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わが国綿糸紡績機械の発展について＊
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玉川 寛 治 料

はじめに

1.綿糸紡績工程の概要

2. わが国綿紡の紡機の特徴とその発展

おわりに

は じ めに

わが国最初の機械制綿糸紡績 〔以後，綿紡と言う〉工場である鹿児島紡績所が機械を発注した

1866年から，60番手以上の細糸専門の日本紡績株式会社が操業を開始した1890年代末までの約

三十年間における，紡績機械（以後，紡機と言う〉の発展について検討する。

綿勧技術の根幹をなす綿の品質，糸の性質，紡績の性格の相互関係の解明をすすめるうえで欠

ことのできない基礎的資料として，この三十年間において，技術的発展の画期をなした，混打綿

工程から糸仕立て工程にいたる一連の紡機の全容を明らかにすることが，本論の主題である。

1.綿糸紡績工程の概要

本論の主題に立ち入る前に，綿糸紡績の工程と装置をごく簡単に見ておくことにする。

綿繊維を撚合わせて，糸を作る操作と工程を綿糸紡績と L、う。当時の綿紡は次の工程から構

成された。

混打綿 固い塊となっている綿を， よく解き開げると同時に，綿に混入している小枝などの植

物性爽雑物や土砂を除去し，均一な重量のシート状のラップをつくる工程である。太糸用の設

備は，開綿効率の良いクライトンオープナと単式打綿機の組合わせが普通であった。細糸用の

長繊維綿は過激な開綿作用を与えると繊維がもつれネップという 小さな塊となったり，繊維の

* 1994年4月7日受理，1994年5月20日改稿受理，綿糸紡績技術史，紡績機減，カード，粗紡機，精紡
機。

料大東紡織株式会社
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技術と文明 9巻2号（128〕

切断を生ずる。 したがって， 作用の緩やかな複式タイプあるいは機械を 2台連結して使用し

た。混打綿の良否が紡績成績を左右するため，ホッパーフィ ーダ，ベーノレブレーカ，エグゾー

ストオープナなどの機械が次々に開発され，原綿の性質に最も適した混打綿工程が各紡績会社

の独自の考えに基づいて採用されるようになった。

カーディング （統綿〉 カード（杭綿機〉によって，混打綿で細かし、塊とされた綿を，さらに解き

ほぐし，一本一本の繊維にまで分離し，繊維を長さ方向に配列させ，カ ードスライバとする工

程である。極太糸用には戸 ーラ・カードが，それ以外にはフラット ・カードが使われた。

コーミング コーマによってカ ードスライパの中の短繊維や爽雑物を除去するとともに，繊維

の配列度を高める工程である。 60番手以上の糸あるいは高級糸にはコーミングをおこなう。

150番手以上の糸にはコ ーマ 2回通しをおこなう ことがあった。

練条 カードあるいはコーマスライパを6本ダブリングして練条機に通し， 六倍のドラフトを

かけ，スライパむらを減少し繊維の平行配列度を向上させる工程である。同じ操作を三回繰

り返すのが一般的で，太糸用には 2回，細糸用には4回線条機を通すことがある。

粗紡 練条スライノごを始紡機， 間紡機および練紡機の順に通し，徐々に細くし，精勧機で8～

12倍程度のドラフトをかけ，糸にすることができる程度の太さの粗糸をつくる工程である。粗

糸の切断を防ぐために少し加撚する。極細糸はさらに精練紡機に通す。

綿訪の場合，混打綿から組紡までの工程を前紡と呼ぶ。

精紡 粗糸を精紡機でドラフ ト・加撚して単糸を作る工程である。太糸の場合は粗糸 1本に8

倍程度，細糸の場合は2本の粗糸に12倍程度のドラフトをかける。

当時使われていた機種は， ミュ ーノレ精訪機とスロッスル精紡機およびリング精紡機であり，

糸品種に従って使い分けられていた。

①ミュ ール精紡機は巻取操作を精紡工の手動で、行うハンドミュ ールと，全操作を自動的に行

う自動ミュ ーノレ精紡機があった。 1830年に自動ミュールが発明されたが， ハンドミュールは

1920年代まで極細番手糸の紡績に使い続けられた。 120番手程度までが自動ミュ ール精紡機で、

紡績可能になったのは，1870年代のことである。ハンドミューノレが導入されなかったわが閣で、

は， ミュ ールといえばすべて自動機を指している。

ミュ ール精紛機は，精紡コップを直接緯管として織機の符に挿入できるように糸を巻き取る

ウエフトミ ュール精紡機と，経糸あるいは認、糸用にラ ージパ ッケージのコップに巻くツイスト

ミュ ーノレ精紡機の二種類があった。わが国でウエフトミュ ーノレ精勧機を設置したのは鹿児島紡

績所だけである。ミュール精紡機は，さらに，太番手用のオーノレダム型と細番手用のボノレトン

型に分けられた。

②スロッスノレ精紡機はミュ ーノレ糸と比較して，毛羽が少なく，引張り強さの大きい，よく締

(1) Spencer E., "On the Improvements in the Machinery Preparings and Spinning Cotton”， Procee-

dings of the Institution of Mechanical Engineers, 1888. 
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わが国綿糸紡絞機械の発展について（玉JID

まった糸が紡績できるので，引張り強さの大きなものが要求される経糸用や縫糸の紡績に使用

された。しかし，紡出糸張力が大で，高速回転に不向きであったから生産性が低かった。リン

グ精紡機の普及によって， 急速に姿を消した。わが国綿紡でスロッスノレ精紡機を設置したの

は，鹿児島紡績所と渋谷紡績所だけであった。

③リング精紡機は1828年アメリカで発明された。発明当初はス ロッスノレ精勅機の代替と して

太糸用に使われた。高速回転時に振動の発生の少ないフレキシブノレスピンドノレが開発されてか

らは，英国の紡機メーカーも一斉に生産を始めた。 1880年代には太糸用にはリング精紡機の方

がミューノレ精紡機より能率の点で有利であることが確定的な認識となっていた。リング精紡機

は，紡出原理からして， ミューノレ精紡機より紡出張力と糸むらの発生が大で，細糸やふくらみ

があり柔らかい高級糸の勅出ができなかったので，使用範囲は限定せざるを得なかった。糸む

らの発生の少ないエプロンドラフト装置，紡出時の糸張力の発生を抑えるリング， トラベラ，

スピンドノレの改良によって， 1910年代後半には細糸紡績が可能となり，この分野でもミューノレ

精紡機を徐々に駆逐していった。

撚糸 撚糸機で、精紡単糸を撚合わせ諸糸を作る工程である。二本撚の糸を双糸，三本撚の糸を

三子糸と呼ぶ。同じ太さの単糸と諸糸3 例えば20番手単糸と42番手双糸を比較すると，双糸の

方が引張り強さと伸び率が大きく均整で風合の優れた高級な糸となる。

総揚げ 精紡機や撚糸機で作られた糸を紹、機で一定長の組、に巻き取る工程である。英国式の紹

機は枠周が1.5ヤードで， これに80回巻いて lリーとする。 7リ一合わせて 1紹〈ハンク） 840 

ヤードとする。

玉締め ・荷造り 玉締機で番手×10紹合わせ， l玉10ポンドとする。荷造り機で、40玉合わせて l

梱とする。

2.わが国綿紡の紡機の特徴とその発展

鹿児島勅績所から臼本紡績会社に至るまでの約30年聞にわが国が英国から輸入した紡機のな

かで，技術的発展の画期をなしたものを一覧表にして表－ 1に示す。

出所は次の通りである。

①鹿児島紡績所：プラット社（PlattBrothers & Co., Ltd.）が製図した“HIS HIGHNESS 

THE PRINCE THE SA TUMA. JAPAN” と題する1866年 1月9日付の機械配置図。

尚古集成館所蔵。

②堺紡績所：「泉州堺紡績場ノ件」，『内務省第一回年報勧業寮』および同所を描いた玉園筆の

版画『戎島紡績所園』。

③鹿島紡績所 ：土屋喬雄の“滝之川紡績所の創立 ・経営事情について”および『武州滝之川村

(2) 玉川寛治「鹿児島紡績所創設当初の機械設備について」，「産業考古学会報』 41号， 1986年。
(3) 「泉州界紡績場ノ件」，「内務省第一回年報勧業寮J，三一書房版， 1983年， 197頁。
(4）堺市役所編纂『堺市史』第3巻，堺市役所， 1930年， 886頁の後に所載されている。
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技術と文明 9巻2号(130)

