
琉球大学学術リポジトリ

沖縄県における亜熱帯養蚕の在り方について

言語: 

出版者: 沖縄農業研究会

公開日: 2009-01-29

キーワード (Ja): 亜熱帯養蚕, シルク, 本土養蚕, 沖縄,

琉球生糸, システム化, シマおこし

キーワード (En): 

作成者: 四方, 正義, Shikata, Masayoshi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002015391URL



沖縄県における亜熱帯養蚕の在り方について

四方正義

(琉球大学農学部熱帯農学研究施設）

MasayoshiSHIKATA：Onthesubtropical

oughttobe
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１．はじめに

沖縄県における養蚕は戦後一時中断状態にあっ

たが昭和59年に136トン軍)まで回復が見られた。

しかしながら同年の基準糸価の期中引き下げ以来，

沖縄県の養蚕も本土の養蚕・製糸と同じく急激な

低落の経過を辿っているのが現状である。また国

際的には，２１世紀は熱帯養蚕の時代であると言わ

れる通り，すでに北方型養蚕地域の蚕糸生産が減

少しつつあるのに対して,熱帯圏では増加の傾向
６）

力i見られるに至っている。

ところで,恵まれた亜熱帯に属する沖縄県の養

蚕が,北方型の本土養蚕と同じような減少の傾向

を示すのはなぜであろうか。それは恵まれた亜熱

帯の環境を生かした技術が確立されておらず，北

方型養蚕技術をそのまま利用しているところに原

因があると思われる。しかも、自由化の波が強く

押し寄せる中でいつまでも生糸だけに一元輸入が

許されるはずがないので,沖縄県における亜熱帯

養蚕の健全な発展のためには,一日も早く国際競

争力のある亜熱帯養蚕の技術を確立しなければな

らない。

さて，沖縄県の養蚕の在り方については，今ま

でに色々と述べられているようであるが，本土の

蚕糸技術の立場からのみ一方的になされているも

のが多い。例えば，「沖縄の養蚕と絹」をテーマ

とする「第６回沖縄シマおこし島際研究交流会

議」7）（以下，「シマおこし会議」と略称）では，

当然のことながら「特色あるシルク生産をすべき

である」とか，「自ら研究するなら明るい見通し

がつく」などの抽象的な技術革新論が種々提案さ

れたようである。しかしながら特色あるシルクと

は何か,如何なる研究をなすべきかの具体的な提

案は何もされていない。

ところで,私は沖縄県の亜熱帯養蚕の問題点と
１０～１５`１７．１９～２１）

その在り方8)に強い関心を持って研究を続け，そ
の成果の一部については琉大熱研の公開講座でも

１６`18）

紹介してきた。その後，更|こ特色ある生糸生

産について石垣島いつちゅの会志村明氏との研

究'9)により一応の目安を得て，いよいよ明石養蚕
組合（石垣市）で本格的な試験生産を試みてもら

うまでに漕ぎつけることが出来た。

そこで，ここでは熱帯養蚕の在り方に関する私

見'`)を基に，沖縄県における亜熱帯養蚕の健全な
発展のための方策を考え，更に前述の特色ある生

糸生産の試みに至るまでの考えについても紹介し

たい。なお,沖縄県における亜熱帯養蚕の在り方

を論ずるに先立ち養蚕の最終製品であるシルクの

需要の現状と将来，そして本土養蚕の衰退原因等

についてもふれておきたい。

２．シルク需要の現状と将来

養蚕による繭から得られるシルクは「繊維の女

王」5)として今もフォーマル部門で大きな地位を
占めている6)。しかし，カジュアル部門において
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はその機能性から，やはり合繊が多く利用されて

