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るに極めて小である。而して之の揮性率は各晶種により叉各部分により異なるものである。
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生絲の物理的性質の研究（第二報）

生絲の線膨脹係數に就て

窪田潤

耳・緒　　言

　偶救著者は生縣の物理的諸性質の研究申生綜が温度に封し一般木材、金圏等が有する性質と

著しく異なるものあるに注意し之れが調i査を試みてほy“明かとなすを得たるを以て生綜め線膨

脹係藪に就てと題してこの小研究の域績を報告しようと思ふ。

II．理・　　論

　湘慶の攣化に依つて弓軍性卒の異なる如き物質は歪の塑化により濫度の攣化を伴ふものである

ことは周知のととである。今臨面積S長さZなる生綜を探り一端を圃定し他端にFなる力を加へ

dQなる熱を與へたときdlの攣化を起せりとせぱ熱力撃第一一Yk則に依り　　　　　　　　　‘

　　　　　　　　　　　dQ・　dtt‘十♂W

然るに　　・lw・一÷F・1

なり故に　　・Q－・ト÷Fal－・……………一・…（・）　　　・

・こ玉に漉‘は内部エネルギーである。

又4QをちFの攣数として表はせば
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　　　　　　　　　　　clQ＝＝c’説＋ん¢F　……・幽……・…………・…（2）

（1）及び（2）式より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　〆《票）F一暑一÷曙←

　　　　　　　　　　　h－（器）t「羅一÷F轟

を得。

　　　　　　　　　　　o〆　　02　’e‘　　1　eZ

故に　　　　　　　　　冨＝oめ∬ny丁耳「

　　　　　　　　　　　。ん。曜・。・（oloF）

　　　　　　　　　　　θt　nyθFo6　　J　　　ot

＿÷攣は構舗＿、得、程卿．

灘　　　　　器一普一一÷蔑一………・・………〈3）

熱力撃第二法則に依れば

撃＝一静＋一告紐

が完全微分なるべきを以て

　　　　　　　　　　　言儲）・÷（h田）

　　　　　　　　　　　1　　0〆　　1　　0h　　ん
邸ち　　　　　　　　　「工一可＝丁了一了『

故に　　　　蕃一普一一一十・一∵・・一……・…一（・1⊃

（3）及び（4）式より

　　　　　　　　　　　　　1　09　　　h
　　　　　　　　　　　　　J　et　　　田

放に　　　h　，，，÷＆（’v－・…・‘・・…・一・一・…・…（・）

て5）式を（2）式に代入すれば

　　　　　　　　　　　　　　　　1　el
　　　　　　　　　　　‘ごQ＝♂46＋一『一召FT躍

然して之の難が生徽卸歪襖へたる結羅せば之は騰的現紐脚るであらう・

從つて　　・一麟÷一嘉・・F

故に　　、、。一予1拳、，

今　　　　一器÷一β

・せば　　器・β　　』
である此庭にβは長さの膨張係数を示すものである、（2）式に示せる♂は料試生綜の熱容量で

ある放生綜の密度をρ比熟をeとなせば
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　　　　　　　　　　　　　　d　＝　elsρ

　　　從つて　　elt－÷浄F
　　　而して弾性率をEとせば

　　　　　　　　　　　　　　　　4F　　dl
　　　　　　　　　　　　　　E＝T！一「

、　　3く軍位長さに封する伸長を　deとせば

　　　　　　　　　　　　　　　　認
　　　　　　　　　　　　　　de＝一丁

　　　故に　　　　　　　　　OjF＝Esdie

　　　從つて　　at－一÷β野・・一一・…一一（・）1

　　　故に若し生練が延長の爲に温度の下降を起すならば温度の上昇により膨脹し、叉延長の爲に温

　　　度上昇するならば、温度の上昇に依つて牧縮するととになる、從て生綜に於てdlの攣化を急

　　　に與へて之に封するeltの攣化を測定すれば膨脹係数βを容易に求むるごとが出來る。針金に

　　　就て類似の式が得られて居り，Haga氏の實験に就ごは（Wiedemanns　Annalen　der　Physik

　　　1882年）實測1直と計算値と梢異つてゐたのであつたが、其後Benton，　Anderson，　Wassmu七h

　　　氏等に依つて測定された結果極めて良く一致することが桧されて居る。

　　　　III．實験方法及び駿置

　　　　生綜に延長を與e．Nてもし温度の攣化があるとすれば其は極めて微少のものである、故に此の

　　　温度の憂化の測定には鏡敏なる　　　第一圖
施er皿o－coupleを用ぴた、叉生懸の

伸長はserime七erを利用して與へ

た帥ち第一圖に示す如き装置に依つ

てde，　cltを測定したのである。

　　　　　　　N
A……一電流計及鏡

B………魔法税　、
C　　…　．。…　sel’imeter

DIDL’……七hermo－GOupleの爾端

E………電球（光源）
F　　g・・…　　　　寒暖言十

G………張力目盛板

E・一・…伸度口盛板

1………生綜

JtJ2……上部糸挾器及下部綜挾器
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　先づ生綜工を上部Glip　J1及下部Glip　J2の問に張り坐綜の中央に於てthermo－coupleの

