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蚕糸研究第 114号 1980年7月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 114， July， 1980 

輔糸の解じよ張力変動のアナログ演算処理による評価法について

1.平均値・平均偏差のアナロク.演算装置の試作とその計測実験

高林千幸

繰糸H寺における繭糸の解じよ張力は，繭糸と繭層間の接着工ネルギー，繭糸の剥!総角度

および剥離後の繭糸と繭層との摩擦力によって支配され 1) 繭糸の接着工ネルギーは蚕の

営繭条件ならびに繭の乾燥，煮繭，繰糸工程における処理条件により，また剥離角度と繭

層との摩擦力は接着エネルギーの大小と繰糸速度などにより，それぞれ影響を受けること

が知られている 1) したがって繰糸中の繭糸の解じよ張力を計測し，それと製糸工程の諸

条件との関係を明らかにすることができれば，繭ftの評価，煮繭効果の判定をはじめ繰糸

条件の設定などに有益な手がかりが得られることが期待される.

繭糸の解じよ張力をストレインゲージを用いて計測し，ペン書きオシログラフに記録し

た波形を観察するとその軌跡は極めて複雑でこれによって繭の解じよ状態を的確に評価

することは容易でない.よって本報では縦糸の解じよ張力特性を端的に知ることを目的と

して，計測された解じよ張力の平均値とぱらつきの状態を表わす平均偏差をリアルタイム

で演算処理するアナログ演算装置を試作したので，その基本的な構成，性能ならびに実験

結果について報告する.

なお，本研究の一部は，昭和51年日本蚕糸学会中部支部第32回研究発表会で発表 2)した

ものである.

本実験を行うにあたり，貴重なる御助言をいただいた蚕糸試験場中部支場製糸試験部吉

住章部長，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，7.k.出通男室長に感謝の意を表する.

演算回路の構成

繭糸の解じよ張力をストレインゲージを用いて計測し，ペン書きオシログラフ(WATANABE

TYPE WTR 211)で記録した変動波形の一例を第 1図に示す.このような張力の変動曲

線の性質はそれを平均化した値と張力のふれ幅すなわち振幅成分で知ることができる.一

方，変動の頻度を知るためには，時間や長さを考慮したぱらつきすなわち波長成分を評価 3) 

しなければならないが，ここでは前者の方法について検討した
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第 1図 繭糸の解じよ張力波形

Fig. 1. Signal wave form of a cocoon filament dissociating tension. 

ーーー~砂

第 1図に示すような連続変動値x(t)の平均値μ とそのばらつきを示す平均偏差 Uは，

次のように表わすことができる.

(1) μ=↓仁川t) dt 

u=十~: (2) 

T:区間H与問

この演算方法にしたがって，解じよ張力の平均値μ と平均偏差U をリアルタイムでアナ

ログ演算する回路を設計した.その構成図を第 2図に示す

I x (t)μI dt 

Through data 1 

Through data 2 

Mean volue INPUT 

IX(t) -X(t)1 

第 2図 アナログ演算回路の構成図

Fig. 2. Block diagram of the analogue arithmetic circuitry. 

X(t)-X(tl 

解じょ張力の変動fi在x( t)は，オペレーショナルアンプ (OPアンプ)による地幅器で

増l隠されX(t)となり，これを積分回路(1)で時間積分すれば平均値X(t)が得られる.次

にX(t)から X(t)を減算して (X(t)-X(t)) を求め，さらにこれを全波整流して

I X(t)-X(t) Iを求める.平均偏差は IX(t)-X(t) Iの平均値にあたるため，積

分間(2)によって時間断材と刊 IX(t)-X(t) I山められる

この演算回路による波形処理状態を第 3図に示す. Sl~S6は第 2 図に示す各点から得ら

れる波形で，左図は正弦波，右図は解びょ張力波形を x(t)として入力した場合の波形処

理状態を示し， S3が平均値， S6が平均偏差で、ある.