いるが，吸湿性等において問題があるとされてい

る。そのためナイロン６ではその性能を高める方

法の一つとして，アミド基の間隔の短いナイロン

４やナイロン３が考えられている。しかしこの考

えを進めてナイロン２になれば，それはつまり基

本型としてシルクと同じものになる訳で露)，むし
ろ天然シルクの合理的な用途増産が容易になるな

ら，バイテクの最たるもので，自然エネルギーに

より生産される天然シルクそのものの利用が望ま

しいことになる。

ところが，最近になってカジュアル部門の利用

のためには，未だ生糸が高価であると思われるに

もかかわらず，シルクの風合は勿論のこと，生理

的特性が見直されて国際的にシルクニットの製品

が流行しつつある。そして，更に衣料素材の傾向

が合繊時代から天然繊維との共存時代への変化に

ともない，「シルクーポリエステル」，「シルクー

綿」のシルキーインナーまでが誕生して，まさに

シルク時代の再来を思わせる感がある。

以上の現状からシルクは今までのフォーマル部

門は勿論のこと，新しい用途のカジュアル部門に

おいても将来が大いに期待される訳である。

て問題にならない結果になった。そのため折角の

技術も飼料消費量としては全令の２％以下であろ

う稚蚕飼育だけに利用されているに過ぎない。こ

のように極度に発達した工業社会における北方型

の季節的養蚕では現在の技術では自ずと限界があ

ることが明らかで，すでに自滅の道を辿らざるを

得なくなった感すらする現状である。確かに工業

社会における北方型蚕糸生産はアルビン・トフラ

ー')が言う「第二の波」の時代の大規模化均一
化にはある程度まで適応出来たかも知れない。し

かし消費者のニーズが多様化し，生糸の品質が問

題になり多品種少量生産を必要とする時代になる

と，その転換が難しく，むしろ暑い季節でも飼育

出来る技術を確立し年間飼育が可能になった，熱

帯養蚕しか適応が出来なくなった感がある。熱帯

養蚕では有限の非生物エネルギーを使用しなくて

も，無限の自然エネルギーだけで有効にシルクを

生産出来るのである。フォーマル部門は勿論のこ

と，先に述べたカジュアル部門の展開においても

熱帯養蚕が適する訳で，国際的に２１世紀は熱帯養

蚕の時代であると言われているのは，これらの理

由によるものである。勿論,沖縄県における亜熱

帯養蚕では後述するごとく，熱帯地域の他の国々

とは違って，わが国の伝統ある絹織物の生産条件

を生かして主としてフォーマル部門の素材提供を

指向すべきであると私は考えている。

３．本土養蚕の限界と亜熱帯養蚕

今までの蚕糸生産は技術的な発達過程において

生産性に重点がおかれ,蚕品種も多糸量系を指向

した関係もあって,季節的に飼育が容易な利点等

のため，春秋飼育を主とする北方型のプロセスと

して発達してきた。しかしながら，他の産業や農

作物との競合のため，土地生産性と労働生産性の

向上を図って機械化による多回育を行い，更には

人工飼料育による完全自動化,無人化までが試み

られるに至った。確かに人工飼料育は労働生産性

を飛躍的に向上させることが出来るが，反面，設

備費・運転費そして飼料代が,生桑葉飼育に比較

して数倍以上も高くなると言われ，経済性から見

４．「シマおこし」と亜熱帯養蚕

「シマおこし会議」７)で，「シマおこし」のた
めの養蚕には大規模精密養蚕が必要であるとの提

言がなされている。この提言は島の事情を十分に

把握せずになされたために，「シマおこし」との

関連においてではなく，単に養蚕の一般論に終始

したきらいがある。しかし私はそれらの疑問はさ

ておき，先ず沖縄県の蚕糸生産を考えるために，

この提言を検討しておきたい。勿論,私は政策研

究などが専門ではなく，かかる農業政策の立場か
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らの提言を批判する資格はないが，「シマおこし」

