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1. はじめに

紡車から実用精紡機へ飛躍を果したのはハーグリーブスのジェニー精紡機（1767）とア ーク

ライトのウォ ータフレーム（後に改良されスロッスル精紡機，いづれもフライヤ精紡機の一種） (1769) 

および臥雲辰致 （ガウン トキムネ， 1842～1900）の発明したがら紡精紡機の三機のみである。前

二者がイギリスの産業革命に大きな役割を果したよ うに，がら紡精紡機はわが国の産業革命に

一定の影響を与えた。これは前二者より遅れることほぼ一世紀， 1876年に完成し，翌年の第一

囲内国勧業博覧会に 「綿紡機」として出品され， 『同博覧会報告書』で「臥雲ノ機ハ余以テ本

会中第一ノ好発明トナス」として最高賞たる鳳紋賞を受けた。

* 1986年7月25日受理，臥雲辰致（ガウン トキムネ〉，がら紡精紡機，紡績技術史，自動制御
料大東紡織（株〉

(1) がら紡精紡機による紡績法は臥雲紡 ・ガラガラ紡・ガラ紡・がら紡・和式紡 ・和紡 ・大和紡などと呼
ばれたが，JIS-L繊維用語はがら紡を採っているのでこれに従った。木論では繊維用語のうち JISに
規定されているものはそれによった。

(2) Official Catalogue of the National Exhibition of Japan 1877, Dept. 4, Exhibition Bureau, 

1877, pp. 5. 

村瀬正章は『臥雲辰致』 （古川弘文官官， 1965年， 17頁〉で辰致の読名を 「タッチ」 と考証している
が，英文の出品目録は「Tokimune」であるのでこれを採った。これまで臥雲自筆といわれてきた岡崎
市郷土館所蔵の「履歴書」 (1882年付〉には辰蔵と書かれている。なお『臥雲辰致』で辰致の父を儀十
郎，妻たけの父を藤左とするが，松本市役所の戸籍によると儀重と藤太である。

(3) 『明治十年内国勧業博覧会報告書（陶磁 ・蒔絵 ・繍締附段匹 ・機械 ・化学製品 ・農業〉』，内田勧業博
覧会〔事務局〕 〈山本五郎〉編，55頁。

(4) 『明治十年内国勧業博覧会審査評語』，内国勧業博覧会事務局編，575頁。
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技術と文明 3巻l号（2)

1890年代に「洋式」綿紡との競争に敗れたがら勧は，太平洋戦争前後の1940年代に迎えた衣

料不足時代に咲いた徒花のようなブームの時期を除くと，岡崎地方を中心に落綿紡績のひとつ

として，ひっそりと生き続けてきた。

がら紡の技術は，その他中小零細企業の多くの技術と同様，繊維工学の分野から科学的に解

明されることが少なくて，経済史 ・産業史 ・技術史の分野で取扱われることが多かった。そう

した事情を反映してか，がら紡の技術について誤った認識が少なからずあることは誠に残念な

ことといわねばならない。

本論ではわが国の紡績技術の発展を解明する一端と して，既に大機械制綿紡績業が欧米諸国

やインドで発達を遂げ，それがわが国に導入され始めた時期に，がら紡というわが国独自の紡

績方式が自立し得た技術的条件は何であったかを解明することにする。

2.がら紡以前の精紡技術

がら紡精紡機について述べる前に，紡績糸はどのようにして作られるか，がら紡以前の精紡

技術について簡単にみておく。

天然、繊維から糸を製造する方法は次の四法に大別できる。

く1) 「繰る」繭から繭糸というフィラメントを引き出して生糸を作る。

く2) 「紬ぐ」絹フィラメントがからみあった状態の真綿から繊維を引き出して絹紬糸を作

る。

く3) 「績む」苧麻 ・大麻 ・芭蕉などテープ状の長い繊維を手で細く割き，その繊維末端を

継いで糸とする。

く4) 「紡ぐ」綿 ・羊毛 ・亜麻など前三者の方法では糸とすることのむつかしい短かし、繊維

は，篠巻 ・スライパ ・粗糸などから所定量の繊維を引き出すドラフトを行ない， ドラフトされ

た繊維を加ねんして糸を作る。

ここで注意しておかなければならないことは， 「紡ぐ」 以外の方法でイ乍った糸は加ねんされ

ていないので，一本の長い糸を全体としてみるならば無よりの糸であることである。したがっ

てより糸にする必要があれば，あらためてねん糸しなければならない。

「紡ぐ」諸操作 ・諸工程を総称して紡績とし、う。 結績用の機械一般を紡績機あるいは単に紡

機と称する。紡績によって作られた糸を紡績糸とし、う。紡績機のなかで単糸を作る操作 ・工程

を総称して精紡，そのための機械を精結機と称する。

本論では精紡の準備工程である前紡，後工程のねん糸・かせ揚げなどの技術については割愛

して， 専ら精紡技術について論ずる。

よく開綿するかあるいはカ ーディングした綿か羊毛繊維塊を左手の据指と他の四本の指で持

(5) 「洋式」とし、う用語は，臥雲によって発明され，その後もわが国独自の技術によって発展したがら紡
と対比するうえで，それ以外の精紡機による紡績法に対して本論て、は用いる。
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がら紡精紡機の技術的評価（玉JIJ)

