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我が国の製糸業の変遷とこれからの生きる道

信州大学 名誉教授 嶋崎 昭典

はじめに

我が国の製糸業は、横浜開港以来世界経済の変動を真ともに受け、波乱万丈の道を歩ん

で来た。戦後は科学技術の急速な発展や国際化の流れの中でまた異なった厳しい過程を辿

る事となった。先輩はそれらを一つずつ越えて製糸業を発展させてきた。ここでは技術的

対応に的を絞り、それらの変遷を、糸歩中心の諏訪式浮き繰り法で二流品作りといわれな

がらも「よこ糸」用の生糸を大量生産して世界一の輸出国になった明治の時代、国の強い

指導で山形流の沈繰法から半沈法で「たて糸」の生糸作りに励んだ大正の時代、緩速多条

繰糸機による絹靴下用高級生糸作りを行い質・量ともに世界一になった昭和の戦前時代と

戦後世界の生糸作りをリードした自動繰糸機時代に分け話を進めたい。

後半の「これからの生きる道」は、そうした過程に生じた様々な困難を乗り越えた先人

に学び、厳しい現状を越えて新しい世界を拓く道を模索したい。

１．黎明期

１）製糸業近代化の基点

明治３年から５年は日本製糸業の近代化にとって忘れられない年となった。

安政６年（１８５９）の横浜開港により一躍輸出の花形になった生糸は、それまでの２倍

以上の高値を呼び日本中に生糸作りのブームを巻き起こした。信州でも群馬に近い上田地

方を手始めに「上州座繰り器」と呼ばれる、歯車仕掛けの１回の手回しで繰り枠が４回半

回る 新式の糸繰り器を据付、近所の人手を借りて輸出用の生糸作りを始める「製糸家」

と呼ばれる人達が現れた。１８４５年フランスのヴォクリューズ県に発生した微粒子病の

蔓延で壊滅的打撃を受けた欧州の生糸市場も明治に入ると落ち着き、市場に生糸が溢れ、

日本生糸の粗製乱造が問題になった。外国商館の中には、近代的製糸工場を日本に設立し

外国商館自らが生糸作りを行う要望を再三申し入れてきた。政府は、欧州流の工場を設立

し製糸業近代化の模範を国が示す事を決め、明治３年フランス人ブリューナーと官営富岡

製糸場建設の契約を行った。一方生糸取引も兼ねていた豪商小野組は明治３年、前橋藩と

の契約が終わり横浜に戻っていたスイス人ミューラーと東京築地に６０人繰りのイタリー

式製糸場建設を契約し翌４年操業を開始した。また５年１０月にはフランス式の富岡製糸

場が操業を始めた。明治の３年から５年は、このように日本の製糸業に「管理された生産

条件の下で揃った品質の生糸を大量生産する工場制」の始った、記念すべき時となった（図

１，２）。
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図１ 明治４年操業の小野組東京 図２ 明治５年操業の官営富岡製糸場の

築地イタリア式60繰り繰糸機 フランス式繰糸機（大正７年の姿

（浮世絵） 市立岡谷蚕糸博物館収蔵）

２）アメリカへの生糸輸出

横浜開港以来、日本の輸出生糸はいったんイギリスのロンドン市場に集められた後ヨー

ロッパやアメリカの消費地に配送されていた。欧州消費の生糸は主にフランスを中心に手

織り機による伝統的絹織物作りに使われ、イタリーの高格生糸や中国の細繭糸から作られ

た細くて柔らかい生糸が好まれた。政府は、欧州向け輸出の停滞を開くため、明治５年新

たにニューヨークに領事館を設け富田鉄之助を領事に任命し、６年群馬県知事河瀬秀治を

勧業寮権頭に抜擢して、力織機による広幅織物を大量生産するアメリカへの生糸輸出の促

進を図った（図３）。

図３ 明治初年アメリカ生糸輸出に貢献した人々 図４ 明治９年新井領一郎

持参生糸綛

明治９年群馬県の星野長太郎は実弟新井良一郎（ライシャワー夫人ハルさんの祖父）に

自家製生糸（図４）を持参させ、ニューヨークの生糸商リチャルドソンと生糸４００斤、

９月納品の約定を交わした。これが日本からアメリカへの生糸直接輸出の第１号とのこと
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である。新井は相場の変動で大きな損失を受けたが、約定を誠実に履行しアメリカ市場に

おける日本人の信用を高める大事な役目を果たした。

２．浮き繰りの時代 －生糸輸出世界一への道－

１）諏訪式器械の定着

アメリカ市場への門戸はこうして開かれたが、少量生産口の日本生糸が大量生産のアメ

リカ絹業界の受け入れるところとなるには、それに応える大量荷口供給への体制転換が必

要であった。それに応え明治４０年代、早くも日本が世界一の生糸輸出国になり得たのは、

諏訪の製糸家の力によるところが大きかった。

（１）明治９年の生糸相場 －器械製糸による規模拡大の自覚－

明治９年は製糸にとり衝撃的な年となった。７月の新糸相場は１梱（９貫）２５０円が

月末には３００円、９月には６００円の高値を示したものの、１０月からは下り始め１２

月には７月の価格に戻るのであった。大方の製糸は、１２月まで生糸を繰り貯め漸く取引

単位１梱の生糸を生産する規模であったから、景気の良い高値を眺めるだけで過ごし、好

景気を見込んで買った高値の繭から繰った生糸を安値で手放し大損を喫するのであった。

それでも器械生糸はまだ座繰り糸より５０円高で売れたから助かったが、座繰りの小工場

は も惨めであった。そうした相場の変動は製糸家に製糸経営の怖さを肝に銘じさせ、売

りたい時に売れる規模拡大の大切さと器械製糸転進の必要性を痛感させる年となった。

（２）諏訪の製糸結社 －大量荷口の生みの親－

平野村（岡谷市）の矢島総右衛門は明治１０年同志とはかり、生糸の共同販売を目的と

する結社「皇運社」を結成し社長となった。そこでは夫々の製糸家が持ち寄る生糸の太さ

や長さを統一し、さらに綛糸の留め口を色糸にしてユーザーの便を図るなどの配慮をほど

こした。また組合員の工場には月３回検査員が回って技術の統一と指導にあたった。また

出来た各製糸家の生糸は日を定めて持ち寄り大口化して横浜に出荷した。そうした結社が

鵞湖社（上諏訪）・白鶴社（下諏訪）・東栄社（湖南）いまの岡谷市には皇運社の他に確

栄社・協力社・開明社等々が設立され、諏訪の製糸家はそうした結社のいずれかに所属し

小規模の不利益を補った。生きる知恵から生まれたそうした製糸トラスト（結社）は諏訪

式と呼ばれる日本の生活環境に適した、技術体系を醸成し日本がその後世界一の生糸輸出

国になる基盤を構築する大事な役割を果たすのであった。

（３）諏訪式繰糸器械 －簡便・安上がりの木工器械－

明治５年上諏訪のイタリー式深山田製糸場に刺激され、６年それを手本に器械製糸を始

めた間下村（岡谷市）の武居代次郎は、さらに明治５年操業を始めた官営富岡製糸場のフ

ランス式繰糸器械を参考に、機械道楽と陰口を言われながらも辛酸を重ね、両者の良いと

ころを取り入れ日本の実情に合った簡便で安価な繰糸器械を開発し、明治８年同志と図り
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間下村の中山地籍（岡谷市）に１００人繰りの中山社を設立した。この器械は近隣の製糸