一端Dtを接閥せしめる．此の時Diが生綜を幽する力は0・02　gr・尋均で最大の時でも

0．03gr。を田ぬのである。次に下部clip　J2を降下させて生綜に仲長を興へ隼綜が一定の仲録を

受けた時評を停止する、此の調節は仲度日盛板Hでなすのである、もし此の紳長に劃する弧

力を知らうと欲するならばαに依つて容易に護取ることが出來る。もし生綜が仲長に依つて浬

度の攣化を來すならば此の涯度に相當した電流が翫euno－eouple内に生するであらう・共の

結果電流計Aは此れに蓮接してゐる鏡を共の電流に相鴬しただけ廻縛させる。叉光源Eから出

た光は鏡によつて反射されておる故鏡の廻縛角にオロ當した像の移動を起す。此れを鏡の前力に

装置してある尺度の上費讃取るときは温度の昇降の攣化を容易に測定することが出來るのであ

る。術魔法瓶Bには氷と水の混合物を入れ常に撮氏0°としておきt・lierJno－COUPleの一端P2

を此中に挿入して置くことが必要である。本装置の七1）ermo－GoUpleの感度は第二岡に示す如く

1。Cの憂化に封して像の移動が175mmである故0．00571°Oの攣化でユmmの像の移動が起
・i　ini・て÷…騰得・から少くも素・迄酬定・得・課であ・∂折の如く極め磯

敏故使用tと當つては温漁度の攣化なく塞氣の移動もなく叉振動のない楓めて識かな室に於て、

出來得るならば此等の影響を除き得る特別の設備のもとに測定せねばならぬ、殊に測定者の体

温の影響が極めて大である故此の畢iにも注意を要するのである。而して此等の鞘11に封して充分

なる注意を佛ぴ且極めて欝憾な日を澱んで實駿を行つて次の如き結果を得た。

第　　二　　圖
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Iv．　實　　験　　孟吉　　果

　本實瞼に使用した料試生綜は本校昭和6年度の國獄皮四號×國獄庭一號種である・此の生綜に

種々の仲長を急に輿へて敏速に湘度の昇降の1伏態の測定を試みた所明かに其の攣化を認めると

とが出來た、而も生縣は仲長を受ける時は涯度の上昇を來すのであつた。次に各種仲長に樹す

る温度の上昇状態を禍くれば次の如くである。
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支　　　四　　　×　　　　日　　　一　　　　　（15cleii．ier）
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此の仲長に謝する上昇温度の開係を圖示すれば第註圖の如く1である6　　／t　　　　‘

　　　　　　　　　　　第　三　圖　　　　　此虞に此の實験に於て考慮され
OCa3　3

O．200

爵　o．167

冨

ざ　　0．133
お

鷺

5’　0．100
口

＄　　0。067

0．033

0

匿

謬

K蟹0．00571”c

る事は七hermo－coupleの一端を

生麟に接燭させた．ま、s生綜に仰長

を輿へる故に摩擦熟及び摩擦電氣

を生じ之の影響も現はれて居るの

層ではないかとi云ふごとである。是

れを調李せるに生綜を特に大なる

カで金驕に墜したる傷合には之れ

を認められるが、本實験に於ける

様に僅か0．02gr．　内外の齪力の

下では全く之の影響を無覗するこ

O，2K〔｝．41〈　O．6KO．8K1．OK1．2K4．孟K1．6Kll8K　との出來るものであつた。　dt，　de，

Temperature　in　deg．　e． @　　a）Li｝」係は第三瞳！の如くであるが生

綜の弓箪性限度に於ける伸長iは既に述べた如く極めて少く1％－2％である爲め是れに樹する土昇

温度は甚だ随である。帥ち第三圃から伸長1％に封して上昇温度0．QOO171°Cを求め得而・して（6）

式より

　　　　　　　　　　　β・一彊艦…一一…∵・一一一・（・）

を得放に之の（7）式に今求めたt・　eの値拉びにT　・283，7°Gを又ρ．E．は前記のfl醜Pちρr1，35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルグE＝115，000，0009／◎m2を用ぴ爾」の値としては4．186×107万雨F『を探りCの値は0．33去す
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れば、