表－ 1 鹿児島紡績所から日本紡績会社にいたる聞の輸入紡機

発注時期 1866/1/9 詳細不明 詳細不明 1878/ 4/? 1882/6/10 

紡績所 ・会社 鹿 児 島 堺 鹿 島 愛 知 大 阪

機械 仕様台数 仕様台数 仕様台数 仕 様 台 数 仕様台数

i昆打綿機 ベールブレーカ

ホッノマフィータ

オールダムウイロウ 1 

クライトンオープナ 1 

エグゾーストオープナ

スカッチャ 1 1 1 1 2 

杭綿機 ローラカード 10 2 2 5 30 

フラットカード

線条機 3H6D 1 1 2H2D 1 3I-I4D 1 3H5D 4 

粗紡機 始紡機 60鐙 1 1 1 60錠 1 64錘 4 

問紡機 92鐙 2 98錘 5 

練紡機 120錘 3 1 2 100鐙 2 128鐙 11 

精練紡機

精紡機 ウエフトミュール 600鐙 3 

ツイストミュール 500鐙 4 500鐙 4 700錐 15 

スロッスjレ 308錘 6 

リング 144鐙 4 

総桜（英式） コッフ。リ ーjレ 30枠 3 40枠 1 40枠 36 

ダブルボビンリール 40枠 2 1 

玉締機 10ポンド 1 

ワイジダ

撚糸J機

i主1.特に断らない限り、創設時の設備である。

2：大阪紡総会社以降の発注時刻］はプラット社の受注目である。

飛鳥山麓惚糸会社並庭中」と題する版画。

④官営愛知紡績所：同所の紡機に関する原資料は見付かっていない。間接的な資料であるが，

同所の紡機を赤羽工作分局で模造した安川義章の論文および， 同所と同じ結機を設置した下

(5) 土屋喬雄「滝野川紡績所の創立 ・経営事情について」，『経済学論集』 3巻10号， 1933年。
(6) 安川義章「赤羽工作分局製紡績機械J，『工学会誌』 7精78巻， 1888年。
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1884/12/19 1887/9/3 

大 阪 大阪

一次増設 二次増設

仕様台数 仕様台数

2 

9 10 

68 92 

20 

わが国綿糸紡績機械の発展について（玉Jli)

1889/2/15 1893/2/21 

金巾製織 尼 崎

一次増設

仕 様 台数 仕様台数

1 1 

1 

1 1 

4 4 

np 32 40 

1894/2/27 

日本

仕様 台数

1 

1 

1 

1 

48 

野紡績所の『紡機場園」 と島

田紡績所の ＂ShimadaCotton 

Mill Japan，，と題する機械配

置図を利用した。

⑤大阪紡績会社，金巾製織会

社，尼崎紡績会社および日本

紡績会社の紡機は，ランカシ

ャー・ レコー ド ・オフィス

3H5D 9 3H6D 2 3H6D 4 3H6D 3 2H7D 8 

(L. R. 0.）所蔵のプラット社

の『外国向け機械受注および

出荷薄』。「日本綿糸紡績業沿

革紀事』によれば，プラット

社以外では，
1H6D 30 

60鐙 9 72鐙 12 80鐙

98鐙 12 112錘 19 124鐙

128鐙 23 144錐 36 160鐙

700鐙 24 

268鐙 15 384錘 72 336銭

392鍾

40枠 100 40枠 30 40枠

69 

5 7 

1H6D 3 

2H6D 3 

4 72鐙 6 

6 112錘 9 

16 144錘 22 

38 39 

2 

78 

36 

2 2 

6 

i担式 12 

4 

12 

24 

840錐 48 

20 

2 

4 

7 

「ドブソンパーロー」 会社

(Dobson & Barlow Ltd.）製

ノモノ之ニ亜キ「ヒザリ ン

トン」社 (JohnHetherring-

ton & Sons) 「ブノレークス

ドキ シー」 社（Brooks& 

Doxey Ltd.）及「アサリ ー」

社（AsaLees & Co., Ltd.) 

「ハワ ー ド，ブーロー」会

社（Howard& Bullough Ltd) 

等ノ 製造ニヵ 、ノレモノ其余
OQ 

ヲ占 〔〔 〉内は筆者〕

めたとい う。クラーク（Clark

W.A.）は，1908年におけるわ

が国の紡錘数は189万錘で，

その87%がプラット社製であ

(7) 玉川寛治 「下野紡績所の機械設備について」，『産業考古学会第17回 (1993年度〉総会研究発表講演論

文集』，産業考古学会，1993年，1頁。
(8）大河内信夫「島田紡績所遺構調査と関連資料について」， r産業考古学会報』 64号， 1992年。
(9) Platt Brothers & Co. Limit巴d,Machine orders and delivery books,1882～1894, Lancasheir Record 

0伍C巴（L.R. 0.）所蔵，請求番号 DDPSL1/78/16～23 （以後，LR. 0., DDPSL 1/78/18のように

表示する〉。
帥 農商務省編，稿本『日木綿糸紡績業沿革紀事』，日本綿業倶楽部所蔵， 68了。この稿本は，大日本紡
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技術と文明 9巻2号（132)

ったと指摘している。したがって，同社の紡機をもって当時の趨勢を代表させて良いだろう。

1）鹿児島勧績所の紡機

鹿児島紡績所の紡績機械はプラット社製であった。 同社は，世界最大の繊維機械メーカー

で， 1872年には7,000人の従業員を擁していた。製織準備機械 ・織機はベリスフォ ードエンジ

ニアリング社（B町民fordEngineeri暗 Co.〉製，駆動軸類はホプキンソン社（Wren& Hopkinson) 