のために，また，これからの亜熱帯養蚕の在り方

を技術研究の立場から考えるためにも無意味でな

いであろう。

提言者は良質の生糸を安価に生産すればわが国

の養蚕が衰微しても，沖縄県では喰っていけるし，

また，需要も拡大出来るとして，そのため大規模

精密養蚕の技術体系の確立を提唱している。これ

は提言者らによって纏められた「農業自立戦略の

研究」２)などの考えをそのまま養蚕業に発展させ
たものであろう。しかしながら，わが国における

一般農業の考えとしてはもっともであるかも知れ

ないが，かかる方法をそのまま養蚕に適用するに

は養蚕の特殊性から見て，いささか問題があるよ

うに思われてならない。特に沖縄県では繭生産の

みで製糸工場がないのだからなおさらである。

すなわち，養蚕農家によって生産された繭は，

米などと違ってそのまま一般消費者に渡るもので

はない。またよしんば消費者との関連のもとに考

えても繭は本士の製糸工場で繰糸され，その生糸

で織られたそこそこの晴れ着でも，これに必要な

原糸代金は一割に充たないと言うことである。そ

のため，大規模精密養蚕によって繭生産費がたと

え安くなったとしても，直ちに絹製品の値下がり

に結びつき需要拡大に繋がるかどうかは疑問であ

る。

また，繭の良質と言うのは法に基づく生糸検査

による27中の３Ａ格と言ったごときものと考えら

れるが,生糸の品質は織物の種類とか用途によっ

てその基準を変えるべきで現在の検査基準による

所謂優良生糸が多量・安価に生産されたとしても

(滞荷に関係なく）違った分野でのマーケットの

拡大が簡単に望めるとは思われない。すなわち，

大規模精密養蚕で出来る生糸については，かかる

現在の絹消費の大部分を占めるフォーマル部門に

ついては意味がない。むしろ生糸価格が商品に強

く影響するであろう新規用途を模索しているカジュ

アル部門の生糸生産についてのみ意義があるもの

と考えられる。勿論、その場合でも合繊のごとき

多量生産ではなく，また生糸の品質の均一な所謂

`優良糸ではなく，用途に応じた素材でなければな

らないことは言うまでもない。そのため提言者の

言う「大規模精密養蚕」は，あくまで今の検査基

準の優良糸ではなく，用途に応じたカジュアル部

門に限って主張されるべきものであろう。

わが国の養蚕・製糸は他の農作物と若干違って，

世界に誇り得る飼育の大規模化製糸の自動化が

進み（政策的にもかかる方向がとられている)，

しかも，現在の検査基準からすると，その生糸の

所謂優良生糸としての品質においても国際的に劣

るものではない。しかしながら，価格の点で国際

競争力がなく，一元輸入に頼ることになり，滞荷

現象が生じて生産調整の止むなきに至ったもので

ある。これは各国ともわが国の蚕品種と製糸機械

などの導入によって同じような生糸が多量に生産

され，それがわが国に輸入されている訳である。

そこで，更に価格を下げるための一層の研究努力

によって大規模精密養蚕を進めるとしても，後述

するごとく現在の研究動向から見る限り，今の価

格の１／２にすることは近い将来望めそうにない。

また，価格を下げ得る技術改革がなされたとして

も，滞荷した生糸と同質のものを志向する大規模

精密養蚕である限り曰本蚕糸業のために自ら墓穴

を掘るに至るであろう。生糸品質の，法に基づく

検査基準は合繊に近い針金のような糸ほどよいこ

とになる訳で,生糸本来の特性の良否が検査基準

とはなっていない。生糸は繊維として本質的に高

級品であって実用品ではない。実用品として発達

して来た合繊と競争しても意味がない。合繊・人

絹と価格の点において比較にならないし，また例

え同じ価格になっても実用的には問題にならない。

そのため，先にも述べた絹と合繊の長所を生かし，

お互いの欠点を補う，複合繊維などとして利用さ

れるのが望ましく現在各種の複合繊維の実用品が
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確かに，現在滞荷生糸の急速な減少カヌ見られる

