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初期日本綿糸紡績業におけるリング精紡機導入について
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は じ めに

わが国綿糸紡績業の発展を支えた最も重要な要因のーっとして， 1880年代末から1890年代初

頭にかけて，ミュール精紡機からリング精紡機へとほぼ全面的に転換したことであったとする

指摘がしばしば行われており，わが国においては，通説化しているように思われる。1985年，

清川雪彦が，“日本綿紡績業におけるリング紡機の採用を巡って一一技術選択の視点より
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一一”において、その転換要因の究明自体を主題として研究する以前は、彼自身に よれば，「こ

の問題自体を直接とりあげた分析は皆無に等しく，転換への促進ないし決定要因は，

説 ・通史的にごく簡単に指摘されてきたに過ぎなか」 った。この指摘は当を得ているように思

われる。彼の研究以降，これに関して新しい研究成果は発表されていない。そして，彼の見解

は多くの研究者によ って支持されているように思われる。

むしろ通

上』岩波書店， 1990年， 168-169

* 1996年5月8日 （初稿受理）' 1997年1月15日（改稿受理），綿糸紡績技術史， ミュール精紡機，
リング精紡機， 山辺丈夫，プラット兄弟社

( 1) 清川雪彦 “日本綿紡績業におけるリング紡機の採用を巡って一一技術選択の視点より 一一”、
『経済研究』 36巻 3号，1985年7月。

( 2) 例えば，阿部武司 “（ 3）綿工業” r日本経済史4

頁など。
産業化の時代



技術と文明 10巻2号（78)

私は清川の所論に対していくつかの異論を持っている。本論は，リング精紡機の全面採用を

選択させた基本的技術要因の分析を清川の所論と対比しておこなうこなうことによって， 1890

年代初頭にいたる時期においてわが国綿糸紡績業がリング精紡機を全面的に採用したことをも

って，その後の発展にとってきわめて重要な技術的要因の一つであったとする彼の見解および

わが国における従来の通説に対する再検討の序論としようとするものである。

2 ミュール精紡機と リング精紡機の技術的特徴

1880年代後半から90年代初頭における両精紡機の歴史的地位に就いて，技術的にやや詳細に

検討しておくことは，本論の主題にと って不可欠の前提となる。その中で，ミュール精紡機お

よびリング精紡機の技術に関する従来の誤った認識を正すことにする。

2 1 ミュール精紡機の特徴

ミュール精紡機は，ハーグリーブスのジェニー精紡機のス ピンドル ドラフト（ツイストドラ

フトともいう）とアークライトのウォーターフレームはt車精紡機）のローラドラフトを結合し

たものとして，1779年クロンプトンによって発明された。この発明によって，ジェニー精紡機

は甘撚かっ太番手の緯糸用糸，ウォーターフレームは強撚かっ太番手の経糸用糸のみ しか紡績

できないという限定性が克服された。ミュール精紡機によって， 甘撚から強撚，数番手という

極太糸から300番手を超える極細糸にいたるまで すべての糸が紡績可能になった。発明当初

は人力運転されたミュール精紡機に動力運転が導入されるようになると，アークライトが体系

化した紡績工場の主役はス ロッスル精紡機 （ウォーターフレームの改良機）からミュール精紡機

に移行した。これによって機械制綿糸紡績業は確立されたと言う ことができるだろう。

ミュール精紡機は，糸の紡出と紡がれた糸の巻き取りの二つの操作を交互におこなう，間欠

精紡方式である。紡出は次の操作によっておこなう。①練紡機で作られた粗糸をドラフトロー

ラによって8-12倍にドラフトする。② ドラフ卜された粗糸を，フロントローラの送出速度

とほぼ同じ速度で外進するキャリジ （走錘車） に装着されたスピンドjレによって加撚し，糸に

する。この加撚量は，糸が切断しない程度にできるだけ少な く設定する。キャリジの最大外進

距離をストレッチと呼ぶが， 64インチが普通である。太糸用には66インチ，極細番手用には50
( 3) 

インチのストレッチが用いられた。①キャリジが60インチほど前進すると，フロント ローラは

回転を停止しロービングの送り 出しを止める。フロントローラ停止後もキャリジは前進を続け，

停止したフロントローラとスピンドルの間にある紡出中の甘い撚のかかった糸を引き伸ばす。

ローラドラ フトにともなって不可避に発生する糸むらは この最後の数インチの引き伸ばしに

よって修正され，驚くほど均斉な糸とすることができる。強撚糸や極細糸は紡出中の撚縮が大

( 3 ) Hyde J. , The Science of Cotton Spinning, John Heywood, pp. 94 99. （発行年は不明。John

Heywoodが出版した綿糸紡績技術書のなかには発行年を示さないものが多くある）。
糸種，番手別のストレッチが示されている。この本は山辺丈夫 『紡績書』の原書の一つである。
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初期日本綿糸紡績業におけるリ ング精紡機導入について（玉Jll)

なので，フロントローラの送出長をストレッチより

長くする。④キャリジの外進が終了すると，スピ

ンドルを高速回転し，紡出した糸に撚を加えて所定

の糸とする。これがミューjレ精紡機の紡出操作であ

る。

紡出が終わると次の巻き取り操作に移る。①ス

ピンドルを数回逆回転して，スピンドルの先端に巻

き付いている糸を巻き戻し，巻き取りができる状態

にする。この操作をパッキングオフという 。パッキ

ングオフにともなって発生する糸のたるみを，、上下

一対のフォーラと呼ばれるガイドの操作によって除

、、
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く。②キャリッジが内進すると同時に，スピンドル 図ー 1 ミユールコァプ
( 4) 出所.Platt J.，℃otton Spinning 
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が低速正回転し，紡出された糸をスピンドjレ上に巻 the Institution of Mechanical E刀gi附 rs’1866.
( 5) 

き取る。キャ リジの外進開始から内進が終了するまでの lサイクルをドローと呼ぶ。

ミュール精紡機で糸の紡出に動力を採用することは，さほど，技術的に困難ではなかった。

しかし，図－ 1に示すような形状のコップに巻き取る操作の自動化は恐ろしく困難であった。
( 6) 

巻き取り操作の要点は次のとおりである。①コップに巻き取られる最初の糸は，テーパーの

付いた裸スピンドルの最下部に直接巻く 。②糸は最大径より下に巻かれることなく，巻き取

りがおこなわれているコップの巻き取り表面 （チエース，図－ 1のC-D, E～ F）のテーパーが

連続的に増大するように配列する。①この操作を所定の巻径に達するまで継続して玉尻（図－

lのA-C）を形成する。④その後，最大径を一定に保ったまま，わずかに巻き取り表面の円

錐形のテーパーを変化するだけで，コップが巻きあがるまで巻き取りを継続する。⑤糸は下

方には早く，上方にはゆっくりとトラパースして巻き取られる。

こうして形成したミュールコップは，機械的強度がかなり大で，チエースから糸の巻き戻し

が極めて容易にできる構造をもち，ランカシャータイプの力織機の梓に緯管としてそのまま使

うことができた。このミュールコップに匹敵しうる緯管はなかった。正確な形状にコップを形

成しないと織キズを生じ，製織能率が低下し，屑糸発生率が増大する。その傾向は糸が細くな

ればなるほど著しいので，細糸紡績工場主は熟練した精紡工を雇うことで利益を確保できた。

正確な形状のコップ形成の必要条件は，スピンドlレ回転速度が巻き取りされている地点のチ

エースの直径に常に厳密に反比例することである。この条件を満たすために， 1830年，ロパー

( 4) 巻き取りは，スピンドルの正回転によって行うが，逆回転するとしている文献を散見する。
( 5) ストレッチとドローについては，英国の当時の文献では必ずしも統ーした規定がないが，本論は
プラット社のカタログの用法に従った。Catalogueof Cotton Spinning & Weaving Machinery, with 

Calculations, & c, Platt Brothers & Co. Limited, Hartford Works, 1906, pp .181-215. 
( 6) 巻き取り操作については， CatlingH. , The Spinning Mule, David & Chales, 1970, pp. 67-113.に
詳しい。
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技術と文明 10巻2号（80)

図－ 2 自動ミュール精紡機
Taggart W. S., Cotton Spinning, 4th ed. Macmillan, 1916, pp.131 

ツはクォードラント機構と，巻き取り糸張力を検知しクォードラント機構にフィードパックす

るガパナーモーションあるいはストラ ップモーションと呼ばれる自動制御装置を発明した。図

2にクォードラント機構を示す。彼の発明の最も重要な特徴は，キャリジの運動とスピンドル

の回転を直接関係させたことである。

発明当初の自動ミュール精紡機は技術的に不完全で，太糸紡績のみに使用可能であった。細

番手糸は，1870年代までは，動力で紡出し，巻き取りを入力でおこなうハンドミュール精紡機

（ミ ュールジェニーとも呼ばれた）で主と して紡出された。自動ミュール精紡機で極細番手糸が紡

出可能となるのは，ミュール精紡機の発明から約 1世紀，ロパーツが自動化の端緒を開いてか

らほぼ半世紀後であった。

細糸用自動ミュール精紡機を運転する精紡工は高度な熟練が要求された。彼の主な仕事は，

玉尻が形成されるまで， 一回のドロー毎に，クォードラン卜 ・ナット （図ー 2のC）の位置を

微調整して正確な形状のコ ップを形成することであった。プラッ ト社の技術責任者であったス

ペンサーは，

ミュールが大型であっても，精紡工は，ほとんど力を必要としない，ある種の操作をコン

トロールすることが要求されるだけである。しかし 長期間にわたる経験によってのみ習

得可能な，自分の仕事に対し非常に正確な注意と，極めて鋭敏な手捌きを結合することが

必要であった

と1872年に述べている。

( 7 ) Ibid, pp. 77 

( 8) Spencer E.，勺 nthe Improvments in the Machinery Prepa1 ings and Spinni昭 Cotton”， P1oceed-

ings of the Institution of Mechanical Engineers, 1880. 

