
318　　　　　　　　　　　　　　　銀　　　i綜　　　撃　　　撒　　　髄1　　　　　　　　　　　　〔第八巻

ny

本繭、出殻繭及び板状繭の紡績價値比較試驗

On the comparison oｆ profitable value of common, 

pierced, and flat cocoons as raw materials for waste silk spinning.

香山淸和

　　　　　　　　　　　　　　　　　緒　　　冒

　近年紡績業は非常なる好況を績けてゐる。然るに絹綜紡績業のみは例外で甚だ患まれてゐな

い。之は如何なる原因に依るかと去ふに一言にして云へば、原料不足自ijち他の紡績原料と異り

猫立した原料では無く大休が製縣の副薩物である爲め絹綜紡綾に於ける需要が多くても副産物

を多く生産する事の出來ぬ事情にある爲である。彼のステープル、プアイバー紡績が絹懸紡績

に於て最も早く獲達したるが如きぼ原料難の弓丁開策を此の方面に求めたものと槻る慕が出來

る。然るに昭和9年の群繭は非常なる暴落を來たし貫當2圓台をi現出し場所に依りてはユ圓以

下と云ふ値段さへ現れた。之は絹綜紡績にとつては一大稲晋である。Ul］ち繭が1貫烈1・50i弼

以下となれぽ絹縣紡績原料として使用するも充分探算が放立つので批虞に絹縣紡績業唯一の’h｛i

みである原料難を救濟する方法として本繭倣用が老究せらるべき時期が到來した。而して若し

本繭を絹綜紡績原料として使用するとすれば．本繭を共儘の歌態にて使用するか、出敷繭とし

て使用するか、乃至は近時現はれた板欺繭に依るが得策なるかを試験するは、時宜に遮し輿味

ある間題と思ひ企てだのである。本試瞼に使用する原料の中、板猷繭は購入する事が114來ぬの

で本校養欝科に於て非常なる欄…矧1つ謬髄して戴いた・；」iiくの如鰍瞼は高難錨・離

工業躍校等の企て及ばざる虎で原判より織物迄の一貫した蓮鎖を有する木校に於てのみ始めて

行ぴ得る誇を有する。3ζ養驚科に於て依頼した扱玖繭製造が完成に近き頃新聞紙1二に訳の如き

言己薯｛カ｛兇、えたo

　絹紡工業會が過剰繭1．000万貫を絹紡原料として1・ユ0圓乃至1・30圓見’1］i；で購入の韓旋方

　を発國養欝灘組脅聯合會に依頼し同聯合會は之を適策なりとし響薩する癖を約しle。云々

以上の記事は肉分の行ひつXあつた實瞼の債値を裏掛する系11果となり大いに意を職うするもの

があつた。

　試験方法は本繭、出戴繭，板ナリこ繭の3種を探り之を別々に精練、製綿しその歩溜、織維侵を

比較し以つて其の紡績偵値を判建したものであるo
　本言試瞼には繭となる迄の牧繭量、工費等に就ては金く考へて甜らぬo放に之に簸大なる刑1違

があれぱ問題は又別である。本試験の板歌繭の些kl看1に當り共の弊を取られたLll口助轍授興の他

養獄科の諸氏に封し深謝の意’を表す。

　　　　　　　　　　　　　　　工　精　練　力　法

　精練は本練法を探用した。之7分練法や傘練法は精練程度が不均一レe試瞼には不遭當と考へ

たからである。精練方法は次の如く行つた。
　光づ原料を火洗濯機にて杵を使用して洗ひ遠心分離器にて1徐水し石鹸、蕾濾を加へた練釜中

で煮沸した。之を第1虞理とする。再び大没灘機にて番脅二を使川して洗ひ遠心分離器にて除水し

石鹸、鞍達を加へだ練釜中にて煮沸した。之を第2嘘理とする。之を取出して大芝先濯機で杵を

使川しないで仕上洗をなし遠心分離器で除水し乾燥室で粛熟を工又つて乾燥し仕上げた。

　本繭を腐化法に依らす本練法の如く煮沸法のみに依る、』繭の内部迄完全に脱II旨出來ぬ懸念が
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あるので、特に最初の大浅瀧機に掴ける時先づ水をlilさすして杵のみを使用し蜥を完企に粉砕