とは言え事業団に滞荷する生糸と同じものを今後

とも志向するならば当然そのようにならざるを得

ないかも知れない。事業団に滞荷するこれらの生

糸は国の検査に合格した所謂優良生糸である。こ

の生糸の多くは外国からのものも含めて，同じよ

うな蚕品種噸4で，同じような自動繰糸機で製造さ

れた誠に均一なものである。つまり，このように

均一な所謂優良生糸が滞荷しているのである。さ

て,消費者の志向は多様化し，消費者のニーズは

余りにも細分化されている時，かかる均一な素材

で消費者のニーズに応えられる製品を作るにはお

のずと限界があり用途の拡大など図れないのは当

然のことと思われる。しかも，更に問題なのは最

近の高度な機械によって製造され,国の検査に合

格した優良生糸であるにもかかわらず,丹後・西

陣の伝統ある絹織物をつくる人々からは針金糸*５
などと呼ばれ，必ずしも喜ばれていないことであ

る。優良生糸を使用したのでは歴史的に有名な祇

園祭りの鉾の胴掛も，また江戸時代の能衣装の復

元も出来ないと言う。それは，明治以後，今日ま

での技術の進歩は，土地生産性と労働生産性のみ

の向上が図られ,生糸本来の特性を考えてのもの

ではなかったことにより，それは当然の帰結とも

言えよう。確かに生糸本来の特性を忘れて合繊に

近づこうとしていたのである。一方,合繊は生糸

に近づくための努力がなされ,本質的には違いが

あるにしても物|生など両者の差は次第に少なくなっ

て来ているのである。しかしながら，これは生糸

にとって由々しき問題である。生糸はその特性の

発現にも努力すべきであった。勿論,合繊は科学

的な素晴らしい進展にもかかわらず,前述したよ

出つつあるのもそのためである。

以上のごとく，「シマおこし会議」で提言され

た大規模精密養蚕は新規用途のカジュアル部門，

すなわち前途の複合繊維などの用途別生糸の繭を

目標とすることにおいて役立ち得るかも知れない。

しかし沖縄県では大規模な繭生産が出来たとして

も，製糸と織物の工場がすぐ出来る可能性は少な

いから繭を本土に送ることになり，また，実用品

の常として経済性の点から海外生産地との競合も

考えられ未知数の要素も多いので，かかる方向の

みに頼ることは危険であろう。むしろシルクが

｢シルクロード」の時代から現在まで「繊維の女

王」としての地位を守り続けて来たのはその優れ

た特性のためであり，亜熱帯という恵まれた環境

を生かして繭を生産し，フォーマル部門の発展に

役立つ特色ある琉球生糸を作り出すことが島の繭

生産をより安定的なものにするであろう。勿論，

伝統ある沖縄県の絹織物の素材も提供出来る訳で，

特色ある琉球シルクの生産にも役立ち，更に島の

地場産業として発展するならば，これこそ本当の

「シマおこし」に役立つものと考えられる。

５．琉球生糸の特性

「シマおこし」のためには島でとれた繭を利用

して，特色ある琉球生糸の生産まで行うのが最も

現実的な方法であろうと先に述べた。そこでこの

項ではかかる琉球生糸とは如何なる物でなければ

ならないかについて考えて見たい。

「シマおこし会議」では「養蚕業は安楽死が模

索されている作物＊'です」とまで言われていた

ようである。それは当時の繭・生糸の生産調整

等噸2から恐らくそのような言葉が出たと思われる｡

桑の誤か，それにしても桑栽培が養蚕業ではない。

現在では反対にストップ高が続き，原料不足から増産が叫ばれ始めている。

昨年末まで17万俵の滞荷があったが，本年５月25日の蚕糸新聞によると10万俵を割って今後の減少に拍車と言う。

蚕糸業法で国が指定するものしか養蚕家では飼育できない。

最近は大分に改良されて来たようである。

『
１
ｏ
』
ｎ
ｏ
４
４
Ｆ
Ｄ

＊
＊
＊
＊
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うに未だシルクの本質的には接近出来ない訳で，

