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蚕糸研究第115号 1980年10月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No.115， Oct.， 1980 

繭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

II. 分散・標準偏差のアナログ演算装置の試作とその計測実験

高林千幸

前報 1)では繭糸の解じよ仮力を計測し， その値のばらつきの状態から繭質の評価;{!:熟

状態の判定，繰糸条件の設定に役立てる 13的で，解じょリ長カの平均偏去をアナログ演算す

る方法について報告した.平均偏差は，平均値からの一次偏差をとり，その絶対値の平均

によって表わす方法であるが，偏差の二乗値の平均をとる分散の方がぱらつきの程度をよ

り強調して表わすことができ，融iの解じよ状態を把握するうえで有利であると考えられる.

そこで本報では，前報の演算回路を .1'1.よ仮して分散;f:，'よひ~t;~準備i~~ を演算する回路を構成

したので，この回路の性能と解じょ張力のがi算処理例について報告する.

なお，本研究の一部は，昭和55年日本蚕糸学会第50!!)1学術講泌会で、発表2)したものであ

る.

演算回路の構成

変動曲線 x(t)の分散 σ1標準偏差 σは，次式であらわされる.

r T 一一一一
σ 十io {x (t)-x (tWd (1) 

σ=府~: {x (I)-~てt) }2dt (2) 

E石):変動曲線の平均値

T 区間時間

このように分散は平均値からの差 {x(1) 王百円の二乗値から算出され，ちらばりの程

度が前報で示した平均偏差より強調されるのでは).(2)式で表わされる演算方法にしたが

って解じよ張力の分散，傑準偏差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 1図に示す.



lnpul 
Meon valu・

Vorionce 

StandQ(d 

devlotion 

第 1図 平均値，平均偏差，分散，標準偏差をアナログ演算するための

回路構成図

Fig. 1. Block diagram of the analogue arithmetic circuitry for operating 

at real time the mean value， m巴andeviation， variance and standard 

deviation. 
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これは前報 1)で示した平均偏差を求める回路を拡張し構成したもので， 岡中 S6で平均

偏差を求めることができる.分散，標準偏差を求めるためには， まず S5の信号 1X(t)-

X(t) 1を二乗回路3)に通して {X(t)-X(t) f'を求め，分散は積分回路(3)によってH寺間隙分

して十日{X(t)一石)f'dtを求める 桝偏差は S8の信号を開平回路lこ通すことに

よりがには(t)一町内t として求められる

このiJir算回路により分散を求める場合の波形処理状態を第 2図に示す この図は正弘波

をx(t)として入力した場合に，第 1図の S5'S7' S8に現われる信号のオシロスコープ写

真である.上図の αは第 1図の S5から得られる信号で，bはそれを二乗回路を通した波形

で， S7からの信号である.正弘波 x(t)の振幅を大きくしていくと自の振幅は大きくなり，

bの振幅は αを二乗しているためわずかな変化でも急激に大きくなる機子がわかる.右[?(!

は左図に示される偏差値 1X(t) -X(t) 1を表示した信号 αと積分回路(3)によって時間償分

した値，すなわち分散i直cを示す.
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「ナI
第 2図 アナログiiriXi-凶路に正弘波を入力し ，分散を求めるHキの

波形処理状態

Fig. 2. Oscillogram of lh巴 sine-wavelransformation process 

by the analogue arithmelic circuilry in d巴terminingthe variance. 

a， b and c are waveforms measured at the points 

S 5， S 7 and S 8 shown in Fig. 1. 

演算回路の性能

本l昼l路の演xm，能を確かめるためフ ァンクション ・ジェネ レータ (YHP33108)かI?11'，力

される正弘泌を人力信号として，その振幅の変化と分)'¥j(，際準偏差との関係について検討

した.入力信号 x(t)がファンクション ・シーェネレータからのオフセ y卜電圧 α を中心に振幅

bで変動 し，その周期を Tとすると ，この波形は次式のように表わされる叫.

x (t) = a + b sin 2π十 (3) 
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この波形の分散は， (3)式を(1)式へ代入すると，

σ 十~:(a+ b sin 2π十一山t

=刊;51n2π十dt

=剖;{hOB22π十}dt 

=長 [ttsM2π十]: 

=長 (T 士51山)

(4) 
げ一

2一一

となり，標準偏差は，

σ=汗=上 O.707b (5) 

となる.

