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60年間の製糸機械の変遷

－「製糸技術保存事業」全８巻から見る－

日本シルク学会 名誉会員 三戸森 領夫

はじめに

今年の製糸夏期大学……今では2007 Silk Summer Seminar in Okayaが正式名称と思わ

れますが……製糸夏期大学は第60回記念ということで、この節目に当たるときに講演のご

依頼を受けまことに光栄に思っている次第です。それにちなんで、演題は、「60年間の製

糸機械の変遷」という事務局からのお話でした。

この「60年間の製糸機械の変遷」は、製糸に関連した人たちにとっては、それぞれの立

場といいますか、経歴ごとに全く違う見方、考え方のある60年間であり、製糸機械の変遷

であろうと思います。100人の人に問いかければ100通りの答えが返ってくるのではないで

しょうか。そうした中で事務局の方々が三戸森に話をさせようと考えていただけたのは、

学者でもなく、経営者でもなく直接製糸の実務に携わったわけでもないが、日本シルク学

会が平成12年度（2000年度）から平成17年度（2005年度）までの６年間に８冊の本を刊行

した「製糸技術保存事業」を企画し編集した立場から出会い、また考えた話、いわば第三

者的な或いは学問的な視点ばかりでなく実業としての視点をも交えた話を期待されている

のではないかと考えました。

その「製糸技術保存事業」シリーズの全容は次の通りです。

1．片倉Ｋ８型自動繰糸機

2．恵南ＣＥＢ型自動繰糸機

3．ニッサンＨＲ－３型自動繰糸機

4．製糸工場における機械型式の変遷－松岡株式会社の場合－

5．グンゼ式自動繰糸機

6．製糸工場における機械型式の変遷－藤村製絲株式会社の場合－

7．乾繭機（繭乾燥機）の歩み

8．煮繭機の歩み

対象とした製糸機械は、自動繰糸機、乾繭機、煮繭機およびその他の機械で、自動繰糸

機は日本を代表する４機種ごとに１冊ずつをあて、乾繭機および煮繭機についてはそれぞ

れ１冊ずつ、その他の機械は企画した時点で営業していた特長ある器械製糸工場、山形県

の松岡株式会社および高知県の藤村製絲株式会社の戦後の製糸機械の変遷について１冊ず

つをあてました。

蚕糸の関係者の中には、製糸の機械についての技術保存は自動繰糸機だけで十分という
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考え方の人もありましたが、繰糸機、乾繭機、煮繭機は、一体的に製糸技術として相互に

影響する重要な機械ですから乾繭機も煮繭機も独立してそれぞれ１冊ずつが必要でした。

その他、製糸工場にはいろいろな機械があり、お互いに有機的に関連して初めて機能的な

生糸生産ができるので、工場単位にその採用した製糸機械の全体的な流れをつかむために

松岡と藤村という性格の違う二つの工場の事例を調査したわけです。

そこで、これからのお話はシリーズ№４および６の松岡株式会社および藤村製絲株式会

社の戦後の製糸機械の変遷を縦糸に、その他の個々の機械についてのお話を横糸に交えな

がら進めていきたいと思います。

１．総括表と個表

松岡と藤村の調査では、まず工場の方に総括表と個表を作ってもらいました。

総括表は、昭和20(1945)年から調査時点までの年次を表頭に、製糸機械名を表側に工程

順に並べ個々の機械ごとに矢印で年次を表し個別の製造所名の入った機械名を矢印の上部

に書き込む方法をとりました。

個表では、個別の機械ごとに次の事項を記入してもらいました。機械の名称、設置場所、

機械の履歴、直後の機械、規模、使用期間、導入の契機、型式変更の要因、型式変更の成

果、採用にあたって検討した他の機種、導入後の改修状況、改善を要する事項、使用中止

・廃棄の理由、その他。

企画した当人としては、株式会社であれば総括表を作成する資料などは簡単に見つかる

と思っていましたが、実際にはなかなか思うようにならなかったようです。そのため、当

然ある筈の機械設備の記入がない場合もありました。これは、機械設備がなかったわけで

はなく、あるのに機種名などが特定できなかったためと思われます。

個表についてもある程度年次をさかのぼると確たる記載が難しくなったようでした。

したがって、十分に精密な記入があるとはいえませんがそれなりにその工場にとって重

要な機械設備、機種の選択の推移は分かります。

松岡の場合は、調査に当たられた水出通男氏が総括表と個表を下敷きに、会社概要、製

糸事業の推移、製糸機械の型式と技術の変遷（１製糸用水の水質改善、２ボイラー、３繭

の乾燥、４繭の貯蔵、５繭の配合(調整)と選繭、６煮繭前処理、７煮繭、８配繭、９繰糸、

10揚返、11仕上げ、12生糸検査、13副蚕処理）、特殊生糸類の製造の各項目ごとに詳細な

調査結果を解説していただきました。現地調査を行ない、その知見に基づいて書かれた水

出氏の達意の解説があるお陰で、総括表も個表もその成果を十分に読み取ることができま

した。水出氏に深く感謝申し上げます。有難うございました。

藤村の場合は、座談会を行いましたのでその中で調査表にない話がいろいろ出てきまし

た。個表は座談会の中で使いました。

松岡、藤村２社の総括表をまず紹介します。一部に後補があります。
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２．60年前の状況

60年前、昭和23(1948)年は、終戦(1945)からわずかに３年後です。繭についてもまだ統

制経済の時代で昭和24年に統制が外れます。当時は社会的変動が大きく、戦後の復興のた

めに日本中が努力していた時代です。と同時に蚕糸関係でいえば産繭量よりも製糸能力が

大きく上回り、その状態は今日までほぼ一貫して続いてきたといえましょう。

製糸業界は、器械製糸業者、国用製糸業者、玉糸製造業者に大別されますが、ここでは

生糸を製造する器械および国用の製糸機械、なかでも器械製糸の松岡および藤村を中心に

話を進めます。基本的には、総括表を中心にしますが座談会での発言なども加えて当初の

総括表を補強し、機械の整備状況を説明します。

60年前の松岡では、水質改善は貯水槽の曝気、ボイラーは雑燃、乾繭機は大和三光と今

村の汽熱型、繭倉庫は土蔵造り、選繭機は手動式選繭台、煮繭機は千葉式標準型、繰糸機

は織田式、小枠滲透は手叩き、揚返機は増沢式、綛造りはちまき造り綛、括造りはちまき

造り括、生糸検査機械はセリプレーン他、副蚕は棒取りとなっています。

藤村では、昭和21年の南海大地震で被災した後、何とか持ち直した頃です。水質改善は

曝気などで、ボイラーはおが屑・重油併用横置多管、乾繭機は帝国式の汽熱型、繭倉庫は

土蔵造り、選繭は帝国式乾繭機の出口でガラス板の下に電灯をつけた１次選繭後、通常選

繭台による選繭、煮繭機は千葉式、繰糸機は増沢式多条機、揚返は通常のもの、綛造りは

ちまき造り綛、括造りはちまき造り括、生糸検査機械はセリプレーン他、副蚕は、キビソ

は天日干し、ビスは木槽取り、蛹の搾油はジャッキとなっています。

この両社の機械整備状況は、ほぼこの時代の標準的なものと思います。そこで、生産工

程を追って項目ごとに見てみます。

製糸用水・水質改善

松岡も藤村も貯水槽の曝気をしています。

藤村の座談会で広松周一元工務部長が技術のポイントとして「藤村としては水質が生糸

を造るのに適しているというのが一番大きいのではないかなと思います。」と述べていま

す（藤村：61ページ）が、製糸工場にとって製糸用水の質と量を確保するのが重要なこと

であるという認識がこの頃には確立していました。水質に関するエピソードとして坂本会

長はグンゼが高知工場を開設するときに水質のいいところを先ず選んで田圃に場所を選定

し県と高知市の協力を得て工場誘致で昭和13年に開業した（藤村：15ページ）ことを紹介

しています。

このように、悪い水をいかに改善するかというよりもまず、製糸に適した水を確保する

ことが重要ですが、全体的な水質改善策として一般的に行われていたのが貯水槽（池）で

の曝気です。曝気にもいろいろありますが噴水をしたり塔というかやぐらのようなものを
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作ってかけ流したりしました。煮繭用水のようにその時の原料繭などの状況に応じて一部

の水だけを特定の水質にするのは、もう少し後のようです。

ボイラー

松岡は、丸善の雑燃多管式(５t/d)、藤村は、おが屑重油併用横置多管式(２t/hr)です。

いずれもこの頃の燃料事情を反映しておが屑などの安価な手に入りやすい燃料を使える

機種を選定しています。当初は人力による燃料供給でしたが、藤村ではおが屑の自動投入

装置を使うようになりました。他の工場でも木片の混在する雑燃料の投入装置を付けてい

たところがありました。製糸工場の経常経費のうち燃料の占める割合が比較的大きいとい

われていて人件費をかけても重油や石炭に比べて手に入りやすく安くて済む雑燃料が使わ

れました。

乾繭

松岡は、大和三光式６段バンド汽熱型(７t/d)、今村式４段バンド汽熱型(７t/d)、藤村

は、帝国式乾燥機の汽熱型です。

このような多段型汽熱乾燥機はこの頃の代表的繭乾燥機といっていいでしょう。

田端式自動輸送乾繭機汽熱式６段型（乾繭機：24ページ）

大和式自動輸送乾繭機汽熱式８段型（乾繭機：33ページ）

しかし、藤村の坂本会長がいうように「南海大地震でうちにあった帝国式乾燥機が大破

損したんです。それで、それを応急手当てをして何とか使ってはいましたけれども、なに

しろその時分の乾燥の技術といいましたら、いかに脱線をしないかというのが 高の技術

だったんです。」（藤村：21ページ）ということもあったようです。
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ところで、皆さんは前頁の乾繭機、多段型汽熱乾繭機の写真や図を見てこの乾繭機をど

