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蚕糸研究 第88号 1973年 6月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 88， June， 1973 

台車式条桑育装置用走行型熟蚕分離装置について

宗 従男・須藤 允・嶋本義雄

さぎに著者の 1人宗2) は条払い機利用の条払い上荻において，蚕座表層のはま取りを効

率[自に行なうため，はぎとるべぎ層の円こ蚕布を敷きこむ装置を試作して，その効果を報

告した.著者らはこの方法を応用して台車式条桑育装置の条fムい上族用装置を試作し，そ

の効果を認めたのでここに報告する.

本文に先だち本稿のご校閲を賜わった蚕糸試験場養蚕部長室十塚正樹博士，九州文場長森

信行博士および本装置の試作にあたり終始ご助言とこe指導をいただいた前蚕糸試験場宮崎

駅蚕極試験所所長桑野恒雄氏と工作に当たってご指導とご便宜をいただいた蚕糸試験場ん

州立:場前絞染研究室長阿部弘技官に厚くお干し申しあげる.

1 熟蚕分離装置

( 1 )構造

本装置の構造は，蚕付着条を蚕座から分離するはく離装置と，条から蚕を払い落す条払

い機，熟蚕を分離した廃条を集積して搬出する台車からなっており，はく離装置・条払い

機・集積台車の順序に組み合わせ，台車式条桑育装置の側枠レーノレ上を走行させながら作

業する.第 1図および第 2図にその構造を示した.

1 )はく離装置

第 l図は，はく離装置と条払い機の平面図である.いずれもレーノレ上を軽快に移動で、ぎ

るキャスタ (a) (第 3図参照〉を各フレームの四隅下商に取り付けたものである.はく

離装置は前端部に蚕付着条を蚕座からはく離するはく離枠 (b)を，はく離枠取り付けiI4lJ，

(c)で同装置のフレーム (d)の側枠に麓脱できるように取り付・けたものである.はく

閥i枠の先端には蚕付着条と蚕座の閥1>笈に押し込まれる[W/伝ドラム (e) (ビニーノレライト

管〉を軸受で取り付けてある.また，蚕座敷き込み用農業用ポリエチレンフィノレム (0
厚さ 0.33mm・幅1.35m・長さ 100m・1巻の重量 5.71kg (以ーご農ポリと略す〉を巻

ごとはく離枠の後部に張力によって回転して自動的に解けるように取り付けた. ヒ下作動

レバー (g) は蚕座の高低にはく離枠を対応させるために，その';!j~部をはく離枠の後端部

右附に 30皮の角度に取り付け， はく離枠取り付け軸を中心に上下に 90JIlJll作動で、ぎるよう

にした.さらに，調節鎖 (h)によって適当な位置に固定して，回転ドラムの高さを蚕座
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第 1図 装置の平面図
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農ポリ巻ドラム(f)
テンションローラ(i)

軸(k)

軸受(1)
車由受合(j)

上下作動レバー(g)

調節鎖(h)

条受(n)

残条受

の高さに適合させる.テンションローラ(i)は，フレーム (d)に取り付けた軸受台

( j )の上部に，テシションローラの軸 (k)を軸受(1 )で取り付回転できるようにし

fこ.

2)条払い機

第 2区lは，はく離装置とその後方に連結した条払い機の側面図である.条払い機は簡易

条払い機を， ;<jζ装誼の目的に合うように，動力部分と減速機 (m)の取り付け位置を変

え，本機の全高を340mmと低く改造した.餓網 (0)は，モータ (p) ・減速機 (m)

クランク (q)の)1阪に伝達される動力で騒動し上下 6cm，左右 2cmの振幅で，振動数は毎

分 260回である.この条払い機の前部上端に湾，lil状の歯樟からできた条受 (n)を，条払
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第4図キヘス夕、I'Ai!'Xf(ドIlri)

い機の飾網方向に反転できるように取り付けた.なお，歯悼の湾曲皮はテンショジローラ

を越して後送される熟蚕付着条が，自然に適量入ってくる程度にした.

3)集積台車

集積台車は条払い機の後方に連結する 一般に給桑台車をそのまま使用できる.この集

積台車の図面は第 1・2図から省略した.