86 

51 

52 

55 

sine wave dlssaciating tension wove 

of cocoon filoment 

第 3図 アナログ演算回路に正弦波(左図)と繭糸解じよ張力波(右図)を入力したとき

の演算回路構成図 (第 2図)中8，-86における波形処理状態

Fig. 3. Transformation process of sine wave and a cocoon filament dissociating 

tensi on wave by the analogue ari thmetic ci rcui try. 

8，-86 are wave forms measured at the measuring points shown in the 

analogue arithmetic circuitry (Fig. 2). 

次にこの演算回路の構成に用いた積分回路(1)， (2)の電子回路を第 4図に示す.この回路

の時定数4. 5)Tcは

Tc=Rs' Cf (3) 

Rs:抵抗 (0) 

Cf :静電容量 (F)
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で表わされるが， ここではRsを一定としコンデンサの静電容量Cfを変えることにより任意

の時定数を選択できるようにした.

第5図は全j皮整流をするための電子回路図である.これは半波整流回路と反転増幅器を

加え合わせたもの(第 5図(a ) )で入力電圧をVs，出力電圧をVoとすると Vo=I Vs Iであ

る関係が成立ち，第 5図(b)に示すようにひと山ずつ高さの異なる出力を出さないように

R2 R. 
一一---ー (4) 
Rj 2 R3 

を満足するように回路6)を設計した.すなわちRj，R2' R4はそれぞれ20KD，R3はlOKD

とした.

Rs 

第4図積分回路

Fig. 4. Integrating circuit. 

A: operational amplifier 741 CE 

R4 Rf 

Vs 

half wave rectifier inversion 
amplifier 

(0) 

( b) 

第 5回 全波整流回路(a)と波形処理状態(b) 

Fig. 5. Ful¥ wave rectifier and the 

effect. 

(a) ful¥ wave rectifier 

A1，A2:operationl amplifier 741CE 

Dl， D2: diode 1 S1586 

(b) effect of ful¥ wave rectifier on sine 

wave form 

演算回路の性能

繭糸の解じよ張力の平均値を求めるため，第 2図の積分回路(1)の時定数を変えて波形

処理7)した結果を第 6図に示す.この図からわかるように繭糸の解じよ張力の平均値は，

時定数Tc=O.2-0.4秒としたときその積分波形は平滑化されレベルの判読が容易となるこ
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とがわかる.

次に平均偏差の演算性能を確かめるため， ファンクション・シ‘ェネレータ (YHP3310B) 

からの正弦波を入力信号とした場合について検討した.変動x(t)がファンクション・ジ

ェヘレータからのオフセ y卜電圧 aを中心に振幅 b，周期Tで変動するものとすると， こ

づえ切jは次式のように表わされる

Tc=O 

Tc=O.OII 

Tc =0.037 

Tc =0.102 

Tc =0.212 

Tc =0.414 

第6図 積分回路の時定数の変化による波形処理状態

Fig. 6. Effect of integrator time constant on signal wave forms. 

T: time constant 

x(t)=a+bsin2π十 (5)

この波形の平均値は(1)式へ(5)式を代入して

μ=刊(a十 bsin 2寸)dt 

o rT h rT 

=こ¥dt十二二¥s泊2π'::'dtT j oU' ， T j。

=千[t J: +与 2
T
7C[ -cos 2寸]: 



=a+35(ω52π+ω5 0) 

= a (6) 

となる.また，平均偏差U は(2)式へ(5)式とμ=aを代入すると

~ rT + 

u=判。Ia十 bsm 2π十-a I dt 

， rT 

=十 }olbsin2 

となる この州(げ7

した{値直と等しいカか、ら T 

となる.

u=よ I2bsinh4dtT /2 jo ~ 0'"  - •• '1 
T 

2b Ti tl2 

T ・27t:L-cosz πTJo 

b ， 2πT 、
=ー(-cos一一一・ 7+COS0) π¥ 山 " T 2'vvvv， 

=~ (-C05π+C05 0) 
7t: 