平均偏差 uは前報1)で示したとむり， u二 2b/π となるのでt辰|隔 bの変化と u，σσの変

化の比較を第 3図に示す.この図から σ2は σulニ比べて， bの変化とともに急激に大き

くなることカfわかる.
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第 3図 入力信号 r(t)=a+bsin 2πt/Tの振幅bの変化による

平均偏差 (u)，分散 (σ2)，標準偏差 (σ)の理論値の変化

Fig. 3. Effcct of changes in the amplitude b of input sine wave 

x(t) =a+bsin 2πt/T on theor巴ticalvalues of the mean deviation 

(u)， variance (σ2) and standard deviation (σ) of the sine wave. 

第4図は (3)式に示される波形の平均値，平助偏差，標準偏差をアナログ泌算した結果の

オシロスコープ写真で，第 3図からも知られるように標準偏差は平均偏差よりわずかに大

きい傾向が知られる.

彊園瞳
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第 4図 正弘波の平均値，平均偏差，標準偏差のアナログ演算結果

(オシロスコープ写点)

Fig. 4. Analogue operation results of the mean value， mean 

deviation and standard deviation of the sine waves. (Oscil!ogram) 

次にアナログ演算回路の性能を確かめるため (3)式によって示される波形のオフセット電

圧 aをOVとし，振幅bをそれぞれ 0，0.71， 2.00， 2.83Vと変えたHキの平均値，分散，標準

偏差を求めた.その結果を第5匡lに示す. これから振幅 bが大きくなるにしたがい，分散，

標準偏差とも大きくなる様子がわかり ，分散の平方根が標準偏差となっていることが確か

められた. ちなみに振幅 bがそれぞれ 0，0.71， 2.00， 2.83VとしたHキに (4)，(5)式から導び

かれる分散と標準偏差の理論値と実測値を第 l表に示す.この結果，理論値と実視IJfI直とは

よく一致しており，この回路は正確なiifi算機能を待つことが確かめられた.
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第 5図 入力信対 x(t)=a+bsin 2πt/Tの振幅 bの変化と，その時の平均

i直.分散，標準偏差のアナログ演算結果

Fig. 5. Analogue operation results of the mean value， variance and 

standard dcviation by changes in the amplitude b of input sine wave 

x(t) =a+bsin 2πt/T. 

第 1表 正弘j皮の振幅 bを変えて入力した時の分散，傑準偏差の演算結果と，その理論値

との比較

Table 1. Comparison of the experimental results of the varianceσ') and standard 

deviation (σ) with the theoretical values to be obtained by changing the input sine 

wave amplitude b. 

b sine wave amplitude (input signal) x (t) = a + bsin 2πt/T. 

σ， = b'/2 

σ =b/J言

¥ 
Variance σ2 Standard deviationσ 

theoretical expenmental theoretical experimental 

results resul ts results results 

O V O V O V O V O V 

0.71 0.25 0.2-0.3 0.50 0.5 

2.00 2.00 2.0-2.1 1.41 1.4 

2.83 4.00 4.0-4.1 2.00 2.0 
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計測実験結果

本iiriXi:回路に繭糸解じよ張力の信坊を入力してその演算機能を検証するために，煮熟程

度を変えた繭と盃期の異なる繭とについて解じ よ張力を百十iJlIJしアナログ泌算を行った.

原料繭には，昭和53年の春繭(脊片 ×宝鐙)と初秋繭 (錦秋 ×錨平日)を供試し，解じよ

，)長プJ は併粉波辺ìJjlJ r.~製張力測定袋町 (WA222)を使用 して計測した.

1. 繭の余熱程度を変えた場合

在繭を{共試し， 95.C温湯中に 1分間i式決し， 65.C の温湯に移して 1 分間以:h~処理を施した

後， 9白5.C温i湯易j十ドlで2分問煮熟した繭 (仇A[区豆心)と14分問7系害殺t熟した繭 (但B区) を繰糸湯温度4ωO"C，

繰糸速度3却Om/分で

2却9.9d，B[ぎが29.4dであった.計iJIIJ結果は第 6図に示すように，解じよzj長カの原波形から

A[玄は B区に比べそのばらつきがかなり大きいことが知られ，平均値では A区は B区に比

べ約 2倍の値とな っている.分散は A区が0.9-1.2であるのに対し， B[豆では 0.3-0.4と

なり，標準偏左では A区が1.0-1.1g，B区が0.5-0.6gとなり， A[~ ， B区の差が明確に

あらわれている.
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第 6図 煮熟程度を変えた繭の解じよ帰カ波形と ，iの平均値，分散，標準偏差の変化

Fig. 6. The cocoon filament dissociating tension waveforms created by changes in 

cocoon cooking t ime， and the changes in the mean value， variance and standard deviation. 