4)本装置に使用したキヤスタ

農家では台車式条桑育装置を自家で造る場合が多く一棟の蚕舎においても， レーノレ幅

(軌道幅〉は蚕座の列毎に異なるのが一般的である 従って本装置がレーノレ悩の広狭に簡

易にしかも自在に適応、できることが，普及上必要と考えられる.この目的で本装置用の回

転白夜キャスタを考案した.回転自宅Eキャスタの側面図を第 3図に，また，それを下方よ

り見た平面図を第4図に示した.キャスタ間隔自在調節軸は，本装置のキャスタ取り付け

パイプにはめ込んで、取り付けるはめ込み軸(径15mm，長さ60岡田〉と支持プレート (長さ

140mm，幅50mm，厚き 5mm)とを L型状に作り， 軸から10cmの距由Itて、支持プレートの下両

に回転自在キャスタ(方向自在に変更可能〉を取り付けたものである.支持プレートは，

はめ込み軸を中心に半径10cmで水平に旋回できるので，本装置のキャスタ間隔は，条桑育

装置のレーノレ幅の広狭に最大20cmの範囲で自由に対応、でぎる.また， 条払い機(重量75

kg)の上下振動や桑条を満載(150kg) した台車の重量にも十分耐え，走行性も良い. な
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お，このキャスタは各装置とも 4個のうち，片方のレーノレ上に 2個取り付け.他方のレー

ノレには普通の回定式キャスタを 21図取り付けた.

(2) 機能

本装置は，台車式条桑育装置の側枠レーノレ上を走行しながら連続的に熟蚕付着条のはく

離と条払いをおこない，蚕座上に敷き込まれつつある農ポリ上に熟蚕を落し，上荻場所を

作るとともに，熟蚕を分離した廃条を台車に集積し適宜搬出できる機能を有し 2人の作

業者で操作でさる.

はく離装置の仕様第 1表
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(3) 仕様

第 1表から第 3表に本装置の仕様を示した 第 1表は，はく離装置で，等辺山形鋼 (30

x30X 3mm)を主材とし，その他ピエーノレライト管(径150mm)，丸鋼(径T2mm) などを

用いて製作したものである 第 2表は条払い機で，市販の簡易条払い機を前述のように改

造した.第 3表の集積台車は，軽量リップミゾ形鋼(1.6x60x30x10mm) で枠組みし，

ペエヤi疫を張ったものである.

2. 本装置での上族試験

(1) 供試材料ならびに方法

①飼育・ 1972年春蚕j切に，蚕品施日131号×支131号を 3~rÎ分( 1箱分は蟻量20，000頭

とした〉掃立て， 4・5齢は簡易鉄骨蚕舎(トタン葺・側幕張り・ 30mX4.5m) の長さ

の方向に治って後述するような台車式条桑育装置を設置し日 2/fD(4齢は 3回〉条桑

を縦列に給与し 4・5齢無除沙で飼育した.給桑は 2人作業で，給桑台車(集積台車〉

を利用しておこなった.蚕舎内にはニューポット式暖房機 1基を熔え，ビニーノレダクト方

式で補湿した.② 台車式条桑育装置:等辺山形鋼 (30x 30 x 3 mm)を主材としセッ

トは長さ500cm，幅160cm，高さ60cmで地面より 10cmの高さに床棒を固定し，床俸の両側端

から15cmの位置から支柱に向けて約45皮の勾配の斜棒を取り付けた舟底状の組立式条桑育

装置を自製した.飼育装置の両側枠ヒ面には，長さ 5mの等辺山形鋼 (50x 50 x 4 mm)を

山状に取り付け， これをレーノレとした.なお， レーノレの取り付けは，支柱にはめこむ方式

で容易に着脱できる. 1箱分の飼育には 2セット〔長さ10m)を要するが，セットの速結

はレーノレの 方に取り付けた接続プレート〈長さ90田田，幅25mm，厚さ5.5町田〕 で簡単にで

きるようにした.供試した装置は6セットを連結したもので，長さ30mで、内面lに40mm網目

のポリネットを張り，そのヒにフノレコン織布告と敷いてある. ③ 族器 :[Ei] ~î;族を使用し

た.④ 上族作業法・上族の準備作業は，上族の前日蚕座上に縄(径9皿旧〉を蚕座の長辺

に浴って併列にほぼ80cmの間隔で 2本入れ，その上に横列に条桑を給与した.蚕が純上の

条桑にはい上るように上荻作業開始までに 3回程度の給桑をする.上該当日は，本装置を

レーノレ上に設置する.その要領と作業法を第 5ffi?1に示した.はく縦装置・条十ムい機・集積

台車のj艇に飼育装是正を跨いでレ{ノレ上に設置し，蚕座JニIこ敷き込んで、おいた 2本の細の一

端を飼育装置の一端に回定し， f也端ははく離装置の回転ドラムの上面に按触してテンショ

ンローラの上面，条払い機のテンションローラの下面を通して，制育装置の他端に張力を

もたせて固定する.条払い機で払い落した熟蚕を受ける農ポリは巻をそのままはく離

装置に取り付け(第 1図)，農ポリの端を引き出し，回転ドラムの下面から上面へ半巻ぎ

にしてもどし，農ポリ巻、の上直lに接触させてから条払い機，台車の下を通してはく離した

蚕付着条の下部蚕座上に展帳するように，飼育装置の端に簡単に国定する.