家の手本となり、各工場の実践の場を通して改良され、結社で統一され、明治１６年ごろ

には後に「諏訪式器械」と呼ばれて一世を風靡する繰糸器械の原型を完成させた（表１、

図５）。

表１ 明治13年 共進会生糸出品申告書調べ

（４）諏訪式繰糸法 －糸歩中心の浮き繰り－

製糸は、カイコの吐いた繭糸を一本並べに引き揃えて目的の太さと長さの糸を作る縄な

いにも似た単純な加工工程を中心に構成されており、生糸販売価格の８割が原料繭代で占

められる利益の薄い産業であった。そのうえ季節産物の繭を一括購入する大金の購繭資金

の殆どは借入金で賄われた。一方出来た生糸の価格は支払った経費に関係なくその時々の

表２ 全国10釜以上器械工場調べ

（日本 蚕糸業史２巻）

図５ 諏訪式繰糸器械
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相場で決められた。このように

製糸業は「生死業」と言われる

ように先の見えない不安定要素

を含んだ産業であった。そのた

め多くの先輩の倒産を目にし、

自らも辛酸を舐めてきた諏訪の

製糸家は、犠牲を払ってよい生

糸を作り高値で買ってもらうよ

り、屑物を少なくして確実に大

目の生糸を手にする「糸歩増収」

の道を選んだ。その結果、糸口

の求まる 低の煮加減に抑えた 図６ 開明社の年次別釜数の推移（平野村誌）

硬めの繭を熱い湯に浮かべて煮

不足を補いながら糸を繰る「浮

き繰り法」の中でも糸歩を も

多くする「諏訪式製糸法」と言

われ全国に普及する独特の方法

を案出するのであった（表１）。

明治９年日本全国に１０釜以

上の器械製糸場は僅かに８７工

場に過ぎなかったものが、それ

から３年後の１２年には６６４

工場へと急増し、長野県がその

半数余の３５８工場を占めるに

至った（表２）。しかもそのう

ちの１０８工場が小さな諏訪郡

に集中し、その割合は全国総数

の１６パーセントを超える価で

あった。

（５）開明社の共同揚げ返し

－アメリカ市場の信用獲得－

明治１０年代の日本生糸に対

し、外国ユーザーが一様に指摘

するクレームに３つあった。一 図７ アメリカ生糸市場における日・中・欧の競合

つは切れた生糸を糸結びせず水 （岡谷紀要10号）
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を付けて繰り枠に貼り付けそのまま揚げ返した糸綛。二つ目は揚げ返し中に切れ浮遊して

いる隣りの生糸を巻き込んだ２本の生糸を１枠に巻き揚げた２本揚がりの綛。三つ目は生

糸の太さの違った細太綛の混在荷口等である。

明治１２年、片倉兼太郎、林倉太郎、尾沢金左衛門らは１８社３１１釜の結社開明社を

発足させ、３人が交代で社長を務め、組合員は互いに株を持ち原料繭の共同購入から資金

の共同借入、さらに賃金・技術・開業日から終了日まで社中共同歩調の経営方針をとった。

先に述べた３点のクレームは生産者が当然負うべき問題点であったが綛糸の外観から見分

け出来難い欠点項目であった。開明社では、明治１７年揚げ返しを専属に行う揚返工場を

新設し、傘下工場の生糸は総て繰り枠に巻き取られたまま新設の揚返工場へ持ち寄り、こ

こで一括揚げ返す「共同揚げ返し」を始めた。そこでは切れた生糸は必ず結び，二本揚が

りを厳しく管理した。さらに揚げ返し途中で検査糸を巻き取って太さを検査し、太さや色

相に始まる諸々の性状に応じて綛糸を分別整理し、性状の揃った大量荷口を整える品質管

理を徹底して行った。そうした性状の揃った大量荷口の提供は、特に力織機による大量生

産のアメリカ絹業界の も求めていた生糸であった。開明社の評判は年毎に高まり、２１

年には長野県 大の結社となり、２４年には組合員２２社、従業員１，８００人を超える

大会社になった（図６）。

図８ 世界各国生糸産出国比較図（明治26年 フランス農林省資料）
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そうした明治１０年代後半から２０年代は、アメリカ市場においては、あたかも日本対

中国・ヨーロッパ連合軍との間の厳しい主導権争いの時代とも言える期間であった（図

７）。開明社の共同揚げ返し法は、諏訪から全国に普及して性状の揃った大量荷口の提供

を可能にし、アメリカにおける日本生糸の信用を高め、競争力を強める大事な役割を果た

すのであった。その結果明治２６年には日本の生糸輸出高は中国・イタリーに次いで世界

３位の地位を占めるにいたった（図８）。

（６）諏訪生糸の評価 －全国一の高値－

横浜での生糸売買の様子は「商況日報」で日々製糸工場や関係機関に連絡されていた。

明治６年に器械製糸の操業を始めた合資会社吉田舘の「書簡集」にはそうした明治時代の

商況日報が数多く収蔵されている。例えば明治２５年４月２８日の日報には「信州器械ハ

格高ニ売レソノ他モボツボツ売約アリ」、同６月２日は「糸況タダ信州器械ノ取引アリシ

ノミ 其他ハ至ツテ静カナリ」と伝えている。（図、９）。価格も開明社が 高の６４０

円、西白鶴社（吉田舘）６３０円と諏訪の糸は高く、それに比べ他県の糸は１俵（６０㎏）

ほぼ 100 円安であった（図、９）。諏訪の糸はアメリカ市場の信頼を得て活発にしかも高

値で取引され、諏訪式浮き繰りによる糸歩の有利性と合わせ、諏訪の製糸家の経営基盤を

固めていくのであった

図９ 明治25年4月28日 生糸商況日報（吉田館資料）

２）世界の生糸供給基地 －信州上一番生糸－

明治９年の相場の打撃以来諏訪の製糸家は、毎日１梱の生糸が繰れる、300 釜規模を目

処に工場釜数の拡大に励んだ。
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（１）片倉組の先導による諏