させ、次に水をPI’1しつ～杵をば使用し蝸休のll旨肪を出來る丈流出せしめる如き方法を探つた。

　次に3種の原料に劃する泓濯回撒、石鹸、蔚達使用割合（樹原料）、煮沸時闇、原料量、精

乾綿蚤、歩留等を第1衷に示す事とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1表
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II製綿　力　法
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製綿は普樋の方法に依つた。勘1ち3種の精乾綿を夫へ打繭t整、開繭概切綿機、圓瑚己綿

機の順序に掴けて製綿とした。冬機械の速度、ゲージ等は精乾綿の種類にイ効別に攣萸を行は

なかつた。打繭機の如きは普通繭類特に牟練品｝こ使用し欄りこ繭には511s用なるに拘らす條件を同

じくする爲めに仕掛けた。

　試験の結果は第2表に示す如き藪字となつた。（薮宇の畢位はk9・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2表
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　上表中粕綿量1．ZI．　Ill．　IV．　V　とは例へば粕綿1．は　工等綿を探取した残ゆの綿帥ちII等

綿の原料となるものを云ふ。最後の糊御ち本繭、H臓繭ならばV。、棚伏繭ならぱIV．か本

當の粕綿（ブーレツト）のH方である。全部V等紬迄探取する豫定であつたが板歌繭は織維侵

が短くなつて工V・等以下は探取出來なかつた。敏に製綿量合計にIV等糸lil迄とV等綿迄と2

種　　：Viて置v・た。そして以下の計算は総てIV．迄で行つた。

　次に第1表・第2表の数字から歩留、散失粕紬の％を計蝋亡すると第3表の如くなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3表
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1　　1
・上表中の川殼繭の歩留（康料鋼精乾奉｝iDは一一般紡績愈肚び）歩留40～50％に比して著しく成

績不良である。此の原囚は

　1．原料は死籠繭を含み品質が除り良好でなかつた。
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　2．一般紡績會証では牛練が普通なるに此虞では本練とした。

　3．各機械特に圓形硫綿機の保至が充分でなかつた0

　4，工手の技術が多少劣つてゐた。

5．仕掴量が少量であつた。

等を學げる享が出來る。埣繭や叛鉱繭は實欝紡績會耐では使用しなV・散比較出來ないが出薮繭

に比例して減少してゐるものと思はれるQ

　：y’（に3種の製綿の織維長は次圖に示す如く1湧の大さを見ても汰略推定出來るが尚具外的に

卒均織維長を調査したものは第4表の通りであるQ織維長は非常に不同で特に1等綿に於て著

しかつた。

4　　3　　2　　　1　　　5　　4　　3　　　2　　　／　　5　4　　3　　2　　1

－　　　　　　－　　板状繭　　　　　　　　出　穀　繭　　　　　　　　本　　繭・

第4表　　　　 III計算
繍＼選ii・i・・i…1・v［v　讐の撚依るに3種の原料

置11！■1●
の歩田は第3表に示す如く出殼繭

鰍麗ほ1§｝ll蕪璽塁讐議雛鎮論鷲瓢
最も少である。然L之の結果を以つて直ちに可否を断定する事は不適當である。何となれば原

料の種類に依つて著しく來雑物の含有量を異にするからである。帥ち來雑物最も多きは本繭で

輔、蜆皮を含む。次は出殼繭で普通は蜆皮を含むのであるが本試験に使用せる物は品質不良の

爲め之の外に相當の死獄を含んでゐた。最も少きは板駄繭で本來なれば來難物は皆無にて膠質

歩合約23％以外に散失を考へられぬ。然るに實績散失43％を見たるは多少の織維の飛散あ

りたりとするも大部分は糞、藁等の來雑物に依るものと思考せらる。故に之等の爽雑物を完全

に除去し純繊維の製綿量に封する歩留を求め此の藪宇に依り歩留に封する債値を比較すぺきで

ある。

　然らば純繊維は如何にして求めるかと云ふに之には種々なる方法あらんも其の中比較的適當
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と考へる方法を探つて計弊して見た。

