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我が国蚕種業の沿革と株式会社高原社の蚕種製造

株式会社高原社

　代表取締役社長　関　秀一

はじめに
我が国の養蚕は神代から自足の山野蚕種

を用いて行われていたが、西暦 500 ～ 600
年聖徳太子の時代に中国から朝鮮半島経由
で織機が導入されたおり蚕種が持ち込まれ
た。江戸時代、1850 年代（安政年間）に入
ると蚕糸技術が徐々に進歩しそれにつれ蚕
種の研究も進み、明治中期から昭和初期に
は蚕品種の改良及び交配試験用としてイタ
リアを初めフランスから多くの原種が輸入
され、在来日本種及び中国種に欧州種が加
わったことから急速に品種改良が進歩し日
本独自の優良蚕品種開発の道が拓かれた。

蚕品種の開発
1934( 昭 和 9) 年 原 蚕 種 の 国 家 管 理、

1937( 昭和 12) 年蚕品種指定制度が公布さ
れてから、我が国の蚕品種は一定の条件下
で競って開発が一段と進み、その後 30 年
間で 255 の原種が指定されている。

生糸輸出が盛んになった状況において、
蚕種業者は専業化し、蚕種の輸出販売が行
われるようになった。幕末開国から明治初
期、蚕糸業の先進国はイタリア・フランス

であったが、微粒子病が蔓延、我が国へ蚕
種輸出の要請があり、多くの蚕種業者は外
貨の恩恵を受けることができた。その頃横
浜港から輸出された蚕種の出荷額は、生糸
代金を上回ることもあった。

技術の開発
蚕種製造技術の発展には以下の功績が特

筆される。
①　今井五介氏の「ハイブリッド（一代交

配）蚕種の開発普及」
②　荒木武雄・三浦英太郎両氏による「塩

酸による人工孵化法の開発」
③　唐沢正平技師による「蚕児虫体鑑別の

実用化」
④　藤原公博士による「微粒子病の集団蛾

検査法」
⑤　「蚕品種改良と技術開発を官民の研究

者が競った」こと等々の研究・開発が蚕
種業界黄金期に多大な功績を残した。
　

戦後の蚕糸業
戦前・戦中日本経済を支え唯一外貨が稼

げる事業として栄えた蚕糸関連事業も、第



シルクレポート  2017.72

二次世界大戦以降漸次後退し、国内の産業
が重工業時代に入り蚕糸関連企業は急速に
衰退、一時期内需の増大があったが、消費
者の絹離れもあって生産の容易な化学繊維
に移り代わり、日本国内の絹需要が大幅に
減少、戦後の繭生産国は中国を先頭にブラ
ジル・東南アジアの新興国へと変遷した。

現在の蚕種状況
現在の国内生糸生産量は、国内絹消費量

の 0.5％に満たない状況にまで減少し、一
番川上にある蚕種製造業者の販売高も毎年
10 ～ 15％ずつ落ち込み、国内での蚕種製
造は最盛期の 1％以下となった。また、蚕
種製造業者数も 1931( 昭和 6) 年の蚕糸組
合法公布時には 5,600 業者を網羅していた
が、戦後 65 業者程に減少、現在は 4 業者
だけになっている。2014( 平成 26) 年の世
界文化遺産登録に沸いた富岡製糸場の影響
もあり、繭生産高が対前年比ほぼ横ばいに
推移、関連する蚕種販売高も 2015( 同 27)
～ 2016( 同 28) 年は小幅な減少額に留ま
っているものの、養蚕農家の高齢化と後継
者不足という問題に直面している。蚕糸・
絹業提携システムの継続が養蚕農家の生産
意欲を高め、新規参入者の増加に大いに寄
与していくのではないかと期待している。

（株）高原社の蚕種製造
（株）高原社は、1941( 昭和 16) 年に長

野県松本・塩尻・東西筑摩の 729 戸の蚕
種製造業者が集まり組合を結成、1954( 同
29) 年に株式会社に組織変更し企業として

の蚕種製造業をスタートさせた（図 1）。
松本市を本拠地とし、関東・中部の各県

を基盤に安
あんなか

中・高崎・前橋・韮
にらさき

崎に主な営
業所を置いた。当社最盛期には職員 100
名ほどを抱え、原蚕飼育契約農家（分場農
家）415 戸、種繭入荷数量 24,938 ㎏、蚕
種製造箱数 113,000 箱（1 箱は 20,000 粒）
であった。現在は分場農家 3 戸、種繭入荷
数量 280 ㎏、蚕種製造箱数 1,600 箱に減
少している。

当社は主に長野県、群馬県、栃木県、埼
玉県、山梨県の各農協を経由して繭生産農
家に販売している。蚕品種の大半は「春嶺×
鐘月」と「錦秋×鐘和」で、蚕種 1 箱の
収容卵数は 21,000 ～ 30,000 粒と差があ
り、1 箱単価も異なる。蚕糸・絹業提携支
援緊急対策事業の成果により長年固定して
いた蚕種価格も繭価に連動し値上げが実現
された。

次に蚕種製造から配給までの工程を記し
たい。

図１：（株）高原社本社社屋─
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１　蚕種注文受付
農協、企業等から飼育時期、数量、蚕

品種の注文を受け付ける。特殊蚕品種は
注文によっては、2 年程の期間を要する
こともあるので留意をお願いする。

２　原蚕種の手配
蚕種製造に必要な原蚕種は、（一財）

大日本蚕糸会蚕業技術研究所、（国研）
農研機構等に注文し、配布を受けている。

３　原蚕飼育
分場農家に飼育委託する。1 ～ 2 齢蚕

の稚蚕飼育は社内人工飼料育を行い（図
２）、3 齢蚕からは分場農家で桑葉飼育
を行い、収繭まで管理する。分場農家で
は、蚕室、蚕具の消毒を徹底することと、
飼育指導を行って良繭を生産し優良蚕種
の生産に努めている。

一方、小ロット、特殊蚕品種等は全齢
社内飼育で対応している。

４　種繭入荷
分場農家で飼育管理され、上蔟 10 日

後に選繭された上繭を健
けんよう

蛹歩合調査し当
社製造所へ搬入する。

５　繭切開
搬入された種繭の蛹を傷つけないよう

に切開して蛹を取り出す。20 年ほど前
までは機械による切開を行っていたが、
今日では製造量が少量になったのと、切
開による蛹の負傷を軽減させるために全
て手切りによる繭切開を行っている（図
３）。

６　蛹体雌雄鑑別
繭切開して取り出された蛹は直ちに目

視による雌雄鑑別を行い、発蛾するまで
雌雄、品種別に適温適湿度、明暗調整で
管理し羽化まで保護する。当社では 40
年程前まで虫体鑑別と蛹体鑑別を併用し
て行ってきたが、今日では全て蛹体鑑別
で行っている（図４）。

図２：稚蚕人工飼料育

図３：種繭の切開
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７　交配
蛹は鑑別後 7 日前後で羽化し（図５）、

羽化した蛾を集蛾し決められた品種間で
交配を行う。

８　産卵
交配後割

かつあい

愛した雌蛾は 400 ～ 500 粒
の卵を産卵し（図６）、その蚕種は使用
される時期に合わせた温湿度管理、人工
孵化処理を行い不越年蚕種、越年蚕種に
振り分けられる。

９　母蛾検査
蚕種製造上最も恐れられている母体

伝染する微粒子病を予防するため、蚕種
産卵後の雌蛾を磨砕し、その磨砕液を採
って微粒子病原体の有無を顕微鏡で検査
し、その蛾の産卵による蚕種に微粒子病
があるかどうかを判定する。

当社では掃立口毎に母蛾を採り微粒子
病検査を行う。第一次検査は、抜取の方
法で一定数の蛾を顕微鏡検査し、微粒子
病原体を発見しなかったときはその蚕種
を合格とし、微粒子病原体を発見したと
きには更に第二次検査を行い合否の判定
をする。不合格の蚕種は廃棄処分し、合
格した蚕種のみ使用する。

10　蚕種の保護管理
産卵された蚕種は、不越年蚕種と越年

蚕種に分けられ、不越年蚕種は使用時期
にあわせた温湿度管理、人工孵化処理を
行う。越年蚕種は翌年の春蚕期～夏蚕期
に使用する蚕種なので、長期間の徹底し
た温湿度管理を行う必要がある。なお、

図４：蛹体鑑別

図５：雌蛾の発蛾状態

図６：産卵
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不受精卵などの不良卵については、塩水
選を行い分離する（図７）。

11　催
さいせい

青
催青とは保護管理した越年蚕種或いは

人工孵化を施した蚕種を適切な温度、湿
度、光線、空気などを整えた環境下で蚕
種を発育させ予定した掃立日に合わせ斉
一に孵化させることである。

催青期間は 10 ～ 13 日。早めに孵化
した蚕の体力消耗を最小限にとどめるた
め最後の 2 ～ 3 日間にすべての孵化が集
中するよう催青条件を調整する。孵化を
揃え、孵化歩合を高めるうえで大きなウ
エイトを占めるのは、「蚕種の保護管理」
と「人工孵化処理」である。

12　配送
掃立前日もしくは当日に孵化した蟻蚕

を、掃立当日の早朝に各飼育所または養
蚕農家へ配送する。

むすび
蚕種が受注され、製造、保護管理、催

青などを経て、最終的に蟻蚕の状態で各飼
育所や養蚕農家に配給されるまでにほぼ 1
年、特殊蚕品種製造においては 2 年を要す
ることもある。一回の製造サイクルが長く
決して回転率の良い事業とは言えないが、
品質を第一に考えれば製造工程に省略でき
る要素は何一つ無く、また繊細な作業は容
易に機械化し難い。時間と手間を惜しまず、
昔の製造方法を頑なに守り続けることが優
良蚕種を生み出すことにつながっている。

以上のように当社は、蚕糸・絹業提携シ
ステム（グループ）の中で最も川上に位置
する事業者として、専門技術を生かした徹
底した品質管理と長期間に及ぶ地道な作業
によって作り上げた優良な蚕種の提供に努
めている。

今後も蚕種製造業者として養蚕農家と製
糸業をつなぐ担い手となり、蚕糸・絹業提
携システムの推進に協力することはもちろ
んのこと、稀少蚕品種への対応や遺伝子組
換え技術についても積極的な取組みを行っ
ていきたい。

■関　秀一（せき・しゅういち）の紹介
株式会社高原社　代表取締役社長
〒 390-0803 長野県松本市元町 1-2-1
TEL:0263-32-3015、FAX:0263-32-3016
E-mail:info@kougensya.com
HP: http://www.kougensha.com

図７：蚕種の塩水選



シルクレポート  2017.76

提携トピックス

農林水産大臣賞受賞者は、糸井文雄・清子夫妻に決定
第５回蚕糸絹業提携確立技術・経営コンクール受賞者の概要

一般財団法人大日本蚕糸会

コンクールの概要
第５回蚕糸絹業提携確立技術・経営コン

クールへの出品数は、蚕糸・絹業提携グル
ープが５件、養蚕農家が 25 件、農家団体
が２件の合計 32 件であった。この中から
農林水産大臣賞１点、農林水産省生産局長
賞１点、大日本蚕糸会会頭賞２点が選出さ
れた。

5 月 17 日（水）、東京都千代田区有楽町
の蚕糸会館で受賞者及び関係者が出席し表
彰式が行われた。

農林水産大臣賞
　糸

い と い ふ み お

井文雄・清
き よ こ

子夫妻
　（群馬県前橋市）
糸井夫妻は、後継者と家族労働力３名

コンクール受賞者の皆様と全員で記念撮影
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で年間７回飼育による大規模養蚕経営を
行い、2016( 平成 28) 年度の繭生産量は
2,694 ㎏を生産している（全国トップ）。

稚
ち さ ん

蚕（1 ～ 3 齢蚕）は人工飼料を使用し
た個人飼育で、稚蚕飼育室と壮蚕飼育室を
離れた場所に設置し蚕病防除の徹底を図っ
ている。また、4 齢は、多段循環飼育装置
２台を使用し、5 齢はパイプハウスで自ら
考案した飼育台により飼育し、飼育残渣を
トラクターバケットで片付けるなど省力化
を図り、大規模経営を実現している。

上蔟環境改善には大型換気扇のほかに、
低温時に送風暖房機を使って適正温度を維
持し、解

かい

じょ率（繭糸のほぐれ具合）向上
を図っている。また、回転蔟

ぞく

移動レールを
考案し、全面尿受けシートなどで、上

じょう

蔟
ぞく

・
収繭作業の効率化に取り組んでいる。

2013( 平成 25) 年度まで 12 年間にわた
り JA 前橋市養蚕連絡協議会長、また、前
橋遺伝子組換えカイコ飼育組合の初代組合
長を務め、地域のリーダーとして活躍して
いる。

農林水産省生産局長賞
　小

こ や の こ う い ち

谷野洸一・美
み ち こ

智子夫妻
　（栃木県小山市）
小谷野夫妻は、生産効率を意識して年

6 回の各蚕期に 7.5 箱の均等飼育を行い、
2016( 平成 28) 年度の繭生産量は 1,609 ㎏
を生産している。需要者の要望で、春・晩々
秋蚕期の２回は、細繊度ブランド繭の「改
良小石丸」を飼育している。それでも 10a
当たり収繭量は 100kg を越えており、桑
園管理、蚕病防除が行き届いていることを
示している。また、栃木式風洞蔟中管理法

（注）を導入することで温風を一方通行化
し、解じょ率などの繭品質向上を図ってい
る。

小谷野氏は長年 JA おやま養蚕専門部会
長を務め、地域の養蚕振興・維持のため養
蚕農家間のコミュニティー形成に努めて繭
増産に取り組み、1 トン養蚕農家集団の形
成という希有な成果をあげた。壮蚕や上
蔟の繁忙時には地元のシルバー人材を雇用
し、地域経済の活性化にも大きく貢献して
いる。

注：栃木式風洞蔟中管理法とは、栃木県独特の養蚕技術
で、戸窓からの風に頼らず、循環扇等の風を回転蔟
に横からあててボール小枠の間に積極的に風を通す
もの。

群馬県前橋市の糸井文雄氏
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大日本蚕糸会会頭賞
　千葉県ブランド繭推進協議会
　（代表者：株式会社宮

みやさか

坂製糸所
　  代表取締役　宮坂照

てるひこ

彦）
　（長野県岡谷市）
千葉県ブランド繭推進協議会は、2011(

平成 23) 年に設立された蚕糸・絹業提携グ
ループで、千葉県の 7 戸の養蚕農家で生産
された繭を独自の生糸加工をすることによ
り付加価値の高い製品にし、安定した提携
システムを構築している。

収納された繭を手挽きで生繰り生糸に繰
製し、三

さ ん げ ん し

弦糸用途には滋賀県で「だるま糸」
（コマを手で回し、合撚糸した糸）に加工
し、琴糸、三味線糸、中国古琴糸として専
門店で販売している。また、手織り用途に
は手挽き生繰り生糸を専門撚糸問屋に出荷
し、多種多様な小ロット手織り用糸に加
工して織物作家らに販売している。2016(
平成 28) 年に生産された 2,194 ㎏の繭の
41％が琴や三味線などの三弦糸に加工さ
れ、29％が需要者の求めに応じて 200 ～
2,000 デニールの手織り用糸に加工され
た。伝統文化を支える重要な伝統技術であ
る。

大日本蚕糸会会頭賞
　松

ま つ も と じ す け

本治介・京
きょう

夫妻
　（福島県二本松市）
松本夫妻は、稚蚕飼育と花木生産を中心

とした養蚕、花
か き

卉、稲作、野菜、果樹の複
合経営を営み、粗生産額としては稚蚕飼育
が 53％，秋から冬にかけての花木が 40％
を占める。

松本氏は、昭和 20 年代後半の父の代か
ら稚蚕飼育を受託しており、近年は、養蚕
農家の高齢化による飼育箱数の減少で経営
が厳しいが、福島県内唯一の個人の稚蚕飼
育所として、50 年以上地域養蚕の維持に
貢献している。

夫妻の稚蚕飼育技術に対する信頼が厚
く、安

あ だ ち

達地区管内のみならず県内外から多
くの飼育依頼を受けており、優良蚕児の安
定供給により養蚕農家は安心して繭生産が
でき、養蚕経営継続の要になっている。

また、冨
と み た

田蚕種製造所（福島県伊達市）
から多くの蚕品種の稚蚕飼育を依頼され、
蚕品種の継代保存と蚕種製造に大きな貢献
をしている。稚蚕飼育だけの特異的な養蚕
農家ではあるが、蚕糸・絹業の維持・発展
に多大な役割を果たしている。
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「これからの国産シルクを語る会」について

農林水産省生産局地域対策官付

課長補佐　田久保　邦彦

我が国の養蚕業の現状をみると、養蚕農
家の高齢化、後継者不足、和装機会の減少
等が進む一方、2014( 平成 26) 年に「富岡
製糸場と絹産業遺産群」が世界文化遺産に
登録されたことなどを背景に、養蚕や国産
シルクに対する関心が高まってきており、
新たに養蚕業に取り組む方も出てきていま
す。

また、「2020 年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会」の開催をきっかけと

して、国内外に対して国産シルクの良さを
発信していくことで、地域性豊かな和の文
化の継承や国産シルクの需要の拡大につな
げていくことが期待されています。

このため、国産シルクの生産に携
たずさ

わる若
手の方々や新規の養蚕農家の方々が、意見
交換や交流を通じて、将来にわたり希望を
もって事業を継続・発展させていけるよう、
2017( 平成 29) 年４月 14 日に、農林水産
省において、18 名の若手の養蚕農家や事
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業者に出席いただき「これからの国産シル
クを語る会」と題した意見交換会を開催し
ましたので、その内容についてご紹介しま
す。

１　話題提供
まず、国産シルクを利用してモノづく

りをされているお二人に話題提供していた
だきました。一人目は、「株式会社銀座も
とじ（東京都中央区）」の泉

も と じ け い た

二啓太氏。「銀
座もとじ」では、古くから雌の蚕に比べて
品質の良い糸を吐くと言われている雄のみ
が生まれる蚕品種「プラチナボーイ」から
生地を製作、販売しており、出来上がった
反物には、製作に関わった養蚕農家、製糸
業者、織物業者、染色家などの名前を表示
しているという話や、お得意様に養蚕や座
繰り体験、製糸、織元見学などを通じて生
地が完成するまでの工程を体感してもらう

「プラチナボーイ物語」という取組などを
紹介していただきました。

二人目は、「株式会社龍工房（東京都中
央区）」の福

ふ く だ り ゅ う た

田隆太氏。「龍工房」では、国
産生糸を利用した組紐を製造しており、「く
みひもうるしペン」という筒状の中空構造
の組紐を使用したペンの話や、大ヒット映
画「君の名は。」で注目を浴びた組紐に関
するエピソード、リオオリンピックでの組
紐イベントの様子などを紹介していただき
ました。

お二人の話で、養蚕農家の皆さんも国産
シルクが持っている可能性がまだまだ大き
いことを実感するとともに、養蚕とそれを

活用したモノづくりとのつながりに大きく
力付けられたのではないかと思います。

２　意見交換
意見交換は、「新規で養蚕に取り組む者

を増やすための課題」と「国産シルクの需
要を拡大するための取組」の２つのテーマ
で行いました。

（１）新規で養蚕に取り組む者を増やす
ための課題

新規で養蚕に取り組む際にまず必要とな
るのは、道具、建物、桑ですが、これに関
して、次のような意見が出されました。

・これから養蚕を始める人は養蚕用の道
具を入手できるかどうかが問題。養
蚕の道具は生産しているメーカーもな
く、養蚕を止める農家もすぐには道具
を捨てない。休眠道具の保有状況を調
べて、新規就農する者に格安でリース
をする仕組みを作れないか。

 ・個人的な知り合いから休眠している道
具を入手出来るのは稀な事。行政が広
報を通じて呼びかけて道具を確保した
例もあるが、行政でも農家の保有状況
は分からないし、個人ではなおさら分
からない。

 ・道具だけでなく建物も必要。蚕室だけ
ならパイプハウスでいいが、上蔟室は
風通しを良くするなど温湿度管理が大
事なため、母屋の二階にあることが多
く、新しく作れば大工事になる。養蚕
を止める方の家をそのまま使わせても
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らえれば、道具や手入れされた桑園も
あり、新たに取り組む人のハードルが
下がる。

また、養蚕には、桑の栽培・管理・収穫、
蚕の飼育・上蔟・収繭など多くの作業があ
り、ベテランの養蚕農家はこれまでの経験
則に基づいて作業のタイミングや手法など
を判断していますが、新たに養蚕を始めた
方は、そうした判断が難しいため、次のよ
うな意見が出されました。

・濡れた桑はどの程度乾かせばよいのか
など、経験に基づいた細かい管理が分
からない。

・会社組織の中で養蚕をしていると、担
当者が替わればゼロから始めなくては
ならない。ＪＡから目安となる数字を
提供してもらっているが、温度管理な
ど細かいデータが足りない。農家は経
験則に頼る部分があるが、こうした経
験則を数年で学ぶのは難しい。

このほか、
 ・70 歳代の方に手伝ってもらっている

が、その年代の方の全盛期と今では世
の中の事情が変わっている。こうした
世代間のギャップをどうすればいい
か。

 ・同世代には養蚕に興味がある人は結構
いる。養蚕は女性向きのイメージがあ
るが体力が必要。家族経営が前提とな
っており、限られた人数で夜の温度管
理などに対応するのは困難。根性論あ
りきになっている。

といった意見もあり、ベテラン養蚕農家と
の意識の違いに戸惑うことも多いようで
す。

また、
・蚕種製造から製糸まで一連の工程が揃

っている県では新規で取り組みやす
い。製糸工場がなくなった県では、そ
れ以降、繭の出荷先がなくなり、農家
も減っていった。

・新規就農者を受け入れる仕組みがない
地域は、このまま養蚕農家がいなくな
ってしまうのではないか。

・蚕糸・絹業提携グループの取組のある
近隣のＪＡ管内に施設を移して規模を
拡大したが、自宅からの通いで管理す
るのは難しい。

といった意見もあり、地域によっては、道
具等の入手以外にも新たに養蚕を始めるこ
とへのハードルがあるようです。

（２）国産シルクの需要を拡大するため
の取組

一般的に、国産原料の方が品質面で優
位性があるというイメージを持ちがちです
が、国産繭・生糸を原料とした製品を製造、
販売している業者の方からは、次のような
意見が出されました。

・消費者の視点に立って、国産が外国産
と比較してどう優れているのかを説明
しきれない。

・今後、国産が外国産と比べてこうした
点が良いという研究結果が出てくれ
ば、我々も顧客に情報を発信しやすく
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なる。
・日本の文化である国産シルクを残して

行くべく、希少性をアピールしたり、
国産シルクの文化、背景、桑畑による
里山の維持なども消費者に伝えていき
たい。

また、2020( 平成 32) 年には、東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会が開催
されることから、