製であった。原動機は蒸気機関であったがメ ーカーは不明である。

鹿児島紡績所の機械設備の最大の特徴は，日本綿を原料として経糸 ・緯糸とも18番手程度の

糸を紡績し， 幅45インチ力織機100台で広幅の天竺．綾織，格子縞などを一貫製造する点にあ

る。紡績機械は，経糸用にスロッスノレ精紡機308錘建て 6台計l,848錘，緯糸用に自動ミューノレ

紡精機600錘建て 3台計1,800鍾がそれぞれ設置された。 1週60時間当たりの l鍾量は両機種と

も24ハンクで，生産能力は経 ・緯糸合計4,800ポンドと設計されていた。

開綿機はウイ戸 ー型が用いられている。堺紡績所はじめ二千錘紡績所では開綿接は設置され

なかった。打綿機は単式であること以外，詳細は不明である。硫綿機は，幅40インチ ・シリン

ダー直径40インチの単式ローラカードであった。鹿児島紡績所が創設された当時，英国では細

番手用にはブレーカカ ードとフィニッシャ ーカードの2台に通すのが普通であった。中太番手

糸にはフィニッシャーカード l回通しが普通であった。フィニッシャーカードの直径は50イン

チであり，綿繊維を開綿するロ ーラとクリアラが 6)tjあった。鹿児島紡績所の硫綿機はシ リン

グーの径が小さく 4対しかない，極太糸用の機械であった。

練条機は3頭 6尾であるほかは詳細は不明である。粗勧機は始紡機 ・間紡機 ・練紡機で標準

の3工程であった。

精紡機は経糸専用のスロッスノレ精紡機と緯糸専用のウエフトミュ ーノレ精紡機で、あった。当時

英国では特に引張り強さが要求される経糸用糸を紡績するのにはスロッスノレ精紡機が使用され

ていた。ス ロッスノレ精紡機はリング精紡機と同じ紡績原理に基づくが，大きな紡出張力のもと

で加撚するので，糸の締まりが良く，毛羽が少なく，引張り強さの大きな糸ができる。リング

精紡機よりスロッスノレ精紡機の方がより平滑で強力の大きい糸ができるので， リング精紡機が

英国で普及した1872年以降もレース糸や縫い糸を紡ぐ、ために使用された。日本綿や中国綿のよ

うな短い繊維を，スロッスノレ精紡機で紡績すると，大きな紡出張力に耐えられず，糸切れが多

発し，作業は困難を極めたものと想像される。

績聯合会の罫紙に筆書されている。 1900年以降に書かれたものである。
帥 ClarkVv. A.G., Cotton goods in Japan and their competition on the Manchurian market, 

Government printing o伍ce,1914, pp. 213. 

~~ L. R. 0., DDPSL Catalogue. 

~~ 絹川太一 『本邦綿糸紡絞史』第 l 巻，日本綿業倶楽部， 1937年， 193頁。
M 機械配置図には40インチと替かれているが，絹川は45インチとしている。いずれが正しし、か私は決め
かねている。『同前書』， 25頁。
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わが国綿糸紡績機械の発展について（玉JI!)

緯糸用には ミューノレ精紡機が当てられた。ミ ューノレ精紡機が糸を紡出する距離をストレ γチ

とし、ぅ。標準は64インチで、あるが，鹿児島紡績所に設備されたものは， 68インチで極太糸用の

最長のタイプである。 200番手以上の極細糸用には48インチという短い機械が使われた。スピ

ンドノレの中心間距離をスピンドノレゲージというが， 同所のものは lインチ 1/8であり， 極太

糸用としては狭いので，緯糸専用のウエフトミューノレで、あったことが分かる。愛知紡績所や大

阪紡績会社の機械は， ストレッチ64インチ， スピンドノレゲージ1インチ 3/8のツイストミュ

ールで、あった。日本で，緯糸用のウエフトミュ ール精紡機が導入されたのは鹿児島紡績所だけ

であった。ウエフトミューノレ精紡機のコップは短くて細いので，玉揚げ回数が多く なり，精紡

自体の生産性はツイストミューノレ精紡機より低かった。

鹿児島紡績所は，糸売りでなく，力織機による広幅織物の紡織一貫生産を目指した。しかし

当時の労働力の低い水準と，劣悪な糸品質では，複雑な製織技術に対応することが難しく，所

期の目的を達成できず，製織設備は，開業後間もなく遊休化してしまった。その結果，紹糸用

には能率の低いウエフトミューノレ精紡機で、売糸を生産し，経営全体を支えなければならなかっ

た。このことが鹿児島紡績所の初期における経営不振の最大の技術的要因であったと考えられ

る。

鹿児島紡績所の工場の建設，機械の据付，操業の指導は，プラット社が派遣した七名の技術

者が行った。彼等は日本綿と共に，持参した外国綿を使用して操業したと言われている。そし

てそれらの綿で製造した糸と織物を英国に持ち帰り，規定の水準の品質のものであったと評価

された。彼等は 2年契約で来日したが，薩英戦争の影響でl年そこそこで帰国してしまった。

その結果，日本側は十分な技術指導を受けることができなかったと想像される。日本人が受け

た技術指導の内容はほとんど分かっていない。

2）堺紡績所の紡機

堺紡績所は鹿児島紡績所と同じ島津家によって開設された。綿産地と糸市場に近い堺の藩邸

に建設された。建設の技術的指輝に当たったのは，鹿児島紡積所の建設に携わった石河正龍で

あった。紡機メ ーカーはマンチェスタ ー近郊ソルフォードのヒギンス社（WilliamHiggins & 

Sons）であった。同社は中堅紡機メ ーカーで， 1862年のロンドン万博にプラット社とともに紡

機を出品したことがある。どのような経緯で同社に発注したのかは知られていない。鹿児島紡

績所のプラット社からどんな事情でヒギンス社に変更したか明らかでないが，安価な設備を求

めることにあったように考えられる。

紡機の特徴は，極太糸用で，工程を極端に省略したものであった。

①混打綿工程は，高圧梱包されていない日本綿の使用を前提と したから，開綿機は設備され

ず，太番手用の単式打綿機のみであった。

②硫綿機は，単式ローラ式で鹿児島紡績所の機械と類似の性能のよう にみえる。
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③練条機と粗紡機は台数以外の仕様に関する資料は見付かっていない。

④精紡機は500錘建ミュ ール精紡機4台，合計2,000錘であった。精紡機に対して硫綿機と粗

紡機の生産能力が著しく少ない，生産ノミランスを欠いた，欠陥設備であった。

⑤紹機は和紹用の国産機で、あった。

堺紡績所は鹿児島紡績所の操業に係わった石河正龍を技術責任者として，建設が行われた。

堺紡績所のような欠陥工程を選択してしまったのは，鹿児島紡績所で習得した紡績技術に関す

る彼の実際的知識が極めて貧弱であったからに外ならない0

1872年，採紡績所は勧農寮に買い上げられ官営模範工場となった。繊維関係の官営施設は，

生糸製造の富同製糸所，絹紡績の新町屑糸紡績所，毛織物製造の千住製紙所および羊毛生産の

下総牧羊場である。雰紡績所の使命は「草綿結績機械ノ特質ヲ研究シ精組ノ 利害ヲ審明ニシ其

品位ヲ進メ真利ヲ生スノレノ理由ヲ開示シ以テ民業ノ模範ナラシムル事」と定められた。

その翌々年，硫綿機，組前機を増設し生産ノミランスをとった。 増設後の紡績機械設備が官営

愛知紡績所をはじめとするこ千錘紡績所の紡績機械のモデノレとなった。増設前後の生産量の推

移は，1873年度32,745斤， 74年度31,617斤， 75年度50,948斤， 76年度52,236斤で， 増設後生産

量がほぼ6割増加している ことが分かる。 しかし， 増設後の 1週間当たりの l錘量は0.066ポ

ンドとなり，紡出糸を12番手とすれば，鹿児島紡績所創設に際してプラット社が提示した生産

能力の約 1/3で，きわめて低い生産性であった。

3）鹿島紡績所の紡機

鹿島訪績所の紡績機械は，米国の横浜居留の商社，通称，亜米ーが仲介し， 1866年，英国に

発注したといわれるが，正確なことは分かっていなし、。開業は，維新の混乱と据付技術者の選

択に失敗するなどで大幅に遅延し，1873年であった。

機械メ ーカーは堺紡績所と同じヒギンス社であった。

鹿島紡績所の紡機は『武州、滝埜川村飛鳥山麓紹糸器械図並会社庭中」と題する版画から知る

ことができる。その特徴は，塀紡績所のミュ ール精紡機がリング精紡機に代っただけで，打綿

機から練紡機にいたる機械は全くと言ってし、し、ほど類似している。勧機の構成は表 lの通り

であるが， 版画によると練条機は 2頭 2尾であるようにみえる。 その他の詳細に関する資料は

見付かっていない。開綿機は省略され，練条機は 2頭2尾， 粗紡は始紡機と練紡機の二工程

で， 間紡機は省略されていた。精紡機はリング精紡機が使用された。 これは144錘建てという

短い機械であった。スピンド、ルの型式は， ラベス式およびブース ・ソウヤー式スピンドノレが実

用化される以前のいわゆるコモンスピンド〉レと呼ばれる旧式のものであったことが版画から知

帥農商務省編『農務員買末』第31巻ノ l，本書は1888年に編纂を終えた。 引用は，農林省が1957年に復刻
刊行した，第6巻， 532頁より。

~$ 絹川太一， 『前掲書』（13), 194頁。
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られる。鹿島宇之吉が， 1885年開催の綿糸集談会の席上で，同社の「機械ハ「ミュ ーノレ」 ニ非