のように使ったと思われましたか。

図面の上段、横から見た図面で右端にドラムがあります。左にもドラムがありますが図

面の都合上描いてありません。この左右のドラムにエンドレスの金網が巻きつけてありま

す。この機械の場合、その金網の段が６段あるので、６段型といいます。どの段も上面だ

けを使って繭を移動させ、下面は戻るだけです。上から１段目のドラムよりも２段目のド

ラムが右に出ています。これは、１段目の左から生繭が送られ、２段目に落ちるので、ゆ

とりを持って繭を受けるためです。３段目も４段目も各段ごとに同じ繰り返しになるので、

ドラムの位置も同じようにずれます。これによって生繭を上から入れれば、 後に乾繭に

なって一番下から出てきます。

実際には、乾繭機のある建物は２階建てです。前頁の写真に建物のイメージを付け加え

てみます。

多段型乾繭機は必ず偶数の段になっています。生繭を入れた位置に乾繭が戻ってきます。

作業場を２階建てにして１階で生繭を受け取り、２階にリフトで上げ、計量などの受け入

れをしてからロットごとに乾燥機に入れます。この写真で乾繭が出てきたところからベル

トコンベアで持ち上げているのは、乾繭の袋詰め機です。

繭倉庫

松岡も藤村も土蔵造りで、乾繭を紙袋で貯蔵していたようです。

選繭

松岡では手動式選繭台、藤村では、帝国式乾繭機の繭出口のところに下から電灯で照ら

したガラス板があってその両側に２人ずつ４人の女の人が出てくる繭の内腐れを取ってい

ました。これが第１の選繭。第２の選繭は、乾繭の袋を男衆（おとこし）がホッパーへ逆

さに放り込んでやったら、選繭のおばさんが１人でちょこちょこと選繭台に出して、ガラ
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スの上を通して、悪い繭を取り出して、良い繭は袋に落としてというふうなことで、一日

中、もうそれでことが足りていました。（藤村：27・28ページ）

煮繭

松岡は千葉式標準型、藤村も千葉式のようです。

この時期の煮繭機はいずれも檜の湯槽の進行式です。したがっていくら檜でも連日使い

続ければ腐食してくるので４・５年に一度は湯槽の交換を必要としました。

藤村の千葉式については、繰糸機が増沢式多条繰糸機ですから当然低温半沈と思われま

す。松岡は、「この千葉式標準型蒸気煮繭機は浸漬部・触蒸部・浸透部・蒸煮部・調整部

・逆浸部等よりなる浮繰り用の煮繭機で、庄内地方の原料繭質と織田式の多条繰糸法(高

温・高速・浮繰りもしくは半沈繰糸)に適するものとして、古くから多年にわたって有効

に使用してきた。」（松岡：９ページ）とあるので、繰糸機に対応した煮繭機といえまし

ょう。

繭を計り入れ、煮熟繭を玉桶で受けています。（蚕糸科学研究所蔵）

千葉式蒸気浸透煮繭機は進行式で循環するわが国初の煮繭機です。（煮繭機：12ページ）
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図面は、各部の温度。（第29回製糸夏期大学教材：森井宏次、昭和51年）

この日本 初（昭和８年開発）の進行式煮繭機は、まず繭に蒸気を当てますが繭を煮る

のは下の段のお湯の中（湯煮繭）です。この煮繭機で繭を煮た場合の繭の変化を図示しま

す。繭の中には必ず蛹が入っていますが、都合により蛹を省略して表示します。図の順序

は煮繭機と同じで上段は左から右へ下段は右から左へです。（原図：勝野盛夫）

転向し下段へ

繭投入部 → 触蒸部 → 滲透部 ↓

煮上り部 ← 調整部 ← 煮熟部後部 ← 煮熟部飛込み

触蒸部で高温の蒸気に当たると繭腔内の空気が水蒸気と置換し、滲透部の湯の温度差で

繭腔に吸水するが繭層の吸水むらが多い。煮熟部飛込みでは繭腔内圧力が高まり脱気・吐

水と繭層膨潤は進むが膨潤むらがまだ多い。煮熟部後部では湯中温度差で繭腔内に吸水し
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繭層の膨潤むらは少なくなるが水圧と繭層の籠目潰しで少量の空気が残る。調整部では煮

熟された繭層表層が安定し、煮上り部でも少量の空気がそのまま残り半沈煮繭となる。

その後、浸漬部のある千葉式も開発されました。（下図：第29回製糸夏期大学教材：森

井宏次、昭和51年）これが60年前頃の標準的な煮繭機といえましょう。

この煮繭機で繭を煮た場合の繭の変化を図示します。（原図：勝野盛夫）

投入部 → 浸漬前部 → 浸漬後部 → 触蒸部

↓ 転向し下段へ

熟成部後部 ← 熟成部中間 ← 熟成部前部 ← 滲透部

↓

調整部飛込み → 調整部後部 → 煮上り部
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この標準型煮繭機では、投入部から入れた乾繭を浸漬部で湯に浸します。浸漬前部の湯

温は40℃位、繭層の外側に付着水が付きます。繭層の外側には毛羽があり、ロウ物質もあ

るので、ただ水に漬けただけではそれほど水は付きません。浸漬後部では湯温を80℃位ま

で高めて行き表層の付着水も増え、繭層内に少しは膨潤水が含まれます。環境の変化によ

って繭腔内の空気も少しは水蒸気を含むでしょうが目立った変化はありません。

触蒸部で高温の水蒸気に触れると繭腔内の空気と水蒸気が置換し付着水は繭層に入って

膨潤水になり、さらに付着水が付きます。ここで煮繭機の上段から下段に移り、繭は滲透

部の80℃位の湯の中にバシャンと浸かります。

一気に10数℃も低い湯の中に入るので繭腔内の空気と水蒸気は体積が小さくなり、滲透

水が繭層と繭腔内に入り込み繭層に膨潤水が含まれますがまだ吸水むらがあります。

熟成部は蒸気の中です。始めは85～90℃位ですが 後は100度で蒸煮します。温度の設

定は熟成部にある複数の排気筒の開閉によります。原料繭の解舒の良否でここの温度設定

は変わりますが、熟成部前部で繭腔内に水蒸気が入り込み空気を追い出すと同時に繭腔内

の気圧の高まりに応じて繭腔内の滲透水の吐水が始まり、付着水は膨潤水に移行し一部は

離れます。熟成部の中間になると吐水する繭腔内の水分にセリシンが溶け込むために吐水

が泡のようになります。この泡のような吐水の状態を「泡吹き」と呼び、繭の煮熟状態を

判断する重要な現象です。そのために熟成部の中間には覗き窓が付いていて、繭の煮え方

を計器以外の視覚で判断できるようになっています。熟成部後部になると吐水は終わり、

繭腔内は水蒸気に満たされます。繭層は煮熟していますがまだ煮熟むらがあります。

調整部はお湯の中です。まず飛込みで繭腔にお湯が入ってきます。このお湯は高温です

から外側からだけでなく内側からも繭層を煮る作用があります。調整部は距離が長くした

がって時間も長くかかります。この間に繭腔内にお湯が充満し、繭層が完全に煮熟します

が表層は軟らかく不安定です。後部では散水もして温度を下げます。

煮上り部では50℃位で繭の表層を安定させます。

なお、煮繭機から繰糸機への繭の搬送は、玉桶に繭を入れ、台車に積んで人力で運ぶと

いうものでした。

繰糸

松岡は織田式(立繰)、藤村は増沢式多条繰糸機です。

繰糸機は、製糸機械の中核をなす機械で、繰糸機が製糸機械に対する投資の大半を占め

るというほど重要な機械です。どのような繰糸機を選択するかによってその工場が作り出

す生糸のおおよその性質が決まってしまうと思われます。この頃、自動繰糸機が出現する

以前には器械製糸業者の大半は多条繰糸機を使って低温（30℃～50℃）の繰糸湯で低速（7

0m～100m/min）の繰糸を行い、糸条斑成績を良くして高品質の生糸を製造することを目標

にしていました。一方、国用製糸業者は主として座繰機（ザソウキと読みます。普通繰糸
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機ともいいました。ザグリというと民具を意味するようです。）を使って高温の繰糸湯（7

5℃～80℃）で高速繰糸（180m～250m/min）をしていた方が多かったようです。（高等学

校用教科書製糸・製織：昭和37年初版、以下「教科書」という。参照）

ここで60年前に使われていたと思われる座繰機と多条機の写真を紹介します。

左から諏訪式座繰機（岡谷蚕糸博物館紀要(以下「紀要」という)第９号表紙）、

座繰機の繰糸（紀要第９号24ページ宮坂製糸所）

上段左は諏訪式座繰機（岡谷蚕糸博物館紀要(以下「紀要」という)

第９号表紙）、右は座繰機の繰糸（紀要第９号24ページ宮坂製糸所）、

下段は増沢工業㈱の座繰機（新増沢工業㈱）
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座繰機の場合、高温で繰糸するので繭の内層の蛹襯（ようしん、蛹はだ）まで良くほぐ

れて糸にすることができます。

多条繰糸機の時代を開いた御法川式多条繰糸機（紀要第４号６ページ）

左から多条機の繰糸（紀要第３号14ページ：丸興製糸岡谷工場）

右は増沢式多条繰糸機（新増沢工業㈱）

繰糸機の発展状況については、「製糸夏期大学50周年記念誌」に前日産テクシス株式会

社顧問 瀬木秀保氏が「50年間の繰糸機械のあゆみ」と題して豊富な資料を添えてまこと

に有意義な労作を149ページから180ページにわたって発表しておられます。

その155ページに多条繰糸機の研究開発（1932年前後）と題する表がありますのでそれ

から織田式、増沢式および御法川式について一部を引用します。

元の表は、17機種におよび原典も２種あるので、型式相互間の整合性に若干の難がある

ようですが、おおよその状況はつかめると思います。ただし、増沢の20緒の多条繰糸機は

おそらくは繰糸湯温度を御法川のような低温で繰糸したのではないかと推測されます。織

田式は、立繰で10緒ですが座繰のように高温で繰糸するのを特徴にしていました。
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型式 緒/台 接緒器 繰枠停止 枠周 回転 索緒 温度 生産量 台数