・メダルのリボンを国産シルクで作るこ
とができれば養蚕農家の励みになる。
メダルケースに物語を書けば世界中に
日本の蚕糸業を発信できる。

・全ての養蚕農家から少しずつ繭を提供
してリボンを作れないか。

といった意見も出され、夢のある話題で大
いに盛り上がりました。

このほか、
・各県で育成した蚕品種はそれぞれの県

内の養蚕農家しか飼育できない。また、
各提携グループでは飼育する蚕品種が

決められており、参加農家の自由には
ならないが、ぜひ飼育してみたい蚕品
種がある。いろいろな蚕品種の経験値
を高めたいので、70 ～ 80 代の方が元
気なうちにアドバイスを受けたい。

という意見も出ました。

３　今後について
意見交換の後は交流会を行い、農家の皆

さんが今考えていることを話し合ったり、
連絡先を交換したりしました。この意見交
換会で築かれた関係が長く続くことを願っ
ています。また、その関係を活かしてどん
どんネットワークを広げていただければと
思います。意見交換会の中で出された意見
については、大日本蚕糸会などとも相談の
うえ、対応が可能なものは実現に向けて検
討していきたいと思います。更に、今後も
こうした養蚕関係者の意見交換や交流の場
を設けていきたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。
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「碓氷製糸株式会社」への組織変更にあたって

碓氷製糸株式会社

代表取締役社長　髙木　賢

１　株式会社化の経緯
「碓氷製糸株式会社」は、去る５月 14 日、

碓氷製糸農業協同組合を組織変更して発足
しました。2015( 平成 27) 年に農業協同組
合法の改正が行われ、農業協同組合は一定
の手続の下に株式会社に組織変更できる、
という規定が設けられました。つまり、こ
の法改正により、碓氷製糸農業協同組合の
解散と新会社の設立という煩

は ん さ

瑣な手続きを
要せずして、組織変更が可能になったので
す。この法改正を活用して、碓氷製糸農業

協同組合は碓氷製糸株式会社に組織変更さ
れたのです。全国では２例目とのことでし
た。

組織変更の実態的理由としては、組合長
の体調の問題があったことや碓氷製糸農業
協同組合の地区は安中市と富岡市ですが、
その地区から生産される繭の量が激減した
ためにその地区を存立基盤とした農業協同
組合としての維持が困難になったことなど
が挙げられます。

新生「碓氷製糸株式会社」の看板の前でのみなさん。左から 3人目が筆者。
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碓氷製糸の位置づけについて、念のため
申し上げておきますと、現在営業として生
糸生産を行っている事業体は、四つありま
すが、その中で碓氷製糸は、全国の繭の約
6 割の収納シェアを占めています。生糸の
原料とする繭の集荷範囲は、群馬県だけで
なく、全国に及んでいます。規模が小さく
なったとはいえ、碓氷製糸は、全国的企業
になっていたということができます。

いずれにしても、株式会社化については、
2015( 平成 27) 年の春ころ、碓氷製糸農業
協同組合の側から、当時大日本蚕糸会会頭
であった私に、製糸事業が継続できるよう
にとの要請があったことに始まります。そ
の後、大日本蚕糸会や群馬県とあれこれ検
討した結果、昨年末に、碓氷製糸農業協同
組合はもとより、群馬県、地元の安中市、
JA 碓氷安中、富岡製糸場を抱え密接な関
係にある富岡市、さらには大日本蚕糸会の
ご賛同をいただき、地域型の株式会社とす
ることでまとまったものです。その間、不
肖私髙木賢は、関係者のコーディネーター
役として働かせていただきました。群馬県
出身者として、また、蚕糸業に深くかかわ
りあってきた者として、群馬県の貴重な資
産である碓氷製糸を存続させたいという一
念からです。

碓氷製糸農業協同組合においては、今年
の３月 22 日に臨時総会を開催し、正組合
員全員の賛成により、「組織変更計画」が
承認されました。

この「組織変更計画」では、基本的に農
業協同組合の事業と資産は株式会社に引き

継がれることになっています。変わったの
は、役員と定款で、役員は、取締役として
７名、監査役として１名が選任されました。
取締役には、地元養蚕農家の髙木幹氏、群
馬県農政部長宮﨑一隆氏、安中市副市長茂
木一義氏、富岡市副市長小林正次氏、JA
碓氷安中理事藤巻宣弘氏、中央蚕糸協会長
田中誠氏、それに私髙木賢が、また、監査
役には、日本絹の里館長茂原璋男氏がそれ
ぞれ就任することになりました（諸氏の肩
書は、３月 22 日現在のもの）。

定款は、新たな株式会社のものとして制
定されました。会社名である碓氷製糸株式
会社、事業である生糸や絹製品の製造販売
等以外は、大体世間一般の株式会社の例に
倣
なら

ったものです。また、効力発生の日が５
月 14 日と定められたため、その日の発足
となったものです。

一方、碓氷製糸農業協同組合は、５月
13 日に通常総会を開催し、平成 28 年度の
決算の承認等が行われました。これにより、
碓氷製糸農業協同組合としての業務は終了
し、同 29 年度である２月１日から５月 13
日までの業務と収支はすべて碓氷製糸株式
会社に引き継がれ、改めてその間の決算は
要しない（碓氷製糸農業協同組合のときの
分も、碓氷製糸株式会社の同 29 年度決算
の中に繰り込まれる）ということになりま
す。

なお、従業員については、組織変更計
画では何らの記載をも要請されていません
が、方針としては、株式会社になっても従
来の条件で再雇用することとしました。
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２　碓氷製糸株式会社としてまず行ったこ
と
株式会社になったので、まずガバナンス

体制を整備しなければなりません。
早速、５月 15 日に、取締役会を開催し、

①取締役規程の制定、②役員報酬の決定、
③増資の決定等のための臨時株主総会の開
催などが決議されました。

臨時株主総会は、６月 20 日に開催され、
第三者割当方式により株式の募集をするこ
とが承認されました。募集株式総数の上限
は、19,792 株（1 株 1,000 円 ） で、 目 下
のところ、群馬県 4,000 株、安中市 4,000
株、富岡市 4,000 株、大日本蚕糸会及び関
係者で 4,000 株超などが予定されていま
す。そのほかにも碓氷製糸株式会社を応援
していただける人の出資の希望があります
ので、これを受け入れることとしています。
なお、出資の申込みの締め切りは、７月末
日を予定しています。その日までに申込み
のあった人に、取締役会の決定により、割
当てを行うことになります。

３　碓氷製糸株式会社の基本方針私案
本来ならば、株式会社発足の前に、会社

としての基本方針を定めておくべきところ
ですが、新役員が確定しない状態で、その
論議を尽くさずして勝手に基本方針をつく
ることは、株式会社のガバナンス上なすべ
きことではありません。

したがって、本稿に書くことは、まだ取
締役会の十分な論議を経たものではなく、
現時点では、文字通り私案にとどまるもの
であることをご理解いただきたいと存じま
す。その前提のうえで、あえて私案を書い
てみますと、次のとおりです。
①　碓氷製糸農業協同組合がこれまで約

60 年にわたって培ってきた伝統をさら
に維持発展させ、長期的な存続を図るこ
と。

　　碓氷製糸農業協同組合は、1959( 昭和
34) 年に設立され、以来約 60 年にわた
って製糸工場の火をともし続けてきまし
た。この 20 年余り、多くの製糸工場が
撤退していった中で、頑張り続けたこと
は称賛されるべきことと思います。この
伝統を受け継ぎ、長期にわたって、その
存続を図っていくことは後世の経営責任
者の責務だと思います。

②　群馬県内で唯一かつ国内有数の製糸工
場という重要な位置づけにかんがみ、良
質生糸の生産を中核として、群馬県全体
及び国全体の絹産業全体の発展に寄与す
ること。

　　これからの国産生糸がその地位を保持
し相応の評価を受けていくためには、そ

碓氷製糸株式会社の全景。後ろの山は、妙義山です。
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の生糸が需要者のニーズに合った良質な
ものであることが必要不可欠です。これ
が生糸生産の命であることは言うまでも
ありません。特に碓氷製糸では、大日本
蚕糸会の支援を受けて 6 Ａ格の生糸の生
産が可能になりました。これは、本邦初
演の画期的なことです。今後このことを
積極的に活用し、関係者に PR するとと
もに、6 Ａ格の生産と販売のスキルをさ
らに上げていかなければならないと考え
ます。

③　蚕糸絹業をめぐる状況の変化に柔軟に
対応し、消費者や需要者などから求めら
れることを適切に実行することにより、
総合的な絹産業の担い手たることを展望
しつつ、経営の長期安定と発展を図って
いくこと。

　　蚕糸絹業をめぐる状況は極めて流動的
ですし、蚕糸絹業の縮小の現況を考える
と、ウイングを広げて、絹製品の販売、
生糸生産の指導など業際的なことに一層
取り組む必要が出て来るように思われま
す。常に市場動向や絹愛好者の意向に注
意を払い、消費者や需要者などから求め
られることに対し、コスト面にも配意し
つつ、柔軟かつ適切に対応することが必

要と考えます。それとともに、関係機関
との連携を密にしていくことは、極めて
大切なことだと思います。

要するに、今後の碓氷製糸株式会社の経
営の要諦は、これまでの伝統を引き継ぐと
ともに、絹をめぐる状況の変化に適切に対
応し、養蚕農家と絹産業の存続のために、
両者をつなぐ要となっている碓氷製糸株式
会社の長期的な存続と期待される役割を発
揮することにあると思っています。私は、
そのために、碓氷製糸株式会社を人生終盤
の最後のご奉公の場と思い、力を尽くした
いと決意しています。

蚕糸関係者の皆さん、本レポートの読者
の皆さん、碓氷製糸株式会社への応援をよ
ろしくお願い致します。

■髙木　賢（たかぎ・まさる）の紹介
碓氷製糸株式会社　代表取締役社長
〒 379-0221
群馬県安中市松井田町新堀甲 909
TEL：027-393-1101
FAX：027-393-1102
純国産絹マーク表示者登録番号：024
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はじめに
明治以降の養蚕技術の進歩過程で、蚕

に繭を作らせる場所となる道具である「蔟
（まぶし・もず）」には、全国各地の養蚕家
がより品質の高い繭を得るため、さまざ
まに創意工夫してきた歴史があります。昭
和 30 年代に全国の養蚕家に普及し、優れ
た機能で我が国の養蚕業に技術革新をもた
らした「回

かいてんまぶし

転蔟」（図１）誕生の物語と日
本蚕糸業に及ぼした影響について記述しま
す。

蔟
まぶし

とは？
蔟は蚕の飼育段階における上

じょうぞく

蔟時に必要
とされるので上蔟器ともいい、熟

じゅくさん

蚕を収容
し、営

えいけん

繭させる器具です。熟蚕とは、蚕が

孵化から通常 4 回の脱皮を経て成長し、桑
を食べなくなって繭を作る場所を探すよう
になった状態をいい、営繭とは蚕が繭を作
ることです。蔟の材質や形態は、2 頭以上
で 1 つの繭を作る玉

たままゆ

繭の発生、汚染繭等の
多少、繭品質の良否や、上蔟・収繭作業の
労働量におおきく影響します。

理想的な蔟の条件としては次のとおりで
す。
①　蚕が繭を作るのに適当で、大きさのそ

ろった空間が多数あること。
②　湿気を吸う材質で、経済的に再利用可

能な耐久性のあること。
③　風通しが良く、低湿度管理（乾燥化）

が可能なこと。
④　少面積で蚕を多数収納できること。
⑤　上蔟・収繭作業が少ない労働量で済む

こと。

蔟の変遷
江戸時代以降、日本各地でその土地の

風土に合った身近な素材を利用したさまざ
まな形態の蔟が生み出されました。全国的
に広く使用された蔟は大別すると粗

そ だ ま ぶ し

朶蔟→
折
おりわらまぶし

藁蔟（島
しまだまぶし

田蔟）→ 改
かいりょうわらまぶし

良 藁 蔟 →回転蔟の

「回転蔟」という道具

山梨県中央市豊富郷土資料館

前学芸員　今福　律子

図 1：回転蔟
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順に改良されてきました。粗朶（細枝）を
集めて軽く束ねたものに営繭させる「粗朶
蔟」（図２）、蛇腹に折った藁に営繭させる

「折藁蔟」（図３）、さらに藁の加工方法を
工夫して、リサイクル使用を可能にした「改
良藁蔟」（図４）の段階までは、蔟は各自
宅での製造が基本でしたが、「回転蔟」は
工場で大量生産された販売品を購入するも
のでした。

回転蔟の特性
回転蔟は、板状のボール紙でつくられて

おり、多くは１枚が 150 個以上の長方形
で区画されています。その一つ一つの区画

が蚕１頭１頭の営繭場所となります。さら
に、この１枚の蔟を 10 枚１組にして支持
枠に固定し、上蔟後は天井から 3 組ずつ吊
り下げて使用します。蚕は一般的に上に昇
る性質があるので、多くの蚕が上の方の区
画に入ろうと移動して集中しますが、蔟が
重力で回転するように仕立ててあるので、
上下は常に逆転してしまいます。そのため、
まだ区画に入っていない蚕の上部には、自
然と空いた区画が多くなる仕組みになるの
です。

回転蔟の特徴は、
①　区画されていること
②　ボール紙という材質
③　吊るして使用する点
④　回転する構造

の 4 つにあり、それぞれの利点が養蚕技術
の革新と作業効率化を進めただけでなく、
繭の品質向上にも多大な貢献をしました。

発祥地である山梨県では、1940( 昭和
15) 年 に は 使 用 率 50 ％、1951( 昭 和 26)
年にはほぼすべての養蚕家で使用していま
した。全国的には、昭和 30 年代に急速に
広まりました。

図２：粗朶蔟

図３：折藁蔟

図４：改良藁蔟
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回転蔟の発明
回転蔟の発明者は、山梨県 龍

りゅうおう

王 村（現
甲
か い

斐市）の齋
さ い と う な お え

藤直恵です（図５）。1923(
大正 12) 年頃から次々と 6 件の特許申請を
して開発を進め、1926( 大正 15) 年 11 月
13 日に第 70116 号「廻轉スル格子形簇支
持枠」という名称で、特許取得したことが
判っています。齋藤直恵の特許明細書を順
に読み解くと、先ず、専用の蔟から繭を押
し出す装置の出願を行うことで格子型に区
画されたオリジナル紙製蔟の規格をつくり
ます。その上で、蔟を「まとめて吊るす」（図
６）という発想を得て、さらに、「まとめ
て吊った蔟を回す」（図７）という構造に
進化させたことで、回転蔟を生み出したこ
とが理解できます。蚕の生態を観察し、上
昇するという熟蚕の習性（背地性）を利用
して蔟を回転可能な構造にするという着想

に短期間で到達し、人手をかけることなく
蚕自らの力で上蔟を果たすことを目的とし
た先進性（創意・工夫）には感心させられ
るばかりです。さらに、製糸工場の繰糸機
械の発展に伴い、回転蔟には品質を格段に
向上させるという、さらなる利点がありま
した。

回転蔟の販売
回転蔟はどのような経緯で販売が開始さ

れ、山梨だけでなく日本中に普及したので
しょうか。齋藤直恵の発明は、先ず甲府の
事業家で寺

て ら だ

田誠
せいざぶろう

三郎の心を動かします。寺
田の資金援助を得て 1924( 大正 13) 年頃
から試作し、日本で最初の回転蔟販売会
社は、1929( 昭和 4) 年 5 月山梨県甲府市

図５：齋藤直恵氏（御親族提供） 図７：特許 70116 号回転スル格子形簇支持枠

図６：特許 66417 号昇降自在上簇装置
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紅梅町 13 番地（現甲府市中央一丁目）に
「特許上簇器製造株式会社」という名称で
設立されました。同時に中央線竜王駅前に
300 坪の製造工場を建設しています。特許
上簇器製造株式会社は資本金 15 万円では
じまり、社長に寺田誠三郎、常務取締役兼
工場長に齋藤直恵が就任しています。そし
て、役員の一人の長

おさだあきら

田瑛は当時山梨県会議
員で、繭取引の改善と繭質向上を図るため
1925( 大正 14) 年に山梨県繭検定所設置の
実現を推し進めた立役者でもありました。
繭の解

かいじょ

舒（繭糸のほぐれぐあい）向上のた
めに上蔟器改良の必要なことを力説勧奨す
るなかで、回転蔟の有用性を見出します。
さらに、回転蔟を使用する養蚕家の利益を
保護するため、1931( 昭和 6) 年に組合製
糸模

も は ん し ゃ

範社を興しました。その頃、回転蔟は
生産体制が整い、次々と山梨県内の養蚕家
たちが使用を開始すると、良質の繭が生産
できるため、日に日に評価が上がっていき
ました。しかし、回転蔟普及途上の初期段
階では、まだその産繭量も少なく、市場で
の取引も従来の藁製の蔟で作られた繭（以
下「藁製の繭」といいます。）と混合され
同価格で取引されていました。更に、製糸
工場の繰糸工程で、藁製の繭の小型で解舒
の悪い繭と一緒に煮繭されてしまうと、解
舒率の良い回転蔟で作られた繭（以下「回
転蔟製繭」といいます。）は早く軟化して
しまい、均衡がとれなくなるという難点が
この段階で出たのです。そのため、回転蔟
製繭専用の製糸工場を造ることにしまし
た。それが、回転蔟使用者の組合製糸とし

て設立された模範社でした。初代理事組合
長には長田瑛、常務理事に寺田誠三郎が就
任しています。組合製糸模範社の生産した
生糸は、糸格、繰糸能率においても好成績
をおさめ、回転蔟の名声をさらに高めまし
た。

山梨県内での回転蔟販売拡大、急速な
県内普及の陰には長田瑛の後押しが強く影
響したのです。長田瑛と特許上簇器製造株
式会社の寺田誠三郎がそろって齋藤直恵の

「回転する蔟」に魅了され、この発明を世
に出す力を授けたようにも思えてきます。

解舒率向上と回転蔟の全国的な普及
繭からの糸のほぐれ易さの度合いを解

舒率といいます。糸がほぐれ易いと切れる
ことなく繭からどんどん引き出すことがで
きます。すると、細くても節の発生の少な
い上質の糸を効率よく生産できます。解舒
率の良い繭を作るには上蔟時の低湿度管理
が非常に重要なのです。蚕が吐いたばかり
の糸はまだ水分を多く含んでいるので、そ
の時に周辺の空気の湿度が高いと乾燥が悪
く、糸同士が強く固着されたほぐれにくい
繭になってしまいます。その点、回転蔟製
繭は形がそろっているだけでなく、格子形
の蔟を立体的に吊るすことで風通しがよく
なり、解舒率のよい均質な繭が多数生産で
きるのです。

回転蔟が販売開始される 1929( 昭和 4)
年前後は、世界恐慌による繭価格の暴落に
より、それまで生産量の多少のみに注がれ
ていた養蚕家の関心が、繭の品質向上へと
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向かっている時期であったようです。折し
も、当時最大の輸入国であるアメリカでは、
細く節のない糸を必要とする新タイプの女
性用靴下（ストッキング）が大流行してい
ました。米国絹業協会は極細の糸の節の有
無を見極めるために、日本から輸出される
生糸にセリプレーン検査（黒板による糸む
ら節検査）を課すように要請してきました。
その検査点数の高い糸を生産するには、解
舒率に影響する上蔟環境の改善をしなくて
はなりません。ですから、通気性が良く低
湿度管理のできる回転蔟は、まさに時代の
申し子だったのです。

1929( 昭和 4) 年に設立された初の回転
蔟の製造販売会社である特許上簇器製造株
式会社は、1938( 昭和 13) 年には移転発展
しています。販路拡張に伴い、ニッサン（日
星産業）と提携して名称もニッサン回転蔟
と改め、全国的に宣伝して名声と真価を高
めていきました。その後、戦時中の停滞期
を経て、戦後、旭興業株式会社と名を改め
て生産を再開しました。また、農林省から
農村復興のための特許公開の要請があり、
それまで取引のあった日星産業、片倉工業
及び郡是製糸の 3 社に製造を認めたこと
で、再び回転蔟という道具が山梨から日本
全国へとはばたいていくことができるよう
になりました。

自動繰糸機の普及と回転蔟
昭和 30 年代になると、生糸を製造する

一連の作業を器械化した自動繰糸機が日本
全国の製糸工場に導入され始め、1959( 昭
和 34) 年以降にはそれまでの多条繰糸機に

とって代わりました。一方、回転蔟の全国
使用割合も昭和 20 年代後半から飛躍的に
上昇し、1958( 昭和 33) 年以降はそれまで
の改良藁蔟を抜いて使用率トップとなり、
日本の繭生産現場では回転蔟製繭が主流に
なっていきます（図８）。

特に自動繰糸機の要といってよい繊度感
知器は、小枠に巻き取る前に生糸がガラス
板の隙間を通り抜ける際、生糸の太さの変
化を感知するもので、生糸の品質を大きく
向上させました。それまで工女さんが粒付
けで太さを制御していた時代から、器械に
よる製糸自動化時代が到来しました。この
素晴らしいオートメーション繰糸機は解舒
率のよい高品質の繭があってこそ最大限に
機能できるのです。繭層が薄かったり、す
ぐに糸が切れてしまうような繭では巻取繰
わくが頻繁に停止してしまい、それに対処
する人件費が増えてしまうといいます。ま
た、「昭和 30 年代以降の繰糸機の進化は日

31 32 33 34 35 36 37 38
自動機% 12.7 20.1 32.9 52.4 74.4 87.1 92.1 94.6

回転蔟% 40.6 44.1 48.9 52.3 56.1 58.7 61.5 65

改良藁蔟% 54.8 51.7 47.6 44.4 40.8 38.5 35.8 32

0.0
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50.0
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%

昭和31～38年度
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図８：自動繰糸機の普及と蔟器の推移
註：戦後農業技術発達史第 7 巻蚕糸編ｐ .377：第 8-3 表

「収繭量からみた蔟器の種類別使用状況」、p.523：第
12-7 表「機種別生糸生産量と労働生産性」（農林省農
林水産技術会議・財団法人日本農業研究所  1969( 昭
和 44）年）を参照して筆者が作成
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本においての最高品質の繭の生産供給力と
ともにあった」と長野県岡谷市の株式会社
宮坂製糸所代表取締役宮坂照彦氏はいいま
す。この最高品質の繭とは、回転蔟製繭の
ことです。

戦後、回転蔟の製造を行った製糸会社
の片倉工業株式会社及び郡是製糸株式会社
は独自に自動繰糸機を開発しており、自動
繰糸機を最大限に活用できる回転蔟製繭の
要求があったのだと思われます。当時、自
動繰糸に多大な影響を与える繭の生糸量歩
合、解舒率、解舒糸長（１回の接緒によっ
て繰糸される繭糸の長さ）、繰糸量などは、
従来の藁製蔟繭にくらべ回転蔟製繭の方が
抜きんでて良いことが明らかになっていま
した。このように、自動繰糸機普及には回
転蔟製繭の使用は必須で、昭和 30 ～ 40
年代の戦後全盛期の日本蚕糸業を回転蔟が
支えたといっても過言ではないでしょう。