4 



初期日本綿糸紡績業におけるリング精紡機導入について（玉Jill

清川は， 「1830（天保元）年にロパーツによって四分円形の捲糸システムが開発された結果は
( 9) 

じめて自動化が可能となり，技術的にもその頃をも ってほ f完成されたといってよい」 として

いるが，実際は自動ミュール精紡機発明後ほぼ半世紀の問，絶えざる改良の努力が払われ続け，

わが国に近代的機械紡績業がイギリスよりもたらされ始める頃ようやく技術的にほぼ完成の域

に達したので、あ（6）。 彼はまた，「走錘車の外進に 9秒， 2秒のパックオフの後，内進に 4秒と

いう操作には，かなりの腕力と熟達が要求されたことは疑いない」としている。しかし，運転

に腕力が必要なのはハンドミュールにおける巻き取り操作であって， 自動ミュール精紡機で要

求される「腕力」は， 小さなクォードラント ・スクリュー ・ハンドル（図－ 2のD）を回転す

るための，ほんのわずかな手先の力で十分であった。巻き取り操作に腕力が必要でーあったハン

ドミュールを自動ミュール精紡機と，彼同様に，混同している研究者がわが国には多い。

清川は，「ミ ューJレ紡機は，ある程度の自動化がなされていたとはいえ，その操作には著し

く熟練を要したことは，衆目の一致するところであった」としている。極細番手紡出の自動ミ

ュール精紡機の運転には高度な熟練が要求されたが，わが国の綿糸紡績業が主として紡績して

いた16番手程度以下の極太番手糸には，高度な熟練は要求されなかった。英国では，細番手用

のハンドミューjレ精紡機と自動ミュール精紡機を運転する労働者をスピナーと呼び，太番手用

ミュール精紡機を運転する労働者は，スピナー（精紡工）と区別し，マインダー（minder）と呼

ばれるのが普通であった。スピナーとマインダーはともに，原則として，2台一対のミュール

精紡機を受持った。マイ ンダーの主な作業は，後のリング精紡機の運転工がおこなうと同様な

機械の調子を整えること，番手，撚数の切替え，および女性 ・見習糸継労働者とともに糸継ぎ

をおこなうことであった。1893年に創設された，わが国最初の細糸紡績専門工場，日本紡績会

社は40,000錘の細糸ミュ－ ｝レ精紡機を設置したが，操業開始に当たって，英国のスピナーに匹

敵する熟練労働者を雇用したという記録は残っていない。当時のミュール精紡機は， その程度

までは自動化されていたのである。

些末なことであるが，清Jllは「番手の変更はミュール紡機の場合，ギアの変更によって簡単

にローラーの速度を変え得る（その結果撚度を変える）ゆえ リンク．紡機に比べず、っと容易であ

ったと思われる」と両機種の取扱の容易さについて比較をおこなっている。実際は， ミュール

精紡機は，パックチェンジホイール， ドラフトチェンジホイ ール，ツイストチェンジホイール

の交換によって，糸番手，撚り数を変更し，シェーパーによってコ ップの形状をコントロール

する。ミュール精紡機はドラフトローラとキャリッジおよびスピンドルの三者の相互関係によ

って糸番手，撚数が決まるのでリンクー精紡機に比べずっと複雑で調整は困難で、あった。 一方，

( 9) 清川雪彦（注1）「前掲論文」。
(10) Spencer E., op cit(B) 

(11) 清川雪彦（注1）「前掲論文」。
(12) 清川雪彦（注1）「前掲論文」。
(13) 清川雪彦（注1）「前掲論文」。
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技術と文明 10巻2号（82)

リング精紡機はドラフトチェンジホイールによって糸番手が決まり，ツイストチェンジホイー

ルによって撚数が決まるので機械の設定は容易であった。しかし，糸番手とスピンドルの回転

数によって，最適重量のトラベラーを選択する等，良い糸を紡績するためにはミュール精紡機

に劣らない熟練が要求されたことは当然である。

2-2 ミュール糸の特徴

ミュール精紡機による紡績の特徴は次のとおりである。①スピンドルドラフトによって均

斉な糸が紡出できる。② 紡出張力が小さいために細い糸ができ，ふく らみがあり，弾力性に

富み，手触りの柔らかな糸を作ることができる。① リング精紡機に比して，撚数の少ない糸

（甘撚糸）ができる。④ 同じ番手の糸を作るのに，繊維の短い綿を使うことができる。歩留が

リング精紡機より高い。⑤ミュール糸の方が毛羽立ちが多い。⑥ 同じ撚数であれば糸強度は

小さい。⑦緯糸用ミュール精紡機のコ ップは，そのまま，緯管として織機の特に挿入するこ

とができる。③木管に巻かないためパッ ケージは小型かつ軽量で，運送費，倉庫保管料が少

ない。

2-3 リング精紡機の特徴

リング精紡機は， 1828年，米国ロードアイランド州のジョン ・ソープによって発明された。

米国で実用化したのは1840年代で，スロ ッスル精紡機の代替機として登場した。その後，スピ

ンドルやドラフト装置の改良によ って，ミュール精紡機と競合するようになり，リング精紡機

の改良の度合いに応じて 漸次ミュール精紡機を駆逐していった。いわゆるラベスピンドルが

イギリスで実用化された1876年以降特定の糸種に限定すれば ミュール精紡機の代替になり

得ることがイギリスにおいても認識されるようになった。1880年代には，さらに高速回転に耐

えられるフレキシプルスピンドルが開発され，スピンドルの回転数は10,000rpm以上が得ら

れるようになっていた。もっともそれは，スピンドル自体の回転であって，実際に糸を紡ぐと

きは， 20番手以下では8,300 rpm, 40番手で9,700 rpm程度が限度であった。

この時代になると，糸品質と歩留を除外すれば， 30番手以下の太番手 ・中番手糸の紡績には，

リング精紡機の方がミュール精紡機より，紡績加工費に関する限り優れていることは，英国 ・

ヨーロ ッパ大陸 ・アメリカ ・インドの諸国において，紡機メーカーや世界中の紡績技術者の問
(17) 

ではほぼ常識になっていたといえる。清川はこの点について 「機械設備の生産性の面にのみ

(14) 絹川太ーは，鹿児島紡綴所では裸スピンドルに直接糸を巻き取ったと述べている。r本邦綿綿紡
績史』第 1巻，日本綿業倶楽部， 1937年， 92頁。尚古集成館には楳スピンドルに巻き上げたミュール
コップが保存されている。

(15) US patent drawing no.五280,November 20.1828. 

(16) Platt Brothers & Co. , op cit( 5) , pp. 235. 

(17) 英国では， 24番手以下の緯糸用糸は ミュール精紡機の方がリング精紡機よりもトータルコスト
が低いという次の研究がある。Lazonick,W. , "Factory Cost and the Diffusion of Rinng Spinninng in 

Britain Prior to World War I”Quatery Journal of Economics, Vol. XC VI No. l, 1981 
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初期日本綿糸紡績業におけるリング精紡機導入について（玉Jll)

に限定する限り，ミュール紡機よりリング紡機の方が，明らかに秀れていたと結論づけられる

のであ（~）」と正当な評価を行っている。 そうした状況を，農商務省編纂の『日本綿紙紡績業沿
革紀事』は，「太糸製造ニ於テ『リング』精紡機ノ 『ミ ューlレ』精紡機ニ優レルハ論ヲ倹タス

本邦紡績業カ明治二十年以後即チ外国ニ於テ巳ニ業ニ両機ノ比較試験ヲ了リタル後チニ発達セ

シハ僕倖ト謂ツヘク」と指摘している。

リング精紡機の紡績原理はフライヤ式のスロッスル精紡機と同じであり，加撚と巻き取りを

同時かつ連続的におこなうことができる。スロッスル精紡機に比べ，巻き取り張力を小にでき

るのみならず，スピンドル重量を軽減できた。 ドラフトローラから出た繊維はスピンドルの回

転で加撚して糸にする。巻き取りは リングとトラベラ間の摩擦抵抗力と紡出糸に対する空気

の抵抗によって， トラベラの回転速度がスピンドルの回転速度よ り小さ くなることを利用 して

おこなう。摩擦抵抗力を利用して巻き取り をおこなうリング精紡機の紡出張力は，ミュール精

紡機と比べる と，非常に大きくなることは避けられない。大きな紡出張力に耐えるためには，

撚係数を大にするか，繊維の長い綿を使用する必要があった。また， 細番手用および弾力性と

ふくらみが要求される緯糸用糸あるいはメリ ヤス用糸の紡績には適さなかった。さらに， 紡出

張力は，リングの直径に比して，巻き取り径が小さくなればなるほど増大する。したがって，

ミュール精紡機のように細い裸スピンドルに直接巻き取ることはできない。そのため太いスピ

ンドルに木管を装着し，その上に巻き取らざるを得なかった。 リング精紡機の ドラフト装置は

ミュール精紡機のそれとほぼ同じ 3線ローラドラフト装置である。キャ ットリ ングが，「ロー
(20) 

ラドラフトは困難である，その理由はそれは本来不安定な過程である」と述べているように，

ローラドラフ トでは糸むらの発生を避けることができない。リング精紡機は， スピンドルドラ

フトで糸むらを修正する機構がないため，細番手糸を作ることができなかった リング精紡機

で高品質の細番手糸紡績が実用上可能になったのは， 1911年発明されたカサプランカス式のエ

プロンドラフト装置の実用化である。さらに紡出糸張力を低減するリング， トラベラ，スピン

ドルなどの一層の改善に負うところが大であった。

清Jllはリ ング精紡機について， 「リング紡機選択の本質は，新しい技術革新を体化したよ り
(22) 

性能の高い新鋭機」という技術的評価をしている。清川を含めわが国の研究者の多くは，新鋭

という用語を，ミュール精紡機の旧式に対応するものとして使い，さ らにわが国で採用した紡

機はとりわけ新鋭であったとする， 二重の意味に用いられているように思われる。当時のミユ

－ ｝レ精紡機とリ ング精紡機を比較するとき何れが新しい技術革新を体化していたかはにわかに

(18) 清川雪彦（注 l）「前掲論文」。
(19) 農商務省編纂『日本綿総紡績業沿革紀事』，日本紡綴協会所蔵，66丁ウー67丁ウ。成立は不明。1900
年までの事項が記述されている，

(20) Calling, op cit(6), pp.21. 