　　　　　　　　　　　β　・－O．OOOOOgS

　　〔備考〕生綜の比熱Cに就て知られてbeるものはDi・ty・SCrc依て豊温の駐に塑腱せられた0・33取

　び木下正雄氏に依て激35。Cのもとに測定せられた0・31灘で之に鋼る虫献が勧て少い。之の比熱

　　も亦生綜の樋類に依り異なるものであらうと考へられるも、著者は現に之が實験中に就き此塵には假

　に0．33を用ひたのであるo
　自Pち本實瞼に供しだ生懸の膨脹係数は比熟を0・33として一一〇・　oooooq．　sである是れに依つて生

綜は濫むるときは膨脹せすして却つて牧縮することが知られる。

　v．考　　　察

　生綜の線膨脹係藪の測定は一般物体の瘍合の如く直接に測定するeとが困難である、爲めに

今日迄共の膨膿状態が不明であつた、故に理論的に誘導した（6）式に依つて聞接に膨帳係数の測

定をした結巣生綜は温度の上昇ぼ依つて牧縮し、温慶の下降に依つて伸長し，あだかも揮性ゴ

ムの如き性質を有するものであることが明かとなつた、而して本實瞼に供した支四×ロー種に

あつてはβ＝　－o，0000098である。伺生綜は毛髪同様含水量の多少に依つて仲縮するものなる

が放に高温乾燥の場合はより多くの牧縮をなし低温多漁の傷合はより多くの伸畏をなすことS

なるのである。

　絡りに本實験装置の御便宜を計り下されし蒲生教授に封し又林敏授より仰げる御指導に封し

謹んで感謝を捧ぐ。

　文　　・献

　O．：D．Chwalson　；一一一Lehrbuch　der，　Physik．3．（56盗一565）

　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和七年五月三十日受理）

Studies on some Physical Properties of Raw Silk. 

1. On the Density and Modulus of Elasticity of Raw Silk.

’　　　　　『　　of　Raw　Si且k．

2. On the Thermal Expansion Coefficient of 

Raw Silk.

by Jun KUBOTA.

（Received　May　30，1932．）

　The　thermal　expansion　coe田cient　is　one　of　very　important　properties　of　raw

，silk　as　to　the　textile　products　in　our　daily　life，　especially　in　the　silk　irldustry

from　the　technical　point　of　view．

　There　are　however　no　literature　dealt　with　this　sublect　in　particular．　There・

fore　the　author　has　rnade　fo1正owing　experiment　to　determine　the　linear　expan－

1sion　coefHcient　of　raw　silk．　In　fact　it　is　very　difficult　to　determine　it．　But

it　is　a・well4known　fact　that　the　temperature　of　elast豆c、bodies　changes　when　it
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is　strained．　S6　the　temperature　change　must　be　observable　if　the　silk飾re

are　stretched　adicabatically．　Frorn　the　law　of　thermodynamics，　there　exist　the

following　relatioll　between　the　temperature　changes　and　strains　of　silk飾re

with　the　suitable　abridgment，

　　　　　　　　　　　　　　　　　‘～ご、＝＿1　ETβ‘Z召

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J　（，c

・～t∴・…・h・ng・・f　t・mp・・at・・e・　cl・……d・f・・塒・ti。・p・・u・it　1・・gth。

　　E……modulus　of　elasticity．　　　T……absolute　temberature，

　　β……coefficient　of　linear　expansion．　C……specific　heat．

　　」……mechanical　equivalent　of　heat．ρ……density，

　　Stretching　suddenly　the　silk　fibre　to　a　certain　extension，　the　temperature

changes　are　determined　quickly　by　the　therr血o・couple．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

The　results　thus　obtained　were　as　follows．
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　　The　elongation　of　raw　silk　at　the　elastic　llmit　is　generally　1％〆）2％and

tenacity　is　lgram　nv　2gram．　The　above　diagram　sh6ws　that　the　temperature

・h・ng・t・th・1％・1・・g・ti・・bec・m・0・000171℃・The　e1・・9・ti…fthe　sllk

used　a　sample　at　the　elastic　limit　is　1．13％，　its　tenacity　O・967gram　per　denler

and　its　sectional　area　O．000000741　per　square　c‘m．　per　denier．　Then　E＝一　115，

000ρ00gram　per　sq…ecm∵．F・・m　th・d・t・・milユati°n・

　　　　　　　　　　　　　　　ρ一i・35　Tr283・7℃　見ζ0・33

　　Substituting　these　figures　and　putting　J離4・186×1071ftl°vy　to　the　above　equation・

　　　　　　　　　　　　　　　We　ggt　　．β』－0．0000098

　　Tbe　coefficient　of　linear　expatisioh　of　raw　silk　is　negative．　That　is　a　raw

silk　shrinks　its　length　if　the　temperature　rises，　while　it　elongates　if　the　tem・

perature　falls　down　lust’as　caoutchouc．

　　　　　　　　　　　（Research　laboratory　of　silk　nlanufacture，

　　　　　　　　　　　　　　　　Uyeda　cQIlege　of　sericulture　and　silk－lndustry．）