訪製糸の規模拡大 －結社から

の分蜂－

片倉兼太郎は原料繭・労働力

・燃料などの面から工場の異常

集中した諏訪の地から他の地域

への分散の必要性を考えていた。

開明社の経営が軌道に乗った明

治２３年、兼太郎は隣郡の東筑

摩郡松本町清水に４８釜の製糸

場を新設した。諏訪の製糸が郡

外へ工場を単独進出した 初で

ある。工場は４年間のアメリカ

遊学から帰国した３男今井五介

が担当した。五介はモンペに似

た雪袴をはき皆と一緒に働き３

３年には３４６釜の工場へ拡大

した。更に片倉家は２６年、川

岸村石原田に日本一の規模とな

る３６０釜の三全社の建設に取

り掛かり２７年１０月操業をは

じめた。兼太郎は、また２７年

の尾沢組に次いで、２８年には

開明社から独立し、片倉一族に

よる匿名組合「片倉組」を組織 図10 明治44生糸年度 横浜入荷生糸個（梱）数番付

し組長になった。その後の片倉 （片倉兼太郎資料）

組の活動を明治４１年刊行の岩

崎粗堂『日本現代富豪名門の家訓』は次のように述べている（要約）。

「片倉組の管理する製糸工場は長野県８、埼玉県３、宮城県１、愛知県１の１３工場。

３，０００余釜、工男女５，０００余名。生糸産額１万余梱、支店全国に１４ヶ所、繭買

い入れ所３１０箇所余。売上高５００万円の巨額に達する」。

片倉家が片倉組を結成して僅か１０年余の出来事である。開明社からはさらに山一林組

など、竜上館からは小口組・山十組といった、資本と技術を蓄えた製糸家が次々と分蜂し、

明治４０年代には何れも日本を代表する大製糸会社へ発展していった。またそこに設置さ

れた繰糸器械は何れもいまの岡谷市中心の機械大工と呼ばれた人々の木工所で作られそれ
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ぞれの製糸場へ搬送されたもので、全国に展開された工場進出は同時に諏訪式製糸法の全

国普及に拍車をかけ、輸出生糸の主流を形成するに至った。

（２）信州上一番格生糸 －輸出生糸の標準品－

大正元年と書かれた兼太郎の『切り抜き帳』に「明治４４生糸年度年間横浜入荷個（梱）

数相撲番付」の新聞切り抜きがある（図１０）。それによると、全国１０釜以上の器械製

糸場２，５００社近くのうち、上位１０社に今の岡谷市に含まれる製糸会社が横綱の片倉

組（１５，２８４梱）・東大関の小口組（８，４７１梱）・西大関の山十組（８，４２０

梱）・東小結の岡谷製糸（６，３４４梱）・西前頭１の林組（４，４８０梱）・東前頭２の

尾沢組（４、３２６梱）の６社が含まれ、それらの横浜への生糸出荷高だけで全国出荷総

数の１６パーセントを超えている。明治時代既に岡谷が「糸の町」と言われた所以である。

こうして横浜の生糸市場に信州系の糸の無い日は無い事から、明治３０年頃から諏訪系

の生糸に「信州上一番格」の銘柄が付けられ、生糸相場はその信州上一番格に値段が付け

られ他の銘柄は信州上一番から１０円高、５円安といった格差で取引された。かくして諏

訪の名前は生糸の供給基地として世界に知られていった（図１１）。

図11 大正元年から９年までの生糸価格表（横浜市場信州上一番価格）

（３）生糸輸出世界一へ

諏訪の製糸家の規模拡大に伴い、生糸の生産量は明治３０年以後急激に増加し始め、そ

れに伴いアメリカを中心に日本生糸の輸出量もまた増加していった。その結果、明治３３

年の輸出量はヨーロッパ第一の生糸生産国イタリーの総生産量を超え、さらに４２年には

絹の宗国中国の総輸出量も超えて、日本は世界一の生糸輸出国になった（図１２）。
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以後昭和１６年アメリカへの

輸出が途絶えるまでの間、日本

の生糸輸出は常に世界一位の座

を占め外貨獲得の役割を果たす

のであった。

３．沈繰・半沈繰糸時代

－たて糸用生糸作り－

明治の終わり日本生糸は量的

には世界一となったが、品質は

織物の「よこ糸」用の二流品で

あった。更なる輸出の増大には

欧州糸が占有している「たて糸」

分野への進出が必要であった。

そのためには生糸を構成する繭

糸本数（粒付け数）の管理を徹

底して生糸の太さを揃え、繭を

良く煮て生糸の抱合を良くする

必要があった。軽め煮繭浮き繰

りの諏訪式繰糸法ではその要望

に応えるのは困難であった。政

府は大正に入ると、「信州式浮 図12 世界４大蚕糸国生糸生産統計

き繰り法」から「たて糸」用生

糸作りの、繭を良く煮熟し、繰られている繭だけが湯面に頭を出す、山形流の「沈繰（ち

んそう）法」への技術転換を積極的に指導した。しかしこの方法は屑物を多くするので経

営的に問題があり、製糸はその転換に二の足をふむのであった。

１）一代交雑蚕種 －世界に先駆けたバイオテクノロジー－

明治３８年、東京大学教授の外山亀太郎は「形質の異なる異品種間の一代雑種は両親に

比べ多くの形質で優れた性質を示す雑種強勢がある」との学術提唱を世界に先駆けて発表

した。政府は明治４４年東京杉並村字高円寺に原蚕種製造所を設立した。外山はここで多

くの研究者の協力を得て、大正３年一代交雑種の選抜で優れた成果をあげた。しかし、識

者も養蚕家も慎重で実用化を進める人はいなかった。今井五介は研究の重大性を深く認め、

大正３年直ちに片倉組の責任で蚕種を製造して養蚕家に寄贈し、出来た繭の完全引取りを
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約束し大規模の実証化試験を実

施した。結果は大成功であった。

さらに五介は関係者と図り、同

３年１０月「大日本一代交配蚕

種普及団」を設立その普及事業

に乗り出した。この間僅か半年

のことであった。その結果、日

本の製糸原料繭はそれから数年

を経ずして総て良い生糸を作る

一代交配種の繭の提供を受ける

こととなった。カイコの科学的 図13 一代交配種の普及率と種一グラム当たり

な技術によって、日本は「たて 収繭量の推移（大井秀夫）

糸」用生糸作りの優良原料繭の

生産基盤を世界に先駆け確立するのであった（図１３）。

図14 日本生糸とアメリカ生糸市場の相関図（岡谷紀要10号）
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２）沈繰、半沈繰糸法 －たて糸用製糸－

政府は大正３年６月原蚕種製造所を蚕業試験場と改称し，１１月「煮繭分業沈繰繰糸法

講習規定」を定め大正４年２月から煮繭手、教婦の募集を行い山形流の煮繰分業沈繰法の

講習をはじめた。また講習生には月６円の手当てを支給し昭和２年まで続けた。一方山本

竹蔵・森正純らは沈繰法の糸歩減少の改良法として、浮き繰りと沈み繰りの中間を行く、

煮繭（にまゆ）は常に湯面に頭を出し、半分浮かんで繰られる半沈煮繭法を編み出した。

そうした研究を通して、たて糸用生糸作りの煮繰分業繰糸法は、大正７年には全国製糸の

２０パーセントから１０年には５０、昭和２年には８０パーセントを超え日本固有の技術

として定着していった。その結果繰糸工は管理し易い煮られた繭の粒付けに注意して糸繰

りができたので抱合の良い太さの揃った、「たて糸」用の繰糸が出来るようになった。そ

の頃、欧州は世界大戦の 中であり、中国は辛亥革命の政情不安のときであったので、日

本からアメリカへの生糸輸出が増進し（図１４）、桑園は北の北海道から南は沖縄までの

全土に広がり、桑畑は平地から傾斜地さらに山畑へと拡大していった（図１５）。

図15 明治25年と大正8年との産繭比較地図

３）製糸の技術革命 －製糸工程の機械化－

明治の終わりから大正時代にかけた製糸業の発展は、今までの人手作業に頼っていた作
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業を機械に置き換える技術革新をもたらした。