回転蔟が象徴する日本の高度な養蚕技術
戦後、回転蔟が日本全国に急速に普及浸

透したその陰には、日本各地の養蚕教師（養
蚕技術指導員）たちによる、上蔟方法や上
蔟後の管理などの熱心な指導の成果があり
ました。

ところが、山梨県では昭和 40 年代以降、
養蚕から利益率のより高いモモやブドウな
どの果樹栽培に転換する農家が増え、県内
製糸会社は地元で調達できる原料繭の入手
が困難になっていきました。そのため、自
動繰糸機を導入した各製糸場においては海
外から輸入した繭（主に中国産）の使用を

試みましたが、回転蔟製繭と比べて解舒率
に大きな落差があり、繰糸に困難が生じた
といいます。この問題は、日本中の製糸工
場が直面したと思われます。

その後、山梨県では製糸業、養蚕業とも
に縮小していきました。2016( 平成 28) 年
の県内養蚕戸数は 11 戸です。我が国の高
度な養蚕技術を象徴する回転蔟の吊り下が
る風景を見られる機会はほぼなくなってき
ています。富岡製糸場の世界文化遺産登録
に伴い、高まる日本の製糸技術の評価とと
もに、日本独自の高度な養蚕技術にも世界
に誇るべきものがあることを忘れてはなり
ません。製糸技術の評価とともに川上であ
る養蚕技術の評価も今後高くなされ、継承
されていくことを望みます。
（この論文は、『甲斐』第 140 号 2016 山

梨郷土研究会掲載「日本蚕糸業における回
転蔟の開発と製糸会社」に加筆、再構成し
たものです。）

■今福律子（いまふく・りつこ）
　平成 29 年 3 月 31 日に退職

■中央市豊富郷土資料館　
〒 400-1513 山梨県中央市大鳥居 1619-1
Tel：055-269-3399、Fax: 055-269-3397
開館時間： 午前 9 時から午後 5 時まで
休館日：月曜・祝日の翌日・年末年始
　　　　（12 月 28 日〜 1 月 4 日）
入館料：大人 250 円、こども 100 円
　　　　（幼児と 65 歳以上無料）
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海外情報

１　はじめに
JICA（独立行政法人国際協力機構）は、「日

本の技術、世界を変える」のキャッチフレ
ーズのもと、ODA（政府開発援助）を通じ
た中小企業海外展開支援事業を行っていま
す。その支援事業へ株式会社テクナレッジ・
ジャパンと株式会社宮坂製糸所が共同で応
募した「ミャンマー国蚕糸業の再興に向け
ての案件化調査」が、2016( 平成 28) 年 2
月 22 日に採択されました。

私は、その調査団の一員として 2016( 同
28) 年の 6 月、8 月及び 12 月の 3 回に亘
って現地調査を行ってきました。

ミャンマーは、伝統的な民俗衣装のロン
ジー（筒状の布地を腰で締めるスカート風
のもの）をはじめとして絹製品の需要はあ
るものの、養蚕及び製糸業は殆ど行われて
いません。生糸はすべて中国、インド等か
ら輸入されています。織物業界からは自国
生産の生糸が求められています。今後、ミ
ャンマーの蚕糸業を発展させるために、そ
の実態を調査したので、概要を報告します。

２　ミャンマー国について
（１）国土・民族・行政区分

ミャンマーは、インドシナ半島西部の北
緯 10 度～ 28 度の間に位置し、東南のタ
イ国に接する部分は南に長く伸び、国土面
積は日本の約 1.8 倍あります。

人 口 は 5,141 万 人 (2014( 平 成 26) 年、
国勢調査）で、日本のほぼ半分です。そし
て、人口の約 6 割はビルマ族で、その他は
カチン族、シャン族、カヤー族、チン族な
ど 135 の少数民族で構成される多民族国
家です。行政区分は、図１に示すように 7
地方域（管区）と 7 州に分かれています。

ミャンマーの蚕糸業の現状と今後の展望

岡谷蚕糸博物館ーシルクファクトおかやー

館長　髙林千幸

 

チーミピン

ピンウールイン

ヤンゴン

（前首都）

ネピドー

（現首都）

ハカ（州都）

ファラム

ティディム

トンザン カレー

マンダレー

（旧首都）

アマラプーラ

（旧首都）

図 1：ミャンマーの地方域区及び調査対象地域
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（２）政治
ミャンマーは、1988( 昭和 63) 年以降

軍事政権が続いていましたが、2010( 平
成 22) 年 11 月に 20 年ぶりに総選挙が実
施され、2011( 平成 23) 年 3 月には民主的
に選ばれたテインセイン政権が誕生しまし
た。2015( 平成 27) 年 11 月 8 日、ミャン
マーで総選挙が実施され、アウンサンスー
チー女史率いる国民民主連合（NLD）が圧
勝し、女史が国家顧問に就任、外務大臣・
大統領府大臣を兼任して政権の実権を握り
ました。

（３）産業  　
ミ ャ ン マ ー の 国 内 総 生 産（GDP） の

産 業 別 割 合 は、 第 一 次 産 業（ 農 業、 鉱
山）39％、第二次産業（製造業、建設業）
24％、第三次産業（商業、運輸、通信、そ
の他）37％で、約 4 割を農業が占めると
いう農業立国です。全土で 1,900 万人が農
業に従事しています。

主要作物はコメで、2013( 平成 25) 年に
は 11,957 千 t（同年日本：7,832 千 t）の
生産を行い、次いで、さとうきび、豆、と
うもろこしなどです。

輸出は、天然ガス、豆類、縫製品、翡
ひ す い

翠
などで、輸入品は自動車が最も多く、次い
で石油、金属、電気製品などとなっていま
す。街を走っている自動車の殆どは、日本
からの中古車で、ミャンマー国中で日本車
が闊歩ならぬ闊走していました。

３　ミャンマーの蚕糸業の調査にあたって
ミャンマーでは、伝統的な民族衣装であ

る男女用のロンジー（写真１）をはじめと
して、それに用いる絹の需要はあるものの、
自国で生糸を生産する手段は殆どありませ
ん。しかし、国営の養蚕農場（蚕種・養蚕・
製糸工場を含む）が 19 ヵ所も現存してい
ます（表１）。過去に国策で蚕糸業を奨励
していた歴史がありながら、国の施策が変
わることによって蚕糸業は行われなくな
り、国の組織だけが存続されている状態で
す。

このような状況の中で、現在のミャンマ
ーでは以前行っていた養蚕業を再び復興さ
せ、農村の経済発展と生活向上に繋げて行
きたいという望みがあります。特に北部や
北西部の山岳地帯は市場性のある換金作物
は少なく、いまだにケシ栽培が行われてお
り、その撲滅のための転換作物が求められ
ています。それらの地域では以前、養蚕で
生計を立てていた農家も多く、養蚕再興へ

写真 1：民族衣装ロンジー（女性用はタメインと
　　　　呼ばれる）
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の期待は大きいものがあります。
今回調査に訪れた場所を図１に示しまし

た。ミャンマー北方中央部にある旧首都マ
ンダレーから北東へ約 50km 離れたピンウ
ールインにある国営養蚕農場（蚕種・養蚕・
製糸部門）、さらにそこから約 22km 離れ
た所にあるシャン州チーミピンにある国営
養蚕農場（養蚕部門）、マンダレー近郊の
アマラプーラの国営織物職業訓練校及び織
物工場、ミャンマー北西のチン州ティディ
ムの国営養蚕農場（養蚕・製糸部門）、ト
ンザンの国営養蚕農場（蚕種・養蚕部門）、
ファラムの国営織物職業訓練校及び織物工
房、そしてチン州の州都ハカ（織物販売）
などでした。

表１　 国営の養蚕農場の所在地と農場数

所在地 地方域・
州別数 総農場数

・マンダレー地方域　
　ピンウールイン 1）　他 4

19
・シャン州 7
・チン州トンザン 2）・
　ティディム 3）　他 5

・カヤー州 2
・カチン州 1

　1）ピンウールイン：養蚕農場・蚕種製造所・製糸工場
　2）トンザン　　　：養蚕農場・蚕種製造所
　3）ティディム　　：養蚕農場・製糸工場 　

４　調査結果
（１）国営養蚕農場
全国に 19 ヵ所ある国営の養蚕農場のう

ち、本調査の対象であったピンウールイン、
トンザン、ティディムの養蚕農場の概要に
ついて述べます。

１）ピンウールインの国営養蚕農場
ピンウールインの農場では、近年の年間

の生繭生産は約 300kg 程度で、トンザン
では 90 ～ 180kg、ティディムでは 160 ～
230kg となっています。これらの農場で
は桑園の維持と蚕品種の改良のために、養
蚕を行っているというのが実情です（写真
２）。

蚕品種は、ミャンマー品種とインド品種
を交配した「ピンウールイン１」に力を入
れ、蚕の飼育を行っています。繭を見ると、
同じ品種でも内部汚染繭、外部汚染繭等
品質の悪い荷口と比較的白い繭の荷口があ
り、飼育環境や飼育方法によってばらつい
ています。

いずれにしても土壌、桑の品種、桑の栽

蚕飼育室桑園
写真２：ピンウールインの国営養蚕農場



培方法、蚕の品種、飼育条件、上蔟方法、
蚕病対策等根本的に解決しなければならな
い問題が多いといえます。

 ２）シャン州チーミピンの養蚕農場
ピンウールインの国営養蚕農場から約

20km 離れたシャン州チーミピンに、同じ
く国営の養蚕農場があります。シャン州は
図１に示すように広い州で、東方が中国の
国境に接しています。

そのシャン州には、現在、中国と契約し
た養蚕農家が約 500 戸あります。2012(
平成 24) 年までは専らサトウキビの栽培を
していましたが、2013( 同 25) 年から中国
より依頼されて養蚕を行っています。1 ～
3 齢までを中国で飼い、4 ～ 5 齢期をシャ
ン州の農家で 2 週間飼育し、その繭は総て
中国の業者が買い取っていきます。トウモ
ロコシなどの他の作物に比べ収益性が高い
ため、今後このような形態が広まるものと
思われています。

３）チン州トンザン及びティディムの養
蚕農場

チン州のトンザン及びティディムの国営
の養蚕農場は標高 1,900m 近くの山岳地帯
の傾斜地にあります。トンザンには、国営
養蚕農場（写真 3）の他、以前養蚕を行っ
ていた農家がありましたが、現在は皆無で
す。ピーク時の養蚕農家は 447 戸（総桑
園面積 293ha）あり、日本から蚕種を輸入
していたとのことです。2006( 平成 18) 年
にはインドから蚕種を輸入し、ティディム
で生糸にした後にその生糸をインドへ輸出
していた時期もありました。2009( 同 21)
年 に は 農 家 数 22 戸、 農 地 は 18.2ha で、
約 2.3 トンの繭を生産していました。その
村には養鶏業を営んでいる意欲的な若いリ
ーダーがいて、養蚕をこの地方で是非復活
させたいという意欲を示していました（写
真３）。

一方、ティディムの国営養蚕農場では、
現在 7ha の桑園があり、そこから 200kg
程の繭生産が行われています。現在、中国
種の桑が植えられ、蚕品種はミャンマー、
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桑園及び蚕室 以前養蚕を行っていた農家との面談
写真３：チン州トンザンの国営養蚕農場
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タイ、中国、ベトナムの 4 品種を飼育し
ています。この農場の近郊にはかつて養蚕
を行っていた農家があり、当時その繭は総
て国が買い入れ、ティディムの製糸工場で
生糸にしていました。農家の人と面談した
ところ、彼らの養蚕への意欲は強く、でき
た生糸は隣国のインドへ輸出したいとのこ
と。また、その郡区長からは養蚕を再興し
町を活性させたいという積極的な姿勢が窺
えました。

（２）ピンウールイン・ティディムの養
蚕農場内の製糸工場

ミャンマーで製糸工場はピンウールイン
とティディム２ヵ所です。しかし、実際に
は両工場とも稼働していません。ピンウー
ルインの工場は 1954( 昭和 29) 年の設立
ですが、多条繰糸機を入れて稼動するのは
1965( 同 40) 年のことです。この製糸工場
は、1957( 同 32) 年わが国と当時のビルマ
政府間で交わされた平和条約（いわゆる戦
後賠償）に基づき、当時の日本最新鋭の設

備が導入されました。当時、建物と工場内
の進行式煮繭機、多条繰糸機（20 緒 1 釜
が 104 釜、総 2,080 緒）、揚

あげかえ

返し機（5 錘
1 窓が 96 窓、総 480 錘）、生糸検査装置
等に至るまで、総てを請け負って設立した
のが、片倉工業株式会社（機械製造は岡谷
市のマルヤス機械株式会社）でした。一連
の製糸工程が当時の最新鋭の機械で総て揃
っている威容は驚きの一言でした。

現在、ピンウールインの工場へは全国の
国営養蚕農場から繭が運ばれ、乾燥後貯繭
されています。その繭は、内部汚染及び外
部汚染がひどく、日本でいえば選除繭に相
当するものです。多条繰糸機は稼働不能で、
製糸工場での唯一の仕事は農場でできた繭
を真綿に加工し、手

て ぼ う し

紡糸を行っていました
（写真４）。

一方、ティディムの製糸工場は、1990(
平成 2) 年に完成し、1996( 同 8) 年から足
踏み式座繰り器で生糸を作っていました
が、2006( 同 18) 年からはピンウールイン
から移設した多条繰糸機（26 釜、総 520

製糸工場に設置されている多条繰糸機（稼働不能） 工場内での手紡糸作業

写真４：ピンウールイン養蚕農場内の製糸工場



緒）、揚返し機（24 窓、総 120 錘）で生
糸を生産するようになります。しかし、
2009( 平成 21) 年には多条繰糸機による生
産もストップしてしまいました。ティディ
ムでも、ピンウールインと同様、真綿にし
てそれを手紡糸することが唯一のシルク生
産となっています。

（３）織物職業訓練校、織物工場等調査
１）アマラープラ及びファラムの国営織

物職業訓練校
旧首都マンダレー近郊のアマラプーラに

は国営のサウンダー織物職業訓練校があり
ます。1914( 大正 3) 年に設立され、イギ
リス人 Mr.Saundar が織機 “Flight Shuttle”
を導入し、織物訓練を始めました。2015(
平成 27) 年から農業・畜産・灌漑省の所属
となり、機織（高卒以上、１年間）、手織
り（小学校卒業以上、半年）、刺繍（小学
校卒業以上、3 ヶ月）の 3 コースがあります。

機械織機はインド製、中国製、日本製の
ものが 26 台、その周辺機器の管捲機、整
経機など織りに必要とする一連の機械が設

置されていました。手織りは、高機、腰
こしばた

機（ジ
ャコー）を使って研修し、組紐や刺繍の研
修も行われていました。

また、ファラムにも同様な織物職業訓練
校があり、織物の訓練のみならず 100 種
を超えるチン民族のデザインも習っていま
した。　

２）チン州での織物工房
チン州の織りのデザインは幾何学的模様

の独特なもので、糸
いとそうこう

綜絖（経糸を吊り上げ
る装置）を使った高度な技術で織られ、今
後チンの独特なデザインに新しい感性を取
り入れた織物を作れば、国内のみならず海
外へも新しい市場が開けることが期待され
てます（写真５）。

５　ミャンマー蚕糸業の今後の課題
現在のミャンマーの蚕糸業に関してまと

めると、
①　農家・織物業者・州政府に蚕糸業再興

の意欲がある。
②　過去に養蚕及び製糸を行った経験と実
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チン州の独特なデザインの織物織物工房の腰機
写真５：チン州ファラムの織物工房
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績がある。
③　ピンウールイン及びティディムに養蚕

及び製糸施設がある。
④　世界で真似のできない織物デザインと

織り技術がある。
等々です。

今後ミャンマーで蚕糸業を再興するため
の課題として、
①　蚕糸業再興のために、ミャンマー国と

しての姿勢を明らかにすること。
②　桑栽培のための土壌の改良、風土に合

う桑品種の作出、高品質繭のための蚕品
種の改良と、そのための飼育方法等の養
蚕技術と製糸技術を策定すること。

③　国営養蚕農場の充実と指導体制（専門
家による適切な指導）を確立すること。

④　シルクの特性を生かした織りのデザイ

ンと国際的に通用する製品開発と流通を
確立すること。

等があげられます。
今後これらの課題を解決し、ミャンマー

の蚕糸業が再び復活し、農村の活性化と農
民の生活向上が図られることが期待されま
す。アウンサンスーチー女史がこよなく愛
しているシルク製品が、「ミャンマーシル
ク」ブランドとして、あまねく世界中の人々
に愛される日が来ることを願うものです。

■髙林千幸（たかばやし・ちゆき）の紹介
岡谷蚕糸博物館　館長
日本シルク学会　会長
〒 394-0021 長野県岡谷市郷田 1-4-8
TEL：0266-23-3489（サンシハク）
FAX：0266-22-3675
HP: http://silkfact.jp
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シルク遺産を訪ねて㉝

東京産業考古学会

理　事　平 井　東 幸

福島・川俣町おりもの展示館
―─繁栄の歴史を偲

しの

ぶ─―

福島県伊達郡川俣町は、ＪＲ福島駅から
バスで約 40 分、福島市に隣接する人口約
14,000 人の町である。その産地の歴史は
古いが、とくに明治以降、輸出羽二重の産
地として隆盛を極め、戦後も化合繊長繊維
織物産地として発展しただけに、今回ご紹
介する川俣町おりもの展示館では、その歴
史を示す貴重な機械や文物が多数展示され
ており大変興味深い。

貴重な大橋式力織機
主要な展示物としては、二つある。一つ

は、1 階の織物伝承室にある大橋兄弟式半
木製力織機だ（写真１）。1906( 明治 39)
年にこの地の大橋氏が開発した織機の現物

が展示されているのは、まことに重要で貴
重だ。1985( 昭和 60) 年頃まで使用されて
いた由。これを契機に川俣の軽目の羽二重
輸出は飛躍的に伸びたという。大正中期に
は全県の織機の半数は大橋式になったとい
う名機であった。

もう一つは、2 階の階段室中央に展示さ
れている地

じ ば た

機（腰で張力を加減する手織機）
である。木製のこの素朴な織機には、「安
達郡山木屋村高屋敷　明治三拾壱年旧正月
造之」と墨書されているのが極めて貴重で
ある（写真２）。以上の 2 点は同館所蔵の
シルク関係の機械遺産の双璧として大いに
評価されるべきであろう。

写真２：1898( 明治 31）年製造の地機
写真提供：福島県織物同業会

写真１：大橋兄弟式半木製織機
写真提供：福島県織物同業会
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おりもの展示館
1988( 昭和 63) 年オープンの展示館は鉄

筋コンクリート造りの 2 階建、総床面積は
555 ㎡で、川俣町が運営している。その外
観は繭をイメージしたのか、ユニークな形
である（写真３）。1 階には、製糸や織布
の機械器具で特に重量のある史料が、また、
2 階には養蚕や繰糸関係と各種の文物が展
示されている。

1 階の展示室には、前述の大橋式織機の
ほかに、バッタン（ひもを引いて杼

ひ

投と
筬
おさうち

打をする方式）、足踏機（開口・緯
よこいと

糸入
れ・緯打ちの 3 運動を足で操作する方式）、
管
く だ ま き き

捲機（緯糸を管に巻く装置）、座
ざ ぐ り き

繰器（奥
州式及び上州式）、揚

あげかえしき

返器（綛に巻き返す
装置）、符

ふ わ り

割（綛糸を保持する枠）等の機
械器具が工程別に所狭しと展示されてい
る。

2 階の展示室には、養蚕関係と製糸関係
の器具用具類を多数展示している（写真
４）。すなわち、糸取り器、糸繰器、整経機（経

糸を揃える装置）、機通し台のほか、毛羽
取器、桑切包丁、桑こき機、蔟

まぶし

等の養蚕用具。
そのほかに、生糸商標チョップ、文書、帳面、
看板、さらには軽目織物の各種製品等。特
に目を引くのは、「大橋兄弟力織機製作所」
と書かれた法

は っ ぴ

被。全部で数百点。この地の
絹織物の歴史が概観できる展示になってい
る。願わくは、個々の史料についてもう少
し説明文が欲しいところ。

　　写真５：法被　「大橋兄弟力織機製作所」と
　　　　　　書かれている。
　　　　　　写真提供：福島県織物同業会

　　写真４：2階の常設展示室
　写真提供：福島県織物同業会

写真３：川俣町おりもの展示館の外観
　　　　写真提供：福島県織物同業会
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からりこ館
展示館に隣接して、からりこ館がある。

ここには、1995( 平成 7) 年開設の体験学
習用の施設で、鉄筋コンクリート造りの平
屋。織機が新旧、大小合わせて数十台設置
されており、染色設備もあって定期的な体
験教室を開催している。地元小学生たちが
総合学習の一貫として、桑の栽培から、養
蚕、繰糸、染色、織布（コースター等の小
物）を体験し、郷土の歴史とシルク生産工
程を実地に学習する貴重な施設にもなって
いる。観光客や生涯学習用のみならず、郷
土愛を育む子供たちの勉強の場になってい
る。

川俣産地の沿革
川俣の養蚕・織布の歴史は、伝承による

と約 1,400 年前に遡る。古来、桑の栽培に
も適した風土であり、江戸時代に入ると定
期的に市が立ち、絹織物の産地として発展
した。

明治になると、力織機の導入により福島
の輸出羽二重の集散地としてさらに展開し
た。戦前には、福井、石川と並び称される
羽二重の三大産地であった。当時、全国の
産地では、力織機の発明がおこなわれたが

（例えば、鶴岡の斎
さ い と う と い ち

藤外市式織機等）、川俣
でも明治末期には前述のように大橋兄弟式
力織機が企業化され、川俣電気株式会社の
操業開始と相まって横浜経由での輸出スカ
ーフ産地とし大いに発展した。

戦後は、昭和 30 年代に入ると、化合繊
の進出により、旭化成、三菱レイヨン等の

合繊原糸メーカーの織物生産地として一層
の発展を遂げた。伝統的な羽二重の技術が
合繊長繊維の織布に応用されたもの。しか
し、その後の東南アジアや中国の繊維産業
発展により、産地も昭和 40 年代をピーク
に減退した。

現状は、養蚕農家は 10 戸程度。織物企
業は約 30 社、年商は約 20 億円、これは
ピーク時の 10 分の 1 である。うち、シル
クがメインな企業は 10 社程度であるが、
各社とも自社の経営資源を梃

てこ

にしてユニー
クな経営戦略を展開している。本誌 2016
年 11 月号 NO.51 に紹介されている齋栄織
物株式会社は、その典型であり、世界一薄
い織物（フェアリー・フェザー）メーカー
として著名である。

なお、川俣産地の歴史については、『川
俣町絹織物史』（2003( 平成 15) 年、59 頁、
おりもの展示館発行）が詳しい。

終わりに
町内には、シルク関連のものとしては、

力織機を発明企業化した大橋家住宅のほ
か、城の櫓

やぐら

を思わせるような偉容を誇る織
物工場（齋榮織物（株）、写真 6）が現存
している。上記に紹介した、おりもの展示
館とともに川俣長繊維織物産地の往時の繁
栄を偲ばせている。

おりもの展示館には、大橋式力織機を初
め、貴重なシルク産業遺産が多数大切に保
存されていることに敬意を表したい。同館
は、道の駅（道の駅川俣シルクピア）と隣
接しているので、立地上のメリットも発揮