むしろその限界が知られるに至っている。今に至っ

てなお「繊維の女王」の地位を守っているのはこ

のためと言えよう。シルクは高級な繊維であって

本質的に実用品ではない。確かに価格や実用性の

面で合繊とは比較にならない。今に至ってなお合

繊が真似ることの出来ないシルクの特性を，今後

一層に発展させるべく努力することによってのみ，

将来が期待出来ると恩はれる。前述の複合繊維と

してシルクが利用されるのもシルクの特性の利用

に外ならないのである。

以上のことから私は，沖縄県の島々こそ，シル

クの特性を与える生糸生産が可能なわが国で唯一

の恵まれた環境にあると考えている。すなわち，

沖縄県の島々で生産される琉球生糸は，滞荷する

均一な所謂優良生糸とは違って，種々の織物と用

途に向く色々な，しかも変化に富んだ生糸を小ロッ

トで生産することである。特に針金糸のように死

んだ糸でなく，生に近い糸であれば国の検査によ

る不合格品であってもよい訳で，こうした糸の性

状を琉球生糸の特性としては如何なものであろう

か。

絹織物の良否は特に素材によって支配されるこ

とが多いと言われている。伝統ある沖縄県の絹織

物を一層発展させるためには，沖縄県でとれた繭

を利用して織物に応じた素材を作りたいものであ

る。そして更に，本物の生糸の特性を持った生き

た糸を必要とする西陣・丹後の機屋にも琉球生糸

を供給して,世界に誇る伝統ある絹織物を維持し

発展させるために力を貸したいものである。決し

て安楽死してはならないし，またかかる行き方を

するならば安楽死などあろうはずがない。そして

また，世界の国々がそれぞれの伝統を生かして，

真似ることの出来ない特色ある生糸とシルクの生

産を図ろならば,高級化・多様化する消費者のニー

ズに応え，世界の人々にそれぞれの国々のシルク

の良さを味わって頂き，衣生活に潤いを与えるこ

とが出来るのではなかろうか。

６．琉球生糸生産のシステム化

島における琉球生糸の生産を明るい展望のある

ものとするためには，どのような生産方法にすれ

ばよいかについて，更に考えを進めて見たい。

沖縄県では桑が年間繁茂しているため，一株か

ら年４－４．５回の収穫による周年飼育が同｢能で，

本当の意味における多回育により生産性を高める

ことが出来る。私はこの有利な沖縄県の条件を単

に繭生産だけに止めず,直ちに糸生産まで連携・

展開し，すなわち，システム化により特色ある琉

球生糸の生産を提言したい。

本土では冬になると桑が落葉休眠するために，

養蚕は春から秋までの限られた季節にしか出来な

い。そのため，製糸工場は飼育期に一度に多量の

生繭を購入し，高熱による乾燥を図り，貯繭して

年間の繰糸に供用する訳である。わが国の蚕糸業

は古くからかかるプロセスの基に技術の発展が図

られてきた。しかし，年間飼育が可能な沖縄県の

島々ではかかるプロセスのみによることは意味が

ないと私は考えている。すなわち，本土の製糸工

場に繭を売るのも良いとして,一方，島に製糸機

械を設置して生産した繭を乾繭・貯蔵することな

く，生繭のまま繰糸も行なうのである。この場合，

乾繭のための高熱費,貯蔵のための倉庫料，繭購

入費の利子の支払い等が除かれることになる。ま

た，最大の利点は，高熱による生糸の蛋白変性が

少なく`),繰糸が容易で，良質の生糸が得られる
ことである。勿論，この製糸は機屋の要望に応じ

た特'１生を持つ生糸の小ロット生産にすることが必

要であることは言うまでもない。私は，このよう

に沖縄県でしか出来ない琉球生糸の生産も行うこ

とが，島の養蚕を安定せしめ「シマおこし」にも

役立つのではないかと考えている。

以下，島における生糸生産のシステム化のため

の各部門における具体的な在り方について述べる。
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私はこの生糸生産のシステム化のために障害とな