織田 10 固定 停止 561 250 連続 77 938 700

増沢 20 回・固 停止 758 250 自動 77 1,500 3,778

御法川 20 固定 停止 606 200 32 1,125 12,000

注）枠周はmm、回転はrpm、温度は繰糸湯温度℃、生産量は14中台当たりｇ１日 大、台数は設置台数。

松岡が採用していた織田式について水出通男氏は、「昭和９年に設置されたと伝えられ

る繰糸機で、昭和30年代に入って主流が自動繰糸機に移行するまで長年にわたって使用し

た。これは１台の緒数が10緒で、索緒機とＶ型の固定接緒器を装備した立繰式の繰糸機で、

繰糸者は煮繭(にまゆ)を索緒機に投入し、索緒を機械により、抄緒を手作業で行い、指頭

で糸口を接緒器に投げかけて接緒しながら、高温(ほぼ75℃)、高速(ほぼ120ｍ／分)の浮

繰りもしくは半沈繰糸を行うものであった。この繰糸法は当時、一般に普及していた緒数

が20緒で低温・低速の半沈繰糸を行う多条繰糸機とは繰糸条件が大幅に異なり、同社が多

年にわたって使用してきた座繰機の繰糸技術を踏襲したもので、解じょに難点の多い庄内

地方の原料繭に適するものとして採用されてきたと考えられる。」（松岡：11ページ）と

書かれています。

いずれにせよ器械製糸業者で自動繰糸機に変更するまで続けて織田式を採用していたの

はかなり珍しいことといえましょう。

小枠滲透

松岡も藤村も小枠滲透は手叩きでした。

藤村では、噴射水による滲透も行われま

した。

揚返

松岡は増沢式、藤村もほぼ同様のもの

です。この時点では、特に他の工場と違

うような機械装置あるいは建屋の設計の

選択はなかったものと思われます。

やや余談になりますが、この頃に普通 揚返の大枠は周囲1.5mの木製６角枠で、

に使われていた揚返機の写真をここに載 揚返の大枠は周囲1.5mの木製６角枠で、

せようとして探してみましたがうまく見 枠角に溝を掘りカーブを付けて固着を

つかりませんでした。古民具としての揚 防ぎ、絡交によって綛に綾を作る。

返機はインターネットなどでも容易く見 （教科書：103ページ）
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つけられますが、現在使われている高速揚返機になる前のいわば通常型の揚返機の写真は、

前ページに紹介する教科書に出ていたもの以外には見つからず写真の状態は良くありませ

んでしたが、やむを得ずそれをコピーしました。

綛造・括造

松岡も藤村も綛造・括造ともにちまき造りです。

生糸検査

松岡も藤村もセリプレーンを主体とする生糸検査をしていました。

副蚕

松岡も藤村も明確な機械施設の提示はありませんが、この時期はビス、キビソは勿論のこ

と蛹も含めて製糸の副産物としての価値が相当高かった時期といえます。藤村では、蛹か

ら油を抽出して石鹸を作ったり、脱臭して食用油として販売もしたようです。

３．自動繰糸機導入前の投資

藤村は昭和32(1957)年、松岡は昭和33(1958)年に自動繰糸機を導入しています。

前節で述べた60年前の状況からこの自動繰糸機導入の時期までに両社が導入した繰糸機

以外の機械施設は、繭増産－繭収納の増加に対応した設備増強が大半のようです。

戦後の混乱期が一応おさまって製糸業にとっても製糸作業の各段階にわたって機械化、

合理化が進んだ時期ともいえますが、機械設備的にはあまり大きな変化はなく、自動繰糸

機の出現を待って次の段階へと進む前の時期ともいえるようです。

乾繭

松岡も藤村も申し合わせたように低温風力乾繭機を導入しました。

松岡は一誠社製のこの機械－というよりはむしろ装置である乾繭機を昭和26(1951)年と

いう早い時期に３基導入し、５年後に１基増設して繭乾燥をこの機械に一元化しています。

織田式多条繰糸機用の乾繭機として低温乾燥による糸質および糸歩向上に有効に利用しま

した。

藤村は昭和29(1954)年に６基を導入し、昭和50(1975)年に２基増設しています。藤村の

場合は、この乾繭機の持つもう一つの特徴－乾繭した繭をそのまま貯蔵しておける繭貯蔵

庫の役割をも重要視したようです。限られた敷地の中で貯繭庫を兼ねるという有効利用で

きる機能は立地に制約のある工場ではその時点でもその後の状況の中でも重要なものでし

た。しかし藤村の場合はすべての繭乾燥作業をこの機械に一元化したわけではありません。

購繭地盤が他県や遠隔地にもあり、それぞれの地域に乾繭所がある藤村では大量の原料繭
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を短時間で効率的に処理する乾繭施設も必要でした。そのような機能は低温風力にはあり

ません。したがって、低温風力乾繭機は本社工場だけの施設になっています。

トタン張りの室内上部に低温熱風吹込みダクトがあり、それに連結して外部

に加熱機と高圧送風機がある。床は金網張りでその下に排気部がある。生繭

の投入積み込み、均しは人力に依存した。藤村では、搬出用に木製コンベア

を使った。（藤村：57・92ページ）

選繭

藤村では昭和30(1955)年に、松岡では昭和33(1958)年に透視式の選繭機を導入していま

す。

同じ原料繭を使って生糸を製造する場合でも原料繭の選別如何によっては生糸の品質評

価に大きな違いが現れます。ごくわずかな不良繭が生糸品質に大きな影響を与えることが

あります。ぼか繭などによるずる節の発生、内部汚染繭による色相の部分的な変化など、

原料繭の選別が生糸品質および製造能率に与える影響が非常に大きいことがこの頃になっ

て重要視されるようになり、同時に製品価格にも影響するため従来から知られていた透視

選繭による原料繭の選別が行われるようになりました。

乾繭の外側の汚れや異常はそれまでの反射光による選繭でもすぐ分かりましたが、軟化

病などに罹った蚕が繭は作ったものの蛹になれずに病死したために繭の内部が汚れている
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内部汚染繭は反射光ではほとんど分かりません。ところが選繭台に乳白色のベルトコンベ

ヤを流し、下から光線を照射して乾繭を柔らかい透過光線で見ると内部汚染繭が分かりや

すいのです。下図は透視式選繭機。（藤村：22・92ページ）

繰糸

藤村では、増沢式多条繰糸機を昭和25(1950)年に増沢式Ｆ・50型多条繰糸機に改設して

います。Ｆ・50の特徴については座談会の中（藤村：18ページ）で次のように話されてい

ます。Ｆ・50のＦは藤村、50は1950年ということです。

坂本会長 あれは、絡交がうんと具合がよかったと思います。

広松 そうですね。絡交関係、それから鼓車関係なんかもまるっきり違いましたですね。

同じような鼓車はしていますけれども、Ｆ・50になりましたら、非常にこう、四つの鼓車

がスムーズにスーッと回っていましたけれども、 初の増沢式というのは、鼓車から糸が

何かの拍子に…。

勝野 外れる？

広松 ポンとストッパーが利いて枠が止まりましたら、糸が外れたりしていましたけれ

どもね、そういうのはもう全然なくなりました。

それから小枠のスリップですね。それが20の枠が、ほとんど同じスリップ率で回ってい

ました。ムラが非常に少なかったということです。

結局、シャフトと小枠の中の穴の径がきつくてもだめだし、大き過ぎたらスリップが多

くなるし、その辺りの調節がこのＦ・50は非常にうまくいっていたんですね。そういうと

ころなんかは非常にこう、目立ってよかったと思います。

勝野 Ｆ・50というのは、鼓車と、それから、この回転関係と。他には何か。

広松 それから、索緒機などが改造されました。

括造

藤村では昭和30(1955)年に鐘桜式自動括造機にしています。ちまき造りですが、綿糸で

括を縛る時にモーターで括を圧搾するので作業が非常に楽になりました。

副蚕

藤村では昭和30(1955)年頃にグンゼ式ビス整理機を入れています。郡是の高知工場でビ

ス整理機を見て欲しくなり、郡是が外販するようになったのですぐに導入したということ

です。この機械は多くの工場で採用されていました。松岡でも昭和33(1958)年に入れてい

ます。
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左からビス整理機とビス叩き機（藤村：100ページ）

４．自動繰糸機導入(前期)

我が国の自動繰糸機は大手製糸の片倉および郡是が自社開発した「片倉Ｋ－８型」およ

び「グンゼ式」が研究は別として実用機はいずれも当初から定繊式であったのに対し、機

械製作会社であり市販を目的として自動繰糸機を作った富士精密工業（後に、プリンス自

動車工業、日産自動車、日産テクシス）および恵南協同蚕糸（後に、恵南産機、ケイナン）

は、定粒式から定繊式へと生糸製造の繊度感知方式を大きく転換しています。

その後、市販の自動繰糸機は各種の改良を重ねて繰糸の高速化を実現していきました。

昭和39(1964)年のプリンス自動繰糸機ＨＲ型、昭和41(1966)年の恵南式自動繰糸機ＥＢ(E

ARLY BIRD)型以降が高速型といえましょう。

ここでは富士精密工業のたま10型(定粒)昭和29(1954)年発売、ＲＭ型スタンダード(定

繊)昭和32(1957)年発売、の時期および恵南のＹＭ式(定粒)昭和27(1952)年発売、定繊型

昭和33(1958)年発売からＳＨ型(定繊)昭和39(1964)年発売の時期を前期と呼び、ＨＲ型・

ＥＢ型以降の時期を後期と呼ぶことにします。

このようないわば通常型自動繰糸機のほかに特殊用途向けの自動繰糸機がありました。

富士精密では、昭和35(1960)年のたま自動繰糸機スペシャル(ＳＲ型)、昭和36(1961)年

のたま自動繰糸機コンパクト(ＣＴ型)、昭和37(1962)年のたま自動繰糸機エックスポート

(ＳＲＥ型)、昭和46(1971)年のニッサン自動繰糸機ＦＲ型、昭和48(1973)年のニッサン自

動繰糸機ＣＴ－２型です。

たま自動繰糸機スペシャル(ＳＲ型)は、国用製糸向けに開発した浮繰り用自動繰糸機で

す。器械製糸よりも劣悪な原料繭事情－解舒の悪い、小口で、揃いが悪い繭にも対応する

ことができ、比較的小規模の工場が多いことから４台１セットでも２台ずつ背中合わせの

省スペース型にして、メンテナンスなどの取り扱いも容易くしたもので落緒繭はすべて索

緒機に戻し索緒後に繰糸する繭としない繭を水中分離しました。

たま自動繰糸機コンパクト(ＣＴ型)とニッサン自動繰糸機ＣＴ－２型は、ともに固定給

繭固定接緒の繭検定用自動繰糸機です。６緒／台（釜）と３緒／台（釜）で１台（釜）ご
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とに索緒・抄緒・繊度検索感知・落繭分離装置などの自動繰糸機能を備えるほか糸長計、