作業方法は 2名の作業者が条払い機の両側に位置し，作業は条払い機を手で前方第 5

図に示した矢印の方向(作業方向〉に強くう|くと，はく離枠の回転ドラムは，絡が作る斜

面の縄上の熟蚕付着条と，その下の蚕のいない蚕座との間隙に，矢印の方向に農ポリの張
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第 5図装置の設置要領と作業図

力によって回転しながら押し込まれる.したがってはく離される熟蚕付着条は.総が作り

出す斜面上を条tムい機の方向に巡行したことになり，条払い機に取り付けた条受にたま

る.作業者は条受に適量の熟蚕付着条がたまると本装置をij1くことを止め，条受を条払い

機の飾網上に反転させて条を移し，条受は元の位誼にもどす.飾網はモータによって上下

前後に援助し，条桑に付着している熟蚕は振り落されて，すでに表腐をはく離された蚕座

上に自動的に敷き込まれた農ポリ上に蚕だけが落下し，条と蚕は分離される.この間作業

者は条払い作業が円滑に行なわれるように補助し，払い終った条は振動しながら後方に連

結した集積台車の方向に移動し，廃条受にたまる.それを手で台車に准積する 廃条が台

車上にーぱいになると，条払い機を止めて適宜蚕舎外に搬出する.族器の設置は，熟査が

農ポリ上に落下する際に条払い機の制御板によって都合のよい幅に規制されるので，それ

を簡単にならした後，その上に回転姦を族辺の長辺を下にして横置きに設置する。⑤ 調

査.作業時聞を作業工程ごとにストップウオッチで、計測した.

(2) 結果および考察

1 )上穣作業時間

本装置を利用した 2人組作業の上族作業所要時聞を第4表に示した.本装置の準備1時間

は I分04秒で，条払い作業，すなわち条のはく離，条十ムい，展帳した農ポリ上の熟蚕の

配列，払い落した後の廃条搬出の各工程を合めての作業時間が46分16秒で全体の42%であ

った.残蚕拾い時間は46分32秒を安し，全体の42.3%で条払い作業l埼1'1]'1とほぼ|司じであっ

た.族の設置は，回転族51セットを設置したが，主主総はあらかじめ組み立てておいたもの

を台車に載せてiiiiび，族片の長辺を下にして，族器の長さの方向を蚕座のそれに直角に設

置する所要時聞は16分17秒で、全体の14.8%であった.なお，条払し、作業時間には，熟蚕を

振り落した後の廃条を蚕舎外に適宜搬出する作業時間が含まれているが，この搬出時間は

5分09秒〔第 5表〉で上族作業時間 110分09秒の中でみるとわずか約 5%に過ぎず作業は

容易であった.これは集積台車の走行性が良く，ほとんど抑すことなく，集積台車と一緒



45 

第 4表本装置による上荻作業時間〈対 3箱・ 2人作業) (1972年，春〉

作業別 i所要時間 i間合|捕当たり所要 IAfA品需要〉当

分秒 %1 分秒| 箱
本装置の準備

条払い作業

残蚕拾い

族設置

計

1.041 0.9 

46. 16 

46.32 

16. 17 

110.09 

42.0 

42.3 

14.8 

100.0
1 

15.25 

15.31 

5.26 

36.221 

i主)1. 条払い作業は，はく離と条払い， tムい落した廃条の搬出作業を含む

2. 若葉器は回$J.;1i英51セソトを設置した.

31. 2 

30.9 

13.2 

に歩く程度で容易に搬出できたことと，蚕会外に補助レ{ノレ(長さ 5m)を延長し，完全

に蚕合外に台車で搬出でき，作業者は残条を地ヒに務すとt，、った軽い作業内容となったた

めと考えられる.