シルクレポート  2017.7 33

して町の重要な観光資源になっている。文
化財の保存は、その活用が伴わなければ難
しいだけに、関係者の一層の理解と支援が
必要と思われる。

今回の取材では、福島県織物同業会の
藤原和一事務局長に大変お世話になりまし
た。貴重な報告書類と写真もご提供頂き、
深く感謝致します。

■川俣町おりもの展示館　
〇所在地：〒 960-1406 福島県伊達郡
　　　　　川俣町鶴沢東 13 － 1　　
○電　話：024-565-4889
○開　館：9：00 〜 17：00　
　　　　　毎週月曜日・年末年始は休館
○入館料：一般・大学生：150 円、小・中学生・
　　　　   高校生：70 円、小学生未満：無料
〇アクセス：JR 福島駅前から JR バスで
　　　　　　約 40 分

写真６：齋榮織物（株）の外観
資料：『川俣町絹織物史』（2003( 平成 15) 年、川俣町おりもの展示館発行）
写真提供：福島県織物同業会
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新田義貞
筆者の勤める東京農工大学農学部は「東

京」と付いているが東京西部の多摩（府中
市）にある。多摩はのんびりした所であり、
地方から進学した学生は「折角、東京の大
学に来たのに・・・」とガックリしている。
一体何を期待していたのかわからないが。
確かに県庁所在地から来た学生から見ると
農工大の周りは地元より遊ぶ所もなく刺激
が少ないのだろう。逆に遊ぶ所が少ないた
めか保護者の評判はなかなか良い。多摩は
昔からのんびりした風土らしく、多摩出身
の有名人は、あまり頭に浮かばない。源平
の合戦の坂東武者達、そして時代がずっと
下がって新撰組の近藤勇や土方歳三くらい
だろうか。

有名人は出ていないが、日本史に残る
「分

ぶ ば い

倍河
が わ ら

原の合戦」が府中市で行われてい
る。鎌倉時代末期（1333 年）、新

に っ た よ し さ だ

田義貞の
軍が新田の庄（群馬県太田市下田島あたり）
から南下し、所沢市小

こ て さ し

手指で初めて鎌倉幕
府軍と衝突（やや幕府軍が優勢だったらし
い）、数日後の 6 月 27 日（旧暦 5 月 15 日）、
府中市分倍河原あたりで鎌倉幕府軍に大勝
したことで有名である（図 1）。分倍河原
は坂の下、多摩川を背にしており、鎌倉幕

府軍は何故此処で戦ったのかと思ったが、
近くの大

おおくにたま

國魂神社と国分寺辺りが当時の武
蔵の国の中心地であり、武蔵の国を防衛す
るために地の利が悪くても戦いたかったの
であろう。国分寺跡から大國魂神社の間の
道は国分寺街道とよばれており、農工大は
この道沿いにある。農工大辺りが昔昔の東
京の中心地であったかと思うと不思議な感
じである。国分寺街道のすこし西側に群馬
から鎌倉に通じる鎌倉街道（上

か み つ み ち

ツ道）が通
っていた。イザと言うとき関東の御家人達
はこの道を「イザ、鎌倉」と向かって鎌倉
幕府の為に集まったのだが、この時は逆に
その鎌倉街道を使って反鎌倉軍が攻めてき
たわけである。

養蚕の鼠害と新田猫絵

東京農工大学農学部蚕学研究室

准教授　横山　岳

図 1　─JR 分倍河原駅前の新田義貞銅像
　　　　顔が南（鎌倉方向）に向いている。



シルクレポート  2017.7 35

鼠薬師如来縁起
新田義貞は分倍河原で大勝した勢いで鎌

倉に攻め込み鎌倉幕府を滅ぼし、京都へ登
っている。新田義貞と長男は群馬の新田の
庄を出て 5 年、故郷に帰ることなく福井県
で戦死している。室町幕府ができても関東
は安定せず、新田義貞の次男、三男は足利
氏を相手にゲリラ戦を繰り広げることにな
る。次男義興は優れた武将で、鎌倉を占領
したりと暴れまわっていたが、多摩川で畠
山国

くにきよ

清に謀殺されている。謀殺された義興
の霊を抑えるために大田区の多摩川沿いに
新田神社が建立されている。新田神社は東
急多摩川線武

む さ し に っ た

蔵新田駅から徒歩 5 分位の
ところにあり（東京都大田区矢口 1 丁目
21-23）、破魔矢の発祥の地としても有名
である（江戸時代に平賀源内が破魔矢を考
えたそうである）。何故か義興の首塚が大
田区から遠く離れた入間市の愛宕神社にあ
る。きっと謀殺した畠山国清の主人である
足利基

もとうじ

氏（足利尊氏四男）が埼玉県入間市
辺りに陣地を置いていたために義興の首が
入間市に届けられたためだろう。ちなみに
愛宕神社は入間市駅から 1km ほど、社内
には蚕影神社もある（埼玉県入間市豊岡 3
丁目 7-32）。

新田義貞の三男義宗も関東でゲリラ戦を
続けていったが、多勢に無勢で戦いから消
えていく。埼玉県所沢市にある薬王寺はこ
の三男義宗が建立したと言われている（所
沢市有楽町 8-18）。新田軍は鎌倉時代末期
から室町時代初期に戦い、その戦死した新
田一族たちの怨霊がネズミとなり、農家に
被害を与えると江戸時代の所沢辺りでは言

われていた。戦死した新田氏の武士の怨霊
（ネズミ）をおさめるには新田義宗の建立
した薬王寺にお参りすると鼠除けのご利益
があると信仰が広まった。ネズミは蚕や繭
を食べるため、養蚕農家も薬王寺にお参り
したそうである。そのため当時は薬王寺な
らぬ鼠薬師と呼ばれていた。薬王寺の「鼠
薬師如来縁起」では以下のように述べられ
ている。

『武蔵野中、 鼠おびただしく流行りて、 農家

に貯置種物穀物を喰い、 田畑に仕置もの何

によらず荒らしければ、 誰となくこれは新田家の

従類戦死の人々が怨霊なりけりと沙汰しける。

されば当寺の薬師如来こそ、 新田家の大将

義宗朝臣の守本尊なればとて、 遠近の農民

願いを掛けるもの、 不思議に鼠の愁をまぬかる。

それより鼠薬師と称し、 さらに農家を守らせ玉うら

ん諸人信仰すれば、 田畑を荒らし蚕に付喰う

鼠の煩
わずら

いをのがれしめ給う。 それ利益は世人の

知るところなり。』

14 世紀の戦死者が 17 世紀に怨霊とな
ってネズミになるというのはよくわからな
い。よくわからないが、江戸時代新田氏は
人気の高い武将だったこと、そして養蚕の
鼠害が大きかったことは確かであろう。

新田義貞の後裔
新田義貞の長男、次男は若くして戦死し

ていたが、三男義宗の系統が子孫として残
っている。新田一族の岩松氏の娘と義宗の
子供が新田岩松氏として新田家が続いてい
くが、新田岩松氏は室町時代後期に戦国大
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名化することなく、下克上で領地を失って
江戸時代を迎える。岩松氏は領地を失って
いたが、徳川家康が江戸に入って来た時に
一寸注目されることになる。それというの
も、徳川家が幕府を開くには武家の棟梁で
ある「源氏」になる必要があった。新田氏
は源氏であり、徳川家は新田氏の支流の得
川氏を称し、征夷大将軍となり幕府を開い
た。岩松新田氏はその新田氏嫡流というこ
とで、領地を失っていた岩松守

もりずみ

純が家康に
呼び出され、家系図の提出を求められた。
しかし、家系図を奪われることを恐れた岩
松守純は提出を断ってしまい、お家再興に
はならなかった。果たして提出した方が良
かったのか、しなくて良かったのか。岩松
守純は新田の庄にわずか 20 石を与えられ、
その後 100 石を追加され、現在の群馬県
立太田フレックス高等学校辺りに館を構え
た（太田市下田島町 1243-1）。そこで 120
石の高

こ う け

家として江戸時代を過ごすことにな
る。高家というのは赤穂浪士の敵役で有名
な吉良上野介のように、格式高い武士の貴
族のようなものである。多くの高家が数千
石の領地を持っていた中、岩松氏の 120
石というのは高家の中でも極めて少ない。
江戸時代は１万石の大名が 200 人の家臣
を抱えるのが普通だったようである。岩松
氏は記録上家臣が 20 人くらい居たことに
なっているが、120 石では 2、3 人しか家
臣を持てないので領地の農民に家臣を兼ね
てもらっていたり、あまりに家臣が少ない
ので領地の年貢も近所の代官に頼んで集め
てもらっていたそうである。貧乏高家のた
めお金がなく、江戸時代中期の岩松義

よしより

寄か

ら代々徳
よしずみ

純、道
みちずみ

純、俊
としずみ

純が絵を描くように
なる。町人、農民からの所望の絵を描いて
苦しい家計の足しにしていた。そして絵の
題材として、多くの鼠除けの「猫絵」を描
いている。新田氏という貴種の描く猫絵は
鼠害のお守りとして大変有り難がられ、養
蚕農家は猫絵を図 2 のように掛軸に仕立て
て、蚕を飼育している部屋の床の間に猫絵
をかけていたようである。

新田猫絵
新田の殿様が描いた猫絵なので「新田猫

絵」、鼠除けなので「八方睨み猫」と呼ば
れている。当主によって猫の顔は違ってい
るが、だいたい図 3 のように座った猫１匹
が丸くなっている構図は同じである。きり
っとした猫だけでなくとぼけた猫もおり、
ほのぼのする。しかし、これで鼠が追い払
えるのか一寸心配になる。新田荘歴史資料
館では岩松四代の描いた 15 点の「新田猫
絵」が所蔵されており、2015( 平成 27) 年
2 月に群馬県の「ぐんま絹遺産」に登録さ

図 2　新田猫絵の掛軸
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れている。常設展示されているので興味の
ある方は是非ご覧ください（新田荘歴史資
料館：群馬県太田市世良田町 3113-9）。

養蚕では鼠害が大きく、鼠除けの猫絵
は多くの養蚕農家から所望され、岩松の殿
様は描きまくったようである。特に寛政年
間（1790 年）以降に猫絵の所望が多くな
っていることから、この時期から北関東や
信州で養蚕が盛んになったのだろう。岩松
徳純が群馬から長野の善光寺詣りに行った
際（1813( 文化 10) 年）、1 か月の間に約
300 枚もの絵を描いたとか。そのうち百枚
弱が猫絵だったという。1 か月に 300 枚だ
から単純計算で 1 日 10 枚、結構な枚数を
描いている。所望した人から猫絵 1 枚のお
礼に 150 疋（疋：お金の単位）、3 枚のお
礼に 300 疋貰ったことが記録に残ってい
る（1 枚おまけだろうか？）。今の金額に
直すと、1 疋をざっくり 120 円とすると１
枚 18,000 円位だろうか。庶民が出せない

ことも無い値段だろう。また 1 か月に 300
枚描いたとすると 500 万円位だろうか、
実入りとしてもそこそこの値段だろう。こ
の頃「新田猫絵」が好評だったためか、同
じような「猫絵」を描く者が現れるなど、「新
田猫絵」の偽物も出回っていたようである。
また、各地の神社で鼠除けのお札が配られ
るようになった（図 4）。「新田猫絵」はそ
れほど好評だったのであろうし、逆に養蚕
の鼠害は本当に深刻だったのであろう。

岩松氏は新田氏嫡流であるが、徳川家に
憚
はばか

って江戸時代は新田氏を名乗らず、岩松
氏を通していた。しかし、絵には「新田源
●●」「新田嫡流●●」「新田義貞裔

えい

源●●」
「新田氏子孫●●」などと記し、「新田」「源」
を名乗っている。

江戸時代末期にヨーロッパへ蚕種の輸
出が始まると、船内の鼠除けのお札として
岩松氏の猫絵が貿易船に持ち込まれた。当
時の当主岩松俊純は明治維新後、新田氏に

図 3　「新田猫絵」─左：岩松徳純筆、右：岩松道純筆
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復名するとともに男爵に称される（俊純の
娘が元老井上馨

かおる

に嫁いでいる）。ヨーロッ
パでは男爵（バロン）が描いた猫絵として
珍しがられ、猫絵は「バロンキャット」と
して人気がでたそうである（ヨーロッパで
は俊純は動物愛護家と勘違いされていたと
か）。養蚕とは関係ない新田義貞の子孫が
蚕のお札を描いて、外国にまで知られると
は何とも不思議な話である。

鼠除けのお札
現在、新たに「新田猫絵」は手に入ら

ないが、猫の描かれた鼠除けのお札はいく
つかの神社でお受けいただける。その中で
も八

はっかいさんそん

海山尊神社では常時お受けいただくこ
とができる（図 5a：新潟県南魚沼市大崎
3746）。それ以外の神社では例祭の時だけ
だが、鼠除けのお札をお受けいただける。

図 5b の鼠除けのお札は、秩父の笠山の
頂上にある笠山神社で 5 月 3 日、11 月 23

日の例祭でお受けいただける（埼玉県比企
郡小川町腰

こしごえ

越）。このお札の猫の胸のとこ
ろには繭が描かれている。笠山は 837 ｍ
と結構高いが、林道を使うと山頂近くまで
車で行くことができる。登山道を 20 分程
登れば山頂の笠山神社だが、結構急坂なの
でお気をつけ下さい。神社には猫の銅像が
奉納されている。

図 5c のお札は、大日神社（埼玉県秩父郡
皆野町下田野）で 5 月 5 日の例祭でお受け
いただける。神社の名前からご神体は大日
如来かと思いきや、ご神体は猫の石像であ
る。ご神体が猫とは変わっているので宮司
さんに由来を伺ったが詳細は不明とのこと。

図 5d は、南部神社の鼠除けのお札であ
る。南部神社は境内に狛犬ならぬ狛猫（猫
又権現）が鎮座しているので有名である。
例祭は百八灯と呼ばれる夜祭で、その時に
お受けいただける（新潟県長

な が お か し

岡市森
もりあげ

上）。
例祭は毎年 5 月 8 日である。ゴールデンウ

図 4　鼠除けのお札　国立大学法人東京農工大学科学博物館所蔵（常設展示はされていない）
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ィークでも土日でもなく、この日に例祭が
固定されているのは、この辺りは鎌倉時代
後期、室町時代初期に新田氏支流の大

お お い だ

井田
氏の領地であり、新田義貞が討幕のために
挙兵した 5 月 8 日に新田義貞を偲ぶため
にこの日に例祭を催すことになったためと
か。また、話が再び新田義貞に辿り着いた
ので話を終わりにしたいと思う。養蚕のお
守りとして鼠除けのお札を是非一枚蚕室に
張ってみては如何だろうか。

【参考】
１　江戸時代の岩松氏の暮らしについて
「猫絵の殿様　領主のフォークロア」落合延孝 /吉川弘文館
「猫男爵―バロン・キャット」神坂次郎 /小学館

２　新田猫絵についての資料的価値について
「史料としての猫絵」藤原重雄 /山川出版社

３　新田猫絵の絵本
「八方にらみねこ」武田英子（文）清水耕蔵（絵）/講談社

４　新田猫絵と養蚕の関係について
「新田猫と養蚕」板橋春夫 /民具マンスリー─日本常民文化
研究所（編）1巻 1号─（1968）
「まゆの国」井上善治郎 /埼玉新聞社

■横山 岳（よこやま・たけし）の紹介
東京農工大学農学部生物生産学科蚕学研究室
〒 183-8509：東京都府中市幸町 3-5-8
TEL：042-367-5681
E-mail：ty.kaiko@cc.tuat.ac.jp
HP：http://www.tuat.ac.jp/~kaiko

図 5　現在でもお受けできる猫の描かれた鼠除けのお札
　　　　　　　　　　左から (a) 八海山尊神社、─(b) 笠山神社、─(c) 大日神社、─(d) 南部神社

［シルクレポート　2016.1 号 No.46
【蚕の遺伝 - 外山亀太郎先生 -】の記事訂正】

次の記事に誤りがありました。訂正（削除）するととも
にお詫びいたします。

①─p.46 の右欄の下から 10行目
　誤：メンデルの死後、1900( 明治 33) 年に植物で再発見
　　　され、再発見に関わった３人の研究者はその業績
　　　でノーベル賞を受賞している。　

　正：メンデルの死後、1900( 明治 33) 年に植物で再発見
　　　された。

② p.48 の右欄の上から 4行目
　誤：植物でメンデルの法則を再発見したことでノーベ
　　　ル賞を受賞できるのだから、外山先生が動物で初
　　　めて遺伝学の基礎となるメンデルの法則が成り立
　　　つことを発見したことはノーベル賞の受賞に値す
　　　る業績である。
　
　正：外山先生が動物で初めて遺伝学の基礎となるメン
　　　デルの法則が成り立つことを発見したことはノー
　　　ベル賞の受賞に値する業績である。
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はじめに
桑は一般的な木

もくほんせい

本性作物の中でも、春か
ら秋にかけて、その生育に必要な同化器官

（葉・枝）を収奪されるという、植物にと
っては過酷な条件に置かれています。この
ため異常気象に遭遇したり、過度な収穫や
施肥不足、除草剤の桑への飛散、機械作業
による桑樹への損傷など適正な収穫時期・
方法や肥培管理が損なわれると、樹勢が衰
えたり、生育環境が悪化して病気が発生し
やすくなります。

そこで今回は、そのまま放置しておくと
年々被害が拡大する病気を中心にその病状
と防除などの対策について記述します。

１　桑
　くわいしゆくびよう

萎縮病─────
病状：本病に罹

りびょう

病（病気にかかること）し
た葉は、正常葉と比べて小さくなり、シワ
ができて縮んだ葉形を示します（写真１）。
病状が激しい場合は、葉も枝の伸びも矮化
して、やがて桑株とも枯死します。
対策：この病原はファイトプラズマと呼ば
れ、媒介昆虫のヒシモンヨコバイなどの吸
汁性昆虫によって伝染します。従って、罹
病した桑を発見した場合は、株ごと抜き取
って焼却することが最良の方法です。しか

し、それが困難な場合は、罹病した枝葉を
切除した後、その株を肥料袋などで覆って
伝染源を絶つ方法と、浸透移行性の除草剤
を散布、あるいは塗布して枯死させる方法
があります。

一方、病原の媒介昆虫を駆除することも
重要であることから、殺虫剤の散布も有効
ですが、幼虫や成虫の発生時期が蚕飼育時
期と重なることが多く、使用には細心の注
意が必要です。また、萎縮病に罹病しにく
い「大島桑」や「ときゆたか」などの桑品
種も有りますので、常発地では抵抗性品種
の栽植も有効です。

２　紋
もんぱびよう

羽病
桑の紋羽病には、白紋羽病と紫紋羽病が

あります。両者とも地中の根や枝などの植

桑の病気についてー病状と対策ー

一般財団法人大日本蚕糸会蚕業技術研究所

嘱託研究員　市橋　隆壽

写真１：萎縮病に罹病した桑
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物体に菌糸が寄生して拡大します。また、
病原が地下部であることから難防除の病気
になっています。

１）白
しろもんぱびよう

紋羽病
病状：桑が火で炙

あぶ

られたか干魃に遭遇した
ようになり、枝葉が萎

いちよう

凋（しおれること）し、
やがて株まで枯死します。また、地下部の
植物体には白い菌糸束が見られ（写真２）、
その状態が急速に拡大します。　 　
対策：本病は桑だけでなく、果樹や他の植
物でも発病が見られ、かつ簡易な防除方法
も無いのが現状です。そのため、まずは桑
園内への持ち込みを防ぐため、本病が疑わ
れる場合は、桑苗の地下部（根）を 47℃
で 10 分間温湯消毒をします。ただし、温
度と浸漬時間は正確に行うことが必要で
す。また、すでに白紋羽病が発生している
と思われる桑園では早期の診断と、そこか

らの伝染を避けるために、その場所の耕耘
などは中止するか、作業を最後にして、使
用した機械などは洗浄するなどの対策を講
じます。さらに、発病株が多く、桑園とし
て機能しなくなった場合は ､ 病株群より一
回り広く抜根し、土壌消毒をします。消毒
剤としてはダゾメット微粒剤（バスアミド
など）を、取り扱い方法に従って使用しま
す。
２） 紫

　むらさきもんぱびよう

紋 羽 病
病状：白紋羽病とほぼ同じく地上部は葉が
萎凋・黄化して、やがて枯死します。また、
病状が進むと幹の地際部に紫褐色でフェル
ト状の菌糸膜が見られ（写真３）、その地
下部は赤紫色の菌糸束が見られます。
対策：防除法は白紋羽病の場合とほぼ同じ
ですが、ゆっくり進行するため、本病に罹
病していても地上部はすぐに枯れることが
無く生育を続ける場合もあります。また、
開墾土壌や酸性土壌で発病し易いので植え
付け前に病原検索を実施します。そして、
酸性土壌の場合は石灰の多用をします。

写真３：紫紋羽病に罹病したフェルト状の病徴

写真２：白紋羽病に罹病した地下部
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３　胴
どうがれ

枯病
びょう

　
以前は東北や北陸など多雪地帯での発病

が大半でしたが、近年は関東や九州などで
も発病が確認されています。このことは、
発病の条件が整えば全国どこでも発病する
おそれがあります。
病状：枝やその基部を中心に灰褐色の小さ
な突起がサメ肌状に見られます（写真４）。
そして、発芽期になっても全く発芽しない
か、パラパラとしか発芽せず、最悪の場合
は収穫も皆無となります。
対策：本病は樹勢が弱った条件下で発病が
助長されることから、夏秋期における強伐
採や病害虫の大発生、そして除草剤のドリ
フト（飛散）などによる樹勢の低下を極力
少なくすることが重要です。また、石灰窒
素 1 ～ 1.5 ㎏を 20 リットルの温湯に溶か

し、その上澄み液を 9 月下旬～ 11 月下旬
頃に散布します。

このほか、本病に対する抵抗性桑品種「ゆ
きあさひ」などが育成されていますので、
常発地ではそれらの品種の利用も防除対策
の一つになります。

４．桑
くわ

の実
み

菌
きんかくびよう

核 病
ここ数年、健康志向の高まりか、庭先な

どに実がなる桑を植えたが、その実が熟す
前に白くなって収穫できないとの相談があ
ります。これは桑の実（椹

じん

とも言う）が菌
核病に罹病したためです。
病状：桑の実が緑色から大きくなってきて、
赤みを帯び、間もなく収穫できる頃に　白
色から灰白色になって落下します（写真５
右）。
対策：菌核病に罹病した病果は地表に落下
した後、病菌がそのまま越冬して、翌春に
キノコ（キツネノワンタケ・子のう盤）を
発生し、その後、子のう胞子を飛散して桑
の実の開花時から感染をします。従って、
一度発生しますと、毎年感染を繰り返しま
すので注意が必要です。

そこで、罹病した実や落下した病果は早
めに回収して翌年への感染を防ぎます。そ
のままになった場合は、越冬した菌核が発
生する春頃に石灰窒素または石灰を散布し
ます。また、防除薬剤として「ロブラール
水和剤」がありますので、規定に従った使
用も可能です。この他、本病に対する抵抗
性桑品種が販売されていますので、利用も
可能です。