ち，右手の掲指と人差指の先で少量の繊維を摘まんで，同一方向に捻りながら，右手を徐々に

ヲ｜し、てドラフトすると，左手の繊維は繊維相互の摩擦力によって次ぎつぎに引き出される と同

時に，加ねんされて糸になる。こうして腕一杯の長さの糸を左手と右手だけで作るのは造作の

ないことである。 しかしこの二倍の長さの糸は同様の方法を繰返して作ることはできない。先

に作った糸の端から右手を離して，左手の近くに戻して，前と同じ操作を行えば，左右の手の

聞には新たに糸がで‘きる。しかし他方先に作られた糸は新たに糸を作るために加ねんしたと同

数のよりが逆方向に加えられる結果，以前の糸のよりは相殺されてばらばらの繊維に戻ってし

まろ。 このようなよりを仮よりというが，仮よりでは紡績単糸を作るこ とはできなし、。こう し

た事態を避けるためには，先にできた糸のよりが戻らないように糸全体を何らかの形状に巻取

り，それを同一方向に回転して加ねん（本より〉 しつつドラフトする方法を とらなければなら

ない。こう して「ドラフト」 「加ねん」 「巻取り」が精勧にとって欠くことのできない基本操

作であることがわかる。この うち精紡の性絡を規定するものは，繊維束からいかに所定量の繊

維を引き出すかという， ドラフトである。

以下紡車と「洋式」精紡機において，三つの基本操作がどのように具体化されているかを，

がら紡精紡機のそれと対比するために，簡単にみておくことにする。

1) 紡車による精紡法

精紡用の紡寧は紡錘紡車とフライヤ紡車がある。

(1) 紡錘結車

i納受で水平に保持した一本のスピンドルを手廻しの調車によって回転運動させるものが一般

的である。 スピンドノレがl回転する毎に，紡出糸によりが1回加わる。

ドラフトは，回転しているスピンドルの先端と左手によって行われる。 このドラフトの特徴

は次の三点である。

く1) よりのために生ずる繊維相互の摩擦力によって繊維束からドラ フト される繊維本数

が，紡出糸の断面構成本数と等しくなるようなより数が存在する。このより数を保ちながら ド

ラフトすれば紡出糸の細さは一定に保たれる。

く2) スピンドル回転数とドラフト速度に多少の変動が生じても，紡出糸のよりは絶えず移

動平均され，その全長に亘って均等に分布する傾向がある。 したがってドラフト点におけるよ

りの変動は少なくなる。

く3）紡出糸に細さむらが生じた場合， よりは細い部分に集中する。紡出糸のよりが甘く

(6）手による精紡操作には加ねん ・巻取りのこつの役割を果たす道具＝紡錘が不可欠であるが，わが国の
繊維技術史の文献では， 紡錘によらず其約から絹紬糸を作る撚糸il~h cジスターフと同じ役割をする〉と
いう道具と手によって綿糸を精紡した時期があったとする見解が定説化しているよ うに思われる〈栂商
光速『技術発達史』，河出書房，1948年，19頁及び角山幸洋『日本染織発達史』，田畑書店， 1968年，
170頁〉。 しかし加ねんと巻取りを行う紡錘なしに，仮よりで紡絞糸を作ることは不可能である。
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技術と文明 3巻l号（4)

て， 張力を加えても構成繊維の切断を生じない状態の紡出糸に張力を加えると，太い部分が容

易にドラフトされて細くなり，糸むらの自己滅衰化が行われる。

こうしたよりの作用によって，左手だけをドラフトにあてる紡錘紡車で精紡することが可能

となる。

紡錘紡車のドラフトはスピンドノレと左手の間で行われるので，スピンドノレドラフトあるいは

片手ドラフトと呼ばれる。またよりでドラフト過程が制御されるからツ イスト ドラフトと も呼

ばれる。

紡錘紡車では，左手で引けるだけの長さの糸を紡出する こと， －＿§＿紡出を中断して，ス ピン

トツレ上に紡出糸を巻取る間欠精紡法をとらざるを得ない。

この種の紡車は綿や紡毛糸用の羊毛のような短かい繊維を精紡するのに適している。

(2) フライヤ紡車

加ねん用のフライヤスピンドルとその軸上をそれとは独立した回転が可能な紡出糸巻取 りボ

ビンによって構成されるフライヤ機構をそなえたものがフライヤ紡車である。フ ライ ヤスピン

ドノレとボビンの回転速度の差によって，加ねんと巻取りを同時かつ連続的に行う ことが可能と

なる。フライヤ機構の回転は，一般に，ペダノレ・クランク機構の足踏で行われるから，右手がスピ

ンド‘ノレを回転させる作業から解放され，両手を専らドラフ トにあてる ことができることになる。

繊維長が 60cmもある亜麻や硫毛糸の原料となる 40cmfこも達するコ ーミングウ ールは，

長過ぎて片手だけでスピンドルドラフトを行うことはできない。ジスタ ーフと左手の闘で予備

ドラフトを行ない，それを左手と右手の闘で主ドラフ トして，紡出糸と同じ細さにしたものを

加ねんし，巻取りを行う精紡法が必要となる。フライヤ紡車はこうした長い繊維を精紡するの

に適した道具で、ある。これは紡毛糸用にも使われるが，綿糸用としては生産性が低く ，さらに

巻取り張力が大き過ぎて細糸を紡ぐことができないために，使用されることはまれであった。

フライヤ紡車における両手ドラフトはロ ーラドラフトと原理的には同じものである。このド

ラフトは，スピンドルドラフトとは逆に木質的に不安定系であり， ドラフトによって糸むらが

自己増幅する傾向を有することである。もっとも手紡ぎの場合には，左手と右手聞の主ドラフ

ト域に適度のより を導き， ドラフト過程の安定化をはかることができる。

紡錘紡車 ・フライヤ紡車で精紡する；場合，人間と道具が一つの自動制御系を形成し， ドラフ

トと加ねん量を刻々とiWJ街lし， j習指と人差指がドラフトされる繊維量を調節するので， 「洋

式」精紡機に比して非常に大きなドラフトが可能となり，篠巻やロ ーラッグから直接糸を紡ぐ

ことができる。単に大きなドラフトが可能であるばかりでなく，今日の精紡技術をもってして

も勧出困難な，細くて均斉な糸を精紡することができた。一例をあげれば， 「洋式」精紡機の

硫毛糸の紡出限界は硫毛糸番手150番手程度であるが，フライヤ紡車では硫毛糸番手355番手を

紡出したとし、う記録がある。

(7) T. L. Halsted, J. A. Iredale，“Fine count worsted yarnsヘTextileManufacturer, 1974 Dec. pp. 38. 
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がら紡約紡機の技術的評価（玉)II)

2) 「洋式」精紡機による精紡法

結錘紡車においてスピンドノレドラフトをつかさどる左手の摺指と他の四本の指に替えて，粗

糸を締木（clasps）で把持して ドラフトする装置を採用することによって， 精紡機へ飛躍した

のはジェニー精紡機である。一方フライヤ紡車の両手ドラフトのかわりに数対のロ ーラを配列

し， それらの表面速度を順次増加して組糸をドラフトするロ ーラドラフ ト装置を採用して精紡

機に飛躍したのが， ワイアッ ト の精紛機（183~）であり， 実用化に成功したのがウォータフレ

ームである。

精紡諸操作のなかで最も重要で、人間の手にゆだねられてきたドラフト操作が， 「人聞からー
ω 

つの機構に移されたときから，単なる道具にかわって機械が現れ」 「この部分の根本的変革が

資本主義的生産様式を特徴づける産業革命の出発点となっ主」と ＜；v~ スは指摘している。
(1) ジェニー精紡機

一度に多数本の粗糸を上下一対の締木で把持し，左手を号＇＼，、てスピンドノレドラフトを行いつ

つ，右手で調車を回してスピンドルを高速回転させるジェニー精紡機は，紡錘紡車のごとくー

錘毎にドラフト制御することが不可能で、あったからドラフトは低く，あらかじめ組糸を作り，

それを精勤しなければならなかった。スピンドノレドラフトだけに頼って精紡するので，甘より

で毛羽が多くしかも太糸しか紡出できなかった。強力の必要なたて糸には不向きで，フ ァスチ

アンなどのよこ糸として専ら使われた。

(2) ウォータフレーム

単純なロ ーラ ドラフトはドラフ トむらが発生しやすいので，8倍程度のドラフトが精一杯で

あった。 したがって，精紡機で数千倍のドラフトをかけてカ ードスライパから直ちに糸を作る

ことはできないから，練条機 ・粗紡機にそれぞれ3～4回通して，ダブリングとドラフトを繰

返し行ない，徐々に細くして粗糸を作り，それを精勧機で糸にしなければならない。

フライヤ機構における差速巻取りは制動のかけられているボビンを紡出糸自身の張力で回転

させて行うため，その張力に耐え得ることのできるよりが強し、太糸しかっくれなかった。その

ため， この機械はたて糸用精紡機〈ツイ久トフレーム〉あるいはアークライトのたて糸機とよば

れた。回転部分の重量が大なフライヤ機構はスピンドル回転が 5000rpm程度で生産性は低か

った。

(8) E. Baines, Histoγy of the Cotton Manufacture in Great Britain, 1835, pp. 159, Frank Cass 

1966. 