る問題点については，ここ数年間，その解決のた

めに研究を続けてきた。そこでここでは，私の考

えとその成果の一部についてふれたい。

蚕品種：生糸の品質を左右する最も大きな要

素は蚕品種であろう。ところで，現在のわが国で

は，養蚕家の飼育出来る蚕品種は前述のように農

水省で決められており，それ以外は飼育すること

が出来ない。ところで，この現行蚕品種は全国１２

カ所の試験研究機関での共通試験の成績に基づい

て答申されて決められることになっている。この

決定方法はかつて均一な輸出生糸を生産するため

に大きな業績を残したかも知れない。しかし，全

てが国内用となり，しかも消費者のニーズが多様

化の風潮の中にあって，用途拡大が緊急を要する

現在，この制度の進め方にはいささか問題があろ

う。特にわが国のように南北に長く環境条件の

著しく違う地方で，どこでも良い蚕品種と言うも

のはあり得ないはずである。また，飼育環境の調

節が困難な屋外育のようになった現在ではなおさ

らである。共通試験に加わらず,勿論，決定方法

から加わっても意味がないが，周年飼育が可能で，

全く本土とは環境の違った沖縄県でも，本土と同

じ蚕品種しか飼育出来ないことは，沖縄県の養蚕

家を無視すること甚だしい゜恐らく，当局として

は夏秋蚕種をとの考えであろうが，蚕に影響する

環境条件は極めて複雑で，本土の夏秋蚕種に限る

ことは問題があるように思われる。．何はともあれ

規則がある以上，現行蚕品種の中から選択せねば

ならないのだが，これまた蚕品種を選ぶ研究機関

が沖縄県にはない。しかも，現行蚕品種の多くは

滞荷する所謂優良生糸しか生産出来ない。そこで，

私は沖縄県の島々では少なくとも夏期に飼育困難

な現行蚕品種ではなくて，飼育が容易な，そして

その生糸が特色のある蚕品種を使用すべきである

と考えている。これは法に違反するかも知れない

が，滞荷する生糸と違うので政策に反することに

はならないと思う*。また蚕が健康に育たなけれ

ば蚕品種の特性ある生糸も得られない。沖縄県の

蚕品種は島々に適応して健康に育つことを第一の

条件とすべきである。健康に育たなければシステ

ム化は望めないのである。

飼育：システム化のための必須条件は多回育

であり，そのために，稚蚕共同飼育は亜熱帯の環

境を調節出来る飼育室で３令まで飼育するのが望

まれる。ただ本土のような稚蚕人工飼料育は島で

は意味がない。何となれば,稚蚕桑園さえ完備す

れば稚蚕に適した桑を年間入手出来るからである。

ただ，稚蚕人工飼料育における除菌された清浄環

境の飼育技術は亜熱帯なるが故に大いに学ばねば

ならない。

壮蚕飼育においては防暑に対する注意が特に必

要である。しかし，防暑のためにわざわざクウラー

などの使用は意味がない。クウラーを使用して所

謂優良生糸のための蚕品種を飼育し得たとしても，

所詮，滞荷生糸と同じものである。むしろ，ある

程度の暑さに耐え得て健康に育つ蚕品種で，特色

を持った糸質の生糸が得られるならば，その方が

望ましいであろう。すなわち，同じ亜熱帯でも蚕

期の違いによって，特性の違った生糸を得たいも

のである。また亜熱帯の壮蚕飼育では，本土の夏

秋蚕における注意,例えば消毒の徹底などは特に

学ばねばならない事項であろう。

蚕室は台風に耐えるものでなくてはならず，建

設資金もかかる訳だから，出来るだけ室内を有効

に利用するため，飼育台などは多段式にすること

が有効であろう。台湾では労力的に若干問題があ
９）

るＩこしても数段の飼育台が使用されている。

なお，本土養蚕に比較して亜熱帯養蚕のシステ

ム化による生繰の有利性は，すなわち，多回育に

よって施設と機械などが遊休化することが少なく，

＊残念ながら沖縄県には蚕種製造所がなく，蚕品種の
決定は今のところ本土の蚕種製造機関と相談する以

外に方法がない。
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また労力の分散により効率的な利用が出来る。更