写真４：胴枯病に罹病した桑枝
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おわりに
桑に発生する病気としては、40 種余が

確認されていますが、被害が比較的広範囲
で発生する病気について記述しました。他
にも縮葉細菌病、桑枝軟腐病、裏うどんこ
病、芽

めがれびょう

枯病、赤
あかしぶびょう

渋病、汚
よごれはびょう

葉病なども季節や
年次で見られますが、今回は割

かつあい

愛させてい
ただきました。

発生した病気への対応がわからない場合
は、下記へお問い合わせ下さい。その際、
被害の写真や病徴などを添付いただける
と、より正確な対応が出来ますのでお願い
します。また、参考資料として記述した冊
子は、大変役立つ内容が記載されておりま
すので是非活用していただきたいです。特
に、「クワ病害診断の手引き」はインター
ネット（大日本蚕糸会のホームページ）で
閲覧できますのでご利用下さい。

【参考資料】
１．「原色日本桑樹病害図説」（1979）木村勝太郎著、
　　建帛社、163pp─。
２．「技術・仕組みがよく解る図解養蚕」（1995）全養連・
　　蚕糸の光編、ｐ 48～ 56。
３．「作物病害辞典」（1998）岸国平編、全国農村教育協会、
　　ｐ 155 ～ 166。
４．「改訂蚕糸学入門」（2002）日本蚕糸学会編、
　　ｐ 97～ 108。
５．「クワ病害診断の手引き」（2007）（一財）大日本蚕
　　糸会蚕業技術研究所、─────桑病診断技術研究会編、
　　101pp。

■市橋　隆壽（いちはし・たかひさ）
■問合せ先
 一般財団法人大日本蚕糸会
蚕業技術研究所 栽桑チーム
〒 300-0324
茨城県稲敷郡阿見町飯倉 1053
TEL:029-889-1771、FAX:029-889-2356
E-mail：松川　武（matsukawa ＠ silk.or.jp）
E-mail：市橋　隆壽（ichihashi ＠ silk.or.jp）
HP：http://www.silk.or.jp/silk_gijyutu/index.html

写真５：健全な実 ( 左）と菌核病に罹病した桑の実 ( 右）
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Ⅰ　はじめに
我が国蚕糸業は、養蚕従事者の高齢化や

後継者不足により、養蚕農家戸数、繭及び
生糸の生産量の減少が続いています。その
一方で、富岡製糸場の世界文化遺産登録を
きっかけに、蚕糸業への関心が高まってお
り、一般財団法人大日本蚕糸会による新規
養蚕農家への助成等により、新たに養蚕を
始める農家や企業も現れています。そのよ
うな農家及び企業は、良い繭を作りたいと
いう思いを強く持っておられます。繭の良
し悪しを判断する繭の品質の検査は、蚕糸
業が盛んな頃には各都府県の繭検定所で行
われていましたが、蚕糸業の衰退ともに繭
検定所は次々と廃止されました。繭検定の
できる機関は一般財団法人蚕糸会蚕糸科学
研究所（以下「蚕研」といいます。）（乾繭
鑑定）と群馬県繭品質評価協議会（碓氷製
糸株式会社内）（生繭検定）となっています。

また、生糸検査は、横浜と神戸の独立行
政法人農林水産消費安全技術センターによ
る生糸検査が廃止され、一般の需要者が生
糸検査を受検できる機関は、現時点では蚕
研だけとなっております。

ここでは、新規の養蚕農家及び企業の

方々に、現在の繭の品質検査及び生糸検査
について知っていただくだけでなく、広く
蚕糸及び絹業関係者の方々にも、改めて認
識していただきたいと思い紹介します。

Ⅱ　繭の品質検査
明治初期の繭の品質評価は、繭の形状、

色
しきたく

沢、切
き り ぶ

歩（繭
け ん そ う ぶ あ い

層歩合：繭重に対する繭層
重の割合）などで判断する肉眼鑑定によっ
て行われていましたが、鑑定の精度には限
界がありました。その後、公正な繭質評価
を求める声から、繰糸試験を行い生糸量と
解じょ率の成績に基づいて取引が行われま
した。

昭和初期から各県に繭検定所が設置さ
れ、1940( 昭和 15) 年に農林省から繭検定
規則が公布され、各地方自治体による強制
検定が実施されることになりました。この
繭検定制度は公正な繭取引に貢献するとと
もに、国内蚕糸業の維持発展に大きく寄与
してきましたが、国内産繭が減少したため、
1998 ( 平成 10) 年に蚕糸業法が廃止され
たことにより、同法に基づく強制的な繭検
定制度が廃止されました。

繭検定制度が廃止されたとはいえ、国内

繭の品質検査と生糸検査について

一般財団法人大日本蚕糸会蚕糸科学研究所

主任研究員　岡島　正章
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での繭の生産が存続しているため、1998(
同 10) 年からは蚕研が依頼により繭の鑑定
を行い、これまでに 1,000 件以上の鑑定を
行ってきました。現在は、依頼検査の繭質
検査として引き続き繭の品質の評価を行っ
ております。

１　繭検定方法（繭鑑定）のサンプル量
繭質検査では、1 件のサンプル量として

乾繭 500 粒を受領し、以下の項目について
検査を行います。

２　選
せんじょけんぶあい

除繭歩合
繰糸に適さない繭として選除される繭の

混入割合で、選除繭標準写真（図１）を参
照して、供用繭の重量に対し選除した繭の
重量の百分率で表します。選除繭の種類に
は、内部汚染繭、外部汚染繭、破

は ふ

風抜け繭、
薄皮繭、蔟

ぞくちゃくけん

着繭、奇形繭、浮しわ繭、玉繭、
穴あき繭があります。

以下、３～６は繭検定用自動繰糸機（図
２）で検査し、その成績を出します。

３　繭糸長
繰糸して 1 粒の繭から繰り取られる平均

の繭糸の長さで、蚕の品種によって大きく
異なります。一般的な春嶺×鐘月及び錦
秋×鐘和では 1,300 ～ 1,500 ｍで、小石
丸では 300 ～ 400 ｍです。

４　繭糸繊度
繰られた繭糸 1 本の平均の太さのこと

で、糸長 9,000 ｍ当たりのグラム数で表し、
単位はデニール（d）を用います。春嶺×
鐘月及び錦秋×鐘和では 2.7 ～ 3.0d で、
小石丸では 2.0d 程度です。

５　解じょ率
繰糸の途中で繭糸が切断した回数の多少

を表すもので、繭糸のほぐれの良否を表す
ものです。供試された全ての繭の平均値で
あり、落緒が多くなると解じょ率は低くな
ります。

図１ ：選除繭標準写真

図２ ：繭検定用自動繰糸機による繰糸試験



シルクレポート  2017.746

６　生糸量歩合
繭鑑定では、乾繭から得られる生糸の重

量割合で、乾繭重を基準に百分率で表しま
す（乾繭糸歩）。乾繭糸歩に乾燥歩合（生
繭に対する乾繭の重量割合）を乗じた値が、
生繭に対する生糸量歩合（糸歩）になりま
す。春嶺×鐘月及び錦秋×鐘和の生糸量
歩合では 20％程度で、小石丸では 7％程
度です。

Ⅲ　生糸検査
生糸は、幕末及び明治時代から我が国の

輸出産業の中心であり、日本経済を支える
重要産物でした。この背景には、高い養蚕
及び製糸技術だけでなく、生糸流通の円滑
化を図るための公正な生糸検査制度と検査
技術がありました。1896( 明治 29) 年に
開始された国営の生糸検査制度は、生産者
には品質改善の目標を、需要者には適品選
択の目標を与えるなど、蚕糸・絹業の振興
に大きく貢献するとともに、その格付は国
際的にも権威のある旧国際絹業協会（ISA）
の国際生糸検査規程に採用されるなど国際
取引の標準として認められてきました。

生糸検査制度は、時代とともに様々な制
度の見直しによる生糸検査の規則の変更を
経てきましたが、繭検定と同様、1998( 平
成 10) 年の蚕糸業法の廃止で生糸検査規則
が廃止され、「農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律」（略称 JAS 法）
が適用され、「生糸の日本農林規格」及び「生
糸についての検査方法」が定められ、これ

らによる検査格付に移行しました。
その後、2014( 平成 26) 年に「生糸の日

本農林規格」が廃止されたことにより、蚕
糸会では、「一般財団法人大日本蚕糸会生
糸依頼検査要領」を制定し、次に掲げる生
糸検査を実施しております。

１　生糸検査のサンプル量
旧 JAS 検査に準じたサンプル量として、

検査荷口 6 ケース（30kg × 6=180kg）か
ら 無 作 為 に 品 位 検 査 用 25 綛

かせ

（1 綛 は 約
180 ～ 200 ｇ）及び水分検査用 4 綛の合
計 29 綛を抽出して料糸とし、以下の項目
について検査を行っています。

２　性状・形状検査
着色程度や光沢、手触りに極端な差があ

るかや虫食い糸の有無、綛重量の極端なバ
ラツキの有無等を検査します。

３　再繰切断検査
再繰機により綛から試料用の糸をボビン

に巻きとります。生糸再繰中の切断数を検
査するとともに、他の検査（以下の繊度む
ら検査、節検査、伸度及び強力検査等）に
必要な試料を得る目的をもっています。再
繰は綛の表裏から巻き取ります（図３）。

４　繊度むら検査
４－１　繊度偏差検査

検
けんしゃくき

尺器で糸長 112.5m の繊度糸 400 本
（図４）を採取し、糸長と重量の関係から



シルクレポート  2017.7 47

各々の繊度を計測し、平均繊度（平均値）
と繊度偏差（標準偏差）を求め、生糸の繊
度分布の程度を調べます。

４－２　繊度最大偏差検査
400 本の繊度糸のうち、最太繊度と最細

繊度の 4 本ずつの平均と、400 本の平均繊
度との開差について大きい方の値を最大偏
差とし、飛び繊度（平均繊度から大きく外
れた繊度）の程度を調べます。

５　節検査
生糸をセリプレーン巻取機でセリプレ

ーン板に巻とり、５インチ幅に巻いたもの
を 1 パネルとし、セリプレーン板 1 枚には
10 パネルを巻き、合計 150 パネルを作成
します。大中節失点と小節失点との合計で
ある総失点を 100 点から引いて節点とし
ます。

５－１　大中節検査
大中節の種類は、特大節、大節（大ずる

節、もつれ節、よりつけ節、大つなぎ節及
び大びり節）、中節（小ずる節、中つなぎ節、
中びり節、大わ節及びさけ節に区別されま
す。検査は大中節標準写真（図５）と比較
して、150 パネル中に存在する大中節を数
え、それぞれの節に設定された失点を合計
します。

５－２　小節検査
150 パネルについて、パネル毎に小節標

準写真と比較してパネル点数を付けます。
それぞれに設定された失点の合計を小節失
点とします。

図３ ：再繰機による再繰切断検査

図５ ：大中節標準写真

図４ ：繊度糸 （112.5m/ 本）
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６　伸度及び強力検査
標準温湿度（20℃、65％）に調整した

検査室で検査します。旧 JAS 法では、繊度
糸をスーターセリグラフ（図６）を用いて
引張試験（生糸の伸度の測定）をします。
検査は 10 試料の平均成績で出しましたが、
現在ではテンシロン引張検査機を用いてい
ます。なお、強力検査（生糸の引張強さの
測定）は、旧 JAS 検査では依頼検査で対応
しておりました。

７　水分検査
生糸 4 綛で水分検査（図７）を行い、無

水量から正量（生糸公定水分率：11.0％）
を 求 め ま す。 水 分 率 が 8.00 ％ 未 満 又 は
11.68％超過の場合は不合格となります。

Ⅳ　旧 JAS 検査による格
かくづけ

付（参考）
旧 JAS 検査では、これらの成績を、検査

繊度毎に定められた生糸格付表（表１）に
当てはめ、６Ａ～Ａに格付し、Ａ格に満た
ない成績のものは不合格（旧生糸検査規則
ではＢ、C、D 格に区分し、不合格はあり
ません。）とします。

図６ ： スーターセリグラフ

図７ ： 生糸水分乾燥機

表１ ：旧 JAS 検査の生糸格付表



Ⅴ　その他の依頼検査
蚕研では、上記の検査のほかに、糸む

ら検査（パネルで見た糸むらの数を検査）、
練
ねりべり

減（生糸に含まれているセリシンの量を
検査）その他多種類の理化学検査を行って
おります。

Ⅵ　良い繭及び良い生糸とは
１　良い繭とは

生糸の品質を決める要因（繭品質及び繭
乾燥・煮繭・繰糸・揚

あげかえし

返等の技術）は種々
ありますが、繭の品質の良し悪しが生糸の
品質を決める寄与率は実に 8 割といわれて
おり、とにかく良い繭が良い生糸を作りま
す。

現在の蚕品種の種類は多種多様で、どの
ような繭が良い繭なのかというのは一概に
言えませんが、繭の品種ごとに一般的にい
われることを記述すると次のようになりま
す（木

こ ぐ れ ま き た

暮槇太ら（1962( 昭和 37) 年））。
①　繭糸長が長く、また解じょ糸長（繭

糸長×解じょ率）の長いもの
②　繭糸の繊度はなるべく細いもので、

繊度偏差（繊度のばらつき）の小さい
もの

③　繭糸の節、特にわ節（環状の節）そ
の他異常繊維の部分の少ないもの

④　繭糸の強力及び伸度が大きく繭糸の
部分的ぜい弱部（弱い部分）が無く落
緒の少ないもの

⑤　繭の形状、大小及び色相が揃ってい
るもの

２　良い生糸とは
どのような生糸が良い生糸であるか

は、一概に言えませんが、生糸は高級な
シルク製品の原料であるので（製糸技術
検討会（2007( 平成 19) 年））、
①　繊度が表示どおりである。
②　太さのむらや節が少ない。
③　強さや一定の伸びがあり弾力があ

る。
④　後の加工の過程で糸切れや染めたと

きに色にむらを生じないものである。
などの品質が優れていることが求められ
ております。

益々生糸の多岐多様な品質や形態の要望
と小ロット化が進んでおります。生糸検査
では少量の試料での検査を望む声も多く、
繊度糸本数や、節検査パネル数を減らした
簡易な検査方法も行っています。今後も、
国内蚕糸・絹業の維持発展に貢献できるよ
う、繭の品質検査及び生糸検査を引き続き
行ってまいりますので気軽にご相談くださ
い。

■岡島正章（おかじま・まさあき）の紹介
一般財団法人大日本蚕糸会蚕糸科学研究所
主任研究員
〒 169-0073 東京都新宿区百人町 3-25-1
サンケンビルヂング
ＴＥＬ：03-3368-4891
ＦＡＸ：03-3362-6210
ＨＰ：http://www.silk.or.jp/silk_kagaku/
index.html
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イベント情報
イベント名 企画・展示内容 開催日（期間） 場所・主催者等

純国産絹製品の

紹介

純国産宝絹 展

京都西陣の代表的な帯を主

体に着尺、金襴、ネクタイ

他織物製造業者団体（西陣

織工業組合）が運営する「西

陣織会館」の１階から３階

を使用し、蚕、繭の紹介、

顧客参加のワークショッ

プ、座繰り実演、きものシ

ョー等の実施に合わせ蚕

糸・絹業提携グループの製

品を展示し、純国産絹のＰ

Ｒ・販売促進を行う。

＜会期＞

平成 年 月

日 土 ～ 日 水

： ～ ：

（なお、 （水）

は ： ～ ：

となります。）

＜会場＞

西陣織会館

〒

京都市上京区堀川通今出川南入

：

＜主催＞

蚕糸・絹業提携グループ全国連絡協

議会

＜協賛＞

西陣織工業組合

〈お問い合わせ〉

蚕糸・絹業提携グループ全国連絡協

議会

：

日本絹の里第

回特別展

（夏休み子供展）

「学ぼうカイコ」

カイコの飼育量が全国一で

ある群馬県、そんな群馬県

にふさわしい施設として夏

休みの子供たちに、カイコ

の生態から飼育方法など、

カイコのいろいろなひみつ

を紹介します。

＜会期＞

平成 年 月

日（土）～ 月

日（月）

～

＜主催＞

群馬県立日本絹の里

＜会場＞

群馬県立日本絹の里

〒 －

群馬県高崎市金古町 －

休館日：毎週火曜日日本絹の里第

回特別展

「群馬のシルク

アーティスト２

人展 大竹夏紀

（なつき）・寺村

サチコ」

群馬県を代表する若手アー

ティスト、蝋けつ染めで独

自のアイドル像を描く大竹

夏紀さんと、絞り染めと型

染めにより立体造形物を制

作し、女性の持つ美しさや

その裏に潜む毒を表現する

寺村サチコさん、２人の作

品を紹介します。

＜会期＞

平成 年 月

日（水）～ 月

日（月）

～
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イベント名 企画・展示内容 開催日（期間） 場所・主催者等

世紀ヨーロッ

パのドレス

－ モードとシル

ク －

当時流行していた特徴的な

シルエットのドレスと、そ

の流行を発信した美しいフ

ァッション・ブックをご紹

介します。

＜会期＞

平成 年 月

日（木）～ 月

日（日）

～

＜主催＞

岡谷市

＜会場＞

岡谷蚕糸博物館

－シルクファクトおかや－

〒

長野県岡谷市郷田

休館日：毎週水曜日・祝日の翌日

歌舞伎衣裳展 岡谷市観光大使の歌舞伎俳

優・市川笑野氏の監修によ

る歌舞伎衣裳展開催！伝統

芸能を支える絹にご注目下

さい。

＜会期＞

平成 年 月

日（木）～ 月

日（日）

～

第 回特別展

皇室の御養蚕と

信州

皇室の御養蚕と信州（長野

県）の関わり合いを辿りな

がら、現在の皇室の御養蚕

と文化財の復元修理面での

貢献について紹介する。ま

た、かつて蚕糸王国といわ

れた信州の養蚕・製糸の歴

史も振り返る。

＜会期＞

平成 年 月

日（土）～ 月

日（日）

： ～ ： （入

館は ： まで）

＜主催＞

駒ヶ根シルクミュージアム

＜会場＞

〒 －

駒ヶ根シルクミュージアム

駒ヶ根市東伊那４８２

：

休館日：水曜日（祝日の場合翌日）
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一般財団法人大日本蚕糸会から

平成 28年度第６次分及び平成 29年度第１次分の
純国産絹マーク使用許諾状況

純国産絹マークの平成 28 年度第６次審査委員会を平成 29 年３月 13 日（月）に開催しま
した。第６次分は、８者から申請があり、新規１者１品目、使用許諾されている者の２者が
履歴の追加２品目、数量の追加５者 19 品目の申請があり、８者 22 品目に対し、３月 21 日

（火）付けで純国産絹マークを使用許諾する旨通知しました。
また、純国産絹マークの平成 29 年度第１次審査委員会を平成 29 年５月 19 日（金）に開

催しました。第１次分は、６者から申請があり、新規１者１品目、使用許諾されている者の
３者が製品の追加１品目・履歴の追加２品目、数量の追加３者５品目の申請があり、６者９
品目に対し、５月 26 日（金）付けで純国産絹マークを使用許諾する旨通知しました。

【平成 28年度第６次分】
純国産絹マーク使用許諾企業名

（表示責任者名）
表示対象

製品名
表示対象

数量
生産履歴の内容

（繭生産地・企業等）
（新規）

万兵（株）
　代表者名：磯村　辰生
　（担当者：山村国彰）
　〒 460-8616
　名古屋市中区錦 2-12-14
　TEL：052-231-7201
表示者登録番号　220

白生地（表地） ６０反

蚕品種：錦秋×鐘和
繭生産：JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：（株）安栄機業場
精練：丹後織物工業組合

（履歴の追加）
（株）ソーホー

　代表者名：奥村尚司
　（担当者：小島秀夫）
　〒 600-8357
　京都市下京区猪熊通五条下ル柿本町 606-1
　TEL：075-353-8802
表示者登録番号　200

白生地（表地） ２１反

蚕品種：錦秋×鐘和
繭生産：JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：織元 遠藤
販売：（株）池口

（履歴の追加）
（株）丸万中尾

　代表者名：中尾浩祥
　（担当者：中尾浩祥）
　〒 526-0835
　滋賀県長浜市室町 180 
　TEL：0749-62-1660
表示者登録番号　028

後染反物（小紋） ６０反

蚕品種：春嶺×鐘月、錦秋×鐘和
繭生産：JA 上伊那管内養蚕農家
製糸：（株）宮坂製糸所
製織：南久ちりめん（株）
染色：（株）一会

（数量の追加）
（株）千總

　代表者名：仲田保司
　（担当者：俵　武司）
　〒 604-8166
　京都市中京区三条通烏丸西入御倉町 80
　TEL：075-221-2531
表示者登録番号　001

後染反物
（訪問着・付下） ６０枚

繭生産：岩手県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：美雲織物（株）
染色：自社

後染反物
（訪問着・付下） ９０枚

繭生産：岩手県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：田勇機業（株）
染色：自社
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（（株）千總　続き）
後染反物（振袖） ８０枚

繭生産：福島県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）松浦絹織
染色：自社

後染反物
（訪問着・付下） ２００枚

繭生産：福島県・山形県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）河藤
染色：自社

後染反物（黒留袖） ８０枚

繭生産：福島県・山形県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）河藤
染色：自社

後染反物（振袖） ８０枚

繭生産：福島県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）竹林
染色：自社

後染反物（振袖） ４０枚

繭生産：福島県・岩手県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）竹林
染色：自社

後染反物（振袖） ７０枚

繭生産：福島県・宮城県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）竹林
染色：自社

後染反物（振袖） ４０枚

繭生産：福島県・宮城県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）竹林
染色：自社

後染反物（振袖） ７５枚

繭生産：福島県内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）松浦絹織
染色：自社

（数量の追加）
（株）髙島屋

　代表者名：木本茂
　（担当者：伊藤ゆ香）
　〒 542-8510
　大阪市中央区難波 5-1-5
　TEL：06-6631-1101
表示者登録番号　030

後染反物（振袖） ７枚

繭生産：JA 那須南管内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：（株）竹林
染色加工：（株）千總

（数量の追加）
（株）伊と幸

　代表者名：北川幸
　（担当者：北川幸）
　〒 604-8176
　京都市中京区御池通室町東入竜池町 448-2
　TEL：075-211-2361
表示者登録番号　035

白生地（表地） ３８反

蚕品種：松岡姫・上州絹星
繭生産：JA ふくしま未来みちのく安達地区
　　　　内・JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：松岡（株） ・碓氷製糸農協
製織：芳賀織物

白生地（襦袢地） ２０反

蚕品種：松岡姫
繭生産：JA ふくしま未来みちのく安達地区
　　　　内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：阿見保織物

白生地（表地） ３０反

蚕品種：松岡姫
繭生産：JA ふくしま未来みちのく安達地区
　　　　内養蚕農家
製糸：松岡（株）
製織：江口機業（株）
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（数量の追加）
田中種（株）
　代表者名：田中隆
　（担当者：田中隆）
　〒 541-0054
　大阪市中央区南本町 2-1-14
　タイヨウマークビル 3 階
　TEL：06-6261-2091
表示者登録番号　060