接緒カウンターなどの繭検定機器を備えています。

たま自動繰糸機エクスポート(ＳＲＥ型)は、日本国内産の繭よりも繭質の劣る外国産繭

に対応した沈繰用自動繰糸機です。

ニッサン自動繰糸機ＦＲ型は、１台15緒ごとに索緒抄緒機能を備えた固定給繭固定接緒

の小型汎用自動繰糸機です。

恵南では、昭和46(1971)年のＳＥＢ型自動繰糸機、昭和52(1977)年のＳＳ型自動繰糸機、

昭和54(1979)年のＫＴ型繭検定用繰糸機、昭和59(1984)年のＳＫ型繰糸機、昭和66(1991)

年のＣＥＢ－ＤＢＬ型自動繰糸機が市販されました。

ＳＥＢ型自動繰糸機は低品質原料繭、選除繭、揚り繭、中薄皮繭原料を繰糸する目的で

開発されました。繰糸部はＥＢ型で片列40～60緒。

ＳＳ型自動繰糸機は、１緒ごとに繰糸槽が区画され底板がゆっくり回転し粒付けを回転

させながら接緒器なしで１回２～３粒を接緒するバルキー性に富んだ太糸用自動繰糸機で

す。イランにもカーペット原糸用として輸出されました。

ＫＴ型繭検定用繰糸機は、ニッサンとほぼ同様のものです。

ＳＫ型繰糸機は、片列10～40緒で繊度感知・接緒の自動型と繊度感知器による細限繊度

をランプで表示する手動型の２型式があります。

ＣＥＢ－ＤＢＬ型自動繰糸機は、ＣＥＢ型を母体に２・３緒を合糸しても１緒だけでも

繊度感知と接緒ができる自動繰糸機で、21～200デニールまで繰糸できます。

いずれにせよ、自動繰糸機の登場は生糸生産を量、質ともに大きく変化させました。

この頃の我が国蚕糸業界は、蚕糸業法および製糸業法によって規制されており、製糸工

場は工場ごとに主要設備の新増設に対して農林大臣の認可を得なければなりませんでし

た。繰糸機は各工場の設備の中核です。その中核機械を多条繰糸機から自動繰糸機に変更

する場合には、産繭量に対して製糸設備が過剰であるという認識から製糸能力が増大しな

いように多条繰糸機を廃棄して自動繰糸機を新設するのですが、設置する自動繰糸機１台

に対して廃棄する多条繰糸機は2.5台と定められていました。この1：2.5という数字が多

条繰糸機と自動繰糸機の生産能率の違いを明確に表しています。

多条繰糸機の場合は、セリプレーンの糸条斑成績を保つためには低速で繰糸することが

肝要でした。しかし自動繰糸機は高速で繰糸しても一定の成績を得ることができたのです。

また、生産性が高いために短時日で取引単位荷口、たとえば10俵を繰糸することができる

ので従来はなかなか難しかった荷口の揃い、１荷口の中の生糸の品質を揃えることがたや

すくなりました。

その他にも小枠が頑丈になったので、綛量が増えました。多条繰糸機では標準綛量は70

g、倍綛で140gでしたが自動繰糸機では標準で200g、後期になりますが特殊な場合は400g

以上、例外的には500gもあったといわれています。
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繰糸

藤村では昭和32(1957)年に、松岡は昭和33(1958)年にいずれも富士精密工業のＲＭ型ス

タンダード(藤村はたま10型定粒式を１年後に改設した。)を導入しています。藤村は多条

からの全面切り替え、松岡は織田式を半数弱残しての切り替えでした。

上の写真は日本レーヨン㈱米子工場で稼働中のたま10型自動繰糸機、繊度感

知は落繭感知式で、落緒した繭または蛹が繰解部の下に沈むと感知し、周回

している給繭接緒装置のレールに取り付けた落繭指示腕が上がり、給繭接緒

装置（給繭機）の繭受皿が開いて給繭接緒する機構です。

セットの両端に設けられた索緒・抄緒装置、落繭した繭を再び繰糸可能な繭

と不可能な繭に分離する落繭分離装置、給繭機の２段給繭法などによって実

用機としての性能が認められ、幅広く普及した。（ニッサン：19ページ）

富士精密も恵南も定粒式から出発していますが、蚕糸試験場の大木定雄技官が発明した

「蚕試方式」という繊度感知器を実用化して定繊式自動繰糸機を開発しました。

これによって生糸生産には非常に大きな変化が生じました。定粒式では、落繭感知方式

が確実性が高く実用的でしたが、同時に粒付けの監視、手直しに大きく人手を割かなけれ

ばなりませんでした。定粒式で繰糸した生糸の繊度曲線は、原料繭の繊度曲線に大きく影

響されます。高級生糸を作るためには単に繭の粒数が揃うだけではいけません。繭層の厚

薄が適正に揃うことを要求されます。多条繰糸機では繰糸工が粒付けの監視をしながら接
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上の写真はRM型自動繰糸機。たま10型の繊度感知機構を定繊式にした。絡交

の下に繊度感知器ケースが見える。（ニッサン：25ページ）

上の写真は恵南新H型自動繰糸機。繊度感知器はケンネルの背後にあり、固

定給繭式で給繭は自動。（恵南：46ページ）
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緒するので繰糸工の技量に依存するものの適正な接緒作業が行われていました。定粒式自

動繰糸機では接緒自体は機械的に行われるのでその後に粒付けの補正作業が必要になり、

生糸の品位も多条繰糸機で作った生糸の品位を超える事が出来ません。

ところが、定繊式で繰糸した生糸の繊度曲線は、原料繭の繊度曲線の影響が薄くなりま

す。粒付け補正の作業も基本的に要らなくなりました。さらに、整緒繭の供給能力と接緒

能力を増大し、自動繰糸機に滞留している煮熟繭の新陳代謝を高める、言い換えればなる

べく少ない繭数で自動繰糸機を動かすこと、によって量、質ともに優れた生糸を生産する

ことができるようになりました。これは、大きな変化と思われます。(ニッサン：64ペー

ジ)

また、機械自体としても定粒式の場合は繰解部の下に１緒ごとに落繭感知装置を設ける

必要があり水中における機械装置の設計保全管理などに苦労があったようですが、定繊式

では精密な部分が空中にあり、その分設計が楽になったようです。(恵南：39ページ)

定繊式の繊度感知器の位置は、当初は繊度の変化をなるべく早く感知したいという考え

から集緒器の上などにも設置されましたが正確に感知することを重要視して水分の影響を

受け難いケンネルの上になりました。

給繭機については、「Ｋ８」と「たま」では大きく違います。Ｋ８では給繭機の中の繭

は水中にある上に接緒器との間が離れているために長いアームで繭を放り込む動作になり

ました。そのために大きく重い給繭機にならざるを得ませんでした。たまでは、給繭機本

体から取り出された１粒が空中の繭受皿で待機する状態になります。接緒の指示があると

繭を保持していた皿が開いて自然落下して接緒器で接緒します。給繭機自体も軽く、動作

も軽快でした。ここでは、煮熟繭は接緒するまで湯の中に入れておくものだというそれま

での常識をくつがえし接緒の直前には空中で待機するという二段給繭法と、繰糸工の手が

たやすく繰解部に届かなくてはいけないという多条繰糸機の動作の常識を打ち破った機械

主体の設計が接緒効率の高い自動繰糸機を生み出したといえるでしょう。（片倉：54ペー

ジ）

自動繰糸機導入に伴って新たに採り入れた機械

小枠滲透装置

松岡でも藤村でも新たに採り入れたのは真空滲透式の小枠滲透装置です。松岡では自動

繰糸機と同時の昭和33(1958)年に入れ、後に増設しており、藤村は自動繰糸機より３年遅

れて34(1959)年に入れています。

水出氏は、この装置について松岡の15ページで次のように記しています。

繰糸機で小枠に巻取った生糸は、大枠への揚返しに際して、予め水分を与えて小枠枠角

部分での接着(固着)を和らげておくことが必要である。古くから、この枠湿しは小枠生糸

を小枠棒に挿したまま、浸透剤を溶かし込んだ浸漬槽に入れて濡らした後、枠角部分を湿
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し布で叩いて水分を浸透させる「手叩き方式」によってきたが、この作業の省力化と自動