　　　　　　　　　　　　　　　（1）粕綿から計算する方法

粕灘警鵜蕪騰舞姦雛饗雛ご一厚｝隔
　　　　　　　　　　　　　　　全繊糠r製編童＋繍薄量＋鰐罎　・
之から歩留を求めるには

　　　　　　　　　　　　　　　歩留＝製綿量イー全繊維量

　　　　　　　職・㈱量＋欝量）x23・3－・．・・37、㈱瞳＋概，瞳）

瀦畿潔欝字を入幡卜算する繍より求めた徽・・封す・撫嚇

　　　　　　　　　　第5表　　　　　　　　　　　　　（2）切歩から計算する方法

’”－一一一－－t ?奄V－！一一：

種　　　　類

本　　　　繭
田　殻　繭
板　状　繭

製IV
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S，Sl

10．21
2．10

粕工V

綿迄
量（ICkr．）

4．29

4，91

3．16

膠
質
最（k9．）

4，0

4．6

1．6

繊
維
量（kk’e）

17．10

19．72
6．86

切歩とは普通繭類に行はれるも

歩　　　ので大荷口から挙均に探取せる少

」璽量の繭轍等にて購しり瑠職
5L52　　等の不純物を取出し疫繊維量と最

舞欄初の防との比を云ふ。凹1歓の

　　　　算式に依つて求める。

切歩・％・遡騰監響L

藷1藤鞍欝難簾鰹崇雛難灘欝螺姦麟

第6表
扇「㎝姦懲二亟∫遮「1〕獄切藩謹麗灘ぞ、榔窪懲

膿・国弔・国・i・就物を除去したのである、繍の
本　繭・・1…1…711…i・…1・．・蕊16．・ll恵轟1；丁如儲全に購去胴ぐなかつた

版状繭一一・　1・’）・・・…1・…。。・・・…16：・｛・5・・剛・ヨ．・・ので齪榔力・・嘲・てゐ・・
出殼繭60　12」・018，418．456．914．7137111；．6k12．073：S1

舞欝鞭す原料最欄1一入して得た切歩か職婁糠諜

’　　　　　　劣賦　織糠＝…墨：敬認麹鎗

　　　　　　　　　　　　　　　渉留・…選駕縮～oq－　　　　，
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　　　　　　　　　　　　　第7表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／N1．50測‘こなれば叙∫績