(9) B. P. 562 

帥 K. マノレタス『資本論』第1巻，1868年，新日木出版社， 1984年，648頁。
帥 K.マノレグス 『1861-1863年草稿抄』，大月書店， 1980年， 34頁。
~：：） R. L. Hills，“Hargreaves, Arkwright and Crompton, Why three inventors？”， Textile History, 

Vol.10, 1972, pp. 120. 

M K. Marx, Das Cavital 1 buncl, 1868, Dietz 1982, pp. 513. 管見の飽凶では邦訳『資本論』は
Arkwight den Ketten stuhlをアータライトの経糸織機を誤訳している。

5 



技術と文明 3巻1号（6)

(3) ミュ ール精紡機

ジェニー精紡機のスピンドノレドラフトとスロッスル精紡機のロ ーラドラフトを結合し，ロー

ラドラフトで発生したむらをスピンドルドラフトで修正するクロンプトンのミュ ール精紡機の

発明（1878）によって，数番手の極太糸から300番手を越す超細番手糸まで，よりの強いたて糸

舟から甘よりのよこ糸用 ・メリヤス用まであらゆる糸を機械で作ることが可能となった。精紛

機は最終的に紡車に勝利をおさめることになった。

ミュ ーノレ精紡機で作られる糸の品質はリング精紡機のものより一般的に優れているが，生産

性が低いためにリング精紡機との競争において， リング精紡機の紡績限界の拡大に応じて， そ

の領域をせばめられた。

ミューノレ精紡機はスピンドルドラフトを採るため間欠精紡とならざるを得なかったから， ス

ピンドル回転の高速化に限度があった。紡出時の最高速度はリングのそれに劣らなくても，紡

出から巻取りまでの 1サイクルの平均回転数は 6000rpm 程度以下になり， 一錘量はフライ

ヤ精紡機と大差のないものである。

さらに，巻取りの際には，スピンドノレ回転速度を刻々と変化するスピンド、ル上の巻取り糸径

に反比例させ追従しなければならないという困難性があった。これが自動ミュ ール精紡機開発

途上における最大の障害であり，巻取り作業が熟練男子精紡工の手動に長くゆだねられた技術

的基礎であった。ストラッピングモーションとし、う巻取り糸張力自動制御機構とクォードラン

ドモーションの組合せによって， ロバーツがミュール精紡機の自動化を基本的に完成したのは

1830年のことである。

(4) リング精紡機

フライヤ機構のかわりに軽量で、比較的紡出品張力の小さいリング ・トラベラ巻取り機構の採

用によって高速化に成功したのがジェンクス等の発明したリング精紡機（1828）である。 ミュ

ール精紡機に比して生産性が2倍程度高かったので， リング精紡機で当初紡出可能な中 ・太番

手の分野でミューノレ精紡機をまず駆逐した。 ドラフトむらの発生を低くおさえるエプロンドラ

フト装置がカサプランカスによって発明され （1911), 200番手までの極細糸の紡出が可能とな

ってからは， リング精紡機がミューノレ精紡機を綿紡の分野で、ほぼ完全に駆逐してしまった。

リング ・トラベラ巻取機構は高速回転のもとではリソグとトラベラ聞の摩擦が増大し，紡出

糸張力の増大を招くために， 25000rpm 以上の回転はむつかしい。 これ以上の高速化は， 従

来の「洋式」精紡機とは全く逆に紡出すべき繊維を高速回転して，そこから糸を引き出すオー

プンエンド（OE）方式によるほかはないと，現在は考えられている。 1960年代に実用化された

空気精紡機はじめさまざまな形式の OE精紡機の開発が行われている。

3.がら紡精紡機

がら紡精紡機は，それ以前の「洋式」精紡機がすべて紡出糸を回転して加ねんしたのとは全

6 



がら紡精紡機の技術的言干価（玉JJI)

1) がら紡精紡機の構造

がら紡精紡機の主要紡出部分を図－ 1に示

す。 紡出すべき繊維をよく開綿して筒状に巻い

た撚子（ヨリ コ〉を装入する内径l寸4分程度，

長さ 6寸～ 1尺 3寸のブリキ製の円筒を査と呼

ぶ。壷底は木製円盤でその中心に銅線を立て壷

芯とする。査と壷芯がスピンドルの役 目をす

る。査は眼鏡板の孔を，壷芯は遊鼓＝遊子＝遊

合（ユウゴ〉芯の中心孔を事li受と して回転運動

する。遊鼓芯にルーズに装着した遊鼓と呼ぶ木

製のプーリーに下ゴロの回転運動を調糸によっ

て伝導する。査底の下面と遊鼓の上国には羽根

と呼ぶ小鉄片が各 1枚打込んであり，この羽根

の接触によって遊鼓の回転は査に伝えられる。

萱芯の下端を天秤で支持する。この天秤は帯銅

製で，天秤台上の支点で撚子の詰込まれた萱

と，分銅と呼ぶ重錘のバランスをとる。このノミランス調節は後述のようなさまざまな方法で行

う。針金を張って作った支点は天秤の感度を鋭敏にする。壷から糸を紡出して巻取る直径3寸

く逆に，紡出すべき繊維を回転しそこから糸を

引き出す方法をとった。 これは OE精紡機の

精紡法と基本的に同じ革新的な発明思想にもと

づくものであった。

糸

枠

糸

撚子

5分， l憾1寸7分ほどのボビンを枠と呼ぶ。この枠は松か杉の丸太を輪切にしたもので，割損

防止と運搬の便のために芯抜きする。初期の機械の枠はフレンジを有したが，現代のものはこ

れを欠く。枠は上ゴロと呼ぶ一対2本の巻取りロ ーラの上に置き，それとの摩擦で連れ回る。

枠に糸を均一に巻取るためにユスリ ・糸〈ぱりあるいは綾取りと呼ぶ糸ガイドを設ける。

機械全体の写真を図－2に示す。ギアエンド部を手元，直立フレームを鳥居，鳥居を上部で

連結する梁を棟木とl乎ぶ。鳥居と鳥居の聞を一間〈ヒトマ〉といい， 一聞の置数は現代の機械

は片側32錘，両側で64錘，1台は8間で構成され，512錘が標準仕様である。 しかし据付場所

に合せて幾聞のものでも自由に選択できるのもがら紡の特徴のひとつである。がら勅精紡機の

用語の多くが紡錘紡車と大工職人のものであることは，その出自を物語るもの として興味深

M 矢橋彦四郎 『大東亜ガラ紡』，前編，私刊， 1944年， 12頁。
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技術と文明 3巻1号（8)