繰糸機による小枠への生糸巻取り量の増大(倍綛化)に対応するため、昭和33年に伸和式の

真空浸透装置を導入した。この装置は浸透剤・固着防止剤・柔軟剤等を含む30～40℃の温

水の入った鋳鉄製浸透槽に、小枠棒に挿したままの小枠生糸を浸漬し、真空ポンプにより

排気してほぼ150～200mmHgまで減圧したのち、大気圧に戻す操作を３～４回反復し、小枠

生糸の内層まで均一に水分を与えて生糸の接着を和らげるもので、後の揚返工程での省力

化と生糸品質の改善に役立った。下の写真は、小枠８本入り（松岡：15ページ）

松岡のその他の機械

1）ＳＲ型自動繰糸機

ＲＭ型を設置した２年後、昭和35(1960)年にＳＲ型10台１セットを設置したものの２年

でＲＭ型に変更しています。ＳＲ型は国用製糸向けに開発した半沈浮繰高温繰糸の機械で

すが、織田式とは勝手が違ったようです。

2）千葉式高能型煮繭機

それまで使っていた千葉式標準型に代えて昭和36(1961)年に繭容器が５連式で煮繭能力

が1,500kg／８時間という高能率煮繭機を採用しました。その後昭和61(1986)年まで赤外

線や核沸騰装置を付けるなどその時の技術情勢に応じて機能を付け加えて使いました。

3）バケット型配繭装置

昭和38(1963)年にそれまで人力に頼っていた煮繭機から繰糸機の新繭補充槽への配繭を

機械力で輸送するバケット型配繭装置を導入しました。しかし、①消費に見合った配繭量

の調整が難しく、②機械的故障が多発したため、昭和47(1972)年に水流型に変更していま

す。

4）新田端式熱風乾燥機

自動繰糸機の導入に伴って繰糸中の糸故障防止と節対策、繰糸機が抱えている繭の新陳

代謝が重要になり、煮繭機から繰糸機への配繭が水流型になるなど煮熟繭の表面を煮崩れ

させない必要性が高まり、繭乾燥中に適度の熱変性を与えることが必要になったため、今

村式汽熱型に代えて昭和39(1964)年に新田端式熱風乾燥機(18t／日)を設置し、低温風力
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乾燥機の使用を中止しました。

この新田端式熱風乾燥機は、昭和26(1951)年小松豊作氏が提唱した「熱風装置改革論」

によるもので①熱源位置の変更、②排気口位置の変更、③気流の下降強制気流、④下降気

流に加える旋回気流の応用、によってそれまでの繭乾燥の概念を一変するものでした。

従来は、段落ごとに設けられた鉄パイプ中を通過する蒸気によって供給された輻射熱と

周囲の旋風機による攪拌空気を上方へ自然排気する考え方でしたが、①繭が移動する段落

の外部に熱源を独立させ、②乾燥機の下部に排気口を設け、③乾燥機の上部から機械力に

よって熱風を送り込み、④その下降してゆく気流に横から旋回運動を与えて下降旋回気流

（揉み下げ気流）を作り出すものです。

これによってコンベヤ金網上の繭は上部左右から交互に熱風を受けることになり繭乾燥

が均一化されるとともに、排気の一部を熱源の吸気につなげることで熱効率が向上しまし

た。（紀要第４号52～55ページ日本の蚕糸技術「日本乾燥機株式会社の繭乾燥機の今昔」

田畑善徳、遠藤克也。参照）

市販の乾繭機としては、この日本乾燥機㈱の新田端式熱風乾燥機は１号機を昭和27(195

2)年に設置していますが、大和三光㈱は同様に外部熱源の強制下降気流一部循環型で旋風

機をつけない大和式熱風乾繭機を昭和28(1953)年に設置し、㈱川嶋鉄工所は外部熱源一部

循環型で上昇気流の川嶋式熱風乾繭機を昭和29(1954)年に設置しています。これらの強制

気流による熱風乾繭機は汽熱型に比べてコンベア上の繭の厚みを約３粒：60～70mmと倍加

することができたので同容積で乾燥能力が倍増し、熱風の一部循環、一部機種のゾーンコ

ントロールによる省エネルギー効果もあり、均一に乾燥し品質が確保できるという飛躍的

に機能が向上した画期的な乾燥機になりました。(乾繭機：62ページ)

新田端式熱風乾繭機(乾繭機：110ページ)大和式熱風乾繭機(乾繭機：53ページ)

藤村のその他の機械

1）改造給繭機

昭和38(1963)年にＲＭ型スタンダードの給繭機を広松氏が改造し接緒能力を４緒ごとか

ら２緒ごとへと倍増しました。（藤村：34ページ）
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このように当時の製糸工場では自動繰糸機を自社の工務担当者の力で改造し能力増大を

図ったり、使用方法を工夫して製品品質を向上させたりすることが日常的に行われていま

した。メーカーのプリンスとしても繰糸作業、保全、機械管理、繰糸理論に分けて講習会

を開き、終了証を出したりしていましたがユーザーの間でお互いに日常業務の状況や技術

情報の交換というような技術交流活動が行われるようになり、そういう自主的な活動を会

社としてバックアップする形で「たま会」が生まれ、その中でプリンスの報奨制度も生ま

れています。広松氏も報奨金を受けており、この改造給繭機はただちにＲＭ型スタンダー

ドに採用されています。（ニッサン：217ページ）

2）イオン交換樹脂水質改善装置(Ｈ、Ｎａ)

昭和38(1963)年にオルガノといわれたイオン交換樹脂水質改善装置(Ｈ、Ｎａ)を入れて

います。水質が製糸用水として良好であっても煮繭湯あるいは繰糸湯のpHを変えたい場合

などに使ったようです。これも自動繰糸機の糸故障防止、ズル節減少、糸歩向上を目指し

たものといえます。

松岡でも昭和44(1969)年に入れているようにこの頃、各工場で盛んに使われたようです

が、藤村では後に煮繭機用の薬注ポンプに代っています。

3）揚返機

昭和39(1964)年に揚返機を増沢式高速ＮＢ型に変更しています。これも自動繰糸機の生

産性に合わせた設備投資と思われます。ただ、藤村の場合は昭和42年に揚返場の建屋を建

て替えています。揚返の能率向上にはこの建て替えの方が寄与した模様です。（藤村：37

ページ）

５．自動繰糸機導入(後期)

「日産テクシス㈱の沿革年表」によると「たま自動繰糸機デラックス」が福島蚕糸販売

農協連桑折工場に設置されたのが昭和39(1964)年３月、同工場で８月に「プリンス自動繰

糸機デラックス(ＨＲ型)」として発表会を開催しています。(ニッサン：167ページ)さら

に昭和41(1966)年４月にプリンス自動繰糸機ＨＲ改良型完成となって居ります。

ＨＲ－２型の完成は、昭和46(1971)年11月、ＨＲ－３型は昭和51(1976)年11月でした。

次ページのＨＲ－１型の写真を前ページのＲＭ型スタンダードの写真と見比べていただ

くと一目見ただけで給繭能力の大幅な向上が実感できます。

ＲＭ型では給繭機が一定間隔をおいて巡回しているのに対してＨＲ型では給繭機が連続

してコンベアのように動いています。ＲＭ型の給繭機は給繭と接緒の二つの仕事をしてい

ましたが、ＨＲ型では給繭機は給繭だけを行い、接緒は各緒に固定して設けられた接緒桿

が行うことになり接緒能力は飛躍的に増大しました。（ニッサン：32、66ページ）
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HR－１型自動繰糸機の給繭コンベア、接緒桿と糸道（ニッサン：32ページ）

ＨＲ－２型の自動抄緒装置（ニッサン：42ページ）

ＨＲ－２型では抄緒能力が大幅に拡充されました。無緒繭を索緒部に還流し少量抄緒に

よって正緒繭だけを給繭する確率を高め接緒効率をさらに大きくしました。さらに糸条切

断防止装置と糸故障検出装置の組み合わせで親糸切断をほとんどなくすことができまし

た。
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ＨＲ－３型では糸故障が発生した時の状態を持続できるようにし、給繭機内の繭のバラ

つきを小さくしました。（ニッサン：213ページ）

ここで、ＨＲ－２の三面図（ニッサン：47 ページ）を紹介します。

この三面図では、中央の繰糸釜部分が中途省略され短くなっています。タイトル以外は

字が小さくて読めそうもないので、図の上から下へ、左から右への流れで説明の文字を紹

介します。まず、上にある上面図から、新繭補充装置、落繭分離装置、索緒機、落繭捕集

装置、給繭装置、緒糸切断装置、緒搦回転装置、自動抄緒装置、次に下にある側面図では、

回転積算計、乾糸配管、変速機、電動機、絡交装置、絡交原器、落繭運搬装置、整緒繭補

充制御装置、下右にある断面図では、小枠、切断防止装置、繊度検索装置、接緒装置、給

繭装置、回転接緒器、繰糸槽、滴水防止樋です。

この図から１台20緒の横幅は、2,200mm、この図は20台(10台背中合わせ)１セット、索

抄緒機１台分を含めた片側の横幅は2,455mm、全長は27,840mm、全高は1,774mm、本体の横

幅は1,490mmなどが分かります。

このように自動繰糸機といえば背中合わせの20台１セットの両端に索抄緒機があるのが

普通と思われますが、Ｋ８型以前には多条繰糸機のように１台ずつの機械として研究され

ていました。給繭機が繰糸機の周りをエンドレスに巡回する方式の特許および繊度感知器

の一斉調整に関する特許を巡る話は、片倉Ｋ８型自動繰糸機の52、89、91ページにありま

す。
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ＨＲ機導入

藤村の場合

藤村がＨＲ－１型の 初の１セットを導入したのは昭和42(1967)年、続いて翌年に３セ

ット、翌々年に 後の１セットを導入しています。５セットともＲＭ型の後継機です。Ｒ

Ｍ型の発売直後に５セットを一気に導入したのに比べればややペースが落ちていますが巨

額の資金が必要な自動繰糸機の導入に極めて積極的な姿勢が見て取れます。また、ＲＭか

らＨＲへの機械的性能の格差を強く感じ取っていたともいえそうです。

ＨＲ－２型は、昭和46(1971)年に 初の１セット、昭和49年には２セット新設、１セッ

ト改造、昭和58(1983)年にＨＲ－３型１セット導入→昭和64(1989)年２型仕様に改造、平

成６(1994)年にはＨＲ－３型(２型仕様)を２セット導入しています。この経過を見ると、

ＨＲの１型から３型までの型式変更についてはそれほど大きな性能上の差異を見ていない

だけでなく、３型については評価していないようです。使いやすかったのは２型のようで

す。

平成６年の藤村の２セットの導入が我が国における 後の自動繰糸機新設になりまし

た。

松岡の場合

松岡がＨＲ－１型を導入したのは昭和44年と45年に１セットずつで、44年は新設、45年

はＲＭの後継機でした。藤村に比べると遅めですが、業界の中では中位と思われます。

ＨＲ－２型は、昭和47(1972)年に４セットを一気に、その後昭和53(1978)年にも１セッ

ト入れています。３セットは新設、２セットがＲＭの後継機です。また、４セットのうち

の１セットに昭和64(1989)年、恵南のコンビネーションを入れています。

松岡の場合は機種の評価が確定した後で導入するというどちらかといえば慎重な姿勢が

見て取れます。

また、松岡の特徴はこのような普通生糸用の自動繰糸機を新形質生糸用に改造して使っ

たことに表れています。まずファインシルク(FS)用の自動繰糸機８台１セットを昭和54(1

979)年に新設しています。これはＨＲ－２型を浮繰り低張力用に改造したものですが、昭
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和56(1981)年には既設のＨＲ－２型の一部８台を分離改造（糸道改善、感知器入れ替え、