A : spring cocoon， cocoon cooking time 4 min， 8 cocoons/thread， size 29.9 deniers 

B : spring cocoon， cocoon cooking time 16 min， 8 cocoons/thread， size 29.4 deniers 
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この計測例からみてもわかるように，本演算回路によ って解じよ張力の分散，標準偏差

が演算できることが確かめられ，分散の平方根と襟準偏差の値が一致していることも確か

められた.

2.蚕期を異にする繭の場合

1と問機な方法で浸透処理したのち， 6分間煮熟した春繭 (C区)と初秋繭 (D区)の解じ

よ張力波形とアナログ演算した結果とを第7図に示す.繰糸は1と同様な方法で行い， C区

の生糸繊度は 28.5d，D区は 26.8dであった.

解じよリ長力の原波形をみると D区は C区に比べぱらつきは大きいことが知られるが，そ

の平均値は約2.5gでほぼ等しい値を示している.

T・nslon
wavetorm 

Mean volue 

Voriance 

$tandard 

d・viatlon

10 10 

。

。

c D 

第7図 蚕期を異にした繭の解じよ張力波形と，その平均値，分散，標準偏差の変化

Fig. 7. The cocoon filament dissociating tension of cocoons of different rearmg 

seasons， and the changes in the mean value， variance and standard deviation. 

C : spring cocoon， cocoon cooking time 8 min， 7 cocoons/thread， size 28.5 

d巴niers

D : early autumn cocoon， cocoon cooking time 8 min， 8 cocoonslthread， size 26.8 

deniers 

分散は C区が 0.4 ~O.5g に対 して D区は O. 8 ~ 1. 2 と大きくなり，標準偏差も同じく C 区

が O.6 ~ O.7g に対して D区は O.9 ~ l.l g と大きくなっている .

このように平均値だけで繭糸の解じよ張力を評価すれば両者間に何ら変化はないように
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見うけられるが，分散あるいは標準偏差によって表わされるぱらつきの程度から繭層にお

ける繭糸の腹着程度の異なることが知られるので，本手法により適正な煮繭，繰糸条件を

設定するための帰還情報を得ることが期待される.

橋 要

1.繰糸中の繭糸の解じよ張力変動から原料繭の解じよ特性，繭の煮熟状態などを知る

ため，解じよ長力のばらつきの状態を表わす分散，標準偏差をリアルタイムでアナログ演

算する電子回路を構成し，演算性能の検証を行ったところ，本装置は正確な演算をするこ

とが確かめられた.

2.煮熟程度と繭質とを異にする繭について，本手法によって解じよ恨カの分散と標準

偏差をリアルタイムで演算処理した結果，繭の解じよ特↑~I: と煮繭効果とによって変化する

解じよ仮力のばらつきの程度をより的確に表現しうることを確認した.
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Summary 

An estimation of the cocoon filament dissociating 

tension by analogue operation 

n. A method of analogue operation of the variance and 

the standard deviation and examples of measurement. 

By 

Chiyuki TAKABAYASHI 
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1n ord巴rto determine the reelability characteristics 01 cocoon filament and the state 

of cooked cocoons by measuring the cocoon filament dissociating tension， an analogue 

arithmetic circuitry was composed， which operat巴sat real time the varianc巴 ands tandard 

deviation 01 the cocoon lilament dissociating tension. 

The operating method and operating performance wer巴 investigated，and the cocoon 

filament dissociating tension waves were operat巴d.

The results obtained wer巴 asfollows 

1. The varianceσ2) and standard deviation (σ) of continuous f1uctuation、x(t) are 

expressed as follows 

σ2_十仁川t)ー河川t

σ=duhx(t)一司 f2dt 

Based on th巴seoperations， an analogu日 arithmeticcircuitry was composed. 

2. In order to conlirm the op巴ratingperformanc巴 01the variance and standard deviation， 

the amplitude b of the follow ing sine wave was changed， and th巴 varianceand standard 

deviation 01 the sine wave were operated: 

x(t) =a十bsin2πt/T 

where 

a off set voltag巴

b amplitude 

T: period 

It was conlirmed that the varianceσ2) and standard deviation (σ) are much the 

same as the theoretical results σ2 = b2/2，σ= b/、12，and could be operated accurat巴Iy

by this method. 
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.3. The dispersion stat巴 ofcocoon filam巴ntdissociating tension could be op巴ratedaccurately 

by this method. 

The variance， in particular， can indicate the dispersion state more distinct¥y than the 

mean deviation and stand且rddeviation. 

Th巴 agglutinationstate betw巴ena cocoon filament and cocoon layer could be shown 

by the variance and standard deviation of the cocoon filament dissociating tension. 
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