(21) Greenhalgh H., "Appendix", The Spinning Mule. An Account of the L泊 it’sInventor, Sumuel 

Crompton, 17，日－1827,Bolton Metropolitan Borough, Arts Department, 1979, pp.39.この文献は， 短
文ながら，ミュール精紡機の盛衰史に関する優れた解説書である。

(22) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
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技術と文明 10巻2号（84)

断ずることはできないが，少なくとも自動ミュール精紡機が旧式であったすることは誤りであ

ろう 。リング精紡機は太番手糸しか紡績できないという限定のついた機械で，新鋭機というよ

りはむしろ新参機であったと言うべきだろう 。高生産性であるが品質が劣り太い糸しか紡績で

きない，現在の，オープンエンド＝空気精紡機の地位と当時のリング精紡機は類似していた。

2 4 リング糸の特徴

リング精紡機で紡績したリング糸の特徴は次の諸点である。①大きな張力のもとで加撚す

るため，堅く締まった，ふくらみのない，弾力性の乏しい糸となる。リング糸は， 一般的に，

ミュール糸に比して下等な品質にランクされた。② リング糸は，風合は劣るが，毛羽が少なく，

強度は大きかった。リング糸を経糸に使うと製織能率が向上する。リング糸を経糸に，ミュー

ル糸を緯糸に使うことが，英国はもちろん，ヨーロッパ諸国やインドでは，広く普及していた。

① リング精紡機は木管に巻き取る必要があった。リングコ ップを直接緯管とすることはでき

ないので，緯管に巻き返しをする必要があった。リング木管を直接線管とする緯糸用精紡機も
(23) 

開発されたが普及しなかった。木管に巻いたままの糸を販売するときは，そのコストや運賃 （木

管の返送も含め），倉庫料も無視できなかった。

3 各国におけるリング精紡機採用の規定要因

3-1 精紡機選択の基準

精紡機の選択にあたって一般的に考慮される要因は次のようなものが挙げられる。与えられ

た綿によ って，所定の種類 （織糸 ［経糸用，緯糸用］，メリヤス糸，縫い糸，レース糸），品質，番手

の糸が紡績できるかまず最初に検討される。いずれの精紡機によ っても，ほほ同等の糸が紡績

できるならば，生産能力，所要動力，操作の難易，副資材，後工程の容易さ，屑糸・屑綿発生率，

故障率，機械の価格，所要床面積などの要因を総合的に勘案し，最終的に加工費が最も低い機

種を選択するのが普通である。

市場の需要する品質の糸が，技術的にみて，生産可能か否かが，紡機選択の第一義的な基準

であることはいうまでもない。清川の場合には どのような品質の糸を紡績するかという問題

を捨象し，糸番手と加工費だけを精紡機選択の基準としているのが特徴である。

全紡錘に占めるリング紡錘の割合を ここでリング化率と呼ぶことにする。少し後の1913年
(24) 

の統計であるが，各国のリング化率を表－ 1に示す。中国と日本，ついで米国，イタリア，イ

ンドのリング化率が高い。全体的に低い地域はヨ ーロッパ，中でも群を抜いて低い国はイギリ

スである。こうした違いはどのようにして形成されたのかを簡単にみておくことは，わが国の

リング化率が「特異」であったかのどうかを解明する上で有益であろう 。

(23) ウエフトリング精紡機をわが国で最初に設置したのは，金巾製織会社である。わが国ではこの型
式の機械の導入は僅かであった。（ランカシャー ・レコード ・オフィスのプラ ット文書 DDPSL42)

(24) 村山嵩 『世界綿業発達史』，日本紡綴協会， 1961年， 278頁。
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初期日本綿糸紡績業における ＇）ング精紡機導入について（玉Jll)

3-2 英国の場合

英国は， 1870年代に早くも，太番手糸

の分野では，低賃金 ・長時間労働のイン

ドとの競争に敗れ，厚地織物の分野では

綿で優位に立ったアメリカに中国市場を

追われた。その結果，太番手糸分野から，

高級品，細番手志向を強めていた。英国

ランカシャーにおける1887年の糸番手，
(25) 

錘数，生産量の構成を表－ 2に示す。60

表－1 各国の紡績録数と リング化率（1913年）
（単位＝100万錘）

国 日リ 合計 うちリング リング化率（%）

英 国 55.7 10.4 18.7 

フランス 7.4 3.4 45.9 

ドイツ 11.2 6.1 54.5 

イタリー 4.6 3.5 76. l 

スイス 1.4 0.3 21.4 

中 国 3.6 3.6 100.0 

インド 6.1 4.4 72. l 

日 本 2.3 2.2 95.7 

米 国 31. 5 27.4 87.0 

番手以上が27.2%, 40-60番手が17.6%，出所村山積 r世界新1業発達史』，日本紡績協会， 1961年， 278頁
より作成。

30-40%が45.3%,25-30番手が9.1% 注・中国は1927年の数値。

で， 25番手以上の占める割合が，実に，99%を超す。25番手以下は僅かに0.8%を占めるに過

ぎない。平均番手は41.2番手で 際だった細番手であることがわかる。英国がミュール精紡機

に固執した最大の理由は ここにあったのである。

さらに，太番手製織工場でも，織物の風合と着心地の良さを重視したので，経糸には撚が強

く強度の大なリング糸を使い，緯糸には撚が甘く，ふくらみがあ り，弾力性に富んだミ ュール

糸を使うのが普通であった。こ うした高級品志向が，英国をして低能率のミュール精紡機に固

執したもう一つの原因であった。さらにリング精紡機のコップはウエフ トミュール精紡機のコ

ップのように，ラ ンカシャー型の力織機の管として直接特に挿入できなかったことをあげるこ

とができる。

英国の有数の繊維業界誌 『テキスタイル ・マニユフ ァクチャラー』 1889年12月号に“リング

精紡機の発展，その現在と未来”と題する論文が掲載されており その著者S.E. B.に5

表－2 ランカシャーの糸番手・錘数 ・生産量の構成（1887年）

分 類 平均番手 錘 数 錘数比例） 生産数量比（%）

細糸： 60番手以上 71.0 11, 149 ,072 27.2 12.4 

中・細糸： 40-60番手 43.8 7,224,754 17.6 16.6 

中・太糸 30-40番手 37.6 18,531,519 45.3 53.6 

太糸 ：25-30番手 29.2 3,726,300 9.1 15.5 

太糸： 25番手以下 22.7 313,064 0.8 l. 9 

全体の平均 ・合計 41.2 40,944,709 100.0 100.0 

出所 文献（25)

(25) ランカシャーにおける綿糸の番手構成は，川勝平太の次の論文の数値を利用した。川勝平太，“一
九世紀末葉における英国綿業と東アジア市場”， 『社会経済史学』47巻2号，1981年， 有斐問。川勝は
平均番手の算出にあたって、生産量は紡錘数に比例するとしているが，これは誤りである。正しくは，
生産量は紡錘数に比例し、番手の 3/2乗に反比例する。訂正して計算した。原資料は WorrallJ, 
Cotton Spinner's and Manufacturer旨Di月 ctory,1887. （筆者未見）。

(26) S.E.B.，“The Development of Ring Spinning出 Presentand Future Position”The Text.山 Manu-
facturer, December 15, 1889. 

9 



技術と文明 JO巻 2号（86)

ポンドの賞金が雑誌社から与えられた。この論文は当時の英国におけるミュール精紡機とリン

グ精紡機の選択をめぐる技術的問題について，的確に示しているように思われるので，以下に，

要約して紹介する。

リング精紡機の英国への導入 （より適切には再導入）は，綿紡績の歴史において画期的な出来

事である。

優秀なメカニズムのミュール精紡機にリング精紡機が，将来，全面的に取って代わることが

できるかどうかは，現在，紡績業者や紡機メーカーの聞で論争の的となっている。

リング精紡機は，発明から数年後大きな期待をも って英国に導入された。しかしスロッス

ル精紡機よりも大変劣っていて，決定的な失敗であった。アメ リカにおいでさえ，長い間，進

歩は微々たるもので、用途はきわめて限定されていた。英国に関する限りその失敗は致命的で

あって，その再起にはほぼ半世紀が必要だった。

リング精紡機再導入の立役者はハワード＆パロ一社である。米国から， 1872年頃，いわゆる

「ブース ・ソーヤー」スピンドルを導入し，次いで， 1876年頃再び米国から，高速回転が可能

なラベススピンドルの特許権を買い，リング精紡機の改良を行った。今では，ハワード＆パロ

一社は，英国は勿論のことアメリカよりも優れた機械を製造している。

リング精紡機の将来の地位は，あらゆる種類と品質の糸が紡績できるようになるかどうかに

かかっている。時とともに，現在より広範な番手についてミュール精紡機と交代する可能性が

あるように考えられている。しかし，リング精紡機は，リングとトラベラーの摩擦力，糸と空

気の抵抗によって生ずる大きな紡出糸張力と 紡出張力の不均ーによ って，ミュール精紡機の

ような甘撚の糸を作ることができない。リング精紡機で製造する限り， トラベラーを装着し糸

でそれを引き回さなければならないから ミュール精紡機に取って代わることは決してできな

いだろう 。もっとも，細番手糸が完全に使用されなくなるといった異常な事態が流行すれば事

態は別であるが。リング精紡機がミュール精紡機を駆逐するための第一歩は，ミュールコ ップ

のように堅固なコ ップを形成することであるが，しかし，それも不可能に近いことである。

以上が論文の大要であるが，現在の繊維工学の見地からしでも，肯首できるものである。

第一次世界大戦以前は，ミュール精紡機で緯糸を紡績し，自動織機を使わずランカシャー ・

タイプの力織機によ って高級綿織物を製造して 高利益を享受していたのであった。第一次世

界大戦以前に英国がこうした技術を採用したことをも って，それを英国人の技術的保守主義の
(27) 

あらわれだとすることは，当を得ないように思われる。大戦後の状況は，発展途上国の追い上

げのなかで，設備を縮小 しつつ，高級糸の生産に活路を見出だそうとしている，わが国綿紡の

現状と，極めて類似していると言えるだろう。

(27) 第一次大戦以前に英国がミュール精紡機に固執したのは，技術的保守主義のあらわれでなく，経
済的合理主義によることを実証する研究がある。例えば，Saneberg L. G. , "American Rings and Eng-

lish Mules: the Role of Economic Rationality" QuateJ/y Journal of Economics, Vol. LXXXIII, 

No. l ,1969および Lazonick,op cit(17）など。
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3-3 インドの場合

インドの近代的綿紡績業は1854年に20,000錘

の規模で操業を開始した BombaySpinning Mill 
(28) 

をもって本格的に始ま った。 日本の初期綿紡

績業と同時期の，インドにおける精紡機錘数と
(29) 

織機台数の推移を表－ 3に示す。

インドで，リング精紡機導入が検討されるよ

うになったのは，ほほイギリスと同じ時期で，

1870年代後半である。それ以前は，僅かなス ロッ

スル精紡機を除き，大部分は ミューjレ精紡機で

あったと考えられる。インド綿業のリング化率

は1900年で約50%であった。インドで1904-9 

年および1909-10年の聞に生産された綿糸の番
(30) 