シテ『スロッスノレ』ナレハ其糸ノ用途モ自カラ諸君ノモノト異ナノレ」はずと発言したため， リ

ング精紡機ではなかったのではとし寸疑問が絹J11から出された。しかし 「繭糸織物掬漆器共

進会第弐区弐類綿糸審査報告」は，次の通り，鹿島紡績所の機械を明確にリング精紡機だとし

ている。

此出品製出機ノ種類ヲ細説スレハ洋式紡績所ノ中東京府滝野川村鹿島テイ及広島県広島紡

績所ノ若干錘ハ「リング，フレーム」大阪府ノ渋谷紡績所及鹿児島県鹿児島紡績所ノ若干

錘ハ「スロッスノレ」大阪府大坂紡績所外拾三ケ所及広島鹿児島両紡績所ノ若干鐙ハ「ミュ

ーノレ」ナリ
問

また1888年，鹿島紡績所を見学した英国人の記事にリング精紡機だと書かれているので， リ

ングであることに疑問を差し挟む余地はない。英国において， リング精紡機が実用化された後

は，従来のスロッスル精紡機をフライスロッスノレ， リング精紡機をリングスロッスノレと呼ぶこ

とが多かった。鹿島宇之吉が鹿島の機械はスロッスノレだとした発言の真意は，糸の性格がミ ュ

ーノレ糸と異なる，スロッスノレ系の糸だと言うに過ぎないと解すべきだろう。なおヒギンス社は

1868年にリング精紡機に関する特許権を取得している。

堺紡績所は，精紡機の生産能力が不足したため，精紡機l台を模造した。この他に簡単に開

綿機も製作し使用した。

紹機は英国式の夕、、ブルボビンリーノレで，堺紡績所の和紹と異なった選択を行っている。

玉締機は設置されなかった。

機械の据付は， 最初英国人機械技師ブライキがおこなったが，無能で工場の操業を始める こ

とができなかった。やむな し 亜米ーの仲介で米国人機械技師ステペンスを雇い，ブライキが

組み立てた機械をすべて分解し，あらためて組み立てをおこなって，操業開始を果たした。 初

めに紡出した糸はほとんど南京玉を連貫したようなものであったと言われている。また， 1877

年鹿島紡績所に入り 1880年に工場長となった高城伊三郎は土屋喬雄に次のように語っている。

鹿島訪績所が雇った米人機械技師のステペンスは，

繊維のことに詳しく なかったので，原料たる綿花の如何によって何番手がとれるか分から

なかった。撚をかけるには規則があるが，それは繊維によって異なるものである。だから

三州綿に適する紡出方法を見出すに苦心したのである。その粗紡の場合には， ロービング

のトウィスト ・ホイールの数は二十枚で、あるが，それも二十枚から六十枚のホイーノレを色

々使って見て，その結果二十枚が一番ょいといふことになったのである。また精紡の際に

帥繭糸織物陶漆器共進会『綿糸集談会記事」，有［燐堂， 1885年， 17頁。
伺絹川太一，『前掲書di(13), 277頁。
~$ 農務局 ・工務局『繭糸織物陶漆器共進会審査報告』，有隣堂， 1885年， 10頁。
帥 LongfordJ. H.，“The Native Cotton Trade and Manufactures of Japan'', Textile Manufactureη 

1888, pp. 218. 
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も，適当のスタンダードを発見するに非常に苦心したが，手探り式に探り当てたスタンダ

ードは確か四 ・二であって，これより強く撚を掛ければちぎれるしこれ以下であれば糸

にならぬということがわかった。こうして出来た糸はそれで、も撚の強いもので，まだ充分

良品とは言ひがたいものであった。

1879年三州綿に繊維の長い下館綿を三分のー混綿した。その後，高城は練紡機のツイストチ

ェンジホイ ーノレを24枚に換え， 精紡の撚係数を3.8に下げ， 従来よりよい糸を作ることに成功

した。

以上のことをまとめれば， ①南京玉を連貫した状態の糸は，精紡機のドラフトローラ ゲージ

が紡出する綿の繊維長より広いときに発生するドラフトむらである。ドラフトむらを減少する

ためには，長い繊維を選択するか， ドラフト比と紡出速度を下げる以外に方法はない。②練紡

機のツイストチェンジホイ ーノレを20枚にしたことは，短い繊維の粗糸は撚を多くかけないと切

断するため，機械に許された最高の撚をかけざるを得なかったことを意味している。チェンジ

ホイーノレが20枚から60枚とすれば， 中聞は約34枚であるから，標準撚より1.7倍も多い撚をか

けていたことになる。粗糸の撚を強くすると，精紡機のドラフ トが困難になり， この面から

も，訪出速度を下げざるを得なかった。③下館綿を 1/3混綿しても，標準撚の1.4倍となり，

日本綿を使用する限りはこうした事態を避ける ことができなかった。④精紡機のスタンダード

は撚係数を指しているが，緯糸の標準3.25の1.3倍にしないと紡出できなかったことを意味し

ている。⑤ステベンスは綿紡のことは素人であると言われているが，粗糸の撚の決定，精紡の

撚係数を実験的に決定し，作業の標準化をしたことを意味している。愛知紡議所はじめ多くの

二千錘紡績所がこうした作業標準を持ち得ず苦労したことを考えると，紡績技術書を理解し，

状況にあわせ，適応する能力のあった外人技術者を雇った鹿島紡績所が他の二千鍾紡績所より

経営が安定していたことは肯首できる。

4）官営愛知紡績所の紡機

綿糸，綿織物の輸入は日増しに増大し，貿易入超の主要な原因をなすに至った。政府は，綿

製品の輸入を防ぎ止め，国産綿栽培の保護育成を計る目的で，綿紡の本格的移入を緊急に行う

ことを決意し， ミュ ーノレ精紡機2,000鐙規模の紡績所を，官営あるいは財政援助によって， 創

設していった。

内務卿大久保利通は1878年 1月， 2,000錘規模の官営勤続所を二箇所に建設することを建議

した。

裏ニ泉州堺ニ設置セノレ紡績機ノ如キ数年ノ試験近来海nク目的ヲ達スノレノ端緒ヲ開キ衆庶始

メテ其益ヲ弁知シ先般伺ノ如ク払下ノ手II慎ニ至リ梢有志自奮ノ勢アリ猶一層ノ気力ヲ啓発

制土屋喬雄，『前掲書」（ 5）。
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スヘキ時期ナリト雄一時大金ヲ要スノレ工場建築ヲ始メ機械購求ノ事ニ至テハ亦容易ノ事ニ