し、。

がら紡精紡機の動力は手廻しと水車が初期には普及し

た。水車は谷川の水車のほかに矢作JII・矢作古川には舟

水率とし、う形態があった。舟水車は1933年を最後に姿を

消したが，谷川の水車は太平洋戦争後も電動機と並んで

かなり広く使用され続けた。電化が行われる以前は石油

発動機も広く使われた。戦中戦後の電力事情の悪い時期

には木炭自動車用エンジンも流用されたと L、う。なお足

踏精紡機については後述する。

2) がら紡精紡機の精紡方式

天秤機構における天秤のノミランスは近似的に次のよう 図ー2 水車駆動がら紡絡紡機（明治村所蔵）

になる。

W ・ Lb=Li(Wp+ W1-T) 

ここでw；分銅の重量， Wp ：壷の重量， w，：撚子の重量， T：紡出糸張力， Lb：支点と

分銅間距離，Lt：支点と萱芯間距離。

7～10匁伝どの撚子を，萱の中で少しも移動することがないようにしっかりと査に詰める。

紡出糸張力が零のとき壷側がやや下がり，萱底と遊鼓の羽根が接触するように天秤のバランス

を調節する。枠に巻かれた糸を少し巻戻し，回転している査に詰込まれた撚子の表面に糸端を

付けると，糸が継ながり紡出が開始される。枠が回転し糸を巻取るにしたがい，撚子の表面か

ら繊維がつぎつぎにスピンドノレドラフ卜され，査の回転で加撚されて糸が紡出されてし、く。査

に回転を与える遊鼓の回転速度は紡出糸に規定のより数を与えるよりも意識的に大きく設定し

である。 l~たがって時間の経過とともに撚子と枠の間にある紡出糸のより数は漸増する。これ

にともない紡出糸が撚子表面の繊維をより込む本数が多くなり，そのため紡出糸張力が増大

し，天秤のバランスが破れ，萱は徐々に吊上げられ，ついには萱底と遊鼓の羽根は接触を断

ち，壷は回転を停止するにいたる。査が停止している間も，繊維は枠によって撚子表面からド

ラフ卜され続けるから，紡出糸のより数が漸減する結果，紡出張力が低下し，査は下降し，最

後に，査底と遊鼓の羽根が再び接触し，初期状態に復帰する。置が回転を停止し， 紡出糸のよ

り数が減少している聞に，紡出糸自身の張力によって糸はドラフトされ，糸むらの自己滅衰化

が行われる。こうした査の回転 ・停止のサイクルを規則正しく繰返しながら，紡出糸張力によ

って糸むらを矯正するのががら紡精紡機の自動ドラフト制御動作である。

なお紡機にフィ ー ドパック自動制御機構が採用されたのは，自動ミュ ール精紡機のストラッ

(1$ 服部総之 ・信夫清三郎『明治染織経済史』， 白楊社， 1937年， 563頁。
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がら紡給紡機の技術的評価（玉JII) 

手廻機「明治村」

手廻機 日本綿業倶楽部

ピングモーションが最初である。スカッチ

ャの給綿量を自動調節するロ ードのピアノ

モーション（1865）がこれにつぎ，がら紡

精紡機の天秤機構が三番目のものといえる

だろう。鯨条機のロ ーラドラフト装置に自

動制御機材ij:が木格的に採用されたのは1960

年代であり，精紡機のドラフ ト自動制御は

いまなお成功していないことを考えると

き，臥雲の発明はわが国の自動制御技術史

上すぐれて画期的なものであったといわな

ければならない。 荒川新一郎がつとにこれ

水車駆動機 「明治村」 t蓋芯

． f釜芯現代の精紡機

移動支点

図 3 天秤の諸形式

を「 賠償の措置」といって，自動制御機構を評しているのは注目に価いする。

紡出の進行にともない撚子重量が漸減し， 天秤のパランスが初期設定値とかけ離れる結果，

紡出糸はだんだんよりの甘い細い糸になってし、く。撚子重量の減少を相殺して天秤のパラ ンス

を初期状態に保つ方法は，原理的に，く1）分銅を吊るす位置を変え ん を短くする，く2）分

銅の重量wを軽くする，く3）支点の位置を変え Ltを長くする方法が考えられる。く1）の形

式に属するものは臥雲が第一囲内国勧業博覧会に出品した手廻精紡機および 「明治村」所蔵の

手廻精紡機，く2）は科学万博歴史館に出品された， 日本綿業倶楽部所蔵の手廻精紡機，く3)

は「明治村」所蔵の水車駆動精紡および現代の精紡機がこの形式に属する。く1><2＞の形式

に属するものは一錘ごとに手で天秤のノミランスを調節しなければならない。く3）の形式は，

天秤を乗せた天秤台をネジあるいは歯車によって移動して，支点の位置を一斉に調節するもの

である。これらの天秤の諸形式を図－ 3~こ示めす。

ネジによる支点一斉調節法は1889年に中野清六が発明したもので，がら紡精紡機発明以降の

諸改良のなかで作業能率向上にとって最大の貢献をなすものであった。発明当初は手動によっ

て調節したので手ネジなどと呼ばれた。現代の機械は，天秤のバランス調節を機械的に行 う
ω 

が，この装置は1922年に深見喜太郎が発明したものである。

紡出糸の番手は，天秤のバランスの他に，撚子を構成する繊維の種類 ・繊維長 ・繊度 ・水分

率 ・撚子の固さ，上ゴロの巻取り速度 ・萱と上ゴロの距離＝ストレッチなどさまざまな要因の

関数である。この番手調整は長年の経験によるほかはない。これらの諸要因のなかで撚子の出

同 H.Catling，“The dev巴lopm巴ntof the spinning mule'', Textile History, vol. 9, 1971, pp. 46. 

帥 渡辺周『綿糸紡績』，丸善，1919年，90頁。
同 政務局 ・工務局『繭糸織物陶漆禄共進会審査報告』，有隣堂，1885年， 179頁0

~~前掲害帥， 559頁。
帥 実用新案特許，第71321号。

例 文部省『紡績』（2）， 実教出版，1960年，319頁。
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技術と文明 3巻1号ω