藤蕪鴎il§lli鑑鞠・lill　lllll畷箆翻為謙羨

1瞼に依つて得た本繭の歩留（第3表参月のから製品の原便を剖蕩〔して見る。

、欺、．5・圓の㈱雄菌llとする時臆量が÷賊少S一る．すると耳輔・欺の偵イ徽

　　　　　　　　　　　　　　　　1．50膨期×3＝＝4．50隠1

となり10貫fNでは45圓である。
　本繭の原料封製綿歩留を第3表の實績から22・9％とすれば製綿代は

　　　　　　　　　　　　　　　　45留゜°一・96圓

瓦斯綜（英140番双紛＝80％・，91rc瓦≠聯（英72番軍紘伽20番双Oo鵠20％のli，｝］J

合に製造する事とし此の時の製綿劃紡績歩留を87％とすれば懸代は

　　　　’　　　196塁ヂ1°°－225圓

となる。之に10畏當工費80圓を加へると紡績綜の原便は

　　　　　　　　　　　　　　　225優1十80隙1＝＝305【葦戴

となる。

然るに現在相場（肺10イ1ミ5ノ槻在）は中臨10貫建イ1解て英14幡双綜が320圓・英72

番軍綜、佛120番双綜が2r・均250圓僚で紡出割含は上掲の如く8q％及20％であるから之の

拳均便格は　　　320圓xO・8十250圓×O・2＝306pm

となる。故に

　　　　　　　　　　　　　　　306［慰1－3051颯＝ユt難1

の利釜となり本繭を1．50圓にて買ふも探算がとれるミ抽こなる。此の外に粕綿其仙の郷1牧入が

あり且っ實際エ場で製造する時撒量は多く、機械の保金良好、工乎の披術優秀なる敏同じ原料

を使用するも22．9％と云ふ歩留より可成の塘牧が想像せら才L從つて原偵は釜々廉となるので

あらう。故に絹紡工業會・が購入ぜんとした債格1・20～1・30園は鹸提除俗を見たものと思考せ

られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　考察及び結論

　木繭を絹綜紡績原料に使刑するに1・　k：如何なる形とするが可なるかと云ふ結論に導く鴬めに本

繭b川殻繭及び板肌隊lllの3種に就き第4表冷第5表及び弗7炎の数字を比較して」’Ltた。

　まつ最初木繭と出殻詳［llと比較すると…次の事が知られる。

1．　歩留は＊n綿よりの計算では殆んど同様切歩からの計算では本繭a）方が租々勝る。而して粥

滑の正確度は粕綿に依る方は大量で實際の結果と云ふ將徴はあるが岡il芋にオli3綿中には必す多少

の不純物がある敵純繊維¢）みでないと…洪ふ欠黙があり、切歩に依る物はグミ白身では完杢に正確

であるが少量のサンプルを探取せるもの放金貌を代表する様なサンプルを得る判fは仲々騨ll【iで

あると云ふ不完全がある。故に爾者flσれが特ξζ11三確であると云ふ謁iには行かないoまつ大休歩

留は大霊無く蝿いて云へば幾分本繭の方がJJ）z－7．と云ふ桿度であらう・

2．　繊維の長さは長綿では殆んど同搬で短綿となるにそ楚ひ少し木繭の方が勝つてゐる。

斯くの如く本繭が栴々勝る理1！山は出殻の如くITI蛾に依る繭贋のh’tgl・が無い爲めであらつ。而し

て以Lの理山を以て本繭を可とするは早計である。何となれ1試本繭は出殻繭に比し藥品、蒸然

種　副1原櫛下況癒繭・・暦糎・陶…縮に酬く繭力黙
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時間を多費し然もやSもすれば練班を生する虞があるからである。之等を考へに入れると本繭

と出戯繭とでは絹紡原料としての債値は殆んど差異無しと見倣して差支ないであらう。

　夢（に板1μこ繭に就て之を観れば蘭2者に比して歩留、織維長共に著しく劣るを見る。故に絹紡

原料として板歌繭は不適當であると結論せられるのである。

　板歌繭がf吼狡斯くの如く不良なる成績を現したかと云ふ宴に就て考へて見るに、共の原囚と

瓜はれる事項は次の如くである。

（1）不自然の吐懸であるから繊維の強力を減少しその結果歩留及び綿長の減少を來さなかつた

　か、

（2）錨兇の分泌物が糟練を幼害し繊維の解好不充分となり製綿の際繊維切臨1し歩留及綿長を減

　少するが如き事が無かつだか、

（3）試験薮量が少い爲散失を多くし歩留減少を引起さなかつたか、

（4）繊維が錯交せる爲め製綿の際織維の切斯多く歩留及び綿長を減少しなかつたか、

（1）の繊維の強力減少せるや否やに就ては本繭禺殻繭及板欣繭の3種に封し實際に軍繊維の毅li

力試験を試みた。遺憾乍ら本校紡織Fsl・　ICは軍繊維弧1申力試瞼器の設備が無いので肩倉教授考案

の軍綜強仲力試瞼器のスプリングを改造して使用した。1等綿を使用し各10回試駿の結果は弟

8表の如くである。繊維の試瞼長は7．5cm．降下速度は1分間17cm．である。温慶及び漁度

は12°C．70％附近に調整して行つた。　　　　　　　　　　’

　第8表を見るに挙均の数宇では：板厭繭が弛1力最も少ないと量ふ事になつたが偏差が非常に大

　であるから之れ丈の僅かの差では特に少いと断定μ糊ぐぬ。寧ろ3蓉共差異なしと見るがi　’；fe：’

であらう。

舞8表

種矧項目i・1・i341・61・81・1・。レ幽簸
本　　繭

禺殻繭

板状繭

強ブ」（9．）　　4・9

伸度（％）　11

強力（蠕、）　4．8

仙度（％）　8

強力（s・．）　3・5

｛申度（％）14

3．5
7

5．1

13

5．815．7

9i　il

4，5
12

5，3
15　’