手構成を表 4に示す。これによ って平均番手

を推定すると， 16番手程度である。これは日本

より僅かに細い程度である。主として太番手糸

を製造していたインドでなぜ高生産性のリング

精紡機を日本のようにほぼ全面的に採用しなか

表－ 3 インドにおける精紡機錘数と織機台数

年 工場数 精紡機錘数 織機台数

1876 47 1, 100, 112 9,139 

1880 56 1,461,590 13,502 

1890 137 3,274,196 23,412 

1900 193 4,945,783 40, 124 

1905 197 5,163,486 50, 139 

出所． 文献（29)

表－ 4 インド産綿糸の番手構成
（単位＝百万ポンド）

1904-1909 ( 5ヶ年平均） 1909-1910 

番手 生産高 番手 生産高

1-10 228 

1-20 507.7 11-20 529 

21-30 113.3 21-30 174 

31-40 18.5 31-40 20 

41- 2.2 41- 5 

合計 641.8 合計 956 

平均番手 15.9 15.6 

出所： 1904-1905年は「英領印度の綿業」 （『経済資料』12
巻 5号，南満州鉄道（株）東亜経済調査局， 1926年
5月， 28頁）

出所： 1909- 1910年は r~111支綿業の統計的研究』（繊維議
給翻整協議会，1941年， 17頁）

ったのだろうか。清！｜｜は 「同じ太糸生産中心のイ ンドでは 1910年代になってもなおミュー

ル紡機に対する根強い需要が存在していたが，これは同国綿工業がイギリス人技術者に大きく

依存していたいた事実と深い関連を持つ」と言うが，その当否を検討する。

インドにおける精紡機選択の実｜育を伝えるボンベーのヒンズ一人特派員の報告が1887年 7月
(32) 

号の 『テキスタイ Jレ・マニュファクチャラー』誌に寄せられている。大要は次のとおりである。

①現在リング精紡機はかつての大流行が沈静化している。二三年以前はこの機械に夢中にな

っていた。 しかし現在の扱いはかつてとは違っている。② この機械がインド綿に適していな

いことがそうした結果だとは考えられてはいない。③現在，わがボンベーの紡績業者達はリ

ング精紡機を手放しで賞賛するこを大変危険視している。④ 彼等の大多数はそれぞれの工場

(28) Sashi M. D. "The Indian Cotton Textile Industry A Historical Revew”Centenary of the Textile In ・
dustry of India 1854-1954, The Indian Textile Journal Special Souvenir Number, 1954, pp.108. 

(29) 繊維需給調整協議会，『印度綿業の統計的研究』，繊協企画部調査資料第四号，1941年， 5頁。原
資料は IndianTextile Journal (Golden Jubilee Souvenir 1940）とある。

(30) 1904-5年は，東亜経済調査局「英領印度の綿業」 『経済資料』12巻 5号，南満州鉄道， 1926年，
4頁。1909-10年は，繊維需給調整協議会『前掲書』，17頁。平均番手は，1 -10番手の代表番手を
6番手， 11-20番手の代表番手を16番手， 21-30番手の代表番手を24番手，31-40番手の代表番手を36
番手， 41ーの代表番手を42番手と想定して推計した。

(31) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
(32) [I-!indoo Corresponde吋，川ngSpinn叫 andFlat Cards in Bombay”The Textile Manufacturer, 
July 15, 1887, pp.302. 
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でリング精紡機のテストを行い，注意深く研究し，その実際の稼働状態と結果について言及し

ている。ボンベーではハワード＆パロー，サミュエル ・ブルックスおよびプラットのリング精

紡機を 1台も設置していない工場はほとんど無い。実際，特定の機械を発注する前に数社の機

械を入れて比較をする所も幾つかある。どの機械がボンベーで好評を得ているかは妬みを買う

恐れがあるので言及しない。⑤ いろいろな所でおこなわれた全ての試験結果は，わが工場主

達の心に，思慮の足りないリング精紡機の溺愛から，論理的に評価するという，健全な変化を

もたらした。＠今後，競合している新型ミユール精紡機と新型リング精紡機の利点と欠点を

比較して決定するためにはすこし時間がかかるだろう。現在，全台リング精紡機の新しい 2工

場が建設中である。その操業結果が両機種の命運を決することになるだろう。⑦ インドでリ

ング精紡機が普及する上で最大の障害となると思われることは，機械の丈が高過ぎ子供の作業

に適していないことである。これはランカシャーの機械メーカー全体で検討する価値がある問

題であると考えられる。③緯糸用リング精紡機は製織業者に大変好まれている。この機械の

唯一の欠点は，厚地織物の太い緯糸用糸を考えると，玉揚げ回数が増えることである。①30

番手から40番手の糸がこの機械でうまく紡績できるかどうかは， 一二の工場を除き，ま だどこ

でも公正な試験が済んでいない。大多数はその成功に大きな疑問を持っている。

以上がインド特派員報告の大要である。この記事は，インドにおいて，きわめて実際的で合

理的な方法で比較検討を重ね，ミュール精紡機とリング精紡機の選択がおこなわれたことを示

している。

三井物産ロンドン支店長の渡逢専次郎が1889年インド綿糸紡績業についておこなった次の調

査結果はこの記事と類似している。

リングトミュール器トノ利害得失ニ付テハ別シテ実業家ニ就キテ其説ヲ尋ネタレドモ各自

ガ現ニ使用セル者ヲ以テ宜トシ更ニ一定セズ－・一一説ニハリングハ製糸高多キモ其質宜シ

カラズ且ツ何分ニモ運転ノ度速カルヲ以テミュールニ較プレパ四五年モ早ク摩滅ス況其買

入代価ノ高貴ナル遥ニミュールノ廉且ツ強キニ如カズ一説ニリングトミュールトハ各々綿

質ニ依リテ利害得失アリ，警へハランカシャニハリングノ方必適シ印度ニハミュールヲ宜

トス其故ハ印度綿ノ繊緯短キヲ以テ之ヲリングニ掛ケルトキハミュールヨリモ百分ノ二以

上目減リアレパナリ

一方ノ説ニリングノ世ニ出テタルハ近頃ノ事ニテ世人未ダ其便利ヲ知ラズ仮令ヒ其代価ハ

ミュールヨリ貴キモ其製糸力ノ多キヲ以テ充分之ヲ償フヲ得ベシ畢寛之ヲ利用セザルハ無

経験者ノ欠典ナリ従来印度ノ綿花ハ其繊緯短少ニシテリング器ニハ不適当ナリトノ説アリ

タレドモ之ヲ実際ニ経験スレパ決シテ其然ラザJレヲ知jレ右ノ如ク両説交々出テ戦ヘドモリ

ング器ノ近来ノ流行セルハ疑ウベカラザルモノノ如シ乍去目下ノ所ニテハ印度国中ミュー

ルハ八分ノ七ヲ占メリングハ僅ニ八分ノーニ過ギザル白

(33) 渡透専次郎，“印度綿紙紡綴業ノ実況 本邦全業ニ関スル意見” 『工学舎誌』 8輯91巻， 1889年。
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と当時の状況を的確に伝えている。

重視しなければならないのは，インドではどのような糸が作られていたのかという視点であ

ろう 。インドで生産された糸の多くは，日本や中国中部 ・北部 ・東北部の庶民の衣服用の強撚 ・

厚地織物とは異なり，サリーのような， ドレープ性が豊かで，通気性に富んだ，柔らかな風合

の織物用に向けられた。日本との競争で多くの中国市場を明け渡した後も，南部市場は手中に

おさめていた。ヒンズ一人特派員が1886年 5月号の 『テキスタイル ・マニュファクチャラー』

誌に「わがボンベイ工場で生産された糸の唯一の消費者である中国市場に適した糸をリング精

紡機で生産できるだろうかが重要な問題である一・－リング精紡機ではミュール精紡機と同じよ

うなソフトな糸を紡績できな（ぷ）」という懸念がボンベイの紡績工場主の中にあることを伝えて

いる。

生産性は高いが堅く痩せた糸となることが避けられないリング精紡機か，あるいは若干コス

トは高くなるが風合の良いミュール精紡機かの選択に当たって，インドは，緯糸用にはミュー

ル精紡機に固執したと考えられる。清川が考えているイギリス人技術者の保守性ではなく，民

衆の衣服選択における強い保守性がインドにリング精紡機全面的採用を俊巡させたとみるべき

であろう 。

ミュールコップを直接緯管とするランカシャー型力織機が，表－ 3で示すように，すでに多

数設置されていたことが インドがミュール精紡機に固執した原因の一つであったと考えられ

る。

3-4 日本の場合

わが国の綿糸紡績業は，国産綿を原料として，インドから輸入されていた16番手と20番手の

糸のうちで， 16番手糸の生産を目標にして開業した。しかしインド綿が本格的に輸入されるま

では，その目標を達することができなかった。

1890年代初頭までにわが国で生産された糸の特徴は次のように要約できる。① 世界で最も

短い日本綿と 中国綿を原料とした。②平均糸番手は14番手程度であった。インド輸入糸を経

糸とし，国産糸を緯糸に使かった。①撚数は英国の標準値より 1.3倍程度，撚係数は4.3で非

常に強撚であった。④ 糸の強度と伸び率は低く，英国の並等品の標準の 2/3程度で国産糸

の品質は国際的水準と比較すると劣悪であった。① こうした性格の国産糸は，わが国の普段着，

(34) [Hir oo Correspondent］，“Ring Spinn川11ngfor India", The Text必 Ma山 facturer,May 15, 1886, 

pp.215. 