無之時勢己ヲ得サレハ官先之ヲ創設シ行々有志、ノ者ニ下附スノレ目的ヲ以テ国益ヲ進捗セシ

メタル然ノレニー箇処ノ設立ニテハ各土綿質ノ良否製糸細大ノ適度需要ノ便否等実際ノ捷路

ヲ得カタキノミナラス他日ノ犠設ヲ期シ将来ノ鴻業ヲ勧奨スノレモ事業己ニ後ノレ 、モノ、 如
回

シ依之先二ケ処へ建設ノ積ニテ機械二組ヲ至急購求致度

この大久保の建議は同年4月認可され，同時に政府は機械の発注を行った。官営紡績所は，

わが国における綿の主産地，岡崎と広島に建設することに決まった。正式名称は当初，前者が

第一紡績所，後者が第二紡績所であったが，しかし間もなく通称の愛知紡績所と広島紡績所が

正式名称となった。広島紡績所は開業直前に払い下げられ，愛知紡績所が模範工場の役割を担

うことになっTこ。

機械の据付は，外国人技術者の指導を受けること無く ，石河正龍他工務局の役人と鹿児島 ・

堺紡績所の元労働者によって行われた。政府は，官営堺紡績所の経験ですでに技術の伝習は完

了したものと見なしていたためか，愛知紡績所の機械据付は外国人技術者の派遣をしなかっ

た。 これは， 外国人技術者を派遣し，機械の据付や技術指導を行った，富岡製糸所，新町屑糸

紡績所， 千住製紙所および下総牧羊壌の場合と大きな違いであった。政府のこう した方針が二

千錘紡績所の事業全体に計り知れない困難をもたらすことになった，と考えられる。

大久保内務卿は建議の中で，堺紡績所の紡機をモデノレとするよう， 「泉州堺ニ設置スノレ紡機

ニ比準スノレモノ」， と指示している。つづけて紡機選択の基準について次のように具体的に指

示してしる。これは，当時の人々がどの程度綿紡技術を理解していたかを知る上で極めて重要

であると考え，要点を抄録して置くことにする。

打綿機 此機械ハ綿ヲ打チ延綿〈ラップ〉トナシ硫条機（杭綿機〉ニ掛クノレノ原綿トナスモ

ノナリ精紡機四座線駐（スピンドル〉二千錘ニ適スノレモノ ，此機械組打精打ヲ別ニスノレモノ

アリト難モ僅カ二千本ノ線駄ニ適スノレ小機ナレハ粗精打ヲ兼タノレヲ良シトス。

硫条機此器械ハ延綿ヲ疎解椛理シ繊維ヲ棄合シ条綿（スライパ〉トナスモノナリ精紡機

ニ座ニ適スルニハ大抵四五座ヲ要ス可ク

練条機 此機械ハ前機ニテ製シタノレ条綿ヲ練整シ繊維ヲ竪ニ斉均スノレモノ ナリ

組紡機

一番機（始紡機〉 此機械ハ前機ニテ和11整セノレ条綿二条ヲ合セー鰻ノ組大ナノレ糸 （スラ ッピ

ング〉 トナシ大木管ニ纏絡スノレモノニシテ此機ニ至リ綿始テ線捜ノ形ヲ得ノレナ リ 此機一

座ニ付糸管四十ヨリ多キモノアリ又少ナキモノアリ柳ノ差ナレハ多キ方ヲ良 トス 二番機

（練紡機〉 此機械ノ、前機ニテ粗大ナノレ糸ニ紡キタノレモノヲ更ニ二条合セ梢細キー纏（ローピ

ング〉ニ紡キ小木管ニ纏絡シ而テ之ヲ精紡機ニ掛ノレモノナリ 此機一座ニ付糸管八十ヨ リ

多キモノアリ又少キモノアリ少々ノ差ナレハ多キヲ良トス

伺 「内務省、伺」，『太政類典』第3編第3類自明治十一年至十二年。
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精紡機 四座

此機械ノ、前ノ諸機ニテ前捺シタノレ粗大ノ糸ヲ細纏（単糸〉ニ精紡スノレ者ニテ愛ニ至テ糸捜

紡完ス 壱座ニ付線駐五百本ニ余ノレ者アリ又足ラサノレモノアリ出来合ニヨリ二十本以下ノ

過不及ハ苦シカラス 又線蛇ノ細キモノアリ太キモノアリ其太キモノヲ良トス

又線駐ノ中間狭キ者アリ広キモノアリ其広キモノヲ良トス

其故ハ日本産ノ綿ニテハ榎細ノ糸ヲ紡出スノレ寸ヲ得ス大抵英称十六号ヨリ十八号ノモノヲ

紡出スルニ適応スルヲ要ス

糸ノ批ハ車ノ加減ニテ強クモ弱クモ為シ得可者ナリ然、レ托元来「ミュ ーノレ」機ハ西洋ニテ

ハ専ラ緯糸ノミヲ紡キ経糸ノ、別ニ其機械アリ故ニ通シテ「ミュ ーノレ」ノ糸ハ枇弱シ然、レ托

経緯糸共 「ミ ューノレ」一機械ニテ弁スノレヲ要ス故ニ枇ノ強ク掛ノレヤウ ニ出来タノレ機械ヲ良

トス亦西洋ニテ経ニ用ユノレ糸ハ日本ニテハ用ヒ ザ、ノレ也糸筆〈総機〉通常一次ニ四十紹ヲ絡

スルモノ 壱具

日本ニテ用フル紹ノ、自ラ製法アリ英法ノモノハ一筆ニテ足レリ

鉄撞ハ不用ナリ然レトモ機械ニ一部ヲ極ニ付スノレ車軸ノ枕塾ヲ着クノレ等ノ用アルモノハ欠

ク可ラス

右全機械水車ヲ以テ運転セシムノレ見込ミ故ニ蒸気器機ハ不用也

各座ノ細図ハ写真図カ又ハ絵図ヲ前以テ差送ルヲ要ス家屋造構位置ハ本邦ノ 便益ニ随フト
国

難モ機械据付ノ位置ハ参考ノ為メ図面ヲ以テ差送ノレヲ要ス

愛知 ・広島両紡績所は，国産綿を原料とし，十六番手から十八番手の糸を紡績することを目

標にしたことが分かる。国産綿を使用するので，開綿機が除かれているほか，極太糸用という

ことで粗紡工程は間紡機を除き始紡機と練紡機のみとなっている。こうした省略設備は，後に

輸入綿花を使用する時になって問題を生ずることになった。精紡機は経糸と緯糸両方が紡げる

ものとすること，したがって精紡機の型式は，紡錘が太く，かつ紡錘間隔の広い太糸用ツイス

トミューノレ精紡機を採用すること。経糸専用のスロッスノレ精紡機あるいは リング精紡機は採用

しない。紹機は国産の和惚用を使用するので，西洋式は40紹取り 1台でよい。工場建物の柱を

鉄柱とする必要はない。動力は水車を採用する。この計画を立案するに当たって，外国人紡績

技術者からどのようなアドバイスを受けたかは全く知られていない。石河正龍を中心に紡績関

係の役人が始祖三紡績とりわけ官営塀紡績所の経験を踏まえ，練り上げたものと思われる。 こ

の方針に従って実際に輸入された紡機はどのようなものであったか，それは愛知紡績所と下野

動績所の紡機を模造した赤羽工作分局技師安永義章の報告書と，産業考古学会下野紡績所調査

団が最近発見した下野紡績所の『紡機場固』および島田紡績所の機械配置図によって明らかに

することができる。これらの紡機はすべて同じ仕様であることが，切らかになった。それは大

帥 『同前書』。
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わが国綿糸紡綴機械の発展について（玉)Ji)