（１）繭の乾燥機械。

繭の殺蛹・乾燥は土室式炭火乾燥で行われてきたが明治３０年代に入ると谷口式・西ケ

原式・御法川式など蒸気を熱源とする多くの乾燥機があらわれた。なかでも明治４３年今

村品太郎が開発した無端帯段落移動型乾燥機は、自動式乾燥機あるいはバンド乾燥機とも

言われ、その後の繭乾燥機の原型をなすものとなった。

（２）煮繭機械。

煮繰分業は、煮繭を独立した工程として注目させ、その機能を前処理・煮熟・後処理工

程へ細分化させて繭の煮塾機構の解明を進展させた。大正６年田村熊次郎は半沈煮繭を機

械的に処理する進行式煮繭機械を開発した。また佐藤金六は繭腔内に瞬間的に湯を浸透さ

せる機構を設置したＹＤ式進行式煮繭機械を開発するなど新しい煮繭機械が次から次と開

発され普及していった。

（３）繰糸機械

大正時代の繰糸機械は基本的に

は諏訪式器械を基調に置くもので

あった（表３）。しかし繰糸工１

人の受け持つ緒数は分業化により、

また糸口探し装置の導入などで４

から６緒へと増加した。

こうして大正時代は製糸工程の

機械化が進み、たて糸用生糸の生

産体制が整えられていった。

４）人造絹糸の急増 表３ 昭和元年における信州式（諏訪式）繰糸機

日本生糸の世界市場における独 の位置（日本蚕糸業史２巻）

占体制が進む一方で、蚕糸業の将

来に係わる大きな問題が起きていた。明治２４年、ヒレール・ド・シャルドンネ伯（１８

３９－１９２４）は、故郷のプサンソンに工場を建設し、人造絹糸の生産をはじめた。そ

の後技術改良が進められ世界の人造絹糸の生産量は明治２９年には１万俵（１俵、６０㎏）

だったものが４３年には１０万俵、大正１３年には110 万俵へと急成長するのであった。

世界大戦前のアメリカでの生糸は主に広幅織物に使われ、ほかに小幅織物や縫い糸、リボ

ン、靴下、肌着にも使われたがその量は僅かなものであった。大正１３年からレイヨンと

呼ばれるようになった人造絹糸は絹に似た光沢はあるものの強力は１／４、濡れると更に

半減し、ダラットした重たい手ごたえ、洗濯するとゴワゴワする植物繊維であっても、生

糸に比べ１／３の安さと価格の安定は魅力であった。そうしたレイヨンが絹の広幅織物の
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よこ糸に使われ、大正１２年に

はたて糸が絹、よこ糸レイヨン

の交織絹織物が４０パーセント

を占めるようになり、昭和５年

には純粋の絹織物は高級品に僅

かにその名残を留めるだけと成

るのであった（図１６）。

大正 15年の第 51回帝国会議

で加藤知正議員は農林大臣に「

エジソンは30年前に、養蚕業は

50年以内に一掃されると予言し

たが、大臣はこの予言を認める 図16 世界人造絹糸３位までの生産量推移

か」と質問し、蚕糸業の緊急振 （岡谷紀要10号）

興策を強く要求した。政府は昭

和 2年農林省に蚕糸局を新設し蚕糸業の振興組織を固めるのであった（図１７）。

図17 日本蚕糸業法等の年次別推移

４．緩速多条繰糸時代 －絹靴下用高級生糸の生産－

日本が織物たて糸生糸の生産体制を整えてきた大正１０年ごろ、アメリカには生糸に係
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わるもう一つの異変が起きていた。第一次世界大戦前イギリスなどに７０億ドル余の債務

を負っていたアメリカは、戦後は１９ヶ国に１１７億ドルの債務を持つ世界一の富裕国に

なっていた。

１）絹の靴下

そうした大戦景気の華やかさを象徴するかのように，大正８年頃から絹のフルファッシ

ョン靴下が一世を風靡し始め、絹の用途は織物から靴下に用いられるようになった。足を

綺麗に見せる靴下は年とともに細糸づくりの薄地物に移り、生糸に現れる僅かな細太むら

も靴下にはリング状の編み段欠点となって現れた。アメリカ絹業界の求める、切れた繭糸

を見つけ補充するまでの間に生じる生糸の細斑の長さを１３メートル以内に抑えるには、

それまでの秒速４メートルの繰糸器械では至難の技であった。

２）緩速多条繰糸機械 －御法川多条繰糸機－

御法川直三郎は明治４０年、繰糸速度を従来

の１／５に落とす代わりに受け持ち緒数を５倍

の２０緒にした固定接緒装置と各緒にストップ

モーション装置を取り付けた緩速多条繰糸機械

を開発し、東京勧業博覧会で一等賞をうけた。

しかし当時は物珍しい機械ぐらいとみられ、産

業界では話題にもならなかった。１人片倉組の

今井五介は御法川が西ヶ原の蚕病試験場の後輩

というだけで無く、緩速多条機が大事な将来技 図18 御法川式多条繰糸機

術である事を深く理解し、研究費の援助を惜し （市立岡谷蚕糸博物館）

まず続け、大宮の研究所で実用化試

験をおこない、大正１２年長男の今

井真平に御法川生糸をアメリカへ持

参させ批判をもとめた。結果は糸質

優良、特に糸斑少なく絹靴下に 適

で他に比較すべき生糸が無く、ワン

ダーフル・ダイアモンド・グランド

・ダブル・エキストラと激賞され、

一躍アメリカ市場でミノリカワ・ロ

ーシルクの名が知れ渡った。片倉製

糸はさらに実用化に向けた研究を進 図19 アメリカの生糸輸入量の変化（農林省蚕糸局

め、昭和２年諏訪式繰糸器械からミ (昭14)：蚕糸業要覧400p）（岡谷紀要10号）
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ノリカワ多条機への転換を始めた（図１８）。