真綿ふとん １０枚

（詰物）
繭生産：JA 新ふくしま管内養蚕農家
真綿生産：石川彦太郎商店

（側）
繭生産：JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：齋栄織物（株）

ふとんカバー １５枚
繭生産：JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：齋栄織物（株）

ニット（手袋） ２００双

繭生産：JA にったみどり管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
撚糸：昭和撚糸工業（株）
精練：にしき染色（株）
製編：（株）森下メリヤス工場
染色：シンドー（株）
縫製：（株）オオジー

ニット
（ネックウォーマー） ５００枚

繭生産：JA にったみどり管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
撚糸：昭和撚糸工業（株）
精練：にしき染色（株）
製編：（株）森下メリヤス工場
縫製：神戸生絲（株）

（数量の追加）
（株）マルシバ

　代表者名：木下幸太郎
　（担当者：野口俊二）
　〒 103-0031
　東京都中央区日本橋人形町 3-5-4
　MS-2 ﾋﾞﾙ 6 階
　TEL：03-3662-2431
表示者登録番号　160

（変更申請）
ネクタイ

（1,000 本）
1,070 本

蚕品種：いろどり
繭生産：埼玉県内養蚕農家
製糸：松澤製糸所
製織・加工：（株）甲斐絹座

純国産絹マーク使用許諾企業名
（表示責任者名）

表示対象
製品名

表示対象
数量

生産履歴の内容
（繭生産地・企業等）

（新規）
横山（株）
　代表者名：横山　征市
　（担当者：横山征市）
　〒 604-8154
　京都市中京区菊水鉾町 578
　TEL：075-211-8401
表示者登録番号　221

後染反物
（小紋・訪問着） ３０反

蚕品種：春嶺×鐘月
繭生産：栃木県小山市内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：足忠（有）
染色：自社

（履歴の追加）
長島繊維（株）
　代表者名：長島　誠
　（担当者：長島誠）
　〒 326-0802
　栃木県足利市旭町 852 番地
　TEL：0284-41-7381
表示者登録番号　122

後染反物（小紋） ３０反

蚕品種：春嶺×鐘月
繭生産：栃木県小山市内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：河芳織物（有）
染色：自社

（製品の追加）
（株）伊と幸

　代表者名：北川　幸
　（担当者：北川幸）
　〒 604-8176
　京都市中京区御池通室町東入竜池町 448-2
　TEL：075-211-2361
表示者登録番号　035

白生地（表地） ２５反

繭生産：JA ふくしま未来みちのく
　　　　安達地区内・JA ひがしうわ
　　　　管内養蚕農家
製糸：松岡（株）・西予市野村
　　　シルク博物館
生糸：松岡姫・伊予生糸
製織：篠春織物㈱

【平成 29年度第１次分】
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（履歴・数量の追加）
（株）ソーホー

　代表者名：奥村　尚司
　（担当者：小島秀夫）
　〒 600-8357
　京都市下京区猪熊通五条下ル柿本町 606-1
　TEL：075-353-8802
表示者登録番号　200

（履歴の追加）
白生地（表地） １６反

蚕品種：新青白
繭生産：富岡シルクブランド
　　　　協議会養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：（株）アシヨネ
精練：丹後織物工業組合

（数量の追加）
先染反物

（大島紬） ６９反

蚕品種：ぐんま 200
繭生産：JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
製織：本郷商事（株）

（数量の追加）
渡豊工房
　代表者名：渡辺　豊一
　（担当者：渡辺豊一）
　〒 990-0301
　山形県東村山郡山辺町大字山辺 892-1
　TEL：023-664-5405
表示者登録番号　190

裏地（紬八掛）
先染反物

（綾御召（男物））

１００枚

４７反

蚕品種：春嶺×鐘月
繭生産：JA みやぎ仙南管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
撚糸：梅津撚糸工場
精練染色：佐米染色（有）
製織：自工房

（数量の追加）
あや工房
　代表者名：米須　幸代
　（担当者：米須幸代）
　〒 903-0122
　沖縄県中頭郡西原町小橋川 280-5
　TEL：098-946-9561
表示者登録番号　218

先染反物
（作家作品・首里織）
先染帯地

（作家作品・首里織）

３０反

２００本

繭生産：JA 碓氷安中・
　　　　JA 前橋市管内養蚕農家
製糸：碓氷製糸農協
染織：自工房

農林水産大臣主催 「観桜会」 での純国産絹製品展示

（平成 29 年 4 月 7 日）

2017 東京きものの女王　平
ひ ら い あ や の

井絢野さん
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純国産絹マーク使用許諾者及び絹製品名一覧

一般財団法人大日本蚕糸会から
平成 29 年 5 月 19 日（Ｈ 29 －第１次）現在

表示者登

録番号
企 業 名 所 在 地 主 な 絹 製 品 名

（株）千總 京都市中京区
後染反物（振袖、訪問着、付下、色無地、色留袖、黒留

袖、喪服）、胴裏

（株）織匠田歌 京都市上京区 先染反物、後染帯地

（株）丸上 東京都中央区 後染反物（色無地、小紋、付下、黒紋付）、後染帯地

（株）坂本屋 茨城県土浦市 後染反物（色無地）、胴裏（灰汁浸け加工）

（有）平原 福島県白河市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）信盛堂 東京都清瀬市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）きものアイ 新潟県十日町市 後染反物（色無地）

（株）上庵 岩手県北上市 後染反物（色無地、黒紋付）

（有）樹（いづき） 秋田県横手市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）銀座もとじ 東京都中央区

後染反物 作家作品 、後染帯地、先染反物（大島紬、結城紬、

御召、作家作品）、先染帯地（織九寸帯、織角帯、作家作品）、

白生地、和装小物（帯締、羽織紐）、八掛、胴裏

河瀬満織物（株） 京都市上京区 先染帯地

（有）織匠小平 京都市北区 先染帯地

（株）結華 静岡県清水町 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）絹回廊 東京都中央区 後染反物（色無地）

（有）琴路屋 岩手県釜石市 後染反物（色無地、黒紋付）

（有）大善屋呉服店 福島県会津若松市 後染反物（色無地、黒紋付）、後染帯地、白生地（表地）

丸善本店 福島県いわき市 後染反物（色無地、黒紋付）、白生地（表地）

呉服のささき 山形県天童市 後染反物（色無地、黒紋付）

日本蚕糸絹業開発協同組合

（絹小沢（株））
群馬県高崎市

裏地（胴裏（ぐんま羽二重、ぐんまレピア、ぐんま２０

０、灰汁浸加工、トルマリン加工）、八掛、比翼地）、長

襦袢地、後染反物（作家作品、紋付地）、白生地（世紀

二一，上州絹星・ぐんま２００，新小石丸）、後染帯地

（（冬物・夏物）：うるし糸が５％を超えるもの）、寝衣

（うぶ着、おくるみ）、和装小物（袱紗）

宮階織物（株） 京都市上京区 先染反物、後染反物

２１世紀の絹を考える会 京都府城陽市
後染反物（色無地、訪問着）、先染帯地（袋帯（草木染、

唐織））

碓氷製糸株式会社 群馬県安中市 白生地、マフラー

丸幸織物（有） 京都府京丹後市 白生地

織匠万勝 京都市中京区
先染帯地（袋帯、名古屋帯）、先染反物（御召類）、後染反物（色

無地）、先染帯地（袋帯：金銀糸が５％を超えるもの）

（有）織道楽塩野屋 京都府亀岡市
洋装品（マフラー、シャツ、ニット（ウォーマー、腹巻、

手袋、靴下））

（株）丸万中尾 滋賀県長浜市
後染反物（江戸小紋、小紋、付下、友禅、色無地）、後

染帯地、白生地（表地）
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表示者登

録番号
企 業 名 所 在 地 主 な 絹 製 品 名

（株）むらかね 青森県八戸市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）髙島屋 大阪市中央区
後染反物（振袖、七五三着物、色無地、訪問着、黒留袖）、

白生地（長襦袢地、胴裏）、ニット（靴下）、風呂敷

（株）さが美 神奈川県平塚市 後染反物（黒紋付（冬用・夏用）、色無地）

（有）まるけい 静岡県富士市 後染反物（色無地、黒紋付）

（有）特選呉服専門店後藤 青森県むつ市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）小いけ 山形県鶴岡市 後染反物（色無地、黒紋付、小紋）

（株）伊と幸 京都市中京区

後染反物（色無地、訪問着）、白生地（表地、胴裏、帯

地）、白生地（表地（天蚕糸交織））、白生地（帯地（天

蚕糸交織））、婦人用ブラックフォーマル地、長襦袢

（株）四季のきものおおにし 東京都杉並区 後染反物（色無地、黒紋付）、後染帯地、白生地（表地）

（株）和幸 埼玉県久喜市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）桝屋高尾 京都市北区 先染帯地（袋帯）

（株）つるや 埼玉県川越市 後染反物（色無地、黒紋付）、白生地（表地）

（株）越後屋 千葉県市川市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）小倉商店 茨城県結城市 先染反物（結城紬）、先染帯地（結城紬）、白生地（結城紬）

染織家柳崇 東京都世田谷区 先染反物、先染帯地

染織家児玉京子 沖縄県竹富町 先染反物

草木染工房山村 山村多榮子 東京都八王子市
先染反物、先染帯地、先染帯地（金銀糸が５％を超える）、

先染服地、ストール

手織りよおん 長嶺亨子 沖縄県沖縄市 先染反物、先染帯地、ストール

祝嶺染織研究所 沖縄県沖縄市 先染反物、先染帯地

（株）龍工房 東京都中央区 帯締

からん工房 深石美穂 沖縄県石垣市 先染反物（紋絽、絣）、先染帯地

たわた工房 沖縄県那覇市 先染反物、先染帯地

山音（株） 京都市中京区 後染反物（色無地（変三越、駒絽））

やまと（株） 京都市下京区 後染反物

桜井（株） 京都市北区 先染帯地

有栖川織物（有） 京都市上京区 先染帯地

太田和（株） 京都市中京区 先染反物（結城紬）、先染帯地（結城紬）

（株）岩田 京都市中京区 先染帯地

（有）神原呉服店 千葉県銚子市 後染反物（色無地、黒紋付）

浅山織物（株） 京都市北区 先染帯地

（株）やまと 東京都渋谷区 先染帯地、先染帯地（金銀糸が５％を超えるもの）

田中種（株） 大阪市中央区

後染反物（小紋（変一越、紋意匠）、黒紋付、加賀友禅、色

無地、すかし織着尺）、後染帯地（九寸名古屋帯）、ニット

（靴下、ネック＆ボディ、ショルダー、アーム、タンクト

ップ、腹巻、手袋、ピロケース、肌襦袢）、真綿布団、ハー

フケット、布団カバー
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（株）京扇 東京都中央区 後染反物（色無地）、胴裏（パールトーン加工）

（株）なごみや 横浜市都筑区 後染反物（色無地、黒紋付）

丸池藤井（株） 京都市中京区 後染反物（色無地）、八掛

久保商事（株） 京都市中京区 和装小物（帯揚、半衿）

加賀グンゼ（株） 石川県小松市 胴裏

千切屋（株） 京都市中京区 後染反物（訪問着、付下）、後染帯地

荒川（株） 京都市下京区 和装小物（帯締、帯揚）

第一衣料（株） 東京都中央区 後染反物（色無地）

（株）紅輪 川崎市宮前区 後染反物（色無地）

装いの道（株） 東京都千代田区
白生地（帯地、表地）、胴裏（トルマリン加工、灰汁浸

加工、ぐんま 、新小石丸）

（株）髙橋屋 岩手県一関市 胴裏（灰汁浸加工）

おお又（株） 大阪市旭区 胴裏（灰汁浸加工）、ニット（靴下）

（株）天野屋呉服店 栃木県小山市 胴裏（ぐんま （灰汁浸加工））、白生地（表地）

（株）きもの潮見 愛媛県西条市 胴裏（パールトーン加工）

（株）とみひろ 山形県山形市 胴裏（酵素精練）

（株）細安 福井県福井市 胴裏（酵素精練）

京和きもの（株） 神奈川県厚木市 胴裏（酵素精練）

（株）まるため 長野県長野市 胴裏（トルマリン加工、パーリー加工）

（株）小川屋 群馬県前橋市 胴裏（トルマリン加工、灰汁浸加工）

（株）エムラ 山口県防府市 胴裏（酵素精練）

（株）荒井呉服店 東京都八王子市 胴裏（酵素精練）

（株）牛島屋 富山県富山市 胴裏（酵素精練）、後染反物（小紋）

（株）谷呉服店 福岡県筑紫野市 胴裏（酵素精練）

（株）登美屋 岩手県北上市 胴裏（パールトーン加工）

（株）川平屋 愛知県豊田市
胴裏（パールトーン加工）、後染反物（小紋（変一越、

紋意匠））

丸専第一衣料（株）

（丸専きもの）
新潟県長岡市 胴裏（パールトーン加工）

（株）大丸松坂屋百貨店 東京都江東区 裏地（胴裏、比翼地（振袖用））、長襦袢地

西陣織工業組合 京都市上京区
マフラー、セーター、カーディガン、ショール、ネクタ

イ

（株）あきやま 宮崎県綾町 先染反物、洋装品（ショール、マフラー）

藤井絞（株） 京都市中京区 後染反物（色無地）

（有） 結城屋 兵庫県洲本市 白生地（表地）

（株） ウメショウ 岐阜県瑞穂市 白生地（表地）

（有）カシワギ 山梨県富士吉田市

寝具寝装品（冬用・夏用・合用薄絹ふとん、ブランケッ

ト）、洋装品（スーツ地、ネクタイ、服飾品（スカーフ、

ストール、シャツ））
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（株）平田組紐 東京都豊島区
帯締、帯締（金銀糸が を超えるもの）、羽織紐（男物、

女物）

（株）菱健 京都市中京区 後染反物（色無地）

西野（株） 京都市上京区 帯締、帯締（金銀糸が を超えるもの）

京商（株） 鳥取県米子市 後染反物（色無地、黒紋付）

（株）猪井 新潟県長岡市 後染反物（色無地）、後染帯地

（株）たちばな 新潟県新発田市 後染反物（色無地）、後染帯地

（株）丸富美 新潟県十日町市 後染反物（色無地）

（株）絹もの屋まつなが 新潟県三条市 後染反物（色無地）

（株）山正山﨑 愛知県豊橋市 後染反物（色無地、小紋（変一越、紋意匠））

（有）こくぶん呉服店 福島県福島市 後染反物（色無地）

（株）染織近藤 岡山市北区 後染反物（色無地、小紋（変一越、紋意匠））

（株）宮川呉服店 北海道湧別町 後染反物（色無地、付下）

（株）和らいふ 札幌市中央区 後染反物（色無地）

（有）きものいなもと 大阪市天王寺区 後染反物（色無地）

（株）世きね 東京都中央区 後染反物

（株）西陣まいづる 京都市上京区

先染帯地（袋帯（金銀糸が を超えるもの）、九寸帯（金

銀糸が を超えるもの）、絽九寸帯（金銀糸が を超え

るもの））

奥順（株） 茨城県結城市 先染反物（結城紬）、先染帯地（結城紬）

りょうぜん天蚕の会 福島県伊達市 ショール（天蚕紬糸、天蚕ハイブリッド）

（有）金屋 新潟県上越市 後染反物（色無地）

（株）鶴屋百貨店 熊本市中央区 胴裏（酵素精練）、先染反物（結城紬）

黄八丈めゆ工房 東京都八丈島 先染反物（黄八丈）

京屋呉服店 長野県塩尻市 後染反物（色無地）

（資）車屋呉服店 横浜市南区 後染反物（色無地、江戸小紋）、白生地（表地）

宮崎（株） 茨城県結城市 先染反物（結城紬）

（有）内海呉服店

きもの千歳屋
東京都世田谷区 白生地（表地（色無地、訪問着））

長島繊維（株） 栃木県足利市 後染反物（色無地、小紋、付下、訪問着）、後染帯地

（株）しょう美 広島市西区 後染反物（色無地）

（資）治田呉服店 群馬県富岡市 後染反物（色無地）

（株）丸十 大阪府東大阪市 後染反物（小紋）、ニット（靴下）

（株）竹田嘉兵衛商店 名古屋市緑区 胴裏（酵素精練）

（有）樋口屋京染店 埼玉県鴻巣市 白生地（表地用（紋意匠））

大門屋 福井県大野市
白生地（牛首紬）、後染帯地（牛首紬）、ショール（牛首

紬）、先染反物（飯田紬）

（株）加藤萬 東京都中央区 和装小物（帯揚、半衿）

（株）しゃらく 愛媛県新居浜市 後染反物（小紋）
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（資）山中商店 名古屋市中区 後染反物（小紋）

きもの処あだち 大阪府藤井寺市 後染反物（小紋）

西川産業（株） 東京都中央区 寝具寝装品（掛布団）

繭工房華美 宮城県塩竃市 寝衣（長肌着、短肌着）

（株）和想 鳥取県鳥取市 後染反物（小紋）

（株）髙島屋呉服店 島根県益田市 後染反物（小紋）

富岡シルクブランド協議会 群馬県富岡市 ネクタイ、褌、マフラー（手織り）

（株）丸年呉服店 石川県金沢市 後染反物（小紋）

（株）染織館 徳島県徳島市 後染反物（小紋）

（株）京ろまん 奈良県奈良市 後染反物（小紋）、ニット（靴下）

五嶋（株） 東京都文京区 帯締

（株）わふくや 浜松市中区 長襦袢地

（株）布屋呉服店 静岡県富士宮市
胴裏（トルマリン加工）、後染反物（小紋（変一越、紋

意匠））

（有）明石屋 東京都調布市 後染反物（色無地）、後染帯地

宮井（株） 京都市中京区 風呂敷

（株）ナカノ 大分県大分市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠）、加賀友禅）

（株）芦田呉服店 京都府綾部市 後染反物（色無地、小紋（変一越、紋意匠））

（株）甲斐絹座 山梨県富士吉田市
ネクタイ、服飾品（スカーフ、ストール、トランクス）、

パジャマ、袱紗

（有）さいとう呉服店 千葉県市川市 後染反物（色無地、付下）

（株）西松屋 兵庫県姫路市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）西尾呉服店 大阪市福島区 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

勝山織物（株） 京都市北区 先染帯地（金銀糸が を超えるもの）

（有）石川 群馬県みどり市
後染反物（型友禅、羽二重色無地）、先染反物（ジャガ

ード織）

那覇伝統織物事業協同組合 沖縄県那覇市 先染反物、先染帯地、かりゆしウェア、ショール

（株）ふじや 福岡県朝倉市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

きものおかだ 兵庫県香美町 後染反物（小紋）

（株）ＪＳ 山梨県富士吉田市

寝具寝装品（ふとん、ふとんカバー）、洋装品（スーツ

地、コート地、スカート地、シャツ、ワンピース地）、

服飾品（スカーフ、ストール、ネックカバー、アームカ

バー、レッグカバー）

（株）マルシバ 東京都中央区 裏地（胴裏）、和装小物（袱紗）、ネクタイ

（株）みつわ 大阪府大東市 後染反物（小紋）

福絖織物（株） 福岡市西区 先染帯地（本袋男帯、八寸名古屋帯）

（株）大谷屋 新潟市中央区 白生地 表地

（株）東京藤屋

（きものレディ着付け学院）
東京都品川区 白生地 表地

（株）染織こうげい 東京都中央区 白生地 表地
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近江真綿振興会 滋賀県米原市 寝具寝装品（布団、膝かけ）、ショール

（株）にしむら 兵庫県西脇市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（有）きものおおにし 大阪府東大阪市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）コノエ

（そめの近江）
東京都豊島区 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））、ニット（靴下）

（株）つたや 大阪府枚方市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）京呉服小糸伸輔の店 熊本市東区 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）マエノ 茨城県石岡市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）本きもの松葉 大阪府富田林市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（有）山田呉服店 長野県諏訪市 白生地（変り縮緬）、先染反物（大島紬）

（株）呉服のながいけ 長崎県南島原市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）京呉服平田 福井県福井市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）布四季庵ヨネオリ 山形県米沢市 先染反物（置賜紬）、ストール

奄美島絹推進協議会 鹿児島県龍郷町 先染反物（大島紬）、先染帯地（大島紬）

（株）宮坂製糸所 長野県岡谷市 先染帯地（八寸名古屋帯）

（有）シンセイ 長野県松本市 ニット（腹巻、靴下）

（株）百花 横浜市中区 後染反物（小紋（変一越））

京呉服好一（株） 京都市北区 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）パールトーン 京都市右京区 胴裏（パールトーン加工）

きもの専科まさ井 兵庫県三木市 後染反物（小紋（変一越））

マテリアル ローブ 麿 東京都練馬区 後染反物（小紋（変一越））

（株）せんば呉服 兵庫県尼崎市
後染反物（小紋（変一越、紋意匠）、訪問着）、先染反物

（絣着尺）、後染帯地

（株）三越伊勢丹 東京都新宿区
白生地（表地）、帯締、羽織紐、帯締（金銀糸が を超

えるもの）、ジャケット地

青山きもの（株）

（青山きもの学院）
東京都港区 白生地（表地、夏物表地）

ニット青木（株） 東京都品川区
ニット（スーツ・パンツ、スーツ・スカート、ジャケッ

ト、アンサンブル、インナー）

渡豊工房 山形県山辺町
先染反物（綾御召（男物、女物）、市松綾御召（草木染

め））、裏地（紬八掛）、先染スト－ル

（株）リンクピース 福岡市博多区 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（有）新宮（きもの宮下） 宮崎県宮崎市 後染反物（小紋（変一越））

アトリエＩＴＯ 伊藤峯子 沖縄県那覇市 先染反物、先染帯地

遊生染織工房 築城則子 北九州市八幡東区 先染反物

染織家 杉浦晶子 愛知県高浜市 先染反物、先染帯地

（株）夢工芸染の新井 東京都足立区 白生地（変り縮緬）、先染反物（大島紬）

（株）嵯が野 埼玉県川越市 白生地（変り縮緬）、先染反物（大島紬）

（株）カインドウェア 東京都千代田区 ストール、ネクタイ

（株）新田 山形県米沢市 後染反物（ぼかし着尺）
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（株）ソーホー 京都市下京区
白生地（紋意匠無地縮緬・紋意匠縮緬）、後染反物（本