久保の建議通りのもので，増設後の堺紡績所のものと基本的に閉じであった。開綿機と間紡機

を省略し，太糸専用のロ ーラカ ードを採用した極太糸専用の前紡設備であった。精紡機は太糸

専用の経糸用ミューノレ精紡機を採用し，紹機は，和紹用の機械を国産で、賄った。撚糸および糸

仕上げ設備は無かった。これらは，堺紡績所の設備をモテツレとしたもので， 「二千錘紡機とし

て特徴付ける ことができる。

ヒギンス社製の紡機は，繊維の長い米綿用のドラフト装置であったから，繊維の短い国産綿

や中国綿を紡績するのに著しく困難であった。石河始め当時の役人の紡機に対する実務的知識

の欠如がこうした紡機選択の失敗を犯したものであって，二千錘紡績所の経営困難の最も大き

な要因のーっとなったと考えられる。

5）大阪紡績会社の紡機

( 1)創設時の紡機

大阪紡績会社は，第一銀行頭取渋沢栄ーが発起人となり，旧藩主，前田 ・蜂須賀 ・毛利 ・徳

川等十一家と東京の綿商，薩摩治兵衛 ・杉村甚兵衛 ・堀越角治郎 ・柿沼谷蔵等および大阪商

人， 藤田伝三郎 ・松本重太郎等，さらに華族にも出資させ，太糸用としては経済規模の10,500 

錘の工場で，株式会社として設立された。

渋沢は， 1873年，抄紙会社設立の際，日木人技術者が全くいない中で外国人の技術指導にだ

けに頼らざるを得ず，立ち上げに苦労した。そして彼は， 1879年，大川平三郎をアメリカに留

学させた経験から，自前の技術者を養成する必要性を痛感し，ロンドン大学で経済学を学んで、

いた山辺丈夫に紡績技術を習得させ，紡機の選択に当たらせた。彼はマンチェスタ ー近郊ブラ

ックバーンにあった，製織兼営綿紡績工場ローズヒノレミノレで、きわめて短期間で、あったが，紡績

実技の実習を行なった。その余のほとんどの時聞をランカシャー綿業全般の調査に費やした。

彼は，プラット社，ハワード＆パロ一社，ヘザリントン社などいくつもの紡機メ ーカーから見

積蓄を取り寄せ， ローズヒルミノレの工場主ブリッグスの助言を得て，鹿児島紡績所と同じプラ
制

ット社の紡機を採用し，三井物産を通じて輸入した。勧機の据付と操業の指導は，プラット社

が派遣したニーノレドが行った。彼の下で工場の建設に携わった岡村勝三は，

ニーノレドこそ我国紡績業の歴史の上に偉大な功績を残した人だと言えます。何しろ非常に

精確な技術をもってゐて，教え方もイ中々 親切で、した。従来の諸紡績会社の組立ては殆ど教

養のない土方上りの職工の手に成り，主にもと薩摩の鹿児島紡績に使われていた半知半解

の人達でつくり上げたのに較べればこちらは専門の技術師であるばかりか国際的にも熟達

の紡機組立師ですから格段の相違で，日本の紡績業工場が木格的に機械を据付けこれを運

転した最初のものだと云へます。大阪紡績が最初より順調に歩み出したのはこのニーノレド

制石川安次郎『孤山の片影』，私刊， 1923年所載の山辺丈夫“明治十三年日記”による。
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技術と文明 9巻2号（140)

の紡機組立の熟練にあったと云へましょ P
と， ニーノレドの業績に正当な評価を行っている。外国人技師の技術の伝授によって， はじめ

て，安定した立ち上げと操業を継続することができた。大阪紡績会社以降の多くは，工部大学

や帝国大学工学部出身の技術者を雇い，外国人技術者に据付と操業の指導を仰ぎ，紡績技術を

自己のものと していった。

大阪紡績会社がどの ような糸の生産を企図していたかを示す資料は見当たらない， しかし，

操業開始当初の糸番手をみれば，緯糸用のS撚16番手を目指したことは明白である。糸の撚方

向は，S撚と Z撚がある。わが国では，従来，S撚を右撚， Z撚を左撚と称した。しかし，こ

の呼称は国によって右と左が反対になるなどの混乱があったので，現在は ISOおよび JIS規

格に準拠し， S撚と Z撚の呼称が使われている。当時わが国では，経糸にZ撚，緯糸にS撚を

使用するのが原則であった。その理由は， この組み合わせによる平織生地の構造は安定であ

り，その表面効果が日本人の好みに合ったからだと考えられる。

紡機の特徴は次の通りである。

①混打綿は， 日本綿の使用を前提としたから，当初は開綿i機を注文しなかった。 しかし，翌

年高能率のクライ トンオープナを，わが国で初めて，追加発注した。中国綿の使用を考慮した

措置であったように思われる。 打綿機は普通の単式である。②硫綿機は短繊維 ・太糸用の単式

ローラカ ードである。③練条機は3頭 6尾である。④粗紡工程は始紡機 ・間紡機 ・練紡機の三

工程が揃った標準設備である。⑤精勧機は太糸用の700鐙建ツイストミュ ーノレで、ある。＠糸仕

立法は，輸入糸と 同じで，英国式紹機と玉締機を設置した。大阪紡績会社の紡機について多く

の研究者は大阪紡は最新式の機械を輸入したとしているが，荒川新一郎が綿糸講話会で当時の

わが国の紡機について， 「要するに我各場に在る所の機械は皆所謂並品にして彼至新精巧の機
国

械にあらさることは明言すべきなり」と述べているように，当時の世界的な水準からすれば，

むしろ旧式に属するものであったことを指摘する必要がある。二千鍾紡機と比較して，大阪紡

績会社の結機の際立つた特徴は，二千鍾紡績所のヒギンス社製紡機が長繊維の米綿に適した ド

ラフ ト装置で短繊維綿には不適であったのに対し，プラッ ト社製紡機は短繊維のインド綿に適

するように設計されたものであったことである。大阪紡績会社の開業式の模様を報道した1884

年 6月17日の朝日新聞は，そのことを次のように伝えている。

器械組立の為に来坂せし英人某も此会社の穏械は尤も支那日本の綿に適当せるものにて，

従事者注意の殊に至れる所を見るに足れり，もじ主主日本にて紡績器械を用ひんとするに

は総て此同様のものを取寄られたしとの意を演説せり，因に云是迄我国にて用ひし器械は

執も亜米利加綿に適当せるものにて，常に我国製の綿に用ひがたきことは其事に従事せる

者の夙に不便を訴ふる所なりしが，今度始めて我国製の綿に適当する此良機を得られしな

伺渋沢青淵記念財団竜門社編『渋沢栄一伝記資料』第10巻，渋沢栄一伝記資料刊行会， 1956年， 7頁。
伺荒川新一郎「本邦紡績者操業の要訣」，『前掲書』（17), 128頁。
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わが国綿糸紡績機械の発展について（玉Jll)

図 1 綿品種に適したローラドラフト事長置
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出所 ：TaggartW. S., CottoπSpinning, 4th ed., 
Macmillan, 1916, pp. 245～249. 1898年の初版

と同じ図である。

プラット社は，アメリカ南北戦争によって生じたいわゆる綿花飢僅に対処するために，米綿

の代替として使用せざるを得なかった短繊維のインド綿を紡績できる紡機の開発に成功してい
ω 
た。

繊維が短くなればそれに比例してドラフトローラの径を小にしなければならない。プラッ ト

社は当時使用されていた錬鉄製ローラを強度の大きなベッセマー銅製に代えて， ロー ラ径を小
倒

にすることに成功したのであった。

鐘紡社長武藤山治は， 「当時鐘紡の悩みは，東京本店の機械の大部分がフソレークス ・ドキシ

ー会社製造で，印度棉を原料としたる太糸製造には，其後起った他社の採用したプラット社に
帥

比すれば能率が及ばなかったのです」と回想している。やや後のことになるが，倉敷紡績会社

は1916年の増設の際プラット社製紡機を輸入しようと した。納期の関係でやむな く米国のハワ

ー ド社製紡機に変更したことがあった。この際， 「米棉の長繊維向きのロ ーラーゲージが用ゐ

られてゐるこれは日本のやうな短繊維紡績には不適当であるこれらの点はプラッ ト式に改造し

制 「朝日新聞第1596号」，『前掲書』（25),73頁。
伺 BensonA. P., Textile Machines, Shire Publications, Aylesbury, 1983, pp. 21. 