３）日本生糸がアメリカ市場を独占

その後多条繰糸機械の開発研究に２５社ほどの機械メーカーが参画し、例えば昭和７年

には世界生糸市場の８７パーセントを消費するアメリカ絹業界生糸の９３パーセントを日

本生糸が占め、日本は質量共に世界一の生糸供給国となった（図１９）。

４）日本の生糸輸出体制 －生糸の輸出検査－

養蚕農家の作る少量口の原料繭を多数合併し、技術差のある繰糸工の生産した生糸を集

めた生糸荷口の均一性には自ずから限界があった。絹靴下用生糸の品質要求の厳しさの増

加に伴い輸出検査の信頼性に係

わるクレームがまた急増した。

そこで日米の関係機関は相談し

生糸荷口の品質実態を的確に表

示する検査法を両国が夫々研究

し、昭和３年その成果を持ち寄

り「第一回日米生糸格付け技術

協議会」を横浜で開催した。日

本は、生糸検査所が中心になり、

豊田亀次郎博士の指導を受け、

１荷口１０俵の綛集団から無作

為に綛糸を抽出し、さらに各綛

から検査料糸を取り出す２段構

えの抽出理論に裏づけされた検

査法を持って臨んだ。この方法

はアメリカ案を遥かに超えたも

ので「米国協議委員を代表して

肥後委員（日本代表）の繊度検

査に関する も明瞭かつ詳細な

る説明に感謝します。この説明

は絶対に明瞭であります」との

賛辞をもって受け入れられた。

以後検査の主導権は日本側に移

り、政府は昭和６年法律第２６ 図20 昭和７年から15年までの輸出生糸検査平均格分布

号をもって、輸出生糸検査・品 （小松四郎）
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位格付基準を定め「輸出生糸は必ずこの検査格付けを受けたもので無ければ輸出できない」

と定めた。１９４０年代になってＰ．Ｃ．マハラノビスらにより標本調査法という新しい

学問が構成されたとき、この検査法は二段抽出論として基礎理論の一つに位置づけられた。

平成４年日本統計学会会長に就任した竹内清会長はその就任記念講演「日米生糸貿易にお

ける統計学の役割」で６０年前日本に重要な標本理論があり、生糸貿易の信頼性を通し日

本経済に重要な役割を果たしたと報告した。そうした生糸検査の結果は、製糸技術がその

後生糸品質の向上に果たした過程をまた如実に語る役割をはたしてきた（図２０）。

５．定繊自動繰糸時代 －世界の製糸技術への貢献－

終戦直後の製糸は、戦前の 盛期に比べ工場数で９５パーセント、設備台数で９２パー

セントを失う壊滅的な状況下にあった。しかし軍需産業に転換した製糸工場の復元は、生

糸輸出が戦後の経済復興の一翼を担うものとして、連合軍総司令部の管轄下で即急に進め

られ、２３年には早くも戦後の上限設備台数４万９千２０８台に達した。しかしアメリカ

市場は既にナイロンに代表される化学繊維の時代にあり生糸の輸出は順調でなかった。そ

うした戦後に見られる製糸業の主な変化は、繰糸者の判断に委ねられていた繰糸作業を機

械に置き換え自動化した定繊自動繰糸時代への展開と、生糸需要の主体が輸出から国内消

費に移行した点に見る事が出来る。戦後の自動繰糸機に代表される製糸機械の変遷は既に

日本シルク学会が貞明皇后蚕糸記念科学技術究助成を受けてシリーズＮ o．１からＮ o．

８に詳細に纏めており、当６０回夏期大学でこのあと三戸森講師からご講演を伺う事にな

っている。またソフト面の管理技術については『製糸夏期大学５０周年記念誌』に報告さ

れているので、ここでは主に生糸需給にはじまる製糸業変遷の跡を辿る事とする。

１）生糸の需給

戦後の日本は、内需の拡大に伴い昭和３０年代後半からは生糸も繭も共に輸入国となり、

一時は世界生糸の半分以上を消費する絹の一大消費国になった。

（１）生糸の輸出入

生糸輸出量は、戦前の５０万俵に比べ８万俵前後と低迷した。その上昭和２８年からは

中国糸が欧州市場に出回り始め日本は厳しい競争を受け、政府は繭の生産制限を指導した。

しかし３６年頃から内需が伸び、生糸の輸入がはじまり４９年には横浜開港以来続いた生

糸輸出はその終わりを告げる事となった。一方、３７年生糸と繭の貿易自由化に伴い安い

海外の生糸や繭の輸入がはじまった。３７年生糸１俵の輸入に始った輸入は急速に増大し

４１年には輸出量を上回り４７年には国内生産量の半分を超える１６万 8 千俵が輸入さ

れた。政府は４９年生糸一元輸入措置を発動し５１年には繭糸価格安定法を改定し、秩序

ある輸入対策を講じた（図２１）。
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図21 生糸の需給表

（２）繭の輸入

昭和３９年ソビエト・北朝鮮などから乾繭の輸入が始まり、５０年には中国からの大量

繭輸入が始まり、その量も５３年には乾繭４，０００トンに達した。政府はそうした異常

事態に対し貿易管理令による事前承認制で調整する一方、国産繭減少の調整を輸入繭の工

場実績に応じた割り当で生産の安定化を図った。平成 7年 4月からは WTO協定が発動さ

れ、輸入割当制は関税割当制となった（図２１）。

（３）生糸の生産

戦後の生糸生産は、昭和２０年の８万俵で始まり、３０年には３０万俵台に達し以後５

０年までの２０年間、ほぼ同じ水準で推移した。しかし国内産は海外の安い生糸、繭に国

際競争力を失い、繭生産が１０万トンを切った昭和５０年を契機に急激な減少に転じ、平

成１８年はついに５０５トンとなった。それに伴い生糸の生産量もまた減少し、平成１８

年の国内生産量は１，９５６俵となった（図２１）。

（４）生糸の価格

昭和２４年、統制が解除されると生糸は再び激しい価格変動の荒波にさらされ、生糸価

格は需給の実態から離れ乱高下した。政府は２６年１２月法律第３１０号で「繭糸価格安

定法」を制定した。これは糸価が上部価格帯に達すると在庫生糸を放出し、下部価格帯に

達すると市場から生糸を買い入れ調整を図るもので、戦後の糸価政策の基礎を与える施策

となった。政府は、昭和３２年の「なべ底」景気では生糸の買い入れを、３４年の皇太子

のご成婚を機に和装ブームが起こった折は放出し価格の安定化を図った。その後日本の高

度経済成長に伴い糸価は上昇し５３年９月には１５、５７０円／㎏の高値をみた。６１年
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には急激な円高ショックで糸価は低迷したが、平成元年は１９，０００円／㎏の 高値を

示した。しかし２年４月以降は仕手筋の後退や景気の低迷などにより糸価は低落し９年１

１月には４，０００円近くとなった。

平成１０年４月、繭糸価格安定制度が廃止され、代わりに上・下位の指標価格が設けら

れたが、糸価はその後も低迷し、１９年度の現物価格は３，０００円代で推移している（図

２２）。

図22 生糸価格表

（５）絹需要の推移

戦後の絹需要を支えたのは和装を中心にした内需の伸びで、昭和２０年代すでに（輸出

：内需）の割合は（１；２）であった。さらに３０年代後半からは内需が伸び、４０年代

は高度経済成長に支えられ日本の絹の消費は世界生糸の半分以上を消費する一大消費国に

なった。一方、異常な生糸輸入を制御するために定められた４９年の生糸一元輸入制度は、

新たに規制外の絹織物や二次製品の輸入増をもたらした。その後の通信販売や訪問販売さ

らにネットワーク販売と流通構造が変化し、和装から洋装へ転移、形見意識から使い捨て

への意識変化と、絹を取り巻く環境は多様化し目まぐるしい変化の時代になったが、それ

でも現在世界生糸のⅠ／５以上を使う絹の消費国である（図２３）。

２）自動繰糸機械の開発

自動繰糸機の実用化は製糸業長年の夢であった。昭和２６年片倉工業（株）は繊度感知
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図23 絹需要の推移