集緒器入れ替え、その他）してFS用にしています。さらに、平成３(1991)年には、スーパ

ーハイブリッドシルク(SHS）用の自動繰糸機３台１セットを新設しています。これは、Ｈ

Ｒ－２型を350m／分と高速化した上に他繊維との複合糸の繰糸を可能にしたものです。

前頁の写真でSHS繰糸機の接緒桿の下にナイロンなどを給糸する給糸管が見えます。（松

岡：14ページ）

松岡では、その後も扁平生糸用のローラー部品を専用の自動繰糸機に装着して太繊度の

扁平生糸を製造するなど各種の新形質生糸の製造に意欲的です。（総括表参照）

ＨＲ機導入以降の施設整備

ボイラー

従来の雑燃ボイラーから重油ボイラーへの変更がこの頃から行われていますが、やがて

松岡は昭和56(1981)年再び雑燃ボイラーに変更し、藤村も昭和61(1986)年に雑燃ボイラー

を導入し、平成に入ってから小型の重油ボイラーを加えています。

石油ショックによる燃料の高騰、労働環境の変化などの社会情勢の変化に対応した処置

と思われます。

乾繭機

藤村では昭和42(1967)年に徳島、翌43年に群馬の乾繭所でそれぞれ大和三光式の熱風乾

繭機(16t／日)を入れています。乾繭所の建屋を含んだ設計については藤村の88ページに

出ており、本社の低温風力と乾繭所の熱風乾燥との乾燥方法の違いによる繭の仕上がりの

違い、煮繭への影響とその克服については藤村の22ページにあります。

松岡では、昭和51(1976)年に矢内式の２段バンド式熱風乾燥機(２t／日)を入れ、小口

の繭乾燥に対応しました。

繭倉庫と繭配合装置

昭和52(1977)年に松岡では蜂の巣型繭倉庫を設置しました。昭和47(1972)年に繭配合装

置を導入し省力化していますが、さらにこの部分の省力化を進めたものでしょう。藤村で

は終始人力による対応になっています。これは低温風力乾繭機との関連があると思います。

(藤村：58ページ)

煮繭前処理機

松岡では昭和45(1970)年たま自動煮繭機前処理装置を、昭和51(1976)年にはその後継機

として減圧浸透煮繭前処理装置を設置しましたが、昭和62年に撤去しています。

藤村では、昭和50(1975)年に新増沢減圧式煮繭前処理装置を設置しています。その後の
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現実の使い方としては、単に水に潜らせて常温浸漬し、一定時間後に死ごもり繭が見やす

くなった段階で選繭して煮繭機に入れる、というものです。（藤村：63ページ）

煮繭機

自動繰糸機が導入されると、その前工程である煮繭機にいろいろな要求がなされるよう

になってきました。繰糸速度が速くなる繰糸能力増大に見合った煮繭能力の増大、煮繭機

から繰糸機へあるいは繰糸機内での煮繭（にまゆ）の移動にからむトラブルや親糸切断な

どの糸故障を防ぐための煮崩れ防止、生糸品位向上のための節点向上対策、糸歩を切らな

いための煮繭などが要求されるようになりました。これらの要求は、多条繰糸時代の解舒

糸長を長く、半沈繰糸をするという目標から大きく変わり、かつ、その時々の原料事情、

生糸相場などから当面の目標が変化して来ました。その要求に対応して煮繭法は、①繭層

に水分を与え、②熱を与えて繭層セリシンを膨化させ、③繭の浮沈、潰れを調整するとい

う単純な工程の中で対処が進化して来ました。

松岡では普通生糸に対する煮繭機は、千葉式標準型が当初使われ、後継機の千葉式高能

型が昭和36年から61年に至るまで使われ、その後継機として昭和62(1987)年に新増沢の加

圧式Ｖ型1,500kg／日を導入し平成８(1996)年まで使い、さらにその後継として平成９(19

97)年からはハラダ式蒸気煮繭機250kg／日にしています。

この他ファインシルク用として浮繰り用のＦＳ煮繭機を昭和54年にＦＳ用自動繰糸機と

同時に導入し、昭和62(1987)年に繭検定用煮繭機を入れています。

藤村では、当初千葉式煮繭機を、次に増沢式標準型煮繭機を使っていたようですが、昭

和43(1968)年に新増沢の減圧煮繭機、その後継機として昭和54(1979)年に新増沢ＨＯ型煮

繭機、さらにその後継として昭和57(1982)年に新増沢加圧式Ｖ型煮繭機を導入しています

が、これとは別に昭和53(1978)年に新増沢のＧ－Ｈｉ型煮繭機を、さらに別系統として平

成６(1994)年に新増沢ＨＬ型煮繭機を導入しています。したがって昭和53年以降は通常繰

糸用に２～３台の煮繭機を同時に持っていたことになります。

この他平成10(1998)年にバッチ式繭検定用煮繭機を入れています。

このように、１台の煮繭機で全工場をカバーする場合と複数の煮繭機で生糸生産を行う

場合とがあるのは、多分、原料事情によるものと思われます。１工場で２～３台の煮繭機

を必要とするようになったのは、昭和50年代以降、原料事情が悪くなり国産繭でも各地方

の繭を扱うようになり繭荷口の小口化、雑駁化が進んだほか輸入繭を使わざるを得なくな

った工場が出てきたためでしょう。これらの工場では、各種の原料繭すなわち解舒不良繭

や雑駁な原料繭に対応する複数の煮繭機を用意してそれぞれの原料繭に対する 適な煮繭

を行えるようにして自動繰糸機の運転状況を確保する経営政策をとったものと思われま

す。

煮繭機は、古来の鍋煮繭から近代の進行式になり、さらに昭和になって２段のエンドレ
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ス方式の千葉式進行式煮繭機が生まれました。多条繰糸時代をリードしたのはこのタイプ

の煮繭機といえそうです。さらに、自動繰糸機になり、多くの技術、煮繭機が生まれまし

た。赤外線、Ｈ水、核沸騰などです。また、繭を煮るために蒸気とお湯を使うというのは

当たり前の話ですが、そこに空気を使うことで加圧式Ｖ型煮繭機の蒸煮部は煮熟度をコン

トロールしています。(煮繭：40ページ)

煮繭機メーカーは製糸工場のいろいろな要求を機械という形にして具現化していきまし

た。その当時の姿を如実に現したのが、昭和53(1978)年の第31回夏期大学で、 近の煮繭

技術の実際と題して、井口工業㈱、㈲ハラダ、千葉商事㈱、技研金山社、㈱基準式、宮坂

工業㈾、新増沢工業㈱という当時の主要な煮繭機製造会社の代表者が論陣を張っています。

ここで、煮繭技術および煮繭機の写真と図面の一部を（煮繭機）から紹介します。

左は無浸透煮繭の基準式、右は一世を風靡した赤外線煮繭

減圧煮繭機(上)とＧ－Ｈi煮繭機(下)
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多くの器械製糸工場に採用された加圧式Ｖ型煮繭機の写真と機構図

機構図を紹介した減圧煮繭機は、繭の大小、繭層の厚薄などに関係なくどのような繭で

も同じように煮ることができる煮繭機を目指しました。(煮繭機：34ページ)

立体型Ｇ－Ｈi煮繭機は、解舒の良くない繭、潰れやすい繭、不揃いで雑駁な繭、外国

産繭の一部にみられた解舒の悪い繭などに対処するために水圧というか湯圧を利用した煮

繭機です。(煮繭機：36ページ)

加圧式Ｖ型煮繭機は、中浸透を前提とした煮繭機で、加圧とＶ型という２つの特徴があ

ります。加圧は、滲透部から蒸煮部に入った繭から出てくる空気と蒸煮部の滲透側に外か

ら吹き込む加熱空気で蒸煮部を加圧します。これによって蒸煮部の滲透側は熱伝導率の低

い空気を主体とした高温帯となり調整飛込み付近に蒸気だけが圧縮された高温帯ができ、

吐水と繭層の膨化を十分に行いながら過熟や煮崩れがなく、硬めの煮繭ができます。その

ために滲透部には温度・水量安定装置を、蒸煮部には空気吹込み装置と加圧安定装置を付

けています。

Ｖ型というのは調整部をＶ型にして100℃から98℃という高温の調整飛込み温度をなめ

らかに低下させる機構です。水温は水の深さによって変わり、低いところは低温で水面近

くが高温になるという現象を利用したものです。上の機構図にみられるように調整部前部

には多くの加熱パイプが使われています。しかし、調整飛込みは100℃でも底部は55℃に

保つことができるのです。(煮繭機：39～45ページ)

松岡、藤村、両社の煮繭機の採用の流れを追って来ましたが、この両社は器械製糸工場

です。我が国の生糸生産は、器械製糸工場だけではなく国用製糸工場でも活発に行われて

きました。自動繰糸機も国用製糸工場向けの機種が生産され、自動繰糸機メーカーの販売

合戦が盛んに行われてきました。国用製糸工場への自動繰糸機の導入が本格化し、次々に
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自動化されるに伴って国用製糸工場向けの自動繰糸機用煮繭機の導入も活発になってきま