倒 R Mallet, Record of the Great Exhibition 1862, Longman, London, pp. 327. 

帥武藤山治「私の身の上話」， F主婦と生活』， 1933年1月号。
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技術と文明 9巻2号（142)

て， 日本向きに修正する要があっd」。図－1に各種綿用のドラフト装置の一例を示す。

大阪結績会社が開業早々から好成績を収め得た要因は，何よりも，①熟練技術者ニールドに

技術指導を仰ぎ，山辺を通して，技術移転を円滑に進めたことと，②山辺が戸ーズヒノレミノレに

おける実習によって，多くの紡機メーカーの中から，短繊維に適したプラット社を選択したこ

との二点にあると考えられる。

(2）第一次増設紡機

第一次増設紡機は， リング精紡機が4,020鍾導入されたことを別にすると， 創設時の劫機と

まったく同じ性格であった。この時導入されたリング精紛機は試験的に採用されたものか，特

定の糸の生産に引き当てるためのものか分かっていない。 この精紡機は， リング径2インチ，

268錘建で，16番手程度用の機械である。

大阪紡績会社のリング精紡機発注直後から，三重紡績会社，堂島紡績会社，岡山紡績会社，

下村紡績所，長崎紡績所，玉島紡績会社が一斉に同タイプのリング精紡機とその他の紡機を発

注し，ヒギンス社のミューノレ精紡機との取替えや，増設を行った。プラット社の売り込みが効

を奏したのであろう。いずれにせよ，後のリング精勧機採用の先駆をなす出来事であった。

(3）第二次増設紡機

第二次増設紡機はZ撚20番手糸の生産を自指して導入したものだとする資料は見付かってい

ない。しかし，この紡機の特徴が，インド綿と米国綿を使用して経糸用のZ撚20番手およびそ

れ以上の糸の生産を目的としたものであったことを実証している。

①細番手用のフラッカ ードが，一部ではあるが，わが国で最初に，採用された。

②始紡機 ・間紡機 ・練紛機とも，紡錘が細くなり，l台当たりの錘数が増加した。

③リング精紡機が全面的に採用された。リング径1インチ 3/ 4' 384錘建，高速回転時に振

動の発生の少ないフレキシブノレスピンドノレを採用し，20番手以上の糸の生産に対処した。

この紡機が，わが国における，Z撚20番手糸用紡機の標準設備となった。その後，尾張紡績

会社 ・東京紡績会社 ・玉島勧績会社，和歌山紡績会社，倉敷紡績会社 ・宇和勧績会社 ・三重紛
G3 

績会社などが陸続と して，この標準劫機を採用している。これらの中で，東京紡績会社 ・和歌

山紡績会社 ・尾張紡績会社 ・三重紡績会社はミューノレ精紡機を併設した。和歌山紡績会社は，

ネノレの緯糸用にミュ ーノレ糸が適していると L、う理由から， ミュ ーノレ精紡機の併設をしたといわ
G-0 

れる。その他の会社が併設した理由は詳らかでないが，綿糸集談会に出席した三重紡績会社の
Cl> 

代表は，甘撚糸の需要が多い旨の発言をした。和歌山紡績会社と似通った特別の理由があった

のだろう。

帥倉敷紡績株式会社社史編纂委員「回顕六十五年』，1953年， 194頁0

~~ L. R. 0., DDPSL 1/78/18, 19. 
M L. R. 0., DDPSL 1/78/19, 20. 

制吉川熊次郎「和歌山紡織株式会社五十年史』，和歌山紡織株式会社五十年史刊行会， 1942年，89頁。
帥前掲書（19), 18頁。
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わが国綿糸紡鋭機械の発展について（玉JI!)

大阪勧績会社が採用したこの標準紡機

は，当時の太番手用の紡機として，イン

表－ 2 大阪紡績会社第二次増設時の屑糸紡機

ドなどに盛んに出荷されている。

大阪結続会社の第二次増設後，細糸紡

績を除く ，わが国綿紡のほとんどがほぼ

全面的にリング精紡機の採用を行った。

そのことが，技術的観点からすると，わ

が国綿紡の発展にとって決定的意義をも

つものであると過大評価する研究者が多

機械

開綿機

打綿機

ブリ ーカ・カード

ダービー・ダブラ

フィニッシャ ・カード

屑糸ミュール精紡機

総機

玉締機

仕様・形式

オールダム ・ウイロー

改良型・単式

50インチ ・単式

50インチ単式

540鐙建

32枠・コ ップリール

10ポンド

いように思われる。リング精紡機の採用 出所・ L.R.O.,DDPSL／沼／19.

をめぐる問題については，稿を改めて論ずることとしたい。

台数

1 

1 

7 

2 

7 

2 

12 

1 

es 
第二次噌設の際，表－ 2に示した屑糸紡機一式が導入された。 「大坂紡績会社沿革略」が，

「全二十年二月臨時総会を聞き尚ほ株金六十万円を増募し第三号機械の増設を決議せり其錘数
。司

ミウノレ壱千八十本リング三万本余にして」と述べているミュ ーノレが，この屑糸紡機である。例
飼

えば， 「明治廿六年中聯合各紡績会社営業実況一覧表」で斜針の欄に計上されているのが，屑

糸紡績糸である。繊維の長いインド綿 ・米国綿の紡績工程で発生する屑綿やインド綿の下級

品 ・中国綿の有効活用を計ったことは，注目に値する。

6）金巾製織会社の紡機

金巾製織会社は，米国綿を主原料として，金巾の一貫生産と38番手程度までの売糸の生産を

目指し設立された。金巾は，20番手程度の糸使いの厚地平織の粗布や天竺木綿より薄地の， 30

番手程度の糸使いの平織物で，当時英国から盛んに輸入されていた。

紡機の特徴は次の通りである。

①混打綿工程にベーノレブレーカとエグゾーストオープナが導入され，米国綿の中でも繊維の

長いものの使用に対処した。

②杭綿機に〔np〕と注記されている。新特許のことであろうか。

③一台当た りの錘数の多い細番手用の間紡機と練紡機が採用された。

④392錘建精紡機2台は緯糸用精結機で、ある。

金巾製織会社の混打綿設備は当時珍しかったとみえて， 『大白木綿糸紡績同業聯合会報告』

は「全社機械中新規に見受けたるはプラット社製造のダフツレビータ ー，スカッチャ ー器にして
e~ 

此器は近代改良の尤も便利なるものなりと云ふ」と報じている。

帥 L.R. 0., PSDDL 1/78/19. 
開 「大坂紡績会社沿革略」，『聯合紡績月報』，13号，1890年，40頁。

伺 「明治廿六年中聯合各紡綴会社営業実況一覧表」。
倒 「金巾製織会社機械据付の模様」，『大日本綿糸紡絞同業聯合会報告』第15号， 1893年。

17 



技術と文明 9巻2号（144)

