点を考慮

した上で N 値を評価することが必要と考えられる.

5. 繭層の厚さのばらつきの少ない荷口て、は，本手法により煮熱状態が判定できるものと

思われる.

文献

1) 八木寿直・占部誠亮 1950.繭の解じょに関する研究，製糸研究報告書，日本製糸協

ぷ〉
三三ぐ

2) 高谷 治・赤塚孝雄 1968.複合材料としての生体の力学的特性，日本機械学会誌，

71， 593， 153~162 

3) 高林千平 1978 インパノレス応答法による繭層状態のー解析法について，蚕糸研究，

109， 177~186 



Surnrnary 

An analysis method of the state of cooked cocoon shells 

based on the Hertz's theory. 
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In order to determine the state of cooked cocoons， the N values 

CN=E/C1ー .<3)，E Young's modulus， }，: Poisson's ratio) were obtained 

of cocoons cooked by different method. Examinations were made of 

the relationship between the thickness， water content， sericine solu-

bility of cocoons and the N value. 

The results obtained are summarized as folIows 

1. Cocoon shells have the follwing tendencies 

1) The thicker the cocoon shell， the higher the N value. 

2) The higher the water content of the cocoon shell， the lower 

the N value. 

3) The higher the sericine solubility of the cocoon shell， the lower 

the N value. 

2. In determining the state of cooked cocoons by finding the N 

value， the thr巴e points as stated above should be taken into 

consideration. 

3. This method is therefore considered appropriate for determining 

the state of cooked cocoons which are not so varied in cocoon 

shell thickness. 
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