に生産が小口になるので生繰による連携が容易に

なる。また，蚕期によって変化にとんだ蚕品種を

飼育出来て多様化した生糸を生産することが出来

る。

桑：システム化のためには蚕の飼料である飼

料的価値の高い桑を能率よく周年供給されねばな

らない。蚕の飼育は環境条件をある程度に調節が

出来るから，本土の飼育技術をそのまま応用して

も大きな誤りは生じない。しかし，桑の栽培は気

象条件の調節が出来ないので,環境の影響はまと

もに受けることになる。特に亜熱帯桑は本土桑と

違い休眠しない。そのため，本土の栽培技術は桑

の休眠生理を中心に確立されたものであり，島で

そのまま利用することには問題が多い。

沖縄県で使用されている桑品種は在来の野桑で

あるシマグワである。シマグワは沖縄県の環境に

適応した品種であり，昔のように屋敷桑として利

用されるなら適しているかも知れない。しかし，

栽培桑として管理するときは生育が遅いため，多

回育の用桑として必ずしも適当ではない。また，

収量の多い本土桑の導入も試みられているようで

あるが,休眠する桑では亜熱帯養蚕の特長である

周年飼育の多回育に役立たない。本施設に収集し

た世界各地域の熱帯圏で使用されている栽培桑の

中には有利な性状を持ったものもあるので，私は

島の環境に適応する在来桑のシマグワとの交配に

より，亜熱帯の多回育に適するハイブリド品種の
２０）

育成を行っている。特lこその中の新系統Ｒ１１こ

ついては,生長が早くて収量が多く，冬期も生長

が見られ2,条が直立性で機械収穫にも適している
ので,現在,各島の養蚕農家に配布して試験的に

栽培してもらっている｡

なお,沖縄県の亜熱帯養蚕では年間４－４．５

回も条桑収穫をするので,休眠する本土の桑と違っ

て桑の生理に著しい障害を与えることは明らかで

ある。そのため，出来るだけ障害を与えなくて，

多くの収穫が得られるような，桑の仕立法と肥培

管理法を確立することが重要な問題である。しか

しながら，いかなる仕立法によってもやはり本土

とは違って，桑の生理的障害が大で，その樹勢は

早く衰えると見なければならない。そのため桑の

簡単な増殖法は亜熱帯養蚕では極めて重要である。

熱帯各地域で栽培桑として掲げている必須条件が，

古条挿木が容易であることで,桑葉の収穫とか飼

料的価値などは第２の問題であることから見ても

頷ける。熱帯の各地域で栽培されているNigra，

Austrarisなど，７月の盛夏に砂地に挿すだけで，

散水しなくとも活着して驚かされる程である。熱

帯農業では伝統のある隣の台湾では，さすがに桑

葉の収量，飼料的価値を第一に考え独特の増殖

法8)を行なっている。しかし，これも労力的に問

題であるが,幸い私は，高圧法（高取法）からヒ

ントを得て，簡単に何時の時期でも挿木が可能な

能率の良い挿木法を確立した12.M)。現在，沖縄県
下では桑の増殖に多く本法が利用されるに至って

いる。

製糸：前述したように，本土における蚕糸生

産のプロセスを島に適応するためシステム化を図

る蚕糸生産のうち，特に重要な製糸法について最

後に述べておきたい。すなわち，収繭した生繭を

乾繭・貯繭することなく，そのまま煮繭・繰糸の

工程に移して，今までも本土で冷蔵庫利用等によっ

て行なわれて来た生繰りを行う訳である。加熱が

少ない繭のため繭糸の蛋白変性も少なく`)，繰糸
が極めて容易で,今までの乾繭繰糸に比較して，

より生に近い糸，すなわち未結晶の糸が得られる

ことになる。ただ,生繭繰糸のための常温の貯繭

は発蛾のため保存曰数におのずと限度がある。そ

こで私は冷蔵庫を使用しない簡単な殺蝿と半乾繭

の貯蔵法を考えた''''7)。本法によると経費は少な
くてすみ,乾繭機は不要で繭層を生に近い状態で

保存することが出来る。

島における繰糸法は本土の製糸工場と同じ大規
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模な最新式の自動繰糸機で行なうと島の産繭量が