2b 

π 

89 

(7) 

(8) 

そこでオフセット電圧aをlVとし bをそれぞれ0.2.0.4. 0.6. 0.8. l.OVと変えた

v 

(() ， 

v 

(3) ， 

o 

b=O.2 v b=O.4v b=O.6v b=O.Bv b=I.Ov 

第 7図 正弦j皮の振幅(b )を変えて入力した時の平均値と平均偏差の演算結果

Fig. 7. Effect of changes in input si ne wave ampl i tude (b) on the mean val ue and 

mean deviation of sine wave. 

11: original wave forms 121 wave forms 01 mean value 131 wave forms 01 mean deviation 
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時の平均値と平均偏差を求めた.その結果を第 7匡|に示す.これによると平均値は bが大

きくなるにしたがって若干変動するがそのレベル変化は認められなかった.第 1表は第 7

図に示す平均偏差をディジタル電圧計 (YEWTYPE 2502)で測定した値と(8)式から導び

かれる卑論値との比較を示す.これからもわかるように実測値と理論値はよくー欽してお

り，この回路は正路な演算をすることが確められた

第 1表 正弘j皮の振幅(b)を変えて入力したH寺の平均

偏差の演算結果 (Uj)と理論値(U2)の比較

Table 1. Comparison of the experimental results of mean deviation (u
j
) with the 

theoretical results of mean deviation (u2) by changing the input sine 

wave amplitude (b). 

lf3ムj皮のf反中長ib 平均偏差の演X{¥結果 Uj 平均偏差のllll論i直 U2 

O V O V O 

0.2 0.127-0.128 0.127 

0.4 0.254-0.255 0.255 

0.6 0.381-0.383 0.382 

0.8 0.508-0.510 0.509 

1.0 0.636 -0.639 0.636 

b: sine wave amplit吋 e(Input signal) 

x(t)=a+bsin2π十
Uj: experimental results of mean deviation (output signal) 

U2: theoretical results of mean deviation 

2 b 
Un=一一一一ー

ゐ π

計測実験結果

V 

繰糸湯温度，繰糸速度，煮熟程度を変えて繭糸の解じよ張力を計測し，その波形の変動

状態を観察し演算回路によって平均値，平均偏差を求め，各煮繭・繰糸条件と解じよ張力

のばらつきとの関係について検討した.

原料繭には昭和51年春繭(春月×宝鐘)を供試し，繭の粒付数による解じよ張力への影

響をさけるため l粒繰りを行い 繊度変化の少ない中層部について計測した

1 .繰糸湯温度による影響
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繰糸速度を30m/分一定とし，繰糸湯温度を20，30， 40， 50， 60'Cとして繰糸したときの

繭糸の解じよ張力と平均値，平均偏差の演算結果を第 8図に示す.

(1 ) 

(3) 0.' 

60 'C 50・c40・c30・c20・c

temperature 

繰糸湯の温度を変えて繰糸した時の解じょ張

力波形(1)とその平均値(2)，平均偏差(3)の変化

8. Osci¥logrram of signal wave forms created by changes in ree¥ing tem-

Reeling 

第 8図

perature. 

(1) original wave forms (2) wave forms of mean value 

Fig 

(3) wave forms of mean deviation 
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第 9図 繰糸湯の温度が繭糸解じよ張力の平均値(μ)，平均偏差(u)に及ぼす影響

Fig. 9. Effect of changes in reel ing temperature on the mean val ue and mean 

deviation of dissociating tension of a cocoon filament. 

μmean value u mean deviation 

Reeling 
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繰糸湯温度が高くなるにしたがって張力の平均的な値と変動幅は小さくなることが知ら

れており 8. 9)，このことは本実験の原波形からも推定されるところであるが，本演算回路

により求めた平均値・平均偏差によってより明確に確認することができる.第 9図はアナ

ログ信号として出力される平均値，平均偏差をディジタルレコーダ(TOSHIBAST2260L) 

で1秒間隔でサンプリングして平均化した結果である.これによると繰糸湯温度が高くな

るにしたがって解じよ張力の平均値，平均偏差はともに小さくなることがわかる.