5．s

16

5．6

11

3，4

10

5．0

14

5，6

20

3．8

11

6．0

10

5．4

17

5．3

14

4．75
8

5，0

10

5．0
9

4，25

　13

4，65
10

5，7

7

4．G5

10

4，5

1些

5．75
正0

5．65
15

　6，0
10

5，25
7

4．96
11、．7

5．30

12．O

4・74

10．9

2

1

3

　（2）の獄兇の分泌物の精練妨轡如何に就ては3種の源料少量を探取し來雑物をジ己企に除去し

た物に石鹸を加へて煮沸し示癖減（又は膠質）歩合試瞼を行つた。潜し精練妨蓼聾の事鷹ありとす

れば板歌繭が最も練1成量少き灘である。練減歩合試瞼は次の如く行つた。

　來雑物を完全に除ました原料を探取しコンヂシヨ＝ングオーブンにて計量し無水原料；lttとす

る。次に之を瀬戸lj聯llに入れ30倍量の水と絹練硬石鹸20％を加へて1．5時1昌」鶯沸する。之

を取Iliして手にてよく洗1條し絞つた後P」：び鍋中にて剛llの水、15％の石鹸を加へて1時闇煮

沸する。之を取出して乎にてよく洗瀞し絞り再びコンヂショmングオーブンにて計量して無水

精乾綿量とする。然る時は練減歩合は次の如くして求められる。

練減歩合一」腿　L辮響1吃縦【ヒ・…

　而して本試験の原料は臼盲拐の切歩試験せる物を共儘侠用した。練滅試験は3回1：了ひ第9表を

得た。
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第9表　　　　　　　　　　　　　左表の結果を見るに練減歩合少きは寧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　7　　は考へられぬ。
　　　　　　　　　　　　9・　　　　　　9・　　　　　　　　7o　　　　　　　9・

繍糧　瀧1鍛ll：1　次に（3）の鋤纐榔蘇1釧畷献
　板状繭　　45・3　　34・70　　10・60　　2：M　　　比し甚だ少量で完全なる製綿試験を行ふ

には少くとも乾原料20kg．以上を必要とするに封し本試験の板歌裸illが嘩か9kg．であつた事

も試験域績を不正確ならしめ附着、飛散、流失等に依つて歩留を減少させた原囚の一つに撒へ

る事が幽來る。而して此の量は養獄にとつて可成の大量で養麗藩科一年の殆んど全力を傾けた

程であるから之れ以上の撒量を望む事は困難ならんも幸ぴにして何等かの方法に依り此の希望

が達せられ第2次試強の慶會が恵まれ度いものと念じてゐる。

　（4）の繊雛錯交の纂實は多数の鐡児が入観れて吐綜せるもの故相當多いもの曳如く其の結果

製綿の際繊維は無用に切漸され歩留及繍1隈の減少を惹起させだと考へられる。

　以上を綜合すると結局阪状繭の歩留及織維長を減少させた原因は次の2項に局限される。

1．試瞼数量が僅少なりし事

2．繊維錯交せる事

　而して前音は板1伏繭本來の訣黙ではないので板デ伏繭であるが爲めの歩留及び繊維長減少は後

者丈となる。若し試瞼藪量を増加すれば本廓1、禺蔵繭と同様の歩留及び繊雛長となり板欺繭本

來の欲黙等は實際は無いのではないかと云ふ疑問が生するのであるが仕掴量の少い事は殆んど

繊維長の減少を來さない。然る｝こ實績は第4表の如く減少してゐるので之の外の原囚帥ち繊維

錯交の事實があつた事を看取せられる。結局板歌繭の歩留及繊維長の減少の原因は繊維錯交と

云ふ事丈になるが之の外に未知の重大な原因がぴそんでゐるのではないかと思はれてならない。

　試瞼撒量が懲少であった票と先に述べた來雑物の含有量が多かつた纂とは歩留を減少せしめ

たのみならす試験結果を非常に不正確ならしめた。浩し再試験の機會が恵ま才しるならぱ試験数

量を塘加する事と糞、躍等の爽維物なき原料を得る事は極めて必要の琳σある。

　　　　　　　　　　　　　　　　c於　上田獄糸糸聯門愚校）

　　　　　　　　　　　　　　　（受灘　昭和10年7月25「D

講噺「購繭「繍紫1蕪瓠癩罫ろμ轟灘で欄1購葦繍髄受けたと