7）尼崎紡績会社第一次増設紡機

この設備は，英国が日本市場を独占していた高級糸，32番手双糸および42番手双糸の国産化

を目指して導入された。同社を源流とするユニチカ株式会社の社史は，

当時としては高級糸である糸を製造し同時に三二番手撚糸，四二番手撚糸の生産を目的と

するものであった。二十六年一月には英国プラット ・ブラザース社の技師エンレイを招致

し，彼の指導により，第二工場で、生産予定の三二番手 ・四二番手の撚糸の試紡を行うとと

もに二子撚の機械を発注した

と述べている。

混打綿にベーノレブレーカー→エグゾーストオープナ→打綿機の一連の機械を導入し，従来よ

り繊維の長い綿の多様な混綿に対処し，糸品質の向上を計っていることが分かる。こうした混

打綿工程の改善は，わが国独特の混綿技術を支えるものとして，紡機採用に当たって，綿紡各

社が社運を賭けたといっても過言ではないだろ う。

32番手 ・42番手双糸を生産用の撚糸機12台5,096錘が設置された。撚糸機には糸を水で濡ら

してから加撚する湿式と，乾燥した糸をそのまま加撚する乾式がある。湿潤した糸を加撚する

と撚がよくセットされるので，縫糸， レース糸，高級織糸用に湿式が使われ，当時英国では湿

式が多用されていた。尼崎紛の撚糸機は湿式であった。

8）日本紡績会社の紡機

16番手， 20番手を主とするインド綿糸の輸入を防止し中国市場で競争力を獲得し，英国製

の32番手 ・42番手双糸に挑戦を開始したわが国綿紡に残された課題は，60番手以上のガス糸の

国産化であった。そうした目的で設立されたのが，エジプト綿を原料として60番手以上のガス

糸紡績専用の日本勧績会社である。

紡機の特徴は次の通りである。

①混打綿にホッパーフィ ーダが新たに導入された。②粗紡工程にわが国最初の精練紡機（ジ

ヤッタフレームあるいはファインローピングフレームと呼ぶ〉が採用された。③当時のリング精紡機

では紡績不可能であった60番手以上の細糸を紡績するために，従来の太糸用とは異なる細糸用

ミュ ーノレ精紡機が採用された。④ガス糸用リング撚糸機が設置された。

当初プラット社が受注した紡機には，ハイノレマン型コーマ 7台とその前後の工程であるダブ

ラー1台と練条機 l台が入っていた。しかし，何故か解約されている。その後1908年に，鐘淵

勅緩会社がプラット社製コーマ l台を試験的に輸入したのが，わが国最初のコ ーマである。 同

社がわが国で最初にコ ーマを実生産に導入し， 100番手の高級綿糸を生産するようになったの

は，それからさらに11年後の， 1919年のことであった。わが国綿紡が英国の技術に追い付いた

制 ユニチカ社史編集委員会『ユニチカ百年史』上，ユニチカ，1991年， 18頁。
帥菅原勝尾「総論」，「綿コーマ』，日本繊維機械学会，1960年，1頁。
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ことを示す象徴的な出来事であった。鹿児島紡績所創設から半世紀の日時を費やしたことにな

る。

おわり に

わが国綿紡の誕生から，英国糸の独壇場であったカ凋ス糸の国産化が始まるまでの，ほぼ30年

聞における綿紡機の発展を跡付けることを計画してかなりの時聞が過ぎた。

最初に，尚古集成館所蔵の鹿児島紡績所機械配置図によって，わが国最初の紡績所の機械設

備の全容を明らかにしたのは1986年であった。その後，産業考古学会の会員を中心にして行わ

れてきた，官営愛知紡績所，島田紡績所，下野紡績所の調査結果によって，二千錘紡績所の紡

機を明らかにすることができた。

官営愛知紡績所をはじめとするこ千錘紡機が，官営堺紡績所の機械をモデ、／レにしたという推

論を私は持っていたが，本論で初めて実証することができた。

大阪紡績会社以降は，プレス トンにあるランカシャー ・レコ ード・オフィ スが所蔵するプラ

ット ・サコロ ーエノレ文書の中の『外国向け機械受注および出荷簿』によって，ほぼ網羅的に解

明することができた。

本論が綿糸紡績技術史研究の基礎資料となれば幸いである。

本論では採り上げなかった， 「ミュール精紡機とリング精紡機」および「技術者と労働者」

をめぐる諸問題については，今後，検討をすすめたL、と考えている。

〔謝辞〕 プラ ット社の『外国向け機械受注および出荷簿』の存在を教示して下さった，津慧さん（元東洋

紡績株式会社広告宣伝部部長〉に心からお礼を申し上げます。

On the Development of the Cotton Spinning Technology 

in Japan, 1866-1890c. 

by 

Kanji TAMAGAWA 

(Daito Woolen Sρinning & WeaviアzgCo., Ltd.) 

This paper reports on the developm巴ntof the cotton spinning machinery which was 

used in Japan 1866-1890c. 

The五rstcotton mill in Japan was th巴 Kagoshimacotton mill, which was founded 

in 1867. The aim of this mill was to spin up to 18’s y紅 nand to weave the coars巴

fabric by using their own spun yarn. The spinning machines were made by Platt 

帥玉川究治「紡績聯合会創設の歴史的意義」， 『技術と文明』 5巻1号，1988年。
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Brothers & Co., Ltd. These were the usual machines which wer巴 usedto make coarse 

yarn in Lancashire. The mill had 1, 848 throstle spindles for twist and 1, 800 mule 

spindl巴sfor w巴ft.

The second mill was the Sakai cotton mill, founded in 1873, which had 2, 000 mule 

spindles. The spinning machines were made by William Higgins & Sons. The features 

of the machines were as follow; (1) the cotton opener and the intermediate frame were 

omitted, (2) Roller card engines and self-acting mules for very coarse yarn were adopted 

(3) Hank reelings for the Japanese yarn count system were adopted. 

The third mill was the Kashima mill founded in 1875. Except for adopting the 

old-fashioned ring frames and the English-st-y!e hank reeling, the spinning machines 

used in the mill wer巴 thesame as the Sakai mill. The mill had 576 ring spindles and 

was the smallest mill in Japan. 

In 1878, the government of Japan decided on a plan to construct two national cotton 

mills. The spinning machines at both mills were modelled upon the Sakai mill’s. 

Th巴semills were named The National Aichi Cotton Mill and The Hiroshima Cotton 

Mill and had 2, 000 mule spindles respectively. Following this, by 1885, 15 cotton mills 

which had the same spinning machines as The National Aichi Cotton Mill had been 

founded with government五nancialaid. These mills are generally called "the 2, 000 

spindles mills”. All the machines in the 2, 000 spindles mills were made by W. Higgins 

& Sons except for th巴 Himejicotton mill. These mills were founded to spin yarn which 

could handle 16's yarn which was imported from India in bulk. Because the Higgins’s 

draft rollers were designed to spin long American cotton, it was very di伍cultto spin 

very short Japanese and Chinese cotton with it. 

In 1885, the Osaka cotton spinning company was founded which had 10, 500 mule 

spindles, the largest mill in Japan at that time. The spinning machines in the mill 

were made by Platt and they were suitable for spinning 16’s yarn. The outstading 

features of these machines was that the mules were equipped with the drafting rollers 

which were suitable for short五bresuch as Indian cotton. 

In 1887, the Osaka cotton mill adclitionlly installed new machines which w巴resuitable 

for spinning 20’s z-twist yarn made from Indian cotton. The features were as follow; 

(1) Flat crads were partially adopted for the first time in Japan, (2) the ring spinning 

fr am巴S were totally adopted. Many of the following mills installed the same machines 

to spin 20’s yarn. 

In 1889, the Calico weaving company imported th巴 spinningmachines suitable for 

up to 38’s yarn for calico fabric. 

In 1893, the Amagasaki cotton spinning company imported machines to spin 42’s two 

fold yarn. 

In 1894, the Nihon spinning company was founded to spin gassed yarn from 60 to 

80’s. The company introduced fine self-acting mules for the五rsttime in Japan. 

However, the combing machine which is indisp巴nsablefor the spinning of a五nehigh 

quality yarn was not introduced. By the foundation of the Nibon cotton spinning 

company, it was possible for the Japanes巴cottonspinning industry to exp巴lEnglish-made 

yarn out of its market completely. 
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