した。

ここでは、自動繰糸機採用前に関東甲信を中心に206工場に普及し輸出もした国用製糸

工場向けの煮繭機(煮繭：85ページ)と同じく国用の自動繰糸機用の煮繭機(同30ページ)の

写真と図面を紹介します。

左は大下式煮繭機、右は昭和38年発売のマイクロ型煮繭機(木製湯槽)

配繭装置

松岡が昭和38年に採用した配繭装置を藤村は昭和43(1968)年にようやく採用しました。

新増沢の減圧煮繭機の採用と同時に入れています。タイプとしては松岡と同じバケット型

で、水流式はまだなかったようです。藤村はこの配繭装置を 後まで活用しました。同社

の広松氏は自動繰糸機の新繭タンクで新繭の要不要を感知して繭を不必要とするセットへ

行くバケットの蓋を煮繭場で閉ざす配繭自動制御装置の基本部分を昭和50年に開発し、田

左は世界遺産暫定リストの片倉富岡の繰糸工場のバケット式配繭装置、右は

藤村の索緒機の新繭投入部、左上から水流式のパイプが延び、上のレールか

ら下がった配繭バケットが漏斗型の新繭受け入れ口に近づいている。両方か

ら繭を受けられる。
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内氏がコンピュータ制御にしました。このＩＴ化で田内氏は平成８年度製糸絹研究会賞を

受賞しています。(藤村：43、64ページ) 藤村は、Ｇ－ＨｉおよびＨＬ煮繭機の導入とと

もにそれぞれ昭和53(1978)年および平成６(1994)年に水流式配繭装置を設置しています。

配繭装置については煮繭機の92ページで㈲ハラダの原田氏が国用の例を引いてその有用

性をお話されています。

○国用の自動配繭装置

原田 当時の思い出は、ある工場ですごくワンマンな社長がいまして、大下式も良いが、

手間がかかるので進行式煮繭機を入れるというので、ついでに自動配繭装置も入れるよう

に勧めたところ「そんなもの要るものじゃない。そういう贅沢をしちゃいけない。私が自

分で配繭する」と一喝された・・・国用製糸の社長さんは、自分で煮繭もやれば、原料も

運ぶ、ボイラーも炊けば生糸の仕上げも行なう、そして常にライバル意識を燃やす。おお

かたの国用さんはこれで頑張ってきました。この社長さん、３日後に配繭装置の契約をし

て頂きました。普段はお金を出さない社長さんも自ら仕事の苦労を感じたときは装置の契

約は速やかでしたね。

ＨＲへの独自機構の装着

藤村では昭和58(1983)年に定速巻取装置、昭和60(1985)年に接緒状態連続監視システム

という独自の機構をＨＲに付けています。

定速巻取装置(藤村：69ページ)は、小枠に生糸が巻かれて厚くなっていくと枠周が徐々

に大きくなるため巻取速度が大きくなっていく、65cmのものが68cmになってゆく、回転に

直して１分間に10回転違う、ということは接緒数が違ってくるので繊度偏差などに影響が

あるのを変速機を自動的に変えて定速で巻き取る装置です。

接緒状態連続監視システム(藤村：71ページ)は、セット別に接緒数をパソコンの画面に

表示しているシステムで、目的繊度別、目的格別にに目標接緒数が決められており、状況

に応じて小枠の回転を変えて製品の品質が保たれるようにした装置です。

左は装置の内部、中は接緒数の画面、右は有効接緒効率の画面
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揚返機

松岡では増沢式揚返機を継続して使っていましたが、昭和63(1988)年に新増沢式を新た

に設置しています。

藤村は昭和43(1968)年に増沢式ＮＢ型の５緒を６緒に改造して能力を高めました。

揚返機に付属する各種装置の両社の設置状況は次の通り。

1）自動散水装置

松岡では昭和47(1972)年首振り型の散水装置を導入しましたが昭和59(1984)年ノズル型

に変更しています。

藤村では昭和50(1975)年に首振り型を採用しそのまま使っています。

左は自動散水装置首振り型（藤村：98ページ）

右はスラブキャッチャー（松岡：16ページ）

2）揚返照明装置

松岡では昭和59(1984)年に採用し現在も使用中です。

藤村では昭和49(1974)年から昭和59(1984)年まで使いました。

3）揚返用クリーナー・スラブキャッチャー

松岡では昭和35(1960)年から58(1983)年まで揚返用クリーナーを使い、59(1984)年から

はスラブキャッチャーに変更しています。

仕上げ

藤村では昭和45(1970)年に綛仕上げをちまき造りから長手造りに変更すると同時に水分

安定室を設けています。これは松岡も同様で昭和47(1972)年に長手造りに変更し綛安定室

を新設しました。

いずれもこの時期に生糸流通業界からの要望を受けて、綛および括をなるべく自然な状

態にしておき、仕上げた生糸を休ませて水分を回復させ、膨らみと伸びのある生糸を需要

者に提供しようとしたものでしょう。

この頃、実需につながっている製糸工場ではいわゆる川下の生糸需要者、生糸問屋、機
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屋、染屋などからの針金糸というクレームにしばしば悩まされました。本来のシルクの良

さを生かしたしなやかな生糸を作るための仕上げ工程の工夫でした。

左から水分(綛)安定室内部、加湿装置がある。綛造り。括造り。（藤村：99ページ）

掃除と洗浄

物を造る機械は、給油や分解掃除などのメンテナンスが欠かせません。製糸工場でもも

ちろんこの原則が当てはまります。製糸工場の場合は特に繊度感知器の管理が大切だと思

われます。しかし、中々そのような現場に立ち会うことはありません。

ここでは、たまたま給繭機の機械による洗浄、人手による分解洗浄、小枠の清掃の現場

に居合わせて写真を撮ることができた成果をご披露します。

上段左は、給繭機の洗浄機で２段になった入口を開けて上の段に分解した給
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繭機の本体を入れようとしている。

上段右は、洗浄機が動作中の状況でノズルの噴射で上段の給繭機の本体の一

部に水流が当たり飛沫が跳ね上がっている。

下段左と中は、給繭機の分解清掃作業。給繭槽と給繭装置をはずし、さらに

細かな部品に分けて丁寧に清掃している。右は小枠のチェックと清掃。

おわりに

現在、器械製糸が松岡株式会社と碓氷製糸農業協同組合の2社となり、国用製糸も松沢

製糸所、宮坂製糸所のお名前は良くお聞きするもののなかなか苦しい状況にあるように思

います。

こうした中で製糸機械の研究開発に取り組んでおられるのは、当製糸技術研究会事務局

がある独立行政法人農業生物資源研究所昆虫科学研究領域生活資材開発ユニットの他は

(財)大日本蚕糸会蚕糸科学研究所のみでしょう。

製糸業という産業の現況からすれば、よくぞここまで頑張ってくれているというところ

ですが、日本のシルク産業という立場から見ればまだまだ知恵を出してもらいたいという

ところではないでしょうか。その知恵の出し方は、日本のシルク産業がこれからどこを向

いて動くかによって違ってきます。

昨年の夏期大学は、岡谷の未曽有の災害によって資料のみの大学になりましたが、その

教材の中で(財)大日本蚕糸会の高木会頭はタイトルに「地域におけるものづくりと蚕糸絹

文化の継承」を掲げ、文中では提携システム構築の必要性を述べておられます。

その提携システム構築の契機を①シーズ展開型、②ニーズ展開型、③行政誘導型に分類

していますが、②以外にはあまり成功事例を見ないような気がいたします。

多少なりとも製糸技術に関与した私としては、何とか①のタイプの新しい生糸による成

功事例を産み出す現場を見たいという思いがあります。残された時間はそれほど多くを望

めませんが、この60年間の製糸機械の変遷を概観して来ますと、現在の研究者の皆さんに

是非起死回生の一打をかっ飛ばしていただき、日本のシルク産業の未来に少しでも明るさ

を、希望の光を灯していただきたいと思います。
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表１－１ 年次的型式変遷調査事業総括表（松岡株式会社） 

元号・西暦 
機械名 

昭 20 
1945 

昭 21 
1946 

昭 22 
1947 

昭 23 
1948 

昭 24 
1949 

昭 25
1950 

昭 26 
1951 

昭 27 
1952 

昭 28 
1953 

昭 29
1954 

昭 30
1955 

昭 31
1956 

昭 32
1957 

昭 33
1958 

昭 34
1959 

昭 35
1960 

昭 36
1961 

昭 37
1962 

昭 38
1963 

昭 39 
1964 

昭 40 
1965 

昭 41 
1966 

昭 42 
1967 

昭 43 
1968 

昭 44 
1969 

昭 45 
1970 

昭 46 
1971 

昭 47 
1972 

イオン交換水質改善装置 (貯水槽曝気処理)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       イオン交換水質改善装置  

ボイラー (雑燃ボイラー) 

(大和三光氣熱型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(休止) 

 

 

 

 

 

 

重油ボイラー   

繭乾燥機     

〃 (今村式氣熱型)  熱風乾燥機 

(休止・倉庫転用) 〃       低温風力乾燥機(３基)   (１基増設)    

〃                        

繭倉庫 (木造・土蔵造り)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

繭配合装置    繭配合装置 (3 基)

選繭機 (手動式選繭台)            照明選繭機              

〃                             

煮繭前処理装置                          タマ自動煮繭機前処理装置

煮繭機 (千葉式標準型)               千葉式高能型    

 

 

 

      

〃                   

〃                            

配繭装置                  バケット型配繭装置        

多条繰糸機 (織田式多条機・182 台)           (92 台) (82 台) (62 台) (56 台) (31 台) (4 台)          

自動繰糸機１号              たま RM 型(20 台) 

たま RM 型(20 台) 

            

HRⅡ型

 

 

HRⅡ型

〃  ２号              

〃  ３号                SR 型(10 台) たま RM 型(20 台) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HRⅠ型

 

HRⅠ型(20 台) 

(20 台) 

 