飼育装置に本装置をセットしてから族の設置までの上荻作業時聞は 2人組作業で 110分

09秒で 1時間1.6箱の能率であり， 1箱当たりに換算すると 36分43秒である いま 1EIを

8時間労働として単純に上荻処理箱数を試算すると約13箱となる.また，本装置を使って

できる条払い作業(はく離と条払い，払い落した残条の搬出，農ポリの展1阪熟蚕の配列〉

だけをみると I日当たりの処理箱数は31箱となった.石)/11)は条払い機利用による上荻作

業体系で，はく降作業開始から族設置終了に至る上瑛当日の作業体系が， 8人前後の組作

業で 1[1寺間当たり 3-4箱処理できる技術を確立したといっている.また渡辺りは給桑台

車 条払い機利用上主主作業体系で族入れ作業時間を含めて 1時間当たり処理箱数を約 3

箱とする 5人組作業の作業体系を組める見通しがついたと述べている.大西3) V士宮崎型動

力条払い機を用いた上族作業体系試験、のなかで，春蚕期に 3人組作業で条払い作業をおこ

なった場合(作業箱数 3符)，条払い作業工程(払い落し工程のみ〉は 1人当たり u時間

に2符日の作業時間を 6時間とした作業処理箱数は 12箱となって， 2人より 3人の

組作業でおこなった方が楽で疲労が少ないと報告している.この条払い作業工程に相当す

る本装i起による条払い作業(はく離・条払い・廃条の搬出を含む)は作業箱数3箱の 2人組

作業で 1人当たり 1時間に1.95箱， 1日の作業時聞を 6時間とした作業処理箱数は 11.7 

箱となり，前記大西のヒ族作業体系試験の結果とそん色がなく，また上荻作業能率は2人

組作業で 1[1寺問当たり1.6箱強となり，作業手順も良くかなりの高能率であると考えられ

る.

2 )はく離・搬出作業

① はく離:条払い機の筋網ヒに条受にたまった条を移した回数は64回， 1回のはく離

距離は平均46.9cm，その重量は10.05kgでそのうち条が4.53kg(45%)， 熟蚕が5.52kg (55 

%)であった.はく離した総重量は643.2kgであった. ② 搬出:残条の搬出作業を調査
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第 5表条払いした後の残条の搬出(対 3箱〉 (1972年，春〉

搬出回数 条 量 搬(往出復〉距 離 I 同左所要時間

回目 m 分秒
1 15.0 O. 38 

2 77.0 31. 0 O. 46 

3 58. 9 43.2 1. 05 

4 63.4 56.2 1. 25 

5 18. 1 60.0 30 

計 289.9 205.4 5. 09 

注)1. 蚕座の長きは30m

2. 台車の平均作業走行速度40m/min

第 6表分離(条払い〉後の蚕の分布(対 3箱〉 (1972年，番〉

己記燥ポリの上 l同左 0) -r I ~ Rli_~ ~_~jlj 
数 53，.1rol 46， 0~~1 1，0自
合話 | 許 !?|%

し第 5表に示した.熟蚕を払い落した後の残条は，本装置の集積台車に載せるが，集積台

車に残条がーぱし、になると，条払い機の逆転をJーとめ集積台車を 2人の作業者でj11fして蚕舎

外に運び出す 集積台車は fljび条払い機に連結して作業を続ける.残条のJ搬出回数は 5回

で，搬出した量は289.9kg，搬出延距離は205.4mであった.

3)分離(条払い〕後の蚕の分布

分離作業後の蚕座上には，自動的に1.35m幅の農ポリが敷かれるが，その農ポリ上に払

い泌された熟蚕と，その下および農ポリの敷かれていない両側の蚕の分布を調べ第 6表に

示した.蚕座に敷かれた農ポリ上に87%，その下に 2%，両側に11%の蚕が分布してお

り，農ポリの下には少なく，両側に多くの蚕が分布していた.両側の蚕が多かったのは作

業中に両側へ落下したものが大部分で，この作業体系ではとくにこの点を改善することが

今後の課題である.

4)農~り上での登藻

蚕座に]JlXかれた幾ポリの下および両側の蚕は姶いとって，農ポリ上の蚕と一緒にしてな

らし，そのヒから回転族を前記の方向に横置きに載せ， 自力で種族させた.回転族の設置

時聞は午後 5時から翌朝 9時までの16時間であった.族撤去後，農ポリ上の残蚕はわずか

'972頭 0.8%)であった.登族歩合は98.2%で高い登族率を示した〔第 7表). 