器デニーラーを装着した定繊自動繰糸機の実用化に成功し、日本の製糸業界は自動繰糸機

の時代を迎えた。

（１）自動繰糸機の実用化

片倉工業は昭和２１年、戦争で中断していた研究を再開し、２６年１０月デニーラーと

呼ばれる繊度感知器を装着した片倉Ｋ８Ａ型自動繰糸機を完成させその１号機を埼玉県の

片倉石原製糸場に設置した。この機種は石原工場に始まり２８年までに片倉工業傘下の各

工場に４６セット（１セット、４００緒）設置された。自動繰糸時代の幕開けである。恵

南協同蚕糸（株）は２７年７月落繭感知式自動繰糸機を完成させ、同年１０月鐘淵紡績

（株）新町工場へ設置し、その後の１年間に各製糸会社へ４７セット設置した。立川飛行

機（株）から転換した富士精密工業（株）も２７年に、たま１０型定粒式自動繰糸機を開

発し日本レイヨン（株）米子工場に設置した。郡是製糸（株）も２６年郡是本宮工場に定

粒式自動繰糸機を設置した。こうして製糸業近代化の道が拓かれ、昭和３０年代には蚕試

式繊度感知器を装着した定繊式自動繰糸機の全盛期を迎えた。

２）自動繰糸のための製糸技術

自動繰糸機の実用化は、新しい製糸技術―繭の煮崩れを抑えキビソを少なくし、ズル節

による糸故障の発生を少なくする―連の開発を必要とした。
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（１）繭乾燥

乾燥機内に配列された蒸気パイプの輻射熱を利用する従来型の繭乾燥法に対し、昭和２

７年日本乾燥機〔株〕の社長小松豊作は、乾燥機の外部で調整した高温の熱風を乾燥機内

へ吹き込む新しい乾燥機を開発した。これは処理繭に均整に熱が与えられ乾燥斑を抑える

効果があり、乾燥温度の制御が

し易すく、そのために高温乾燥

が可能となり、自動機に適した

乾燥効果をしめした。これは日

本乾燥機を始め大和三光製作所

の乾燥機などが開発され戦後の

熱風乾燥機時代を拓いた。

（２）煮繭

繭層表面の煮崩れを押さえる

一方、中内層を煮熟して繭糸の

ほぐれをよくする研究が進めら

れた。その結果赤外線煮繭、H

（酸性）水煮繭、V型加圧煮繭

など、各種の煮繭法が開発され、

俵あたり緒糸量は半減した。 図24 対俵キビソ量の推移

（３）工程の管理技術 上：キビソ量総平均 下：器械製糸キビソ量

昭和２０年代はW.A.Shewha

rtの３－σ管理法が多くの企業

に導入され統計的品質管理法が

定着する時代であった。片倉工

業は全社を挙げて取り組み製糸

工程に統計的管理図法による管

理体制を整えた。しかし工務が

望む糸歩・能率。品質を総合的

に管理運営するには「原料繭の

性状が製糸工程を経てそれら３

要因を形成する間の情報伝達の

仕組み」を明らかにし、その上

に適正な管理標識によるシステ

ム管理法構築の必要性を明らか

にした。多くの人々による研究 図25 繰糸工１人１日当たり生糸生産量
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の結果、繰糸工程に生ずる落緒・糸故障・煮繭（にまゆ）の給繭状態の情報を標識とする

有機的な管理システムが設定され、繰糸過程の変化から原料繭の性状にあった処理条件を

直ちに整え、原料繭の性状に適した条件を整える自動機用の工程管理技法がつくられた。

３）自動繰糸と工務成績

そうした過程を経て、工務が求める糸歩・能率・品質の３要素の総てが調和をとって向

上する自動繰糸時代を迎えた。その様子を国が示す統計資料を制理し以下に示す。

（１）糸歩の向上

糸歩（生糸量歩合）を示す工程の標識は、糸緒（いとくち）探しのために生じる緒糸量

と言われる屑物量の多少である。乾燥、煮繭技術と工務の管理技術により、生糸６０㎏生

産する間に６から７キログラム

生じた緒糸（キビソ）量が３キ

ログラム台へと半減した（図２

４）。なお、図に見られる昭和

４０年後の屑物の上昇は外国産

繭の利用によるものである。

（２）能率の向上

繰糸工１人１日当たりの生糸

生産量は多条機、座繰機時代は

全国の平均で共に１㎏ほどであ

ったが自動機の導入により１５ 図26・1 21中生糸の繊度偏差

ｋｇへと向上した（図２５）。

その結果生糸６０㎏生産当たり

の繰糸工延べ人員（対俵人員）

は多条時代の約８０人から十分

の一の７．５人に減少した。

（３）生糸の品位

自動機の導入により生糸の品

位は何れも向上した。特に生糸

繊度偏差は顕著に減少した（図

２６・１）。また生糸の節成績

は大中節も小節も、繭の乾燥・

煮繭と工程管理技術とによって

管理され向上した（図２６・２

）。 図26・2 生糸の節成績の推移
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（４）多条・座繰機械の交代

こうした工務成績の向上によ

り明治時代から日本の製糸業に

利用されてきた諏訪式繰糸器械

の流れを汲む座繰器械も、また

昭和の初めから絹靴下用の高級

生糸作りに貢献してきた多条機

械も共に姿を消し、昭和４０年

以降は日本の生糸は総て自動繰

糸生糸の時代となった（図２７）。

６ これからの生きる道

蚕糸業は、蚕糸業法・製糸業

法といった法律のもとで、自動

繰糸機を中心にした技術革新に

より、戦後の高度成長期を他産

業に伍して乗り切ってきた。し

かし昭和４０年以降の農業基盤 図27 繰糸機別台数の推移

の変革や国際化の流れの中で、

また平成１０年４月からは、蚕糸業法・製糸業法廃止の局面を迎え、蚕糸業は一段と厳し

い状況に置かれるに至った。

１）蚕糸の統計

初めに、ここ十数年間の蚕糸業の推移を統計資料により眺めてみる。

（１）養蚕農家数

養蚕家数は、農家戸数と同じく急激な減少下にある。とくに平成３年に４万４千戸あっ

た養蚕戸数も１８年には１千３百戸まで減少した（図２８）。

（２）生繭の収納量

養蚕戸数の減少は生繭の生産に直接影響し平成３年２万トン余あった収繭量は昨年は５

百トンへ減少した（図２９）。

（３）製糸工場数

そうした原料事情の下で製糸をやめる工場が増加し、平成３年に５０工場あった器械製

糸場は現在２工場となった（図３０）。
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図28 養蚕農家戸数の推移 図29 収繭量の推移