来不出来が，がら紡の成績の大半を決めるといわれるほど重要である。

がら紡の前紡工程である撚子製造の技術の多くはわが国独自の力で開発されたものである。

その発展史を解明することは，がら紡精紡機のそれに劣らないほど興味深いものがあるが，本

論ではこれを全て割愛した。

3) がら紡精紡機の技術的評価

がら紡以前の全ての精紡法は紡出糸を巻取るスピンドルを回転させて，加ねんしている。

ューノレ精勅機のようなスピンドルドラフトを採用するものは，加ねんと巻取りを交互に間欠的

に行わざるを得ず，そのためスピンドルの高速回転が制限され，巻取り機構が複雑化するこ と

が避けられなかった。がら紡精紡機は従来の方法と全く逆に紡出すべき繊維を回転し，そこか

ら糸を引き出すことにしたので， スピンド、ルドラフトを採りながら， 連続精紡が可能となっ

た。さらに巻取りの差速装置も不要となったので機械の構造が「洋式」精紡機に比していちじ

るしく単純化された。この独得な精紡法は，紡出糸張力を検知し，糸むらを修正する天秤機構

というフィ ート、バック ・オンオフ ・ドラフト自動制御機構の発明によってはじめて実現したも

のである。糸むらが自己滅表するスピンドノレドラフトに天秤機構を結合したがら紡精紡機は数

"" 千倍におよぶ驚異的な超高ドラフトを可能と した。ロ ーラドラフトの 「洋式」精紡機は糸むら

の発生を避けるために， 10倍以下の低ドラフトとならざるを得ず，練条機と粗紡機に繰返し通

して粗糸を作る長い前紡工程がどう しても必要である。これに対してがら紡精紡機は超高ドラ

フトであるから，繰綿を唐弓で打って，撚子に巻けば，直ちに精紡できる。これが在来の手紡

ぎ綿糸の生産体系を大きく変更することなく ，紡錘紡車からがら紡精勧機への転換を可能にし

た最大の技術的要因であった。

がら紡糸はジェ ニー精紡機の糸と同様スピンドノレドラフトのみによって精紡されるから，糸

の性格はきわめて類似していたものと推測される。もっとも，天秤機構を有するがら紡精紡機

の糸のほうが格段に細くて均一であったことは疑いないところである。ジェ ニ一糸がファスチ

アンのよこ糸として使われたように，輸入綿糸や「洋式」紡綿糸をたて糸にがら紡糸をよこ糸

に使ったいわゆる半唐木綿＝半紡木綿が広く作られたことは，両者の糸の類似性を物語るもの

といえよう。イギリスとわが国の産業革命初期に果した両者の役割がきわめて類似することは
関

興味深いと ころである。

イギリスやインドでもすでにリング精紡機が普及しつつあった時期に，第三の精紡機である

がら紡が導入初期のわが国の「洋式」綿紡とよく競合し得た主体的条件は次のようにまとめる

伺一例をあげれば，長さ 8寸の標準的な萱に， 8匁の燃子 （124KTex）を詰め，綿番16番手（37Tex)

の糸を紡ぐときのドラフトは3345倍となる。 ちなみに繭糸織物陶漆器共進会に出品されたがら紡綿糸
の平均番手は16.2番手であった。

制堀江英一“産業資本の確立とその矛盾”， 『新日本史講座』第八回，中央公論社，1951年，9頁。
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がら紡精紡機の技術的評価（玉JI!)

ことができるだろう。

く1）天秤機構というドラフト自動制御装置の採用で，数千倍としづ超高 ドラフ トを実現

し， 「洋式」綿紡では欠かせない練条 ・粗紡工程が省略され，撚子から直接精紡できたこと。

く2) スピンドノレドラフ トによったので， ローラドラフト不可能な短かし、繊維でも容易に糸

にすることができたこと。

く3) スピンドルドラフ トでは不可避であった間欠精紡を克服し， ドラフト ・加ねんと巻取

りが連続化されたこと。さらに従来の連続精紡法で、は欠かせなかったフライヤ機構やリング ・

トラベラ機構のような差速巻取りが不要となったので，機械構造がし、ちじるしく単純化される

とと もに，糸継ぎなどの精紡作業が容易になったこと。

く4) 前項との関連で，機械のフレームや部品の多くは木製でも実用に耐えたから，機械が

安価で、あったこと。

さらに外的条件と して，導入初期のわが国の 「洋式」綿紡は，ローラドラフトに全く不向き

な非常に短かし、在来の国産綿を原料と し， さらにその技術水準が低劣で、あったことも，がら紡

にとって傍幸した。しかし1890年にロ ーラドラフトに適する繊維長のイン ド綿が輸入されるに

および， 「洋式」綿紡と対抗するすべを断たれることになった。それ以後がら紡は， 「洋式」

綿紡の落綿や回収綿を原料とする落綿紡績のひとつとして活路を見出すこと となった。

がら紡精紡機が 「洋式」精紡機に敗北した技術的要因について，次のように要約できょう。

く1）天秤機構は，重量が大で高速回転する査の回転をオンオフ して ドラフ ト制御を行うた

め，高速応答性が悪く， リング精紡機の 1/20以下のスピンドル回転数しか得られず，機械の

低生産性が致命的欠陥となった。

く2）天秤機構がオンオフ制御であったから，周期的な糸むらの発生が避けられなかったこ

と。

く3) スピンドノレドラフトだけに頼り，撚子表面におけるドラフトを人間の指のように積極

的に制御できなかったので，むらの多い糸しか作れなかったこと。

く4) スピンドノレドラフ トのみでは強ねんの糸を作るのがむつかしいため，甘よりの強力の

ない糸しか精紡できなかったこと。 ちなみに繭糸織物陶漆器共進会（1885）に出品されたがら
~ 

紡糸の強力は国産「洋式」紡糸に比して 6割弱，輸入糸の 4割強に過ぎなかった。

4) 臥雲長致のがら紡精紡機

臥雲は，第一囲内国勧業博覧会以降1889年に至るまで、精紡機の改良に努めた。この時期はが

ら紡が「洋式」紡に対抗した時代で、あったから，彼の改良は輸入糸に負けない細糸を紡出でき

る精紡機の開発に向けられた。改良によって 「洋式」精紡機を凌駕する ことができると確信し

制前掲書帥，169～172頁。
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技術と文明 3巻l号（12)

ていたことは， 1882年に彼が石川県令千坂

高雅に提出した「綿糸紡績器械改良御検査

願」 と題する岡崎市郷土館所蔵の文書の中

で自分が試紡した糸と20番手 ・30番手の輸

入糸と比較したところ「同等ノ綿糸トナ

ル。其強弱ハ尤唐物ノ右ニ出ノレコト難ク，

是全ク綿ノ質ニ拠ノレモノカ」と述べている

ことから窺うことができ る。 しかしなが

ら，がら紡精紡機は高速化が望めないとし、

う致命的欠陥を内包していたから，所詮彼

の努力は徒労に終るべく運命づけられてい

Tこ。

彼自身が作った精紡機は現在l台も遣さ

れていないから，文書に記録されたものに

ついて，彼の努力の跡をみておこ う。

(1) 第一回内国勧業博覧会出品機

彼が「綿紡績機」として出品した機械は

『同博覧会出品解説』によってかなり詳細

に知ることができる。それによると，機械

の左右に各20鍾の査があり，ギャエンドに

あるクランクを手廻しして，機械を駆動す

る。 出品機は小型のものであったが，松本

の開産社で以前から運転していたものは，
国

100錘で水車駆動であった。
包a

出品機を図－4に示す。 『同出品解説』

図－4 臥雲辰致が第l国内国勧業｜尊覧会に出品した
手廻がら紡績紡機（『第一回内国勧業博覧会
出品解説』第四区第四十三図より縮図）

レ12T

ワ26T

リ36T

n6T Hチ15T

ト28T

仏（）
ノ、15T

ツ24T

へlST

ホ36T

ラ20T Fゴロ

図－5 臥雲辰致が第一囲内国勧業博覧会に出
品したがら紡精紡機の運転系統図

聞

によって筆者が作成した運転系統図を図－5に示めす。この機械は紡錘紡車に比して生産性が

いちじるしく高かったので， またたくうちに全国に普及した。 この年には早く も細木年ーが
四

「諸工職業競』と題する錦絵のなかの一枚に 「いと くりきかい」としてがら紡精紡機を摘し、て

いる。出品された機械は， 「明治村」所蔵水車駆動精紡機および現代の精紡機と伝導形式はほ

とんと。変わる ことがない。 『同博覧会報告書』 で「歯車ノ配置猶少シク冗賞ヲ免レザルモノア

伺 『明治十年内国勧業博覧会出品解説』第四区，国内勧業博覧会事務局， 1877年，61～64頁。
帥 向上書，第四区図式， 43頁。
制前掲書糾，62～63頁。
制樋口弘『幕末現治の浮世絵集成』，味燈書屋，1956年，141図。
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がら紡料i紡機の技術的評価（玉JI!)