(35) 鹿児島紡績所，堺紡績所，大阪紡紋所，紡績連合会の統計，試験報告などは， 16番手をも って本
位とすると，定めている。

(36) 番手は「各地紡績所営業実況一覧表」，「各地綿糸紡績所紡績月報」，「l併合綿糸紡績所営業実況報告」
による。

(37) 農務局 ・工務局 『繭紙織物＼I；旬it探共進会審査報告』，有隣堂，1885年， 43頁以下の「第三列品試
験結果」の撚度の平均値。

(38) 『向上書』「第三列品試験結果」の強度の平均値。
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作業着の生地である手織り木綿の原糸として，需要があった。1890年代以降わが国の輸出市場

となった中国中部 ・北部 ・東北部および朝鮮も同様な事情があった事実を井上甚太郎は次のよ

うに述べている。

支那市場の商権は殆ど英商の掌握するところにして同国に輸入する綿糸，綿布は概ね英国

若くは印度の製造に係らさるは莫し，故に我国の紡績業者にして先占の地位を有する彼等

と支那市場に相駆逐し益々其輸出を増加せんと欲せは前述の知く常に器械の選択と工場の

斉理に着目し以て品質の改良と製費の低減を謀り競争上，彼等を凌駕するに至るを期せさ

るへからす，実に斯業の前途に於ける盛衰消長は賭して支那市場の勝敗に在りと言ふも不

可なきを信する也。現今支那需要に適する綿糸は概して十六手乃至二十手の太糸に過きす

．．一我国に製造したるものと英国より輸入したるものとに就て子細に其品等色沢を吟味せ

は，乃ち其製了の手際は概して，遠く彼に及はさる点を発見するに難からさるへき也。

国際的にみれば劣悪な品質の糸でも，圏内と広大な中国市場では，厚手手織木綿用原糸とし

て需要があった。繊維の短い綿を強撚して一定の強度を確保するのに最も適した精紡機がリン

グであった。

紡績技術者がこうした事態を正確に認識できる段階に達した1890年代以降は，リング精紡機

の全面的採用は，選択肢のない必然的な結果であった言うべきだろう 。

3-5 アメリカの場合

清川は，1889年という「早い時期に，しかも徹底したミュール紡機体制からリング紡機体制

への転換は，国際的にも類例がないほど画期的なものであったといってよい」とわが国の特異

性をことさら強調している。しかし わが国よりも早く 徹底してリング精紡機の全面的採用

をおこなったのは米国南部諸州であった。

1886-87年の南部諸州の綿業の状況を表－ 5に示す。すべての州の糸番手は16番手以下で，

平均は13.7である。わが国のそれとほぼ同じである。

アメリカのリング化率の推移は，富沢修身によれば，「運転紡錘数中のリング精紡機の割合

は南部で1870年90%, 1893年93%, 1900年95%, 1909年98%, 1919年99%であり，ニューイン
(42) 

グランドでは向上各年51%, 59%, 65%, 76%, 85%, 92%であった」。

また，奨学金を得て米国に渡り，綿業を調査した英国人アットレイは，

1900年におけるアメリカの総錘数は19,008,352錘で 十年前の報告よりほぼ34%増加した。

ニューイ ングランドは2,014,832錘増え，増加率は18.6%であった。一方南部は2司744'188 

錘増え，増加率は176.6%であった・…・・紡績業の成長における際立った特徴は， ミュール

(39) 井上甚太郎 『棉業論』，八尾商店， 1895年， 166頁。
(40) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
(41) Anon ，“Cotton Mills in America", The Textile Manufacturer, May 15, 1888, pp. 221. 
(42) 富沢修身 『アメリカ南部の工業化』，書lj風社，1991年， 21頁。
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表－ 5 アメリカ南部諸州の綿業（1886-87)

ナト｜ 工場数 錘数 織機台数 平均番手 原綿消費量（ポンド）

パージニア 11 58,373 1,813 15.5 7,668,564 

N カロライナ 70 200,424 4,448 15.0 29,617,784 

S.カロライナ 30 217,181 4,670 14.0 43. 701, 157 

ジョージア 49 353,107 8,240 13.5 56,425,029 

フロリダ l 816 10.0 85、500

アラパマ 17 73, 188 1,236 13.5 10,418,016 

ミシシッピ 7 30,748 928 13.8 6,215,495 

ルイジアナ 2 27,000 750 9.0 4,299,967 

テキサス 1 2, lC〕8 84,600 

アーカンサス 1 2,200 7.0 511, 783 

アネンー 26 87,217 1,807 13.0 13、331,535

ミズーリ 1 7,000 150 14.0 994,400 

ケンタッキー 3 28,300 563 8.0 3,798,942 
£口〉． 計 219 1,087,662 24,605 13.7 177,152,772 

1879-80合計 164 561,260 12,329 13.0 87,610,889 

出所ー文献（41)

の非常に緩慢な増加と，それに対し，リングの急速な前進である，これは次のように説明

できる；ミュールに対するリングの代替はわずかであるが，事実上すべての新設精紡機が，

とりわけ南部に於いては，リングであったことである。1890年から1900年にいたる10年間

にニューイングランドではミュールの増加は100,000錘以下であったが，リングはほぼ200

万錘増加した。一方，南部においてミュールは108,474錘から180,534錘へと増えたに過ぎ

ない。リングはほとんど2,700,000錘増加した。ただ一つの州，ロード・アイラ ンドだけ

はリングの絶対数の減少と ミュールの増加がみられた。それは，この州の工場が大量の細

番手糸を紡績していることと，ニット用糸を製造していることによる…・・・南部において細

番手の紡出が困難な理由に，湿度の低いことと，労働者の問題が上げられている。しかし，

人工的な給湿は可能であり，労働者の問題は単に養成期聞が若干伸びるだけである 0 ・・・

周知のように，南部では徐々に細番手化に向かっている。 1890年の14.76番手から1900年
(43) 

の17.04番手へと上昇した

と報告している。

リング精紡機の全面的採用という経験は，わが国に特異の現象ではなく，アメリカ南部諸州

が先達であることを示している。この選択の要因は，アメリカがリング精紡機の発明国であっ

たという事情によるのではなく，南部諸州および南米のプランテーションで労働着などに使わ

れた，ジー ンズ，ドリル， シーチングなどの厚地織物用原糸を主として紡績していたからである。

これらの織物は，中南米諸国および中国華北，東北部に輸出され，後に日本製品と激しい競争

(43) Uttley T. W., Cotton Spinni昭 andManufacturing in the United States of America, Mancheste1 

University Press, 1905, pp. 4. 
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を展開した。南部諸州の生産した糸の平均番手は， 1890年には， 14.76という，日本と同じ程

度の太番手であった。

3 6 中国の場合

わが国より遅れて出発した中国綿糸紡績業は，わが国よりも一層徹底した，リング精紡機の

採用をおこなった。中国資本および日本資本の工場ばかりでなく，英国資本の工場も全面的に

リング精紡機を採用している。先に検討したインドの場合と対照的である。その理由は，日本

の綿紡績がインド綿とアメリカ綿を輸入する以前に生産したとほぼ同様な性格と番手の糸を中

国は生産し，粗布の原糸に当てたからである。

日露戦争後程なく，綿糸と綿織物の中国輸出拡大の方途を探るべく，同国綿業を実地調査し

た橋本奇策は，中国紡績が生産する糸の番手について次のように報告している。中国は輸入綿

花に高率関税をかけるために，中国綿だけを使用しなくてはならない。その結果

米英は素より印度又は日本の紡績会社の如く細番手の綿糸を製造すること能はざるなり即

ち清国紡績会社の製糸は十番手より卜六番手までの四種なりとす此うち十六番手のごとき

は各紡績会社ともその製造額至って少なく製造糸の重なるものは十番手十二番手および十

四番手の三種類なり。

4 わが国のリング精紡機全面採用の時期

清川は，「リング紡機かミュール紡機かという紡績機械技術の選択は， 日本綿紡績業の場合

遅くとも明治22年頃までにほぼその大勢が決していたといっても決して過言ではないのである」

と指摘している。この点の当否について検証する。

リング精紡機全面採用の大勢が決した時点、は 清川と同様に 精紡機の発注状況とりわけ大

阪紡績会社創設以降の各社の紡機発注状況を検討すれば，自ずから明らかになるはずである。

本格的な綿紡工場は大阪紡績会社の創設によって開始されたとしてよい。それ以前の鹿児島

紡績所 ・堺紡績所 ・鹿島紡績所のいわゆる始祖三紡績，および堺紡績所の紡機をモデルとした

官営愛知 ・広島紡績所をはじめとするこ千錘紡績所の紡機は，紡績技術について専門的知識を

もたない者が，紡機メーカーあるいは外国商人の勧めに従って，購入したものであった。とり

わけ，二千錘紡績所の紡機は わが国綿糸紡績業が使用した中国綿 ・インド綿などの短い繊維

の綿には不適切なものであったことを筆者は明らかにした。

大阪紡績会社の創設準備のために，山辺丈夫は，ブラ ックパーンのローズヒル工場で紡績技

術を学び，プラ ット社の紡機を買付けた。山辺の紡績技術に関する知識が，当時，どの程度の

水準であったかを知ることはできないが，ローズヒル工場主ブリ ッグスの助言を仰ぎ，短繊維

(44) 橋本奇策 『清国棉業』，吉岡質文堂， 1905年， 70頁。
(45) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
(46) 玉川寛治 “わが国綿糸紡綴機械の発展について”r技術と文明』9巻 2号， 1995年12月。
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綿の紡績に最も適したプラット社製紡機を選択したことは，彼の畑眼であったと言えよう。彼