図30 製糸工場数の推移 図31 生糸生産量の推移

（４）生糸生産量

製糸は、国内産繭の減少に伴い外国産繭を輸入して操業を補ってきたが、平成３年時の

９万俵余の生糸生産量は昨年２千俵を切るところまで減少した（図３１）

２）生きる道 －普段着の絹と至玉の絹－

日本の製糸は現在このような厳しい状況下にある。横浜開港以来１５０年間にわたる製

糸業の変遷は、私達の先輩が、明治初年の欧州市場への輸出停滞の危機、明治末の「ヨコ

糸」生産限界の危機、大正時代末の人造絹糸の発達による織物の「ヨコ糸」使用途絶の危

機、戦後の化学繊維の発達による靴下用途への危機といった様々な状況に遭遇しても、そ

の都度その辛苦にたえ、知恵を集め、努力し切り開き乗り越えてきた事実を示している。

そうした先人の教えを学び、これからの生きる道を求めたい。

（１）殷代から変わらぬ生糸作り －繭糸引き揃えの細糸－
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「原点に戻り考える大切さ」の教えに従い、

改めて糸造りの基を尋ねる。

中国 古の辞典『説文解字』や『孫氏算経』

は「殷代に作られた甲骨文や金文の糸、絲の文

字は繭糸５本（糸）、１０本（絲）を引き揃え

て１本の生糸に加工する繰糸の絵姿」（図３２）

と説明している。まだ道具の無かった昔、一着 図32 古代の糸文字は繰糸の絵姿

の衣服に３０万ｍ以上必要な細い生糸を繰るこ （大日本蚕糸会 シルクだより

とは、気の遠くなるような根気仕事だったと思 りNo.26）

う。そうした繰糸が、３千年以上昔の殷代、す

でに文字となるほど社会に定着し、「薄き事蝉翼のごとく、軽きこと烟霧のごとし」と詠

われ貴人・麗人の衣装となって、古代社会に華やかな文化の香りを与えていた。日本でも

平安の昔、『源氏物語』は「単色染めの薄絹を重ね着して四季折々の彩りを作出し、雅を

競い合った上流社会の華やかな絹文化の世界」を伝えている。

日本が戦前輸出した主な生糸の太さは繭糸５本合わせの１４デニール生糸であり、戦後

は繭糸１０本２８デニール中心の生糸であった。製糸技術は、３千年もの長い間、一貫し

て繰糸機械の基本構造に始まる製糸技術が繭糸

５本、１０本合わせの細糸作りを基盤に工夫さ

れ構成されてきたのである。そうした長い間、

変わらずに細くて美しい糸造りの道をひたすら

歩み続けて来た事は、考えれば不思議なことで

ある。

（２）絹らしさの主成分 －究極・極細の繭

糸特性－

上流社会を初めに、人々に愛されてきた絹を

ファクター・アナリシスすると柔らかさ・温か 図33 繭糸のフィブロインは細い

さ・軽さ・爽やかさ・滑らかさ・撓み・弾力（ フィブリルの束（松村初太郎

ドレープ性）といった着心地因子と優しさ・み 氏 撮影）

やび・本物意識といった心理因子が示される。固い銅の棒も限りなく細くしていくと、そ

よ風にも揺れるように柔らかくしなやかになる。繭糸は１万ｍの重さが僅かの３ｇにも満

たない細糸で、輪切りにすると２本のフィブロイン糸がセリシンで接着されているのが見

られる。そのフィブロインの糸Ⅰ本はさらに細い２千本もの細いフィブリル糸の束から出

来ており（図３３）、その１本のフィブリルはさらに細いミクロフィブリルの束から出来

ているという。柔らかさ・温かさに始る絹の不思議さの第一主成分は、そうしたタンパク

繊維である繭糸フィブロインの極細性にあるといという。その特性を生かす糸造りは、産
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業として技術的に成り立つ も細い５本繭糸合わせの｛糸｝造りであり、一般には実用的

な細さの１０本繭糸合わせの「絲」造りであったというのである。

（３）丈夫で逞しい古代絹 －普段着や綿甲冑－

そうした細さが生み出す絹の優雅さは、一見美人薄命的な「か弱さ」を思わせる一面が

ある。しかし、鋼鉄の切断強度がデニール当たり３．５ｇであるのに、生糸はその価が３．

７ｇもあると言う。生糸は太さが同じなら鋼鉄と同じかそれ以上硬くて強い糸なのである。

『続日本起』天平宝字 6 年（７６２）正月２８日の記録には「東海・南海・西海３道の

守りに綿（真綿）甲冑 20,250具を大宰府で造らせた」が見られる。

軽くて温かく、鉄と同じくらい強い繭糸はまた戦闘着に使われていたのである。

また「手な末の貢」として大量に貢納された絁（し）は、セリシンが着いたままの繭糸

の互いに絡み合った太糸で織られた厚地の「絁（あしぎぬ）」で、官人の出勤着や庶民の

よそ行き着に広く便利に使われていた。そうした古代の丈夫で普段着絹の特徴は「①煮ら

れた１個の繭から８の字型やＳ字型に吐かれている繭層の繭糸を、手で数十本摘みとり抽

き出した絡み合った繭糸の太糸（あしぎぬいと）使用。②太糸を構成している繭糸は、芯

のフィブロイン糸の周りが蝋物質を含んで溶けにくいセリシンⅣで覆われ、更にその外側

をセリシンⅢ・Ⅱ・Ⅰと言われる、内側ほど溶け難いセリシンで覆われ守られている。③

絁はその繭糸が互いに絡み合った手抽きの糸から出来ているので、ピンと張りつめた生糸

と違い、繭層上の繭糸の「しぼ」の影響を受け、縮れた嵩高な太い糸で織られている。④

ゴワゴワした硬い生織物の絁は、砧打ちと言われる木の杵でよく叩かれて柔らかくされ艶

出しされ、セリシンを除くためのアルカリ精練は受けていない」など四つの特徴を持って

いるという。

（４）これからの生きる道（１）－普段着の絹－

蚕糸科学研究所が中心になり、貞明皇后蚕糸

記念科学技術研究助成を受け進められている「

多様な太繊度低張力糸（古代絹）の今日的商品

化の研究」の成果検討会が昨年と本年３月蚕糸

科学研究所でおこなわれた。そこでは３千年来

変わる事無く続いてきた生糸作りの根本が覆さ

れる、革命的な糸造り法が示された。

①繭糸交絡繰糸法 －撹伴繰糸機の開発－

絁糸様太糸の繭糸交絡具合を自由に制御する

糸造り機（特許申請中）が開発された。「撹拌

繰糸法」と名づけられたこの方法では繰り繭が

自ら繭糸の交絡を作り出すもので、繭糸を平行 図34 ５緒型攪拌繰糸機

に引き揃える生糸作りとは根本的に違い、糸は （岡谷紀要11号、宮坂照彦）
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小さな「しぼ」の波打つ糸である。そのためこの糸繰り機は引っ張り張力に対しゆとりあ