リト雌任其緊要ノ；機構ノ、極メテ簡単ナルモノ
(l>! 

ト謂フベシ」と評されたが，歯車の配置も現

代の機械と大差なく ，簡にして要を得たもの

であったというべきだろう。

この機械は二人持ちで，一人が専ら動力の

役割を果し，他が糸継ぎ・玉揚げ ・撚子詰

め ・天秤調節などを行う本来の精紡工であ

る。もっとも精紡工は一人で数台を持つこと

は可能であるが，初期の作業形態はよくわか

っていない。

( 2) 第二囲内国勧業博覧会出品機

図－6 臥雲辰致が第二回内国勧業博覧会に出品
した足踏円裂がら紡粉紡機

この機械は出品申込期限後に特別の計らいで出品を許されたもので，そのためか出品 目録に

記載されていない。また報告書に掲載されるべきはずの図面がなぜか空白のまま残されている
醐

ため，機械の詳細は不明にちかい。しかし岡崎市郷土館所蔵の写真（図－6）と， 「同報告書J

の「其従装ヲ変シ円装ト成シ踏転セシムノレヲ以テ其補足劉去等ヲ要スルモノ回転シテ前ニ到ル

ヲ待テ手ニ応シテ之ヲ完全ス放ニ一人ニシテ兼テ綿糸ノ看守ヲ ナスヘシ」から判断すると，大

略次のようになる。 この機械は円形足踏式24錘立で，足踏によって萱を高速回転すると同時

に，査を取付けた機台全体をゆっくり と回転し，精紡工の前に査がつぎつぎに巡行してくるよ

うに工夫されている。精紡工は自分の前にきた査について，糸継ぎ ・玉揚げ ・撚子詰め ・天秤

調節などを行う。機台は六角柱状で各辺に4錘の査が取付けられているというまことにユニー

クな機械で， ワイアットの円形精紡機（1758）をほうふつさせるものがある。 このような機械

を彼が考案した背景は，当時普及したものは水車駆動機よりも二人持ちの手廻し機が多く ，手

軽に一人で運転できる人力駆動機に対する要望が強かったことの反映であろう。しかるにこの

機械は『間報告書』で「機其ヲ円転セシムルカ為ニ運回頗ノレ慢ニシテ製額随テ多カラス是レ
~J 

変以テ機械ヲ用フルノ効ナキナリ」と評されたように，生産性が低かったために普及しなかっ

た。臥雲の円型機のほかに横型足踏機も後に作られたが，これもあまり普及しなかった。

(3) 特許精紡機

第二囲内国勧業博覧会後大森惟中の援助を受けて細番手用精紡機の開発に努めたが，完成に

至らなかった。その後甲村滝三郎 ・武居正彦の支援を得て完成したのが特許七五二号「綿紡績

機」 (1889）の手廻機である。 これは甲村 ・武居 ・臥雲が共同発明者となっているが， 臥雲の

帥前掲書（3),56頁。
制 『明治十四年第二回内閣勧業博覧会報告書』，第四区，農商務省， 1883年，53頁。
帥向上書，47頁。
(3~ B. P. 724. 

帥前掲書帥， 52頁。
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技術と文明 3巻1号04)

発明に支援者の名を加えたものといわれる。

従来の機械ではよりの強い糸を紡出しよう

としても，勧出糸張力が大き過ぎると上ゴロ

と枠がスリップして，巻取らなくなり，つい

には糸切れを生ずることになる。この特許

は，紡出糸張力が大であっても糸を確実に巻

取るように考案したものである。特許明細書

記載の図面にもとづいて筆者が作成したドラ

フト部分の機構図を図－7に示す。

特別に考案された l本の針金と針金のルー

プを歯とする歯車によって紡出糸を積極的に

巻取らせるものである。天秤機械を査の上部

に移し，巻取り歯車と連動させ，歯車の噛合

いをオン ・オフさせるものである。 これは機

構が複雑にすぎ，低能率であったから実用化

しなかった。

第一囲内国勧業博覧会以降十数年間におよ

ぶ臥雲のがら紡精紡機改良のあとをたどって

みると，特許制度施行以前になされた彼自身

の発明を超える新らたな精紡方式の模索で、あった。

しかしついにそれに成功しなかったところに発明家

臥雲の悲劇性があったといえよ う。彼以後の多くの

改良の試みも，ーっとして実用化に成功したものは

なし結局第一囲内国勧業博覧会に出品された機械

の精紡方式が現在もなお生き続けていることにな

る。

5〕 保存されている初期のがら紡精紡機

初期に属する機械が白木綿業倶楽部と博物館「明

治村」に所蔵されている。これらの機械の概要を報

告する。

(1) 日本綿業倶楽部所蔵の手廻機

制向上書，54頁。

14 

キT

囚

歯車

図－7 特許七五二号の手廻がら紡粉紡機の ドラフ

ト裟直（「特許明細書」にもとづいて編図）

図－8 手廻がら紡精紡機

（日本綿業倶楽部所蔵）



がら紡精紡機の技術的評価（玉)Ji)