は，日本綿を原料にして，インドから大量に輸入されていた緯糸用16番手糸の生産を目指す精

紡機として， 700錘建太糸用のツイストミュール精紡機15台を採用した。 1884年，第 1次増設

時にも，創設時と同じ仕様のミュール精紡機24台を採用した。山辺丈夫はミュール精紡機が有

利だという判断を，この時点において，持っていたはずで、ある。同時に，彼は268錘建リング

精紡機15台を併設した。この精紡機のスピンドルは旧式のラベス型であった。注目すべきは，

大阪紡績会社第 2次増設の機械を発注した1887年9月以前に， 三重紡はじめ二千錘紡績所の堂

島，岡山，下村，玉島および長崎各紡績所が，次々と，大阪紡績会社と同じ仕様のリング精紡

機の発注を行ったことである。

第2次増設の際に， 384錘建リング精紡機72台と540錘建j菅糸ミュール精紡機 2台を併設した。

リング精紡機のスピンドルは旧式のラベス型と高速回転可能なフレキシブル型の両者が採用さ

れている。山辺丈夫は，中国綿と 日本綿を原料にし，既設のミュール精紡機で従来通りの16番

手以下の緯糸用糸を生産し，新しく設置したリング精紡機で，インド綿を使い， 16番手と20番

手中心の経糸用糸を生産しようと目論んだように思われる。彼が第二次増設で全面的に リング

精紡機を採用した後も，尾張紡績会社，東京紡績会社，和歌山紡績会社，三重紡績会社が，ミュー

ル精紡機とリング精紡機をほぼ半々ずつ購入している。これらは大阪紡績会社と同じ事情であ

ったと考えるのが理に適っているだろう。三重紡績会社の発注は1888年12月17日であった。こ

れ以後は太糸用のミュール精紡機は屑糸用を除き わが国では 採用されることが無かった。

この点について清JI！は，「この時点では，すでに大勢は リング紡機に傾いていたもの＼ま

だミュール紡機に若干の未練を残していたことが知られる」という見解を示している。しかし，

鹿児島紡績所創業以来のわが国綿糸紡績業の発展経過を大局的に見れば， 1884年の大阪紡績会

社第 l次増設から1888年末までは，イギリスやインドと同様，ミュ －）レ精紡機を緯糸用にリン

グ精紡機を経糸用に使うことが，日本においても，大勢を占めていたと考えなければならない

だろう 。イギリスで学んだ山辺丈夫を含めて，工部大学や東京帝国大学工学部出身の学士，斉

藤恒三，菊池恭三，服部俊ーなどの技術責任者がミュール精紡機とリング精紡機の併設を選択

したのであるから，彼等が，大阪紡績会社第二次増設を契機に，ミュール精紡機からリング精

紡機へ全面的転換を推進したとする通説は訂正する必要がある。またミュール精紡機からリン

グ精紡機への全面転換が，清川の言うように，おそくとも 1889年までには大勢が決したとする

のは，尚早と言うべきだろう。

リング精紡機採用を巡る大阪紡績会社の山辺丈夫と鐘淵紡績会社の工学博士谷口直貞の論争

がしばしば紹介されることがあるので簡単に触れておく 。『鐘紡東京本店史』によれば谷口は

(4 7) Platt Broth巴rs& Co. Limited, Machine orders and delivery books, 1882-1894噌 LancasheirRec 
ord Office (L.R.0.）所蔵，請求番号 DDPSLl/78（以後， LRODDPSL 1 / 78と表示する）。

(48) Ibid. 
(49) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
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山辺丈夫氏と一日倫敦の客舎に会し，種々論議を闘わせられたる事あり， 山辺氏は昨今使

用するリング機は支那綿に不適当なりとて極力在来のミュール機を推奨したるが，谷口氏

は飽く迄もこれを拒否し終始リング機を主張せり，是恐らく 山辺氏の一流の駆け引きにし

て同業競争上故意に之を構陥せんとしたるものの如し，蓋し現にミュール機を主張したる

山辺氏も谷口氏の意見に服したるものか，或は自らリング機の効用を認識したるものか，

事実はリング機を購入して帰朝したればな可）

とある。山辺の 『明治二十年洋行日記（原文は英文）』 に， 8月23日にマンチェスターの「グラ

ンドホテルに於て，谷口，平谷，藤谷諸氏と晩食」， 8月29日ロンドンの「オフィスに赴く，

晩平賀氏，谷口氏来訪」，山辺丈夫がロンドンを発ち帰国する 9月22日当日「平賀氏谷口氏を

訪問す」と， 3田谷口と会見したと書いている。しかし会談の内容は何も書いてない。山辺と

谷口の没後に書かれた，鐙紡側の一方的な「伝聞証拠」に類した資料はにわかに信用すること

はできない。山辺が仮に奨めたとすれば，恐らく，紡機はプラット社のものが良い，精紡機は

ミュールとリングを半々にするようにといったことではなかったと，推測される。この時，谷

口が採用したブルークス ・ドキシー製のリング精紡機は，「印度棉を原料としたる太糸の製造

には，其後起った他社の採用したプラ ット社に比すれば能率が及ばなかった」と，武藤山治が

述べている。短繊維に適さないドラフト装置のブルーク .6・ドキシー製を選択した，谷口の失

敗であった。

1889年に，金巾40台，平野18台，摂津50台，岡山14台， 三重27台，尼崎24台，泉州30台など

がリング精紡機のみを採用した。同年 3月，渡達三井物産ロンドン支店長が帰国していること

に注目する必要があろう。恐慌の1890年とその翌年に プラット社に紡機を発注したのは久留

米15台，摂津 2台の 2社に過ぎなかった。 空前の増設ブームに沸いた1892年は，尾張13台，岡

山8台，尼崎 6台， 倉敷16台， 泉州、114台，福山12台， 菅野 3台，金巾18台，堂島 5台，摂津40台，

平野40台，字和 6台，泉州12台，大阪 4台，堺14台，和歌山15台および岸和田27台がすべてリ

ング精紡機のみを輸入している。

リング精紡機全面採用が， 1890年の恐慌を直接の契機としたとする説を，私は採らない。

1889年3月の渡謹専次郎の帰国，および川郁らのインド事情の調査によってインドにおいて新

しく建設されつつあった工場の多くはリング精紡機を採用していることが具体的に明らかにさ

れ，インド綿の直輸入の可能性が聞かれた後に リング精紡機全面採用の大勢が決したとする

のが妥当である。その時期を敢えて特定するならば，早くても 1889年，より適切には1892年と

するのがよいと思われる。

(50) 「鐙紡東京本店史」［1934年4月タイプ版］ 『渋沢栄一伝記資料』10巻，渋沢栄一伝記資料刊行会，
1956年， 192頁。

(51) 山辺丈夫「明治二十年洋行日記 （原文は英文）J r孤山の片影』，石川安次郎私刊， 1923年， 97,99 
頁。

(52) 武藤山治 『私の身の上話』，武藤金太私刊， 1934年， 152頁。
(53) LOR DDPSLl I 78, op cit(47). 
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5 プラッ ト杜と三井物産の果たした役割とわが国の技術者

三井物産とプラッ ト杜の販売促進活動がリング紡機の採用を促す契機になったとする説につ

いて，清川は「商社自身がまだそれ程豊富な技術知識や機械に関する情報を持っていたわけで

ない」，またプラット社は「リング紡機の製造メ ーカーとしては，むしろ後発グループに属し

ていたことが念頭に置かれなければならない。もしプラット杜が先発のリング紡機メーカーで

あり，それとの関係が濃かったがゆえに リング紡機の導入が促進されたという印象を持つなら，

それは必ずしも正しくないのである」としている。

プラッ ト社の記録をみると，ほぼ同じ時期に複数の会社からほぼ同じ仕様の紡機を受注して

いることが目立つ）。 この点は， 三井物産を仲介してプラ ット社の強力な推奨があったことを示

唆している。プラット社の紡機が，わが国の市場をほぼ独占しだ要因は，私がすでに明らかに

したように，短繊維用ドラフト装置の開発にあり，リング精紡機の先発か後発メーカーであっ

たかなどは考慮するには当たらないのである。同社が当時世界最大の紡機メーカーで，紡機輸

出を経営戦略の柱にしていた点も見逃すことはできないだろう。

三井物産ロンドン支店長であった渡謹専次郎は， 1889年 l月ロンドンを出立，帰国の途につ

いた。インドの綿紡績工場を調査する目的を持って，ボンベイに立ち寄った。同年3月神戸に

帰国した。折しも，大阪で大日本紡績連合会第二固定時総会が開催されており，君、きょ彼を招

いてインド綿業に関する報告を聞いた。その中で彼は 「予ハ諸君ガ知ル通リ紡績家ニハ非ラ

ザレドモ在英七年間ニ同器械ノ購入ニ輿リ親シク専門技師ノ交際ヲ受ケタ レパ不知不識我国同

事業ノ盛衰ニ注意スルニ至リ談話ニアレ新報ニアレ其主意紡績ノ事トサヘアレパ耳ヲ傾ケ目ヲ

拭イ克ク之ヲ玩味セ リ」と述べ，紡機に関する造詣の深さを披j歴した。彼は， 1878年に18才で

三井物産入社， 1882年ロンドン支店に赴任， 1886年ロンドン支店長に就任した逸材であり，イ

ギリス人と結婚した英国通であった。なお彼は1916年常務取締役就任， 三井合名参事在職中に

死亡した。彼は，大阪紡績会社創業時の紡機輸入以来一貫してプラット社紡機の輸入に携わっ

てきた。こうした彼の経歴を見る限り，彼が山辺丈夫，斉藤恒三，菊池恭三， 服部俊ーなどが

持っていた程度の紡績機械に関する知識を持ち合わせていなかったとすることは， 当を得てい

ないだろう。渡益の帰国した1889年には，すでにみたごとく，金巾，平野，玉島，摂津，岡山，

三重，尼崎，泉州，天満，和歌山などが一斉にリング精紡機のみを採用した。こうした大規模

な導入に対応しうる技術情報を持ち合わせていたのは，プラッ ト杜とその輸入総代理店であっ

た総合商社， 三井物産を除いては考えることはできないだろう。

(54) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
(55) LOR DDPSLl I 78, op cit(47). 
(56) 玉川寛治（注46）「前掲論文」。
(57) 「大日本紡績同業l併合会議事録」「前掲書』（50)' 228頁。
(58) 渡透専次郎（注33）「前掲論文」。
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精紡機を含む紡機選択に当たって，山辺丈夫，斉藤恒三，菊池恭三， 服部俊ーなどの技術者