5)収繭調査
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第 7表 農業用ポリエチレシフィノレム上での登笈率(対3箱〉

飼育蚕数|笈撤去後の残蚕 l登族蚕数 | 登族歩合

J ld  サL-Jjl
注〉登族中天候曇，温度23.4'C.湿度75.9%RH

第 8表繭成績 (1972年，春〕

調 査 立 |

繭 重 ( 繭 層 重 !要害|額数!重量|と繭(中 繭!玉 繭|屑繭

L五|つ~.G可-る|15i3117つ長「--iFil-d
注)1. 供試蚕品種，日131号

本装置の条払い機は分間に260図上下握動をしており条払い機ヒ部から蚕g~上西に

展帳された農ポリ上までの距離は43cmで，この高さから振り落されることから，熟蚕の損

傷を調査したが，損傷蚕は認められなかった.なお，繭調査の結果は第 8表に示したが，

特に本装置による悪影響は認められず，一般慣行作業のものと差がなかった.

6)本装置による上族作業の特徴

ヌド装置の上族試験の結果から，その特徴と考えられる点は次のようである.熟蚕付着条

のはく険と条払いが自動的にできるので，通常の条払い上族に見られるはく離条の運搬は

必要がなく，熟蚕をすムい落した残条ば簡単に蚕舎外に搬出でき， これまで飼育していた蚕

座上に自動的に農ポリが敷かれ，そこに熟蚕が落されそのヒから回転茨を載せ登族させる

ので，いわゆるふりこみ場所を他に要せず，熟蚕の運搬もなくしかも高登族率が短時間に

得られる.従って 2人で通協の条払い作業と同じ内容の作業がでe-る.また，作業者は本

装置を適当な距離だけ走行させるために引くこと，条受にたまった索、蚕付着条を条十ムい機

の筒網ヒに移すこと，熟蚕を十ムい落した後の残条を台車に集積し搬出することなどを繰り

返す，いわば補助的作業を行なうだけで疲労が少ない.なお，回転族の枠によるn:死，損

傷蚕は敷かれた農ポリの下が蚕座であるためか認められなかった.また，前述した蚕座に

敷かれた農ポリの両側に多くの蚕が残った〔第 6表〉のは，作業中に落下したものが大部

分でこの点については検討中である.

3 摘要

台車式条桑育装置は九州地域を始め各地に普及しつつあるがこれに適応する上荻作業機

として，特に上族作業の少人数化と高能率化を目標にした走行型熟蚕分離装置を試作し，
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A:回転自在キャスタ

B:レーjレ

C:条払い機

第 7図 分雛(条払い )作業

向転自在キャスタ

取り付け図
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これを利用した上荻試験をおこなった.

(1) 本装置の構造は，蚕の付着条を蚕座から分離するはく離装置と，条から蚕を振り落

す条払い機，蚕を分離した廃条を集積して，蚕舎外に搬出する台車からなり，はく離装置

・条払い機・集積台車の順序に直列に述結して，飼育装置の側枠レーノレ上を手動で走行す

る.重量が軽いので蚕座から燐の蚕座への移動は，作業者 2人で可能である.なお，飼育

装置のレーノL幅の広狭に，簡易，自在に適応、できる回転自在型キヤスタを考案した.この

キヤスタは飼育装置のレーノレ軌道幅の広狭に最大20cmの範囲で、自由に対応し，重さ75kgの

条払い機の上下振動や，条桑を満載(l50kg)した台車の重量にも十分耐え， 走行性も良

く，有効であった

(2) 本装置は，台車式条桑育装置の側枠レーノレ上を走行しながら連続的に熟蚕付着条の

はく離と条払いをし，蚕座上に敷ぎ込まれつつある農ポリ上に熟蚕を笈器を設置しやすい

幅に落し，上笈場所を作るとともに，蚕を分離した廃条を台車に集積し，適宜搬出できる

機能を有し 2人の作業者で普通の条Jムい機利用上族法と同じ内容の作業がでぎる.

(3) 作業方法は，作業者が条払い機を手で作業方向に強く引くこと，舗網上の蚕付着条

をほぐすこと，蚕を振り落した残条を台車に載せ蚕舎外に搬出することの繰り返しで，そ

れらはいずれも補助的な軽作業であるから疲労が少なかった.

(4) 本装置による上荻作業の所要時間は，春蚕期の 2人組作業で 1箱当たり36分43秒か

かったが，これから 1日8時間労働として換算すると日に13箱が処理でぎることにな

る.また，分離作業だけの場合は 1EI当たり 31箱の処理が可能で，これまでに報告されて

いる簡易条払い機での条払い上茨作業能率に比べてそん色がなく，作業手順もよくその上

いわゆるふりこみ場所も節約され，かなりの高能率であった.

(5) 条払い作業による熟蚕の機械的な損傷はなく，また繭質への影響も認められなかっ

fこ.
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