問題になり採算が合わないであろう。また，自動

繰糸機では滞荷するような均一な生糸にならざる

を得ず，大企業の製糸工場と競合することにもな

る。また，小口で特色ある生糸を得るには適当と

は思われない。勿論，色々な目的を果たし得る島

に適する自動繰糸機の製作も可能のようで，その

方が能率的であろうが,試験段階ではあり，まず

昔の多条繰糸機に自動繰糸機の繊度感和機を着け

たものを製作してもらい，1984奔二に石垣島いつちゅ

の会（志村明）にお世話して実験してもらった。

その結果,一応の目的を果たしたので１，)，本年か

ら明石養蚕組合（石垣市）で前記繰糸機を40緒に

増やして，より本格的な試験製糸を実験してもら

うことにした。

以上の生糸，すなわち琉球生糸は機屋の要望に

よって，蚕品種・繊度・繰糸速度等までも変えて

製糸する訳で，それぞれ織物のための品質を第一

に考えた生糸の注文生産を中心におくものである。

そのため，桑栽培・養蚕・製糸の蚕糸生産をシス

テム化したとはいえ，製糸の段階で手間がかかる

ので，これからは製糸の省力化を図らねばならな

い。

蚕技術をそのまま利用しているために，本土と同

じ減少傾向を辿っているのである。

そこで私は，沖縄県では亜熱帯に位置して年間

飼育が可能であるから，本土における季節的な養

蚕を中心とする蚕糸生産のプロセスを亜熱帯の環

境を生かしてシステム化する新しい生産技術を確

立し，特色ある琉球生糸の生産が急務であること

を提言するとともに，若干の実験も試みて来たも

のである。すなわち，桑品種・桑増殖・桑栽培・

蚕品種・蚕飼育そして製糸までを亜熱帯の年間飼

育に適応する技術とし，特に生糸の特性を失わず

今までの生糸と違って目的の織物のための生糸の

生産を図るものである。この琉球生糸こそわが国

における世界に誇るフォーマル部門の一層の発展

に役立つばかりでなく，沖縄県の伝統を生かした

特色ある琉球シルクの生産にも素材を提供出来る

と考える。

以上の考えの基に実験を進めている訳であるが，

その内，特に桑についてはある程度の目的を果た

し，更に現在,志村明氏（石垣島いつちゅの会）

の製糸指導と，豊栄繊維株式会社（社長北丸豊）

の協力を得て明石養蚕組合（石垣市）で本格的な

試験製糸を行なってもらっている。これは私の長

い間の念願である，農家が単に一次産品である繭

を売るのではなく，加工製品である生糸を販売す

ることが出来るところまで漸く辿りつくことが出

来た。勿論,実験で成功している密封殺蛎と生繰

製糸による生きた糸の生産等,軌道に乗せるため

にはこれから色々な問題を解決しなければならな

いが,空気と蛎を多く含んだ繭を本土の製糸工場

に送っていた沖縄県で，はじめて農家が試験的と

は言え，２４kgの商品としての生糸を作り得た訳で

ある。これからの明石養蚕組合の成否は沖縄農業

の将来の在り方と「シマおこし」を考えるために

大変意義があると信じている。どうか,沖縄農業

の将来を思う人々の絶大なご支援を心から期待し

て止まない。

７．むすび

養蚕によって得られる生糸からのシルク製品の

需要は，今までのフォーマル部門ばかりではなく，

カジュアル部門への展開もなされ,高級品指向の

波に乗って国際的にもシルクブームの感がする現

状で，明るい展望が開けつつある。しかしながら，

わが国の蚕糸生産は季節的な北方型の本土養蚕が

中心であるために，世界に誇り得る技術を持ちな

がら，他産業との生産性の差異,消費者のニーズ

の変化にともなう多品種少量生産への対応が難し

く、その限界が感じられて，蚕糸生産が極度の減

少を来たすに至っている。一方,蚕糸生産には恵

まれた環境にある沖縄県でも，季節的な本士の養
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