機械の写真を図－8に示めす。この機械は片側

各20錘計40錘立で，歯車も含めて木製である。

本機の特徴は，ブリキ製の小さいノミケツ状の容

器に小石あるいは金属片等のパラス トを入れて分

銅とし，バラストを徐々に減じて天秤機構のノミラ

ンス調節を行うことである。鋸天秤には三つの歯

が刻まれているだけである。この歯は太 ・中・細

番手を紡き分けるためのものであろうか。

この機械をもって臥雲が第一回内国勧業博覧会
む的。

に出品したものとする文献をみかけるが， 〔東京

橋本製〕 〔堺支店〕 〔細工人鈴木新吉〕の三個の

焼判が押印されているから，早い時期に岡崎で作

られたか，あるいはその堺支店で作られたもので

あろう。 これは『第二囲内国勧業博覧会報告』で

「模倣一時ニ遍ク東京府下処 トシテ此機アラザル

ハナク参遠摂泉ノ各地争テ擬造ヲ為シ皆自ヲ発明
Cl!I 

者 ト称」 したといわれたものの中の 1台であろ

う。

(2) 「明治村」所蔵の手廻機

機械の写真および運転系統図を図－9・10に示

めす。片側各30錘計60錘立の木製の機械である。

臥雲の特許精紡機と同様歯車の数を減じ，調車と

調糸で伝導するもので，軽く運転できるようにす

る配慮と廉価化が計られている。機械の主要軸受

部分にはすべて磨粍防止の薄葉鉄J涯をはめ込んで

あることをみると，手廻機と しては完成度の高い

ものであるといえよう。

図－9 手廻がら紡精紡機 （明治村所蔵）

2.8骨

2.8世

2.8φ 

2.8世

40T 

下ゴロ 10.4¢

図－10 手廻がら紡精紡機（明治村所蔵）

の運転系統図 （単位 ：寸）

天秤機構のパランス調節は，織物製の袋に砂を詰めて作った分銅を鋸天秤の歯に掛替える こ

とによって行う。この形式は臥雲が第一国内国勧業博覧会に出品したものと同様である。鋸天

秤には13の歯が刻まれている。製造者を特定するものはなにもないので，日本綿業倶楽部の機

帥前掲書（2），巻頭写真。
帥書上誠之助“ガラ紡”， 『繊維学会誌』 Vol.36, No. 4, 1980年， 140頁。

伺前掲書M.6頁。
伺前掲書帥，50頁。
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技術と文明 3巻1号ω

械といずれを古いとするか判定するすべは

ない。

(3) 「明治村」所蔵の水車駆動機

機械の運転系統図を図－11に示めす。現

在は片側各30錘計60錘立で1聞の機械であ

るが，製造当初は数間あったものを短縮し

て1聞にしたものである。

ユスリ

46T 

天秤のバランス調節は手ネジで一斉に行

う。天秤にはなお5歯が刻まれているが，

これは壷聞の天秤パランスのノミラツキを微

調節するためのものである。枠に糸を均一

に巻取るためのユスリが取付け られて い

る。この機棋は，天秤のパラソス調節の機

械化とストレッチの可変化がなされていな

いほかは，現代の機械と機構的に変わると

ころは少ない。
図－11 71'車駆動がら紡精紡機（明治村所蔵）の運

〔三河国岡崎町字能見鈴木製〕の焼判が

押印されているから鈴木次三郎の製作したものである。

歯車も含め主要部はほとんど木製である。

6) がら紡精紡機に対する従来の技術的評価について

(1) 荒川新一郎の評価について

ilii系統図 （単位：寸）

繭糸織物陶漆器共進会（1885）に出品された国産「洋式」紡綿糸とがら紡綿糸の品質試験結

果について，審査部長をつとめた荒川新一郎は学士院において同年六月に聞かれた綿糸講話会

で「本邦紡i費者操業ノ要訣」と題して講評を行なった。そのなかで彼は「洋式紡糸ト臥雲紡糸

ト相異ナル所以ノモノヲ論」じ， 「臥雲紡糸ノ洋式紡糸ニ劣レル所以ノモノハ第一綿毛硫整ヲ
~ 

受ケス繊維能ク整理セサノレニヨノレ第二紡式真理ニ反シ伸撚ノ方法完整ナラサルニヨル」の二点

につきるとしている。具体的には，

洋式ハ打解ニ次クニ硫刷硫条ヲ以テシテ繊維ヲ整理シ而後ニ之ニ施スニ精紡ヲ以テス而シ

テ其精紡ハ所謂イ申俸ヲ以テ伸l腸ヲ調理シ紡錘ヲ以テ撚ヲ施シ糸管ヲ以テ糸ヲ捲取ルノ方式

ナリ臥雲紡式ハ之ニ異ナリ打解ニ次クニ精紡ヲ以テ繊維整理ニ至ラス而メ其精紡ハ伸俸ヲ
ポピ γ

用ヒス紡錘ニ換ユノレニ短筒ヲ以テ、ン総管ニ代ユルニ小車ヲ以テシ撚ハ短筒ノ回転ニ成リ 伸

伺前掲書M,178頁。
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がら紡精紡機の技術的評価（玉JI!)

ハ小車ノ糸ヲ捲取ノレニ従フ撚ヲ施ス者糸ヲ捲取ラス糸ヲ捲取ノレ者却テ繊維ヲ若、出ス ノtl'i-l'営

ナリ臥雲ノ紡式ノ、実ニ西洋紡式ノ反対ナリ」

として，結局「器械ノ矯営紡績ノ方式如何ニ改進ス トモ此理合ヲ捨テ 、他ニ求ムヘキノ新理ナ

カノレヘシ」と断じている。

しかし， ここで真理に反すると批判されたがら紡の精紡原理は， リング精紡機を越えるもの

として1960年代に実用化された OE精紡機に共通する革新的な発明思想に基づくものであっ

たことを見落してはならなし、。

(2) がら紡精紡機の形態について

加藤幸三郎は「ポールの「椛綿機』に比せられたとするのが通説で、ぁ2」 「アークライトの

硫毛機〔粗紡機の誤り ：筆者〕 〈ランタンフレームともいう〉に極めて類似している」とがら紡精紡

機の形態について述べているが，これはまったく当を得ないものといわざるを得ない。 『第一

囲内国勧業博覧会報告書』の筆者大森惟中は臥雲のがら紡精紡機を評して

装置ノ大異トスベキハ綿ヲ綿筒ニ装シテ回転セシメ糸巻ノ引力ニ由リテ 自然ニ糸緒ヲ抽出

スノレニア リ余費府ノ会ニ於テ遍ク綿紡ノ諸機ヲ目撃セシニ概シテ皆綿線ヲ引ク ニ機関ヲ設
ポー ル

クルモノニシテ未此綿筒ノ装置アルヲ見ズ。但保爾氏ガ硫綿機ニ貯憾ヲ転回シテ綿条ヲ診

ラシムハ装置相似タリト蹴陀亦糸緒ヲ引キテ貯｛唯ニ委入スノレニ過ギズシテ直ニ綿英ヲ装ス

ノレモノニプラザルナリ

と彼の発明の比類のない新規性を強調しているものであって，揖西光速が 「僅にポーノレの椛綿
闘

機と比せられた」 としているのもすでに相当ではない。 フィラデノレフ ィア博覧会（1875）に米

国のホスアンドペリ ー （Foss& Perry）社がフラットカードを出品しているが，これが大森の

いうポーノレの硫綿機に当るかは不明である。

同様にランタンフレームに比するのも失当であることは言をまたない。

(3) リング精勅機と同じ精紡原理とする評価について

がら紡精紡機がドラ フト・加ねんと巻取 りの連続化を実現したことをもって， リング精紡機

の原理と同じとする説があるが，精紡原理を規定するドラフ トはジェニー精紡機と同じ系統の

スピンドルドラフトに属している。また巻取り方式もリング精紡機の差速巻取りとは全く異な

帥前掲書同， 178頁。
帥前掲書帥， 178頁。
帥前掲書帥， 140頁。
帥加藤幸三郎 “近代紡績業への転換”， 『日本技術の社会史』第三巻，日本評論社， 1983年， 245頁。
帥加藤幸三郎『綿業における技術移転と形態』，国連大学， プロジェクト「日本の経験」 研究報告，
HSDRJE-lSJ, 1979年， 13頁。

帥前掲書（3),55頁。
帥前掲書（6), 23頁。
制 J.S. Morton, Official Catalogue of the International Exhibitioη of 1876, part3, Cent巴nnial

Catalogue 1876, pp. 29. 