2.繰糸速度による影響

繰糸湯温度40'C一定で，繰糸速度を20，40，60.80， 100m/分と変えた時の解じよ張力の

平均値と平均偏差の変化についてと同様に演算処埋した結果を第10図に示す.

繰糸速度と解じよ張力との問には比例関係がある 8)といわれているが，本実験により求

めた平均偏差についても同様な傾向が認められた
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第10図 繰糸速度が繭糸解じょ張力の平均値(μ)，平均偏差(u)に及ぼす影響

Fig. 10. Effect of changes in reel i ng speed on the mean val ue and mean 

deviation of dissociating tension of a cocoon filament. 

μmean value u mean de、iation

Reeling 

3.繭の煮熟程度による影響

繭の煮熟程度と解じよ張力のばらつきとの関係をl明らかにするため，煮繭時間を異にす

る繭の解じよ張力を計測した.

まず， 95'Cの温湯に 1分間浸潰したのち65'Cの温湯に移して 1分間浸漬処理を施した繭

を95'C温湯中で3分間煮熟して直ちに解じよ張力を計測したものを A区とし，計測後さら

に3分間煮熟したのち計測したものを s区，再々度 3分間煮熟したものを C区として，お

のおの解じよ張力の平均値および平均偏差を求めた.なお，本実験において繰糸湯温度は

40'C，繰糸速度は30m/分とした.
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その結果は第11図のとおりで，図において明らかなように繭の煮熟程度をすすめるにし

たがって解じよ張力の平均値，平均偏差はともに減少している.

V 
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0.8 
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m
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ーてごご。~¥oU 

-一一一一一一--p
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A 日 c 

Cocoon cooking 円、ethod

第11図 煮繭時聞が繭糸解じよ張力の平均値(μ). 平均偏差(u)に及ぼす影響

Fig. 11. Effect of changes in cocoon cooking time on the mean value and 

mean deviation of dissociating tension of a cocoon filament. 

μmean value U mean deviation 

以上の計測実験結果によって知られるように，本演算回路によりリアルタイムで解じよ

張力の平均値および平均偏差が簡易かつ迅速に求められることが確認された.

摘 要

1 .繭糸の解じよ張力の変動状態を表わすため，その代表値としての平均値とぱらつき

を表わす平均偏差をリアルタイムでアナログ演算する演算回路を構成し，その性能を調査

したところ，正確なj寅算をすることが確められた.

2 煮繭，繰糸条件を変えて繰糸したときの繭糸の解じよ張力を計測し，その平均値，

平均偏差をアナログi寅算した結果，製糸条件による解じよ張力の変化を筒易かつ正確に把

握しうることを知った.
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Summary 

An estimation of the cocoon filament dissociating tension 

by analogue operati on. 

1 . An analogue operati ng method of mean devi ati on 

and the measuring examples 

By 

Chiyuki T AKABA Y ASHI 
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An analogue arithmetic circuitry was composed， which operates at a real 

time the mean value and mean deviation of the cocoon filament dissociating 

tension. 

百1emean val ue (μ) and mean deviation (u) of continuous f1uctuation x(t) 

are expressed by the following numerical fOrI 

μ=刊 x(t) dt 

u 訂:|x(t)一μIdt 

where 

T: interval 

Based on these operations， an analogue arithmetic circuitry was com. 

posed. 

The mean value was operated by the integrator， whose time constant was 

consi dered apposi te i n the range of 0.2 -0.4 sec. It was confi rmed that the 

mean deviation could be operated accurately by this method. This method is 

deemed effectIvefor analyzing the relationship between the state of cocoon 

cooking and reeling and the reelability characteristics. 
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