る皺になり難い古代絹の特徴を備えた糸作りが出来る（図３４）。

②砧打ち －ビーテイングマシンの開発－

生糸を精練しセリシンを除い

て、フィブロイン糸にして初め

て真珠色の光沢をもった美しく

しなやかな絹が得られる。それ

を薬練りせず、繭糸を機械的に

叩くことでセリシンの特に内層

部の溶け難いセリシンを残し、

糸や織物に柔らかさと艶を与え

る砧効果を与えるビーテイング

マシンが開発された（図３５）。

昔の砧打ちの現代版である。

③コンピューター制御シス 図35 ビーティングマシン２号機（バイブロ・プレス

テム －自在に操る－ 方式）の設計図（岡谷紀要11号、原田尹文）

そうした古代絹造りはコンピ

ューターシステムの下で統一制

御される。糸上の好きな位置に

飾り節を作る実演がされた（図

３６）。

その他既に一連の研究の下で

必要な機器が開発されている。

④太繊度多目的繰糸機 －

５種類の特殊生糸を自在に繰る

機械－

（独）農業生物資源研究所生

活資材開発ユニットでは、繰糸

機械の一部を切り替える事で、

糸の太さ・形態・嵩性・カバリ

ング糸などさまざまな特殊生糸 図36 コンピュータ制御の節分布

が製造できる機械を開発してい （岡谷紀要11号、宮坂照彦・森川英明）

る（図３７）。

⑤高品質生糸用繰糸機械部品の開発と組み立て －さらなる自動機の発展に向け－

平成１３・１４年にかけて（独）農畜産業振興機構の助成を受け、蚕糸科学研究所が中
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心になり製糸機械メンテナンス改良開発研究が進められ給繭器・集緒器・鼓車・繊度制御

システムなどの精度向上が行われ、自動繰糸機械の性能アップの基盤が整えたれた（図３

８）。

図37 太繊度多目的繰糸機の概略図と外観図（岡谷紀要11号、髙林千幸）

⑥フィツシング方式太繊度低

張力繰糸器 －未来につながる－

平成１６年度に（独）農畜産

業振興機構の助成を受け、蚕糸

科学研究所が中心になり、太繊

度低張力繰糸法の研究が進めら

れ、索緒機・接緒器不要で解じ

ょ張力をゼロに戻すフィツシン

グ装置を装着した太糸繰糸機械

が実用化された（図３９）。

これらの研究により、その昔

「絁」と呼ばれ人々の普段着の 図38 コンビネーション切断防止装置

絹と親しまれた「洗濯簡単で皺 （岡谷紀要11号、草間健一）

にならず丈夫な健康衣料」の現

代的糸造りが整えられた。まだ荒削りであるが、総てが蚕糸科学研究所の委員会メンバー

の手作り品なので、委員会の中でさらに磨かれ、２１世紀の新しい絹の世界を拓くと確信

している。
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図39 フィッシング方式太繊度低張力繰糸機（岡谷紀要、星野伸男）

（５）これからの生きる道（２） －文化の伝承と作出－

絹は、動乱の時は一時影を潜める事はあっても、平和が戻り生活にゆとりが出てくると

不死鳥のように蘇り、七千年もの長い間人間と係わり、またこれからも係わり続けていく

だろうと言う。そうした文化の伝承と新たな絹の究極美への挑戦の中にこれからの生きる

大道がある。

①天平人の思い －皇后様の蚕－

皇后様は平成１６年１０月２０日古希をお迎えになられた。その記念に『皇后さまの御

親蚕』が扶桑社から出版された。そこに載せられた正倉院宝物を蘇らせた皇后さまの「小

石丸」に寄せられたお話に文化伝承の大切さを学びたい。

皇后さまは、毎年５月から６月に掛け、皇居紅葉山の御養蚕所へ通われ、蚕をお育てに

なられる。宮内庁正倉院事務所（奈良市）は、１９９４年から１０年かけての、天平の絹

の復元摸造を始めたが、その基となる蚕の糸が得られない。それが皇后様の大事にしてお

られる純日本種の蚕「小石丸」の糸が 適任であることが知られた。また入手困難の染材

「ニホンアカネ」が皇居内に自生していて、天皇陛下のお声掛かりでご下賜された。こう

して、両陛下のお力を頂き，糸造り、染め織りの達人たちが精魂こめて天平の至宝を蘇ら

せていく。本書はそうした両陛下と正倉院御物を結ぶ一筋の糸に沿って誠実に取材された

季刊誌『皇室』の記事を基に編纂されている。編纂者は２００３年５月の御養蚕の儀に始

る取材の中で、初めて見聞きする物づくりの厳しさ、素晴らしさに驚き、それはやがて深

い感動へと変わっていく。その心境を素直に文字に託し、多くのカラー写真を添えて、優

れた匠（たくみ）の技の数々を目前に展開し、読者を感動の世界へ導いていく。また復元

に携わった人々とのインタビューは「天平の至宝の忠実な復元摸造の物づくりは、規格統
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制された現代に無い、実におおろかで、風格のある天平人の心を時空を超えて伝えてくる」

と語っている。

経済性から「小石丸」の飼育廃止が話題になったとき、皇后さまが日本の純粋種として

大切にお残しになった温かいお心遣いが、正倉院御物の復元を可能にしたという。その糸

が天平の匠の思いを今に伝え、また小石丸の糸がこれから幾千年の未来へ今を伝える、悠

久の日本文化の生命を思わせる話である。

②究極の絹への道 －プラチナボーイ－

「これが絹」と言われる絹の質的特性はカイコが作るもので、製糸はその繭糸を集束し

た太い糸の形態的特性に限定される、従来、雄のカイコは雌に比べ強健で飼育しやすく、

絹の生産効率も勝り、しかも繭質の優れていることが知られていた。だから、雄のカイコ

だけが生まれるカイコの品種が作られれば、至宝の絹作りへ大きく前進することになる。

その品種がついに出現したのである（大沼昭夫）。「プラチナボーイ」と名づけられた新

しい雄だけが生まれる品種の繭糸から紋付・白生地・夏物の駒絽・江戸小紋・結城紬・大

島紬が作られている。来年は袴に挑戦するという（銀座もとじ）。蚕糸科学研究所の研究

報告会に展示されたプラチナボーイの織物は、一見すれば言葉を要しないすばらしさであ

る。プラチナボーイは、三千年来続いた手間暇のかかる細い生糸作りの延長線上の究極の

絹、への大きな進歩で，他繊維に比べ優れた性状を持つ絹の生きる道を示している（図４

０）。

夏絽小紋（銀座もとじホームページ） 白生地反物（蚕業技術研究所）

図40 プラチナボーイによる織物

終わりに

我が国の製糸業の変遷は、初めに述べたように、世界経済の影響を真正面に受け波乱万

丈の道のりを語っている。また、科学技術の急速な発展の中、人造絹糸・化学繊維の出現

にその基盤が脅かされ、先の見えない産業といわれ不安と同居の過程を経てきた。しかし
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その都度辛苦に耐え知恵を集め国の保護を受け乗り越えて今日に至った。今回置かれてい

る危機は、過去の厳しさと違い、国際化のなか自らの努力で繭糸の持つ優れた質的優位性

を抽出して、他では出来ない絹を経済的に生産する、技術革命無しでは乗り越え得ないも

のである。その道が上述したように今整えられつつある。一層の開発進展を願うものであ

る。