帥相川春喜 “日本型産業革命の技術的法磁”， 『日本の産業革命』，1977年， 11頁。
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技術と文明 3巻1号UBl

るものである。両者に共通するのは単に連続精紡だという点にすぎない。こうした説に従うな

らば，オープンエンド精紡機も リング精紡機と同じ精紡原理とせざるを得ないだろう。

(4) がら紡精紡機のドラフト自動制御動作について

西村益者は「最も理想的紡糸と云うのは筒が上下しないのが一番よいので，綿と調整と巻取

り速度が一致した場合は筒は下部に一定に廻転して居って上り下 りせず，こう云うのを最も能

率的に紡糸されて居るというので、ぁ2」といい，奥村正二は「筒中の篠から引出した糸は左図

の場合，上のロ ーラ8で引張られると同時に，筒の回転によって撚がかけられ，連続的に糸を

紡ぎだしてし、く。引き出される糸が異常に太くなると篠に対して把持力を生じ，右図のように
ω 

篠を引き上げる」とするが，これに類するものが多い。しかしこれはがら紡精紡機の実際を正

しく伝えるものではない。事実はさきに述べたごとく，紡出糸に規定より数を与えるよりも遊

鼓の回転速度を意識的に相当大きく設定して，査に回転 ・停止のサイクノレを規則的に繰返させ

るのが，がら紡精紡機の自動制御動作であって，たまたま異常に太い部分が発生したときに，

査の回転を停止させるものではない。

また奥村のいうごとく，査の中で撚子が上下に動くならば紡出は不可能であること，さらに
同

遊鼓の切欠きに壷底の羽根がはまって査に回転を伝えるように説明しているが，これは原理的

には可能であっても，実用的には動作が不確実であるばかりでなく，査の落下の衝撃のために

遊鼓の寿命がし、ちぢるしく短縮されるから，こうした方法は実用化されていない。

4.むすび

紡錘勧車において，人闘が左手でドラフトを右手で加ねんを巧みに調節しながら篠巻ーやカ ー

ドスライノくから直接糸を精紡するように，天秤機構といろ自動ドラフト制御装置のゆえに現代

においてもなお驚異的な数千倍という超高ドラフ トを実現し，撚子から直接糸とすることを可

能にしたがら紡精紡機は画期的な発明であった。 ドラフト自動制御装置をもたない 「洋式」紡

の戸 ーラトラフトは10倍程度が精一杯であったから， ドラフトとダブリングを繰返す長い前紡

工程を避けられないので，巨大な設備が必要となる。この際立つた対比のちちに，がら紡が今

日まで存立し得た最大の条件をみる。

一方，がら紡精紡機は天秤機構の高速応答性の悪さに由来する低機械生産性とL、う致命的欠
帥

陥をもっ。この欠陥を，安価な動力と機械設備 (1941年当時512錘立1台の価格は800円であった〉に

よって太番手で甘よりの落綿糸や回収綿糸を作って，紋羽 ・帯芯・足袋底 ・綿敷物・ロ ーソク

芯などの特殊用途を開発し続けたこと， 日露戦争前後の女子労働者の労働条件が，岡崎工業学

倒西村益者『実用織物の研究』第一部，日本織物研究会，1950年，260頁。
帥奥村正二『技術史をみる限』，技術と人間， 1977年， 233頁。
帥 前掲書伺，140頁。
同 前掲書帥，232～233頁。
帥ー閑人“時局下のガラ紡工業を語るヘ 「紡織界」 No.3, 1941年，20頁。
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がら紡精紡機の技術的評価（玉JI¥)

校の校長であった和田進によれば，

女子従業者を得る こと今 日に比し極めて容易にして周旋屋が多 くの子女を連れ，各工場を

歴訪してー～二人と次々に周旋して歩き， 賃金も ?J］＇；極めて低 く就業時間17時間（12時間は

紡紙 5時聞は総取り とする〉にて普通工は食事工場主負担の一ヶ月18円位， 極めて優秀な
帥

る者にて36円， 年期工は 3ヶ年契約にて100円位であった。

というきわめて低い水準にあったことなどによって補いながら，今 日まで生続けてきた。 しか

し，近年そのような存立条件は急速に失われ，最盛期の1948年には三百数十万錘あったがら紡

は，落綿紡＝和紡全体の衰退のなかで，全 く姿を消そう としている。

こうしたなかで，がら紡の技術と運転可能な設備を保存するために， 「和紡の里」建設をめ

ざす運動が岡崎地方の人達によって進められていると聞く。一日も早い実現を期待す るもので

ある。

がら紡精紡機の調査と写真の掲載を許可された持‘物館「明治村」 と調査の際大変お世話になった同館の

加藤保博氏，がら紡精紡機の精紡原理と機械の名称、について詳しく御教示下さった岡崎市の 「和紡績研究

会」の鈴木博氏，がら紡精紡i機の製造技術について御教示下さった岡崎市の安藤長五郎氏，がら紡に関す

る多く の技術書をお｛昔り した元岐阜県金属試験場長矢橋彦四郎氏，臥雲辰致に関する文書の閲覧でお世話

になった岡崎市郷土館柴田幹夫氏，およびがら紡に関する著書を贈与下さった新日本紡績工業協同組合の

太田肇氏に心からお礼を申しあげます。

A Technical Assessment of the Garabo Spinning Machines. 

by 

Kanji TAMAGAWA 

(Daito Woolen Spinning & Weaving Co, Ltd.) 

This paper d巴scribesa technical assessment of the automatic draft regulator, th巴

制 手r1回途“新興ガラ紡工業に就いて”（2), 「綿ス ・フ統制会報』 l巻5号，1943年，73頁。
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技術と文明 3巻1号ω

Balancing Motion or Tenbin, of th巴 GaraboSpinning Machine, which was invented by 

Tokimun巴 GAUNnear Matsumoto, Japan, in 1876. 

This machine is the earliest one in the world which is equipped with the automatic 

draft regulators on each spindle. Owing to it, this machine is able to spin out directly 

and tak巴 upthe yarns onto the bobbins, same as in the open-end spinning machine, 

from uper surface of th巴 scutchedslivers or Yorilw packed in th巴 rotatingpot-spindle 

or Tubo. Though super high draft ratio is as high as several thousands, it is the weakest 

point that the spindl巴 speedof this machine is up to one twentieth compered with that 

of th巴 ringspinning frame. 

This machine is suitable for spinning th巴 yarnmade of short fibre such as waste 

cotton 五br巴 andr巴covered五bre,therefore it has been op巴ratingas a可;vastecotton spinning 

machine, though in th巴 earlystage it was used to spin the cotton yarn made of Japanes巴

cotton. 

This pap巴ralso describ巴ssome t巴chnicalfeatures of the garabo spinning machines 

in early tim巴 whichis preserved in the Nihon Mengyo Club at Osaka and th巴 Museum

Meiji-Mura at Inuyama. 
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