がどのような役割を果たしたのだろうか。清）｜｜は

技師長や工務支配人が，技術的な諸問題に関して支配的な決定権を有していたことが理解

されるべきであろう一一．，山辺丈夫，斉藤恒三，菊池恭三，谷口直貞などが自らイギリスに

おもむき，紡機の選定 ・買付けに当たっているのである，機械の選定に当たっての主導権

は，あくまでも各会社側に在ったことは明白である

としている。三枝博音は「ミュール精紡機からリング精紡機への切換えも山辺丈夫の自主的判

断によっている」と述べているが，その後，多くの研究者はそれを無批判に踏襲しているよう

に思われる。清川の論旨もこうした文脈のなかから出たのであろう。i青川の主導権あるいは三

枝の自主的判断の意味内容は必ずしも明確にされていないが，イギリスは勿論，それよりもず

っと太番手糸を生産していたインドですら全面採用に踏み切れなかった中で，彼等が，英断を

もってリング精紡機の採用を自主的に決めたという意味合いのようにみえる。すでに見たとお

り，当時のわが国綿紡が紡出しようとした糸の性格は，短繊維，極太，強撚であった。こうし

た糸に適する精紡機がリング精紡機であることは イギリス ヨーロ ッパ大陸諸国，インド，

アメリカの綿紡業界では常識になっていた。プラット社はインド綿に適した精紡機の ドラフト

装置を開発し，輸出していた。わが国が輸入した紡機は，特別な車問見機でなく，すべてプラッ

ト社の定番タイ プで，技術者の選択の幅は極めて狭いものであった。『日本綿糸紡績業沿革』

はこうした事情を

太糸製造ニ於テ 『リング』精紡機ノ『ミューJレ』精紡機ニ優レルハ論ヲ侠タス本邦紡績業

カ明治二十年以後即チ外国ニ於テ巳ニ業ニ両機ノ比較試験ヲ了リタル後チニ発達セシハ傍

倖ト謂ツヘク若シ十年以前ニ於テ此気運ニ向ヒタランニハ今日据付アル紡績機ノ多クハ太

糸製造トシテハ不適当ナル 『ミ ュール』機多分ヲ占ムルナルヘク外国ト競争ノ場合柳カ遜

色アルヘシ

と述べている。またプラ ット社のリ ング精紡機について，

此ノ如ク我紡績工場ノ多クハ太糸製造ヲ目的トスルカ故其精紡機ハ主ニ『リング』式ナリ

．『プラッ ト』商会製ノモノ大半ヲ占ムル所以ノモノハ全商会ハ他会社ニ率先シテ本邦

工場ニ適スルタメ我注文ニ懸シ種々改良ヲ加工大ニ好評ヲ博シタルニヨルモノニテ他会社

製ニ比シ特ニ優レルカ為ナラスト云フ

と説明している。 ドラフト装置が他社に比較して優れていたことを指摘していないが，その他

はほぼ正鵠を得ていると言えるだろう。わが国の紡綴会社の多くが，紡機の採用に当たって，

三井物産を介しプラット社の強力な技術的アドバイスを受け入れたことが，「自主的判断」の

実体であると考えられる。後のことになるが， 山辺の生前に出版された 『山遺丈夫君小傍』の

(59) 清川雪彦（注1）「前掲論文」。
(60) 三枝博音 『近代日本産業技術の西欧イヒ」東洋経済新報社，1960年， 139頁。
(61) 農商務省編纂（注19）『前掲書』，67-68了。
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なかで，著者の宇野米吉は，

君は二十年五月米国経由英国に赴き，プラット会社を訪へり 。時に同社は特に日本向紡機

の製作に関し研究ヰ！なりし折とて，君の使命に対し好意的援助を与え，有ゆる便宜を提供

したり 。ー・・・・当時英国に於てはミュ－）レ精紡機の使用盛んなりしが，プラット会社は君の

説明に傾耳して日本紡績の情態よりすれば寧ろリング精紡機をもって利便多しとなし，為

に新注文の三万錘は全部リング精紡機に改めたり

として，プラット社が山辺にリング精紡機を推奨したことを示唆している。

山辺丈夫，斉藤恒三，菊池恭三，服部俊ーなどの技術者がわが国綿紡の発展にと って果たし

た役割の詳細を論ずることは本論の主題でないが，次のように概括できるだろう 。ミュール精

紡機からリング精紡機への転換を，プラット杜や三井物産の力に頼らず，自主的判断によ って

行ったことにあったのではなく，短繊維，極太，強撚という性格の糸の生産に徹した工場制度

を作り上げたことである。その内容は，①安価で劣悪な綿を巧みに混合して囲内や中国市場

の需要に適合させるわが国独自の混綿技術， ② 紡機の高速運転の採用， ③ それらよって生ず

る糸切れの多発に「人海戦術」 （台持工 ・糸継工を多数配置）で対処， ④ 24時間 2交替制， ⑤寄

宿舎 （工場敷地内）制度などを挙げることができょう 。それらを，団結権を持たない無権利で

低賃金の，しかし，インドに比較して質の高い，貧しい農村出身の豊富な若年女性労働者が支

えたのであった。

6 リング精紡機の採用とインド綿

リング精紡機の採用とインド綿の問題に就いて，清Jllは次のように述べている。

リング紡機への転換を論ずるには，その主要な意思決定が行われた明治22年頃の状況に，

我々は立戻らざるを得ないだろう 。この年の終りに初めて少量のインド綿が輸入された

（総綿花消費量の 7%） とはいえ，この時点での主要綿花はまだ圧倒的に中国綿（同68%）と

国産綿（同25%）であったという事実である。もとよりその含意は，衆知の如く中国綿の

品質は国産綿のそれと基本的に同じであり，従って主に17番手糸までの生産用であったと

いうこと，いい換えれば，この時点ではまだ国産棉ないしその量的不足を補うものとして

の中国棉による生産が想定されていたに他ならないのである。22年の 7月に農商務省およ

び紡連の派遣でインド棉（および綿業）の視察調査団が出発する時点では，まだインド棉

に関する情報は皆無に近かったと判断される。従って，明治22年までの段階では，インド

(62) 宇野米吉 『山透丈夫君小僻』，紡織雑誌社， 1918年， 29頁。
(63) 清川雪彦は（「綿工業技術の定着と国産化について」，r経済研究』，24巻 2号，1973年4月），「短
繊維の中国棉，インド棉に，長繊維のアメリカ棉，エジプト棉の混合が不可避であり， しかもこの混
棉技術の巧拙が各企業の生産費の高低に重要な関係をもっ」 とわが国の混綿技術について述べている。
しかし，エジプト綿にインド綿，中国綿と混新iすることなど，あり得ないことであった。エジプト綿は，
60番手から100番手を超える細番手糸に，アメリカ綿の上級品と混綿するか綿単独で使用するのが普
通であった。「第五囲内国勧業博覧会審査報告」審査l属託務藤恒三意見に混綿の基本的考えが述べら
れている。
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棉の輸入により 20番手糸を生産すべくリング紡機が選択されたという仮説は，当時のいく

つかの状況証拠からも論証困難なように思われる。インド棉による20番手糸の生産が主流

となったのは，リング紡機選択後の適応化現象のひとつであって，逆にリング紡機選択の

契機ないし促進要因とは考え難いのであ官。

彼の推論の当否を検討することにする。

山辺丈夫は， 1882年10月の紡績連合会創設集会における，綿についての討論の中で，「イン
(65) 

ド綿はすこぶるよし」と述べている。綿紡績技術者にとって，原料となる綿は，紡機とともに，

極めて重要な要素であることは，当時も現在もすこしも変わることがない。政府の役人として

綿紡技術指導の中心的な役割を担っていた荒川新一郎は 1884年大阪で開催された紡績聯合会

の会合で日本綿について次の要旨の講演をした。①紡績作業で重要なのは，綿の選択，製造

の熟練，機械の保全，工場管理の四項目である。就中，綿の選択が第ーである。②綿の中で，

繊維が短く，硬く，弾力粘力なく，長短剛柔相混じるものは，不良品である。① 日本綿は，

すべて短剛の性質で，撚っても絡み付き難く，精紡機で糸切れが多発する。④糸の表面に毛

羽が多く出る。⑤日本綿の内，紡績原料になるものは，わずかに 1~ 2割に過ぎない。

荒川はまた， 二千錘紡績所と大阪紡績会社の操業が本格化した1885年の綿糸講話会において，

「本邦紡績者操業の要訣」と題する講演をおこない 繊維長と紡績可能番手および，綿品種と

繊維長および紡績値の関係について詳細な説明をおこなっている。結論として「諸君ハ我綿質

ノ相異ナル所以ノモノヲ略知ラ Jレヘキナリ既ニ綿質相異ナル所以ノモノヲ知ルトキハ彼我紙質

ノ相同シカラサル所以ノモノ亦タ容易ニ知ルヘキナリ之ヲ約言セハ到底我綿紫ヲ以テ洋糸ノ如

キ精美ノ者ヲ製スルコト固ヨリ企及ブ可レサルナリ」と述べた。同年開催された綿糸共進会の

出席者は，日本綿は20番手およびそれ以上の細い糸の紡績に適さないから， 16番手程度以下の
(69) 

粗大な糸に限るべきだという，大阪紡績会社の門田顕敏の意見に合意していた。

リング精紡機は，ローラドラフト装置の特性のために， 6/ 8インチ以下の短繊維を紡績す

ることが極めて困難である。たとい 16番手以下の極太であっても安定した紡出は不可能で，

スピンドル回転速度を落とし 強撚にしなければ糸ができない。そのようにして紡績した糸は，

切断強度が低く，糸むらが大きい劣等品となってしまう。1885年当時には， 6/ 8インチ以下

の繊維長の日本綿と中国綿のみでは，安定した経営がなりたたないことを認識し繊維の長い

インド綿やアメリカ綿の研究や試験を行っていたと考えるべきだろう。1889年に総輸入量のな

かでインド綿が7%を占めていた事実はそれを物語っている。

大阪紡績会社の第 2次増設の紡機の仕様をみれば 20番手糸の生産を目論んだ設備であるこ

(64) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
(65) 愛知紡績所 『内国紡績聯合会議事筆記』，愛知紡績所， 1883年， 42頁。
(66) 「紡績用綿花の特質」，『農商工公報』第l号，第3号， 1885年。
(67) 荒川新一郎「本邦紡績考操業の要訣」， 『繭紙織物陶漆器共進会審査報告』，有隣堂， 1885年， 125頁。
(68) 『同上書ι 146頁。
(69) 務総織物陶漆器共進会 『綿糸集談会記事』，有隣堂， 1885年， 8頁， 87頁など。
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とは明らかであ（~）o 20番手糸を製造するためには，日本綿， 中国綿よ り長いインド綿およびア