加賀訪問着）、先染反物（大島紬）

（株）すずのき 東京都品川区 後染反物（訪問着・色無地）

メーカーズシャツ鎌倉（株） 神奈川県鎌倉市 ニット（肌着）

（株）丸本岩崎 北海道函館市 裏地（胴裏絹）

（株）緒方商店

（きもの心おがた）
愛媛県八幡浜市 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

富士新幸（株） 山梨県都留市 真綿布団

（有）浅井ローケツ 京都市中央区 後染反物（色無地・藍染）

（有）呉服のうめね 北九州市小倉北区 白生地（変一越）

（株）

（きもの工房一休）
神戸市中央区 白生地（変一越）

森秀織物（株） 群馬県桐生市 先染反物（御召）

（株）龍村美術織物 京都市中京区 先染帯地（本袋帯（金銀糸が を超えるもの））

（株）長沼

（長沼静きもの学院）
東京都渋谷区 後染反物（小紋（変一越、紋意匠））

（株）国際商事 東京都板橋区 ショール

窪田織物（株） 鹿児島県鹿児島市 先染反物（大島紬）

染織家 村江菊絵 東京都目黒区 先染帯地（作家作品）

片倉工業（株） 東京都中央区 ニット（靴下）

村田捺染加工（有） 群馬県桐生市 ストール

（株）京のきもの綾錦 京都市下京区 後染反物（訪問着、小紋、色無地）

あや工房 沖縄県西原町 先染反物（首里織）、先染帯地（首里織）

（株） 東京都中央区 ニット（インナー、パンツ、ひざ掛け、ジャケット）

万兵（株） 名古屋市中区 白生地（表地）

横山（株） 京都市中京区 後染反物（小紋・訪問着）
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一般財団法人大日本蚕糸会から

一般財団法人大日本蚕糸会活動日誌　───────№ 54（H29.4.1 ～ H29.6.30）

年月日 活　動　内　容　等

29.4.7 農林水産大臣主催「観桜会」において純国産絹製品展示
（東京都千代田区　農林水産省三番町共用会議所）

29.4.11 第 5 回蚕糸絹業提携確立技術・経営コンクール審査会
（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.4.13 蚕糸・絹業提携グループ全国連絡協議会総会
（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.4.14 農林水産省主催「これからの国産シルクを語る会」
（東京都千代田区　農林水産省）

29.4.25
第 1 回蚕糸褒賞等選考委員会

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.5.11
平成 29 年度蚕糸絹文化振興対策事業第 1 回審査会

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.5.17
第 5 回蚕糸絹業提携確立技術・経営コンクール表彰式

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.5.18
蚕糸・絹業提携グループ全国連絡協議会平成 29 年度第 1 回幹事会

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.5.19
純国産絹マーク審査委員会（平成 29 年度第 1 次）

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.5.25
第 2 回蚕糸褒賞等選考委員会

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.6.13
大日本蚕糸会通常理事会

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.6.23
平成 29 年度蚕糸絹文化振興対策事業第 2 回審査会

（東京都有楽町　蚕糸会館）

29.6.28
大日本蚕糸会定時評議員会・臨時理事会

（東京都有楽町　蚕糸会館）
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蚕糸絹関係博物館一覧
名　　　　　　　称 〒 住　　　　　所 電　話

一般財団法人北海道開拓の村 004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌 50-1 011-898-2692

ひころの里「シルク館」 986-0782 宮城県本吉郡南三陸町入谷字桜沢 442 0226-46-4310 

原始布・古代織参考館 992-0039 山形県米沢市門東町 1 丁目 1‐16 0238-22-8141 

米沢織物歴史資料館 992-0039 山形県米沢市門東町 1 丁目 1‐87 0238-23-3525 

夕鶴の里資料館　語り部の館 992-0474 山形県南陽市漆山 2025‐2 0238-47-5800 

松ヶ岡開墾記念館 997-0152 山形県鶴岡市羽黒町松ヶ岡 29 0235-62-3985 

公益財団法人致道（ちどう）博物館 997-0036 山形県鶴岡市家中新町 10‐18 0235-22-1199

酒田市美術館 998-0055 山形県酒田市飯森山三丁目 17‐95 0234-31-0095

かわまたおりもの展示館 960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東 13‐1 024-565-4889 

結城市伝統工芸館 307-0001 茨城県結城市大字結城 3018‐1 0296-32-7949 

紬の里 307-0001 茨城県結城市結城 2515 0296-32-8002

本場結城紬郷土館 307-0000 茨城県結城市浦町 116 0296-32-2121

本場結城紬染織資料館「手緒里」 307-0001 茨城県結城市結城 12-2 0296-33-3111

佐野市郷土博物館 327-0003 栃木県佐野市大橋町 2047 0283-22-5111

おやま本場結城紬クラフト館 323-0023 栃木県小山市中央町 3-7-1 ロブレビル 1F 0285-32-6477

足利織物伝承館 326-0814 栃木県足利市通 3-2589 0284-22-3004

足利まちなか遊学館 326-0814 栃木県足利市通 1-2673-1 0284-41-8201

足利織姫神社 326-0817 栃木県足利市西宮町 3889 0284-22-0313

那須野が原博物館 329-2752 栃木県那須塩原市三島 5‐1 0287-36-0949 

高崎市歴史民俗資料館 370-0027 群馬県高崎市上滝町 1058 027-352-1261

群馬県立歴史博物館 370-1293 群馬県高崎市綿貫　992‐1（群馬の森公園内） 027-346-5522

おかいこステーション 370-3401 群馬県高崎市倉渕町権田 5344‐1235 027-340-6060 

群馬県立日本絹の里 370-3511 群馬県高崎市金古町 888 番地の 1 027-360-6300 

富岡製糸場 370-2316 群馬県富岡市富岡 1‐1 0274-64-0005

前橋市蚕糸記念館 371-0036 群馬県前橋市敷島町 262 番地（敷島公園バラ園内） 027-231-9875 

織物参考館 “紫（ゆかり）” 376-0034 群馬県桐生市東 4 丁目 2 番 24 号 0277-45-3111 

桐生織物記念館（桐生織物協同組合） 376-0044 群馬県桐生市永楽町 6‐6 0277-43-2510

コノドント館みどり市大間々博物館 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々 1030 0277-73-4123 

たくみの里 379-1418 群馬県利根郡みなかみ町須川 784 0278-64-2211

片倉シルク記念館 360-0815 埼玉県熊谷市本石 2 丁目 135 番地 048-522-4316 

ちちぶ銘仙館 368-0032 埼玉県秩父市熊木町 28-1 0494-21-2112

秩父ふるさと館 368-0044 埼玉県秩父市本町 3-1 0494-23-7300

きもの芸術館（一般財団法人国際文化きもの学会） 150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-6-8 清水学園ビル 6F 〜 8F 03-3400-0286 

文化学園服飾博物館 151-8529 東京都渋谷区代々木 3‐22‐7 03-3299-2387 

蚕糸科学研究所展示室 169-0073 東京都新宿区百人町 3-25-1 03-3368-4891

調布市郷土博物館 182-0026 東京都調布市小島町 3‐26‐2 0424-81-7656 

東京農工大学科学博物館 184-8588 東京都小金井市中町 2‐24‐16 042-388-7163 

絹の道資料館 192-0375 東京都八王子市鑓水 989‐2 0426-76-4064 

八王子市郷土資料館 192-0902 東京都八王子市上野町 33 042-622-8939 
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名　　　　　　　称 〒 住　　　　　所 電　話
町田市立博物館 194-0032 東京都町田市本町田 3562 042-726-7531 

羽村市郷土博物館 205-0012 東京都羽村市羽 741 042-558-2561 

シルク博物館 231-0023 横浜市中区山下町１番地シルクセンター内 045-641-0841 

神奈川県立歴史博物館 231-0006 横浜市中区南仲通 5-60 045-201-0926

相模田名民家資料館 229-1124 相模原市田名 4853 番 2（大杉公園隣り） 042-761-7118 

小千谷織物工房
小千谷織物同業協同組合

947-0028
新潟県小千谷市城内 1-8-25
小千谷市総合産業会館サンプラザ内

0258-83-2329

手織りの館 947-0028 新潟県小千谷市城内 1‐8‐25 0258-83-4800 

十日町市博物館 948-0072 新潟県十日町市西本町 1 0257-57-5531 

塩沢つむぎ記念館（織の文化館） 949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 1227‐14 0257-82-4888 

白山工房（織りの資料館） 920-2501 石川県白山市白峰村ヌ 17 076-259-2859 

はたや記念館ゆめおーれ勝山 911-0802 福井県勝山市昭和町 1‐7‐40 0779-87-1200

豊富郷土資料館 400-1513 山梨県中央市大鳥居 1619‐1 055-269-3399

須坂市立博物館 382-0028 長野県須坂市臥竜 2 丁目 4 番 1 号臥竜公園内 026-245-0407 

常田館（絹の資料館） 386-0018 長野県上田市常田 1‐10‐3 笠原工業（株）内 0268-22-1230 

繊維学部資料館 386-8567 長野県上田市常田 3-15-1 信州大学繊維学部内 0268-21-5454

上田市立博物館 386-0026 長野県上田市二の丸 3 番 3 号（上田城跡公園内） 0268-22-1274 

上田市丸子郷土博物館 386-0413 長野県上田市東内 2564‐1 0268-42-2158 

絹糸紡績資料館 386-0498 長野県上田市上丸子 1078 シナノケンシ（株）内 0268-41-1800 

長野県立歴史館 387-0007 長野県千曲市大字屋代字清水、科野の里歴史公園内 026-274-2000 

海野宿歴史民俗資料館 389-0518 長野県東御市本海野 1098 0268-64-1000 

日本司法博物館（松本歴史の里） 390-0852 長野県松本市島立小柴 2196‐1 0263-47-4515 

岡谷蚕糸博物館（シルクファクトおかや） 394-0021 長野県岡谷市郷田 1 丁目 4 番 8 号 0266-23-3489 

駒ヶ根シルクミュージアム 399-4321 長野県駒ヶ根市東伊那 482 番地 0265-82-8381 

安曇野市天蚕センター 399-8301 長野県安曇野市穂高有明 3618‐24 0263-83-3835 

美濃加茂市民ミュージアム 505-0004 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3299‐1 0574-28-1110 

石川繊維資料館 400-0886 愛知県豊橋市東小田原町 109‐1 0532-52-5265 

豊田市稲武郷土資料館ちゅーま 441-2524 愛知県豊田市黒田町南水別 713 0565-82-3439 

豊橋市民俗資料収蔵室 440-0021 愛知県豊橋市多米町滝の谷 34-1-1 0532-63-2026

三重中央農協郷土資料館 515-2504 三重県津市一志町高野 1204‐1 059-293-0010 

手おりの里、金剛苑 529-1204 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外 514 0749-37-4131 

織物文化館 601-1123 京都市左京区静市市原町 265 川島織物セルコン内 075-741-4120 

西陣織会館 602-8216 京都市上京区堀川通り今出川南入 075-451-9231 

織成館 602-8482 京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町 693 番地 075-431-0020 

千總ギャラリー 604-8166 京都市中京区御倉町 80 番地千總本社ビル 2 階 075-211-2531

絹の白生地資料館 604-8176 京都市中京区龍池町 448‐2 伊と幸ビル 075-254-5884 

まゆ村 616-8384 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町 075-882-0564

グンゼ博物苑 623-0011 京都府綾部市青野町　グンゼ（株）周辺敷地内 0773-43-1050 

織元田勇 629-3104 京都府京丹後市網野町浅茂川 112 田勇機業（株）内 0772-72-0307 
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名　　　　　　　称 〒 住　　　　　所 電　話
上垣守国（うえがきもりくに）養蚕記念館 667-0321 兵庫県養父市大屋町蔵垣 246‐2 079-669-1580 

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 651-0082 神戸市中央区小野浜町 1-4 078-325-2201

西予市野村シルク博物館 797-1212 愛媛県西予市野村町野村 8 号 177 番地１ 0894-72-3710 

蚕糸資料館 781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲 1577 番地 0889-26-1002 

藤村製糸記念館 781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙 2630 0887-38-4711
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蚕糸絹関係機関ホームページ一覧
【行　政】

農林水産省 http://www.maff.go.jp
経済産業省 http://www.meti.go.jp

【蚕糸絹業関係団体】
（一財）大日本蚕糸会 http://www.silk.or.jp
（一財）大日本蚕糸会─ジャパンシルクセンター http://www.silk-center.or.jp
（一社）日本絹人繊織物工業会 http://www.kinujinsen.com
（一財）日本真綿協会 http://www.mawata.or.jp
丹後織物工業組合 http://www.tanko.or.jp
西陣織工業組合 http://www.nishijin.or.jp
ＴＡＦＳ（東京織物卸商業組合） http://www.tafs.or.jp
ＫＯＭＳ（京都織物卸商業組合） http://www.fashion-kyoto.or.jp
（公財）京都和装産業振興財団 http://www.wasou.or.jp/wasou/index.html
（一財）伝統的工芸品産業振興協会 http://www.kougeihin.jp
蚕糸・絹業提携グループ全国連絡協議会 http://takaraginu.com

【大学・試験研究機関】
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 http://www.naro.affrc.go.jp
（国）北海道大学応用分子生物学分野応用分子昆虫学研究室 http://www.agr.hokudai.ac.jp/rfoa/abs/abs2-1.html
（国）岩手大学農学部生命資源科学コース応用昆虫研究室 http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/department2/agri/life.html
（国）宇都宮大学農学部昆虫機能利用学研究室

http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/insectbiotechnology/insect_physiology/seiri-research
（国）東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻昆虫遺伝研究室

http://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/index-J.html
（国）東京農工大学農学部生物生産学科蚕学研究室 http://www.tuat.ac.jp/~kaiko
（国）東京農工大学工学部生命工学科 http://www.tuat.ac.jp/~seimei
（国）名古屋大学農学部 http://www.agr.nagoya-u.ac.jp
（国）信州大学繊維学部 http://www.tex.shinshu-u.ac.jp
（国）京都工芸繊維大学工芸科学部応用生物学課程 http://www.bio.kit.ac.jp
（国）鳥取大学農学部生物資源環境学科昆虫機能学教育研究分野 http://muses.muses.tottori-u.ac.jp
（国）山口大学農学部生物資源環境科学科　 http://www.agr.yamaguchi-u.ac.jp/bioenvi/research2.html
（国）九州大学大学院生物資源環境科学府蚕学研究室 http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/sangaku
群馬県蚕糸技術センター　　　　　　　　　　　　　http://www.pref.gunma.jp/07/p14710007.html───
群馬県繊維工業試験場　　　　　　　　　　　　　　http://www.pref.gunma.jp/07/p20210013.html　
京都府織物─・機械金属振興センター http://www.silk.pref.kyoto.jp/index-sub.html
（地独）京都市産業技術研究所 http://www.tc-kyoto.or.jp
（公財）衣笠繊維研究所 http://krf-textile.com
（一財）大日本蚕糸会　蚕糸科学研究所 http://www.silk.or.jp/silk_kagaku/index.html
（一財）大日本蚕糸会　蚕業技術研究所 http://www.silk.or.jp/silk_gijyutu/index.html

【学　会】
日本シルク学会 http://jssst.sakura.ne.jp
（一社）日本蚕糸学会 http://jsss.or.jp
日本野蚕学会 http://jswsmo.appspot.com

【博物館】
（一財）ｼﾙｸｾﾝﾀｰ国際貿易観光会館　ｼﾙｸ博物館 http://www.silkcenter-kbkk.jp/museum
群馬県立日本絹の里 http://www.nippon-kinunosato.or.jp
愛媛県西予市野村シルク博物館 http://www.city.seiyo.ehime.jp/soshiki/silkmuseum
東京農工大学科学博物館 http://www.tuat.ac.jp/~museum
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【博物館】
駒ヶ根シルクミュージアム http://www.cek.ne.jp/~shiruku
織成館（京都市上京区） http://orinasukan.skr.jp
高崎市染料植物園 http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014011400979
群馬県立歴史博物館 http://grekisi.pref.gunma.jp
岡谷蚕糸博物館（シルクファクトおかや） http://silkfact.jp
はたや記念館ゆめおーれ勝山 http://www.city.katsuyama.fukui.jp/hataya

【富岡製糸場と絹産業遺産群】
富岡製糸場 http://www.tomioka-silk.jp/hp/index.html
群馬県 企画部 世界遺産課 http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja
ぐんま絹遺産 http://worldheritage.pref.gunma.jp/kinuisan
上毛新聞社関連記事 http://jomo-news.co.jp/ns/series/silk_index.html
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項目 養蚕業 製糸業 絹業

年次（暦年）

養蚕農家
戸数

収繭量
１戸当
収繭量

生糸
生産量

運転
工場数

稼働率

絹人繊織機
設備台数
（保有台

数）

絹織物
生産量

（平成）

戸 トン ㎏ 千俵 工場 ％ 千台 千㎡

1997　（ 9）

1998  （10）

1999　（11）

2000　（12）

2001　（13）

2002　（14）

2003　（15）

2004　（16）

2005　（17）

2006　（18）

2007  （19）

2008  （20）

2009  （21）

2010  （22）

2011  （23）

2012  （24）

2013  （25）

前年比(%)

資料 ・平成20年以前の養蚕業及び製糸業は、農林水産省調査によるものである。

　　 ・平成21年以降の養蚕業は、全国農業協同組合連合会及び(一財)大日本蚕糸会調査である。

     ・平成21年以降の製糸業は、中央蚕糸協会及び(社)日本生糸問屋協会調査である。

　　 ・平成20年以前の絹業は経済産業省調査であり、平成21年以降絹業は(一社)日本絹人繊織物工業会調査である。 

       平成18年以降の絹織物生産量は、絹紡織物を含む。

　 　・平成23年以降の養蚕業は（一財）大日本蚕糸会調査である。

（注）製糸業の運転工場数及び稼働率は器械製糸工場の操業状況であるが、平成14年以降はすべての製糸工場のもの

      である。

・Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)  (Sericultural and Silk-Reeling, before

・National Federation of Agricultural Co-operative Associations and the Dainippon Silk Foundation

・Central Raw Silk Association and Japan Raw Silk Dealer's Association(Silk-Reeling , after 2009)  

・The Ministry of Economy Trade and Industry (Silk Fabric ,before 2008)  

・Japan Silk ＆ Rayon Weaver's Association (Silk Fabric, after 2009)  

(1)蚕糸絹業の概要
　Outline of Sericultural, Silk-Reeling,and Silk Fabric Industry in Japan

－資料 ･国内－
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(2)養蚕農家数の推移

　　Farm households raising silk-worm

項  目 年　間

年 次

資    料：農林水産省統計情報部調査（～2001年）、全国農業協同組合連合会調査（2002年～2004年）、

          農林水産省生産局調査（2005～2008年）、(一財)大日本蚕糸会調査(2009年～)。

Source  ：The Statistics and Information Department,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries(～2001).

          National Federation of Agricultural Co-operative Associations（2002～2004）.

          The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries（2005～2008年）.

          The Dainippon Silk Foundation (2009年～)

前年比(%)

春　蚕

(単位：戸)
(Unit：number)

初秋蚕 晩秋蚕
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(3)繭生産数量の推移
　　Cocoon Production

項  目

年 次

ｔ ｔ ｔ ｔ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

資    料：農林水産省統計情報部調査（～2001年）、全国農業協同組合連合会調査（2002年～2004年)、

          農林水産省生産局調査（2005～2008年）、（一財)大日本蚕糸会調査(2009年～)。

Source  ：The Statistics and Information Department,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries(～2001).

          National Federation of Agricultural Co-operative Associations（2002～2004）.

          The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries（2005～2008年）.

          The Dainippon Silk Foundation (2009年～)

2016年
構成比(%)

前年比(%)

初秋蚕年　間初秋蚕 晩秋蚕春　蚕年　間

年　計 1戸当り収繭量

晩秋蚕春　蚕
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(4)蚕期別、都府県別養蚕農家戸数

27年 28年 前年対比 27年 28年 前年対比 27年 28年 前年対比 27年 28年 前年対比

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

新潟県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

愛知県

京都府

兵庫県

愛媛県

高知県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

全国計

資料:（一財）大日本蚕糸会調査

　（単位：戸、％）

都府県名
春蚕期 初秋蚕期 晩秋蚕期 年　　間
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(5)蚕期別、都府県別繭生産数量

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

山梨県

長野県

新潟県

福井県

岐阜県

愛知県

兵庫県

京都府

愛媛県

高知県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

全国計

27年

春　　蚕　　期

28年27年

年間晩　　秋　　蚕　　期

28年

資料:(一財)大日本蚕糸会調査

前年比 前年比前年比 27年28年
都府県等

前年比27年 28年

初　　秋　　蚕　　期
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   (6)蚕品種別蚕種製造数量の推移

　　Production by Sort of Silk-Worm Eggs

箱 割合 箱 割合 箱 割合 箱 割合

錦 秋 号 × 鐘 和 号
錦 秋 × 鐘 和
春 嶺 × 鐘 月

春 嶺 号 × 鐘 月 号

かいりょう × あ け ぼ の

朝 日 × 東 海
大 寶 × 黄 金

太 平 × 長 安

秋 光 × 竜 白

・ ×
山 東 ３ 眠 × Ｃ ・

・ × ｎBL

青 熟 × 支 号

支 号 × 四 川 眠
×

支 号 × 青 熟
山 東 ３ 眠 × Ｃ ・
青 熟 × 中 号
又 昔 × 中 号

資    料：（一財）大日本蚕糸会調査。
Source  ：The Dainippon Silk Foundation.

プ ラ チ ナ ボ ー イ

ぐ ん ま 細

鷹 山

白 麗

極 細 号

小 石 丸

ぐ ん ま 黄 金

2016年

(平成28年)

2015年2013年 2014年

(平成27年)

新 小 石 丸

改 良 小 石 丸

白 繭 細 号

新 青 白

黄 白
奄 美 黄 金

上 州 絹 星

蚕 技 研 号

玉 繭 号

白 繭 細 号

い ろ ど り

合      計

世 紀 二 一

松 岡 姫

(平成26年)(平成25年)

ぐ ん ま ２ ０ ０

玉 小 石

緑 繭 号
極 細 号

緑 繭 号
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(7)生糸需給及び絹糸・絹織物の輸出入状況
　Raw Silk Supply / Demand Balance and Import/Export of Silk Yarn and Silk Fabric

国内引渡 期末在庫
数    量 数    量 輸入数量 輸出数量 輸入数量 輸出数量

 年  月

暦 　 年 俵 俵 俵 俵 俵 俵 俵
Bales of 60㎏ Bales of 60㎏ Bales of 60㎏ Bales of 60㎏ Bales of 60㎏ Bales of 60㎏ Bales of 60㎏

－

－

－

－

資　　料：(A)(C)(D)(E)農林水産省生産局調査（～2010.3）、中央蚕糸協会及び日本生糸問屋協会（2010.4～2012.3）、中央蚕糸

備    考：1.国内引渡数量(D)=｛前月在庫数量+(A)+(B)｝-｛(C)+(E)｝。

          2.kgを60kg俵に換算しているので、各月の計と合計とが一致しない場合がある。

          of the Agriculture & Livestock Industries Ｃorporation since Jan.1996 until Mar.2008,excluding bonded silk.

Remarks ：1.Domestic deliveries(D)={Stock at end of the previous month+(A)+(B)}-{(C)+(E)}.

     　   2.Monthly volume may not add up the total volume due to round off.

          協会（2012.12～）。(B)財務省関税局調査、ただし96年1月から08年3月までの輸入は、農畜産業振興機構調査の実需       

          者輸入分と一般者輸入分を合わせた数値。(F)(G)(H)(I)財務省関税局調査。

Source  ：(A)(C)(D)(E)The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries（～2010.3）、

          Central Raw Silk Association and Japan Raw Silk Dealer's Association(2010.4～2012.11)、

          Central Raw Silk Association (2012.12～).