  〃  ４号                  

  〃  ５号                         

  〃  ６号                            HRⅡ型

HRⅡ型  〃  ７号                            

  〃  ８号                             

  〃  ９号                             

  〃  10 号                             

小枠浸透装置 (手叩き方式) 

(増沢式 252 窓) 

           真空浸透(5 本入り)             (16 本)

揚返機               

〃                             

自動散水装置                            首振り型

揚返照明装置                            

揚返機クリーナー                             

〃スラブキャッチャー                              

綛安定室                                綛安定室 

綛造器 (ちまき造り綛) 

(ちまき造り括) 

                       

 

 

 

長手造り綛

長手造り括括造器 
生糸検査機械 (セリプレーン検査機ほか)                          

ビス整理機 (棒取り)      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビス乾燥機   

蛹乾燥機               

蛹搾油機               

特殊生糸：ファインシルク                 

〃：複合糸                             

〃：スーパーハイブリッドシルク                             

〃：シルクロン 60                             

〃：キュプラトシルク                              

〃：松岡姫                             

〃：いろどり生糸                             

〃：小石丸生糸                             

〃：定粒糸                             

〃：偏平糸                             
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表１－２ 年次的型式変遷調査事業総括表（松岡株式会社） 

昭 48 
1973 

昭 49 
1974 

昭 50 
1975 

昭 51 
1976 

昭 52 
1977 

昭 53 
1978 

昭 54 
1979 

昭 55 
1980 

昭 56 
1981 

昭 57 
1982 

昭 58 
1983 

昭 59 
1984 

昭 60 
1985 

昭 61 
1986 

昭 62 
1987 

昭 63 
1988 

昭 64 
1989 

平 2 
1990 

平 3 
1991 

平 4 
1992 

平 5 
1993 

平 6 
1994 

平 7 
1995 

平 8 
1996 

平 9 
1997 

平 10 
1998 

平 11 
1999 

平 12 
2000 

元号・西暦 
機械名

                    (曝気処理水のみ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオン交換水質改善装置

 

 

    

(廃棄) 

 

(廃棄) 

   雑燃ボイラー           ボイラー 
                   繭乾燥機 

                       〃 

〃 

   ２段バンド型熱風                        〃 

    蜂の巣型繭倉庫(64)                      繭倉庫 
                            

 

蚕試式

繭配合装置 
選繭機 
〃 

   減圧浸透型                        煮繭前処理装置 
              超加圧式 V 型         ハラダ式小型煮繭機  

 

 

煮繭機 
      ＦＳ煮繭機                   〃 
              繭検定用小型   〃 
水流型 

 

 

 

 

 

                     

 

配繭装置 
多条繰糸機 

(20 台)     HRⅡ(20 台)                 (廃棄)     自動繰糸機１号 
(20 台) 

(20 台) 

(20 台) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (廃棄) 

(廃棄) 

(廃棄) 

    〃  ２号 
    〃  ３号 
      〃  ４号 

(20台) 繰糸パトカー付設(昭 48～52)             コンビネーション型に改造     (廃棄) 

 

      〃  ５号 
(20 台)                             〃  ６号 
(20 台)        8 台 FS 型へ分離  

 

                   〃  ７号 
FS 型(8 台)                    

 

  〃  ８号 
        FS 型(7号機より)   〃  ９号 
            (複合繰糸装置)     S H S 型(3 台)          〃  10 号 
                            

 

 

小枠浸透装置 
(54 窓)  揚返機 

新増沢式(48 窓)        〃 
           ノズル型                 

 

 

自動散水装置 
揚返照明装置 

揚返機 クリー ナー         揚返機クリーナー 
スラブ キャッ チャー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 スラブキャッチャー 
           綛安定室 

綛造器 
括造器 
生糸検査機械 
ビス整理機 

    ビス乾燥機 
   蛹乾燥機 
   蛹搾油機 

                            特殊生糸：ファインシルク

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃：複合糸 
            〃：スーパーハイブリッド

                  〃：シルクロン 60 
                     〃：キュプラトシルク

                        〃：松岡姫 
                       〃：いろどり生糸

                         〃：小石丸生糸 
                        

 

 

 

 

 

〃：定粒糸 
                      〃：偏平糸 
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表２－１ 年次的型式変遷調査事業総括表（藤村製糸株式会社） 

元号西暦

機械名 

昭 20 昭 21 昭 22 昭 23 昭 24 昭 25 昭 26 昭 27 昭 28 昭 29 昭 30 昭 31 昭 32 昭 33 昭 34 昭 35 昭 36 昭 37 昭 38 昭 39 昭 40 昭 41 昭 42 昭 43 昭 44 昭 45 昭 46 昭 47 昭 48

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

水質改善                                                                         H.Na 軟水装置                                     

ボイラ－１ 横置多管型（オガ屑・重油）                                                                                       炉筒煙管式（重油：４ｔ）     

  〃  ２                                                                              多管式（オガ屑・重油）                           

  〃  ３                                                                                                                    

  〃  ４                                                                                                                     

乾燥機 帝乾式汽熱乾燥機                           低温風力乾燥機６部屋                                                                  

 〃 今村式６段バンド汽熱乾燥機                                                                           大和三光熱風乾燥機（徳島）               

 〃                                                                                           大和三光熱風乾燥機（群馬）          

選繭器                                         新増沢透視選繭機                                                                   

前処理機                                                                                                                   

煮繭機 千葉式煮繭機                                                              増沢式標準型煮繭機        新増沢減圧煮繭機             

 〃                                                                                                                     

 〃                                                                                                                     

 〃                                                                                                                     

配繭装置                                                                                               バスケット式配繭装置             

 〃                                                                                                                     

 〃                                                                                                                     

多条繰糸機 増沢式多条機             増沢式 F-50 型多条機                                                                                     

自動繰糸機１                                                                                                                  

   〃   ２                                                                                                                     

   〃   ３                                                 たま 10 型 RM（２０台）               （改造給繭器）             HR１型（２０台）                

   〃   ４                                                 たま 10 型 RM（２０台）               （改造給繭器）              HR１型（２０台）                 

   〃   ５                                                 たま 10 型 RM（２０台）               （改造給繭器）              HR１型（２０台）                 

   〃   ６                                                 たま 10 型 RM（２０台）              （改造給繭器）          HR１型（２０台）                     

   〃   ７                                                 たま 10 型 RM（１６台）              （改造給繭器）                  HR１型（１６台）             

   〃   ８                                                                                                           HR２型（１２台）   

   〃   ９                                                                                                                    

   〃   １０                                                                                                                     

繭検定用繰糸機                                                                                                                     

普通機釜数                     108 108 108 108 108 108 108 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 108 108 108 

多条機台数 108 108 108 108 108                                                                                                 

小枠浸透 手叩き式                                                     真空浸透式（5 本入り）                                               

揚返機                                                                             増沢式高速ＮＢ型          増沢式高速ＮＢ-６型             

自動散水装置                                                                                                                  

揚返照明装置                                                                                                                     

綛安定室                                                                                                       水分安定室         

綛造機 ちまき造り綛                                                                                                 長手造り綛         

括造機 ちまき造り括                                   鐘桜式自動括造機（ちまき造り）                                              増沢式括造り機（長手造り） 
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表２－２ 年次的型式変遷調査事業総括表（藤村製糸株式会社） 
年

機械 

昭 49 昭 50 昭 51 昭 52 昭 53 昭 54 昭 55 昭 56 昭 57 昭 58 昭 59 昭 60 昭 61 昭 62 昭 63 昭 64 平 2 平 3 平 4 平 5 平 6 平 7 平 8 平 9 平 10 平 11 平 12 平 13 平 14 年 

機械1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

水質       塩酸.塩化カルシユム直接投入                                                                                                 水質 

ﾎﾞｲﾗｰ                                                                                                                     ﾎﾞｲﾗｰ 

 〃                炉筒煙管式（重油：7ｔ）                         炉筒煙管（雑燃：４ｔ）                                                        〃 

 〃                                                                       貫流（重油：１．５ｔ）                                      〃 

 〃                                                                                   貫流（重油：１．５ｔ）                          〃 

乾燥       ２部屋増設（低温風力乾燥機）                                                                                                 乾燥 

 〃                                                                                                                      〃 

 〃                                                                                                                      〃 

選繭                                                                                                                     選繭 

前処       新増沢減圧式煮繭前処理装置                                                                                                 前処 

煮繭                      新増沢ＨＯ型煮繭機   新増沢超加圧Ｖ型煮繭機                                                                       煮繭 

 〃                   新増沢ＧＨI 型煮繭機                                                                                         〃 

 〃                                                                                  新増沢ＨＬ型煮繭機                          〃 

 〃                                                                                                   バッチ式繭検定用煮繭機        〃 

配繭                                                                                                                     配繭 

 〃                   GHI 煮繭機用水流配繭装置                                                                                       〃 

 〃                                                                                  ＨＬ煮繭機用水流配繭装置                      〃 

多条                                                                                                                     多条 

自１                                                                                   HR３型〔２型仕様〕（２０台）                       自１ 

自２                                                                                   HR３型〔２型仕様〕（２０台）                       自２ 

自３                                     （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自３ 

自４                                     （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自４ 

自５                                      HR３型   （接緒数監視システム）     HR２型仕様に改造                                               自５ 

自６ HR２型に改造                             （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自６ 

自７                                     （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自７ 

自８ ２台増設                              （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自８ 

自９ HR２型（１４台）                             （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自９ 

自１０ HR２型（１４台）                             （定速巻取装置） （接緒数監視システム）                                                             自１０ 

繭検                                                                                                   CT２型繰糸機（３台）         繭検 

普通 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 178 178 178 178 178 178 178 178 178 普通 

多条                                                                                                                     多条 

小枠                                                                                                                     小枠 

揚返                                                                                                                     揚返 

自動       首振り式                                                                                                          自動 

照明 ２セット設置                                                                                                             照明 

綛安                                                                                                                     綛安 

綛造                                                                                                                     綛造 

括造                                                                                                                     括造 
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