メリカ綿を使わなければならないことを山辺は，これまでの実践により，この時までに，熟知

していたに違いない。機械の発注時には，インド綿あるいはアメリカ綿を引き当てることを，

予定していたと考えるのが，正しい推論というものであろう。これを補強する最適の「状況証

拠」として，山辺丈夫が第二次増設に際し，大阪織布会社を設立し，力織機300台とそれに見

合った製織準備機械と織物仕上機械一式を輸入したことをあげることができる。緯糸は中国綿

を使ってミュール精紡機で，経糸はインド綿あるいは米綿を使ってリング精紡機で紡績し，厚

地綿織物の一貫生産を， 山辺丈夫は目論んでいたはずである。

i度謹専次郎は1888年 1月イギリ スを出立し帰国の途についたが，途中インドに立ち寄った理

由を，紡績連合会の席上で，

我今日ノ競争者ハ俗ニ云フ萱番糸即チ太糸ヲ績ク者之ナリ而シテボンベイ紡績家ハ疾ニラ

ンカシャ州ト戦テ勝ヲ得タレパ我敵手ハボンベイニ在ルナリ之レ予ガランカシャ州、｜ヲ顧ズ

シテ遥カニ杖ヲ印度ニ曳キタル所以ナリ （と説明し，）我国ヲ初トシ朝鮮支那ヲ以テ戦場ト

定メ彼ハ何程迄ナレパ我ト同様ノ綿糸ヲ此等ノ国々ニ売捌クヲ得ルヤ其最低ノ価直ヲ尋ネ

我ハ克ク猶廉価ニ製糸スルヲ得ルヤ等ヲ精密ニ探窮スルハ実ニ急務ナリトス故ニ此後我紡

績家ノ競争者ハ決シテ自国ノ同業者ニ非ラズシテ寧ロ外国ニ在リトス此内最モ恐ルヘキハ

印度ニ外ナラザルナリ

として，インド綿糸を圏内市場からの駆逐するのみでなく，中国，朝鮮市場における競争で勝

つ戦略を立てることの重要性を紡績業者に語っている。彼は，さらに，紡績連合会がインドに

代表を派遣する問題に触れ，「近日同会ヨリ殊ニ委員ヲ遠ク印度ニ派出シ彼ガ事情ヲ探窮シ以

テ後日ノ参考ニ為サントス当業者諸君是ニ翼讃セパ之同会ヲ助ケルニ非ズ員iJチ我業ヲ自ラ保護

スJレ者ナリ」と語っている。

清川は， 1889年以前に，「競って新鋭機を導入しようとしていた各社の技術陣は，当然こう

した啓蒙記事が現れる以前にすでに十分正確な情報や知識を有し，リングの優越性を正しく認
(73) 

識していたと判断される」としながら， 他方で，「22年の 7月に農商務省および紡連の派遣で

インド棉 （および綿業）の視察調査団が出発する時点では，まだインド棉に関する情報は皆無
(74) 

に近かったと判断される」としている。当時の各社の技術者が紡機に関すると同程度の情報を

綿について持ち得なかったとする，彼の推論は説得力がないように思われる。

以上みたように，「インド棉による20番手糸の生産が主流となったのは，リング紡機選択後

の適応化現象のひとつであって，逆にリング紡機選択の契機ないし促進要因とは考え難いので

(70) 玉川寛治（注46）「前掲論文」。
(71) LOR DDPSLl / 78, op cit(47). 
(72) 波透専次郎（注33）「前掲論文」。
(73) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」o

(74) 『同上書』。
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(75) 

ある」とする清川の推論は相当でない。遅くとも 1889年までには，インド綿とアメリカ綿を使

用して経糸用の20番手糸の生産を念頭において，紡機を選択したと考えるべきだろう。大阪紡

績会社の第 2次増設のリング精紡機は，インド綿あるいはアメリカ綿の使用を前提にして，20

番手糸生産を目指して採用されたものと考えるべきで、あろ（す。

7 ミュール型工場と リング型工場について

1890年代初頭にいたるわが国綿紡の発展の技術的特徴を 清川は「ミュール紡機体制からリ

ング紡機体制への転寝）」ととらえている。こうした見地は 下野克彦が“日本における紡績工

場の成立と発展”において，「『ミュール型工場』から rリング型工場』への転換と」とらえた

のと， 同じ文脈にあると言えるだろう。「ミュール型工場からリング型工場への転換」ととら

える傾向が，わが国の研究者に，強いように思われる。しかし，下野も清川も「ミュール型工

場」「ミューJレ紡機体制」と「リング型工場」「リング紡機体制」の意味内容を規定していない。

彼等にあっては，それは，単に，ミュール精紡機あるいはリング精紡機を設置した工場を意味

するに過ぎないように思われる。さらに，下野の「ミュール型工場」は官営愛知紡績所等の二

千錘紡績所と同義のようにみえる。

英国における，初期のミュール精紡機がコ ッテジインダストリーで使用され，アークライト

のウォーターフレームが大規模工場で使用された。その対比を「ミュール型工場」と「アーク

ライト型工場」に区別することは意義があった。ミュール精紡機が動力で運転されるようにな

ると，アークライトが体系化した工場からウォーターフレームの改良機，スロッスル精紡機を

ほとんどすべて駆逐し，それが主力精紡機となった。各地域の紡績連合会とミュール精紡機を

運転する精紡工組合は賃金協室を結んだ。その基本は精紡工が2台 1対のミユール精紡機の運

転を責任をもって管理し 出来高賃金を受け取る仕組みである。ミュール精紡工組合は強固な

組織力を誇り，高度な熟練とあいま って，当時の労働者の社会的水準よりかなり高い賃金を得

ていた。細番手糸や高級糸を生産する紡績資本家も，こうした賃金形態によって熟練ミュール

精紡工を雇用しておくことから， 利益を得ていた。こうした賃金形態は， ミュール精紡工以外

の労働者には適用されなかった。

リング精紡機は，機械が適切に整備されていれば熟練した台持ち工を必要としなかったから，

(75) 「同上書』。
(76) 玉川寛治（注46）「前掲論文」。
(77) 清川雪彦（注 1）「前掲論文」。
(78) 下野克彦「日本における紡績工場の成立と発展」， 『日本史研究』，第150号， 1969年5月。
(79) 神立春樹「近代紡績業の移槌と 『リング型工場』の成立」， 『技術の社会史3』，有斐閣， 1982年，
134頁。

(80) たとえば堀江英一“イギリスにおける機械体系の確立過程” r経済論叢』99巻 l号，同じ著者の
一クライト型工場” 『経j斉論叢』，100巻2号。

(81) 例えば， MasterCotton Spi日ners’Associationand the Operative Cotton Spinne1 s’Provincial Asso-

ciation for Bolton and District, Bolton and District Net List of Prices for Spinning Twist, Reeld Yarn, 

and Weft, on Self.Actor Mules、1887
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その運転工，台持工は時間給の賃金形態で雇用された。一つの工場の中にミュール精紡機とリ

ング精紡機が併設されている場合でも，それぞれの労働者に異なる賃金形態が適用された。こ

うした雇用形態の違いを「ミュール紡機体制」と「リンク桐紡機体制」としてとらえることは，

あながち，無意味と は思われない。

しかし，わが国の場合，ミュール精紡機を運転する労働者がその他の紡績労働者と区別して

特別の賃金形態で雇用されることは鹿児島紡績以来一度も無かった。また，紡績連合会あるい

は個別の工場主と協定を結び，出来高賃金を得たことも，一度もなかった。初期の「職工規

則」に労働者の賃金等級を資格によって定めているが，ミュール精紡機を運転する労働者の賃
(82) 

金を別扱いしている例は見当たらない。導入の初期は，男性労働者が運転を受け持ったようで

あるが，細糸紡績専門の日本紡績会社， 富士瓦斯紡績会社ですら，台持ちは女性労働者が受け

持ち，男性労働者が機械の調整，番手の切替，給油，運転保全を行った。こうした労働形態は

リング精紡機の場合と何ら変わるところがなかった。わが国では， 綿糸紡績業の創設以来一貫

して， ミュール精紡機を備えた工場であっても，「リング‘型工場」であったと言わなければな

らないのである。

8 まとめ

わが国綿糸紡績業の発展を支えた最も重要な要因のーっとして， 1880年代末から1890年代初

頭にかけて，ミュール精紡機からリング精紡機へとほぼ全面的に転換したことにあったとする

通説について，それを体系づけた清川論文を対象として，その基本点について検討した。 1890

年以降わが国綿糸紡績業が太番手糸分野においてリング精紡機を全面的に採用しているが，こ

れはわが国に特異な現象ではなく，わが国が紡績した糸と同じ性格の糸を紡績する工場では，

普遍的な現象であったことを明らかにした。また リング精紡機の全面採用の推進力となった

のは，従来考えられていた山辺丈夫，斉藤恒三，菊池恭三，服部俊ーなどの技術者ではなく，

プラット社と同社の総代理店， 三井物産であったことも明らかにすることができたと考える。

結論として，リング精紡機の全面採用がわが国綿糸紡績業の発展を支えた最も重要な技術的要

因であるとする清）｜｜はじめ従来の通説を固守することは，わが国綿糸紡績業発展の多様な特殊

性探求の道を自ら閉ざすものとして，批判きれなければならないだろう。

本論で検討されなかった，従来の通説の形成過程の歴史的考察と，リング精紡機の全面採用

がもたらした経済的効果についての考察を，稿を改めて行いたいと考えている。

(82) 千本暁子『明治初期紡綴業の労務管理の形成」，国際連合大学，1982年。r三重紡績会社職工規則』
など。
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An Inquiry into why Japanese Cotton Spinning Mills 

adopted the Ring Spinning Frame in their early Stage 

By 

Kanji TAMAGAWA 

This paper is a report on the primary reason why almost all cotton spinning mills in Japan, 

excluding mills to spin fine yarn, had adopted the ring spinning fr am巴 bythe early 1890’s. 

Yukihiko KIYOKA W A  adopted the popular theory that the most important technological fac-

tor in the d巴velopmentof the Japanese cotton spinning indust1 y was the general adoption of the 

ring spinning frame. This theory cannot be correct, and the main important reason that he 

made this error seems to have been his igno1 ance concerning the self-acting mule and the ring 

spinning frame. 

The main conclusions of this paper are as follows 

(1) The year when Japanese cotton spinning mills totally adopted the ring spinning frame 

was 1890, although this was early. A more appropriate time would probably be 1892. 

(2) The most important reason why Japanese cotton spinning mills adopted the ring spinning 

frame was the characteristic of the yarn, which was the hardest twist and made of the shortest 

cotton such as Japanese and Chinese cotton. As early as 1890, most Japanese cotton mills be-

gan to install the ring spinning frame except mills to spin fineyarn. Contrary to Kiyokawa’S in-

terpretation, this fact wasn’t peculiar to only Japan. It was common for the spinning mills of 

all countries to spin yarn of similar character to what Japanese cotton mills spun in those days. 

(3) What had the most important influence on the general adoption of the ring spinning 

frame in Japan was the superior function of Flatt's drafting rollers and the abundant technologi-

cal information possessed by Mitsui & Co. , Ltd. regarding spinning machinery. By contrast 

with the these factors, Japanese engineers such as Takeo Y AMANOBE, Tunezo SAITO, Kyozo 

KIKUCHI and Syunichi HATTORI performed a secondary role. 

(4) The reason Japanese mills adopted the ring spinni河 framewas to compete with the 1m-

ported Indian spun 20's twist yarn, using Indian cotton or low grade American cotton as raw 

mate1 ial. 
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