          3.(D)と(E)は2012年11月までと同年１２月以降調査方法が変更したため連続性はない。

輸入数量 輸出数量
項  目

絹     織    物絹         糸生      糸      Raw Silk

生産数量
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(8)生糸の繊度別生産数量の推移

　　Raw Silk Production by Sizes

項  目

 年  月 18デニール以下

暦　　年

― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 

資    料：農林水産省生産局調査(～2010.3)。中央蚕糸協会(2010.4～)。

備    考：kgを60kg俵に換算しているので、各月の計と合計とが一致しない場合がある。

Source  ：The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and 

          Fisheries(～2010.3). Central Raw Silk Association (2010.4～).

Remarks ：Monthly volume may not add up the total volume due to round off.

　　　(単位：60kg俵)
　　　(Unit：Bales of 60kg)

計 21デニール 27デニール 31デニール その他

生          糸
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(9)絹需給の推移（生糸量換算試算）
　Silk Supply and Demand Balance (Raw Silk Value Estimation)

項目
期末

内　需 在庫

暦年 計
生　糸 絹　糸 織 物 二　次

計 ③
生　糸 絹　糸 織　物 二　次

②-③ ④

― 

― 

― 

前年比(%)

資    料：蚕糸業需給・価格動向隔月報・繊維統計月報・日本貿易月報

注）2013年から期末在庫を45千俵とする。

Source  ："Silk balance and price situation monthly","Trade Statistics"

期初
在庫

供給計　Supply Total　①

輸 出　Export

需要計　Demand Total　②=①-④

輸　入　Import
生　産

(単位：千俵)
(Unit：1,000Bales of 60kg)

― ― ― 
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(10)品目別・二次製品輸入数量（生糸量換算試算）

        暦年
前年比％ 構成比％

男子用外衣類 

女子用外衣類 

うちブラウス

男子用下着・寝具衣料 
Men's underwear・ bedding cloth

女子用下着・寝具衣料
Women's underwear・ bedding cloth

ハンカチ 

ショール、スカーフ類 

ネクタイ類 

　　メリヤス、クロセス編物 

　　その他の洋装類 

　　洋　装　類　計   

　　和　装　類　計 

資料　：　財務省「日本貿易月報」
注）　：　ラウンドにより合計が一致しないことがある。
Source:The Custums Bureau,Ministry of Finance “Trade Statistics”

うち絹製の帯小物等

　　そ　の　他 

合　　　計

（単位：千俵）

項目

布

は

く

製
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(11)製糸工場の原料繭需給

(単位：生繭.ｔ)

(Unit：Ton by fresh weight)

項  目

 年  月

暦　　年

―

―

―

―

資    料：農林水産省生産局調査(～2010.3)。中央蚕糸協会及び(社)日本生糸問屋協会(2010.4～2012.11)。

          中央蚕糸協会(2012.12～)。

備    考：1.本表は上繭及び玉屑繭の合計である。

          2.受入数量=本月末在庫数量+消費数量-前月末在庫数量。

　　　　　3.2015年9月の消費数量は焼失分29tを含む。

Source  ：The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries(～2010.3).

          Central Raw Silk Association and Japan Raw Silk Dealer's Association(2010.4～2012.11).

          Central Raw Silk Association (2012.12～).

Remarks ：1.This table includes reelable,doupion and waste cocoons.

受入数量 消費数量 期末在庫数量

総          計
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(12)製糸工場の操業状況

　　Activities of  Reeling Mills

項  目 運転工場数 運 転 率 操業日数 従業者数

 年  月

暦　　年

中央蚕糸協会及び（一財）大日本蚕糸会(2012.12～)。

備    考：1.設備数中の運転可能及び運転台数は毎月の算術平均である。

          2.運転率は運転可能台数に対する運転台数の比率である。

          3.従業者数は期末現在の在籍従業員数である。

Source  ：The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries(～2010.3).

          Central Raw Silk Association and Japan Raw Silk Dealer's Association(2010.4～).

Remarks ：1.The number of operable and operating reeling machines is arithmetic means of monthly figures.

          Central Raw Silk Association(2012.12～)

設   備   数(台)

運転可能 運    転

資    料：農林水産省生産局調査(～2010.3)。中央蚕糸協会及び(社)日本生糸問屋協会(2010.4～2012.11)。
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(13)生糸在庫数量の内訳
　　Breakdown of Raw Silk Stocks

項  目
総   計

生糸市場 生糸市場外 生糸輸出 受   入 引   渡
 年  月 売買業者 売買業者 入業者 数   量 数   量

暦　　年

― 
― 
― 

―

―

―

資    料：農林水産省生産局調査(～2010.3)。中央蚕糸協会及び(社)日本生糸問屋協会(2010.4～2012.11)。中央蚕糸協会(2012.12～)

Source  ：The Agricultural Production Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries(～2010.3).

          Central Raw Silk Association and Japan Raw Silk Dealer's Association(2010.4～2012.11).

在庫数量

          Central Raw Silk Association (2012.12～).

計 製糸工場

(単位：60㎏俵)
(Unit：Bales of 60㎏)

一      般     在      庫
農畜産業振興機構
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(14)蚕糸関係品目別輸入状況  

単位 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 28年/27年

（4月）
（累計）

(％）

生糸・玉糸計
俵

絹糸
俵

野蚕糸
俵

繭
㎏

く ず 繭
㎏

その他の絹
く ず

㎏

絹のくず計
㎏

絹紡糸

㎏

絹紡紬糸

㎏

絹織物
㎡

資料：財務省関税局
備考：絹ノイルと真綿の統計は、平成21年1月より廃止された。

平成29年(2017)
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（15）生糸の原産国別輸入数量

暦　年

資    料 ：財務省関税局調査

備    考 ：1. kgを60kg俵単位に換算してあるので、国別の計と合計が一致しない場合がある。

           2. （　）書きは、玉糸の輸入数量で内数である。

Source   ： The Customs Bureau,Ministry of Finance. 

Remarks  ：1. Country volume may not add up the total volume due to round off.

計 中国 ブラジル

年　　月

           (単位：60ｋｇ俵）
           (Unit：Bales  of  60kg）

国　　名
タイ その他べトナム
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(16) 絹糸の原産国別輸入数量 
　　Silk Yarn Imports

年月 計 韓　国 中　国 ベトナム イタリア アメリカ ブラジル その他

暦　　年

― 
― ― 
― ― 
― ― 
― ― 
― ― 

― ― 

― 
― 

― ― ― ― ― 
― ― 
― ― ― 
― ― ― 
― ― ― ― 
― ― 
― ― ― ― 

― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― ― 

― ― ― 

― ― ― ― ― 

― 

― ― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

― ― 

― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

― ― ― ― 

資    料：財務省関税局調査。

備    考：kgを60kg俵単位に換算してあるので、国別の計と合計が一致しない場合がある。

Source  ：The Customs Bureau,Ministry of Finance.

Remarks ：Country volume may not add up the total volume due to round off.

　　(単位：60kg俵)
　(Unit：Bales of 60kg)

国名

Year＆Month
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(17)生糸・絹糸の主要輸入国からの輸入数量と単価

単位：俵,円/Ｋｇ

項  目

年　月
俵 単価 俵 単価 俵 単価 俵 単価 俵 単価

暦　　年

資　料 ：財務省調査。通関統計による、単価はＣＩＦ価格である。

中国 ブラジル 中国 ブラジル ベトナム

輸入生糸（通関ベース） 輸入絹糸（通関ベース）
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(18)絹織物生産数量

総   数 その他の

先　練 先　練 後練(後染)

年 月 計 羽二重類 クレープ類 (先染) 計 ちりめん類 (先染)

暦　　年

―

―

―

―

資    料：（一社）日本絹人繊織物工業会。

備    考：絹紡と交織を含む。単位以下四捨五入。

Source  ：Japan Silk ＆ Rayon Weaver’s Association.

Remarks ：Spun and mixed fabrics included .

(単位：1,000㎡)
(Unit：1,000sq.meters)

品   種 絹・絹紡織物  Silk and Spun Silk Fabrics 

広 巾 織 物  Double Width 小 巾 織 物  Single Width
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(19)丹後・長浜・西陣の絹織物生産数量

　　Production of Silk Fabrics in Tango ，Nagahama and Nishijin

項  目

数　量 前年(月)比 生産数量 前年(月)比 生産数量 前年(月)比 推定出荷数量 前年(月)比

年　月

（千㎡） （反） （反）

（1,000㎡） （Roll） （Roll） (本)

暦　　年

―

―

―

資    料：絹織物生産数量は(一社)日本絹人繊織物工業会調査。主要3産地の生産量、出荷数量は各産地組合の発表による。

備    考：1.2006年1月以降の西陣の帯生産数量には、帯裏地等を含む。

　　　　　2.2009年から調査対象が変更された。

Source  ：Japan Silk ＆Rayon Weaver’s Association

Remarks ：Since Jan.2006, sash linings are included in sash production.

（白生地） （帯）

（White Fabrics） （White Fabrics） （Sash）

絹織物生産数量 丹　後　Tango 長　浜　Nagahama 西　陣　Nishijin

（白生地）
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(20)全国全世帯被服類品目別消費支出状況

項目

年月

▲ 2.0 ▲ 1.0 ▲ 7.8 ▲ 2.6 ▲ 0.9

▲ 1.7

▲ 0.3 ▲ 3.2 ▲ 13.3 ▲ 3.5 ▲ 4.7 ▲ 2.7

▲ 1.7 ▲ 4.2 ▲ 12.7 ▲ 5.5 ▲ 5.0 ▲ 3.1

▲ 0.5 ▲ 4.1 ▲ 6.1 ▲ 3.5 ▲ 4.7 ▲ 2.6

▲ 2.5 ▲ 1.0 ▲ 4.2

▲ 8.9 ▲ 1.2

▲ 28.3 ▲ 2.0

▲ 1.3 ▲ 5.2 ▲ 27.0 ▲ 3.6 ▲ 5.1 ▲ 9.4

▲ 1.8 ▲ 4.3 ▲ 22.8 ▲ 5.1 ▲ 4.5

▲ 2.4 ▲ 12.6 ▲ 70.3 ▲ 7.8 ▲ 18.7

▲ 0.4 ▲ 8.3

▲ 8.1 ▲ 11.8 ▲ 38.1 ▲ 8.0 ▲ 7.6 ▲ 30.5

▲ 0.5

▲ 57.6 ▲ 0.5

▲ 1.5 ▲ 11.6 ▲ 51.9 ▲ 12.8 ▲ 1.3 ▲ 16.6

▲ 59.1 ▲ 1.5 ▲ 7.0

▲ 3.3 ▲ 20.8 ▲ 6.9 ▲ 4.1 ▲ 0.4

▲ 0.3 ▲ 3.3 ▲ 0.5

▲ 2.1 ▲ 4.3 ▲ 19.0 ▲ 3.6 ▲ 4.3 ▲ 4.3

▲ 2.5 ▲ 12.2 ▲ 14.1 ▲ 16.6 ▲ 12.4

▲ 4.2 ▲ 15.3 ▲ 73.2 ▲ 13.9 ▲ 14.0 ▲ 20.3

▲ 3.1 ▲ 4.3 ▲ 77.7 ▲ 8.8

▲ 4.0 ▲ 46.2 ▲ 3.3 ▲ 12.6

▲ 5.3 ▲ 10.4 ▲ 10.8 ▲ 14.7 ▲ 7.2

▲ 0.7 ▲ 8.3 ▲ 16.1 ▲ 11.1 ▲ 1.8 ▲ 1.7

▲ 1.6

▲ 2.7 ▲ 0.2 ▲ 2.2 ▲ 1.2

▲ 0.9 ▲ 4.8 ▲ 8.6 ▲ 6.8

▲ 5.1 ▲ 10.8 ▲ 44.1 ▲ 6.8 ▲ 6.6 ▲ 10.3

▲ 2.6 ▲ 12.3 ▲ 70.1 ▲ 11.8 ▲ 14.0 ▲ 6.6

▲ 0.2 ▲ 64.8

▲ 0.9 ▲ 4.3 ▲ 80.3 ▲ 7.2 ▲ 4.6

▲ 0.6 ▲ 2.3 ▲ 3.0 ▲ 2.9

▲ 0.6 ▲ 5.8

▲ 3.4 ▲ 4.1 ▲ 7.9 ▲ 1.9 ▲ 11.2

▲ 1.0 ▲ 4.5 ▲ 2.5

▲ 0.9 ▲ 1.4

Remarks:Clothing＆footwear includes japanese clothing ,clothing ,shirts＆sweaters and other items.

消費支出総額 被服及び履物
Clothing＆footwear

和服　Japanese
洋服　Clothing

シャツ・セーター
Shirts ＆sweaters

下着類　Underwear

前年比(円)前年比(円)

Year＆

暦年Calendar

前年比 前年比(円) 前年比 (円) 前年比 (円) (円)

資料:総務省統計局「家計調査報告」。２人以上で構成される8,000世帯を集計。

備考：「被服及び履物」は右に並ぶ内訳４項目以外の費目も含む。年数値は月平均。
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2010年 2011年 2012年

トン トン トン
日本

中国

インド

ウズベキスタン

イラン

タイ

ブラジル

ベトナム

北朝鮮

トルコ

ブルガリア

インドネシア

シリア

主要国の計

2013年 2014年 2015年

トン トン トン

日本

中国

インド

ウズベキスタン

イラン

タイ

ブラジル

ベトナム

北朝鮮

トルコ

ブルガリア

インドネシア

シリア

主要国の計

注1  日本は（一財）大日本蚕糸会、中国は中国絲綢(シルク)協会、インドはインド繊維省中央蚕糸局(CSB)

     、ブラジルはブラジル製糸協会 (ABRASSEDA)の統計値をそれぞれ使用、それ以外の国は国際養蚕

     委員会 (ISC)及びFAOの統計値を使用した。

注2   生糸生産量からの推計を含む。

(1)世界主要国の家蚕繭生産数量

区    分

区   分

－資料 ･海外－



シルクレポート  2017.7 91

トン 俵 トン 俵 トン 俵

日本

中国

インド

ウズベキスタン

タイ

ブラジル

ベトナム

イラン

北朝鮮

トルコ

インドネシア

ブルガリア

シリア

主要国の計

トン 俵 トン 俵 トン 俵

日本

中国

インド

ウズベキスタン

タイ

ブラジル

ベトナム

イラン

北朝鮮

トルコ

インドネシア

ブルガリア

シリア

主要国の計

注1  日本は（一財）大日本蚕糸会、中国は中国絲綢(シルク)協会、インドはインド繊維省中央蚕糸局(CSB)、
      ブラジルはブラジル製糸協会 (ABRASSEDA)の統計値をそれぞれ使用、それ以外の国は国際養蚕
      委員会(ISC)及びFAOの統計値を使用した。

(2)世界主要国の家蚕生糸生産数量

区   分 2010年 2011年 2012年

2013年区   分 2014年 2015年
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(3)中国省別家蚕繭生産数量・生糸生産数量

区分

山 西

河 北

遼 寧

江 蘇

浙 江

安 徽

江 西

山 東

河 南

湖 北

湖 南

広 東

広 西

重 慶

四 川

貴 州

雲 南

陝 西

甘 粛

寧 夏

新 彊

内 蒙 古

合 計

資料：中国絲綢年鑑による

注　：合計はラウンドの関係で一致していない。

省

家蚕繭生産量

(トン、％）(MT, %)

生糸生産量

(トン、％）(MT, %)

Domesticated Cocoon Production,Raw Silk Production, and Number of Filatures in China
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(4)中国省別家蚕繭生産数量の推移 

(単位：万トン)(Unit: 10,000ton)

地域 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

北 京

天 津

河 北

山 西

内 蒙 古

遼 寧

吉 林

黒 龍 江

上 海

江 蘇

浙 江

安 徽

福 建

江 西

山 東

河 南

湖 北

湖 南

広 東

広 西

海 南

重 慶

四 川

貴 州

雲 南

チベット

陝 西

甘 粛

青 海

寧 夏

新 彊

合 計

資料：中国国家統計局「中国統計年鑑」
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区分 商品名称 規格

乾繭(dried cocoon) ～ ～

玉繭(double cocoon) ～ ～

キビソ(frison) (自動機)automatic reel ～ ～

ビス(bisu) ～ ～

生糸(raw silk) 21d、工場検査 ～ ～

生糸(raw silk) 21d、検験局検査 ～ ～

生糸(raw silk) 42d、工場検査 ～ ～

玉糸（doupion silk) ～ ～

土糸(native silk) ～ ～

区分 商品名称 規格

羽二重(habutae) 45吋(inch)10匁(mom) ～ ～

羽二重(habutae) 45吋(inch)8匁(mom) ～ ～

シャンタン(shantung) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

サテン(satin) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)13.5匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)12匁(mom) ～ ～

注:１元=16円

区分 商品名称 規格

乾繭(dried cocoon) ～ ～

玉繭(double cocoon) ～ ～

キビソ(frison) (自動機)automatic reel ～ ～

ビス(bisu) ～ ～

生糸(raw silk) 21d、工場検査 ～ ～

生糸(raw silk) 21d、検験局検査 ～ ～

生糸(raw silk) 42d、工場検査 ～ ～

玉糸（doupion silk) ～ ～

土糸(native silk) ～ ～

区分 商品名称 規格

羽二重(habutae) 45吋(inch)10匁(mom) ～ ～

羽二重(habutae) 45吋(inch)8匁(mom) ～ ～

シャンタン(shantung) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

サテン(satin) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)13.5匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)12匁(mom) ～ ～

注:１元=16円
資料:中国繭絲綢交易市場(浙江省嘉興市)発表

（5）中国繭絲綢交易市場における各種シルク現物価格

2017年2月　平均 (month average)
価格幅(元/ｋｇ) 価格幅(円/ｋｇ)

価格幅(元/メートル) 価格幅(円/メートル)

価格幅(元/メートル) 価格幅(円/メートル)

2017年3月　平均 (month average)
価格幅(元/ｋｇ) 価格幅(円/ｋｇ)



シルクレポート  2017.7 95

区分 商品名称 規格

乾繭(dried cocoon) ～ ～

玉繭(double cocoon) ～ ～

キビソ(frison) (自動機)automatic reel ～ ～

ビス(bisu) ～ ～

生糸(raw silk) 21d、工場検査 ～ ～

生糸(raw silk) 21d、検験局検査 ～ ～

生糸(raw silk) 42d、工場検査 ～ ～

玉糸（doupion silk) ～ ～

土糸(native silk) ～ ～

区分 商品名称 規格

羽二重(habutae) 45吋(inch)10匁(mom) ～ ～

羽二重(habutae) 45吋(inch)8匁(mom) ～ ～

シャンタン(shantung) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

サテン(satin) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)13.5匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)12匁(mom) ～ ～

注:１元=16円

区分 商品名称 規格

乾繭(dried cocoon) ～ ～

玉繭(double cocoon) ～ ～

キビソ(frison) (自動機)automatic reel ～ ～

ビス(bisu) ～ ～

生糸(raw silk) 21d、工場検査 ～ ～

生糸(raw silk) 21d、検験局検査 ～ ～

生糸(raw silk) 42d、工場検査 ～ ～

玉糸（doupion silk) ～ ～

土糸(native silk) ～ ～

区分 商品名称 規格

羽二重(habutae) 45吋(inch)10匁(mom) ～ ～

羽二重(habutae) 45吋(inch)8匁(mom) ～ ～

シャンタン(shantung) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

サテン(satin) 45吋(inch)16匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)13.5匁(mom) ～ ～

クレープデシン(crepe de chine) 45吋(inch)12匁(mom) ～ ～

注:１元=16円

価格幅(元/メートル) 価格幅(円/メートル)

2017年5月　平均 (month average)
価格幅(元/ｋｇ) 価格幅(円/ｋｇ)

2017年4月　平均 (month average)
価格幅(元/ｋｇ) 価格幅(円/ｋｇ)

価格幅(元/メートル) 価格幅(円/メートル)
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全体
国有企業

集団企業 その他企業

全体
国有企業

集団企業 その他企業

1995年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

資料: 中国統計年鑑(2016)

(6)中国企業別従業員年間賃金総額及び対前年指数

年次

賃金総額（億元） 対前年指数
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全体Total
国有企業 集団企業 その他企業

全体Total
国有企業 集団企業 その他企業

全体Total
国有企業 集団企業 その他企業

1995年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

資料：中国統計年鑑2016　　 Source:China Statistical Yearbook 2016

(7)中国企業別従業員年間平均賃金及びその対前年指数

年次  Year

年平均賃金（元）
対 前 年 指 数　Indices(preceding year=100)

名　目　賃　金Average Wage 実　質　賃　金Average Real  Wage
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(単位:元)(yuan)

産 業 別 Sector 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

農、林、牧、漁業

採掘業Mining

製造業Manufacturing

電力、ガス、水道業

建築業Construction

交通、運輸、倉庫、郵便業

情報通信コンピュターサービス

卸売、小売業

ホテル、飲食業

金融業Financial Intermediation

不動産業Real Estate

賃貸、リース業

科学研究、技術サービス業
Scientific Research,Ｔｅｃhｎｉｃａｌ

水利、環境管理業

家庭サービス業

教育Education

衛生、社会保障、社会福祉業

文化、スポーツ、娯楽業

公共機関、社会団体

合    計Total

(出所)中国統計年鑑2016

上記を円(Yen)換算

産業別   Sector 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

製造業 Manufactur

合     計 Ｔｏｔａｌ

年別円yen／人民元yuanレート

(8)中国産業別従業員年平均賃金の推移
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年平均賃金
(単位：元）(yuan)

円換算
（円）  (yen)

全国平均比（％）

北 京

天 津

河 北

山 西

内 蒙 古

遼 寧

吉 林

黒 龍 江

上 海

江 蘇

浙 江

安 徽

福 建

江 西

山 東

河 南

湖 北

湖 南

広 東

広 西

海 南

重 慶

四 川

貴 州

雲 南

西 蔵

陝 西

甘 粛

青 海

寧 夏

新 彊

全 国 平 均

（注）１元＝19円   Note:1yuan=19yen

(9)中国省別従業員年平均賃金(2015年)

省（区）別 Region

（出所）中国統計年鑑2016    Source: China Statistical Yearbook 2016
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(10)ブラジルの繭・生糸生産数量の推移

シルク年度

（9～8月）

繭生産量

（トン）(Ton)

暦年
生糸生産量

（㎏）

生糸生産量

（俵換算）

資料：ブラタク製糸株式会社　　　　

　 注：（）内は対前年比

〔 〕内の見込みは2015年4月現在
Source: Fiação de Seda Brtac S.A

〔見込み〕
〔Estimate〕

〔見込み〕
〔Estimate〕



シルクレポート  2017.7 101



無断転載禁ず

 編集 / 発行 一般財団法人大日本蚕糸会

   〒 100-0006  東京都千代田区有楽町 1-9-4  蚕糸会館 6 階
  TEL： 03-3214-3500
  FAX ：03-3214-3511
  URL:http://www.silk-teikei.jp
 

  製本／印刷 株式会社正大印刷社

シルクレポート　2017 年 7月号 NO.54　　平成 29 年 7月 1日発行

※「シルクレポート」の記事と統計データは、下記のホームページでもご覧になれます。

http://www.silk-teikei.jp


