
佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

　豊田佐吉翁（以下、豊田佐吉・佐吉）は明治元年の1年
前、1867年の生まれ。開国して海外から大量の製品や
技術が流入し、「自分が頑張って、世のため人のために
尽したい」という熱い想いを持った明治の青年のひとり
でした。1885年専売特許条例の公布を知り、資源のな
い日本において「発明によって」世の中に尽すことを
決意、地元で盛んであった遠州木綿の機織りを見て、

「糸紡ぎは機械化されたが、より難儀な機織りは手織り

のまま」（発明私記）なことから、動力織機の発明を生
涯の目標に定めます。世の中に尽すことは報徳思想※1

から、貫き通す強い精神力は日蓮宗の影響を受けたと
言われています。
　そして1890年、23才の時の最初の発明「豊田式木
製人力織機」以来、その生涯を発明報国に捧げ、1924
年のＧ型自動織機の完成まで、苦難のもと30数年かけ
て開発・改良を続けていきます。数多い失敗の経験か

2017年、本年は当社の社祖でありトヨタグループの創始者である、豊田佐吉翁の生誕
150周年にあたります。佐吉翁が1924年に発明・完成させた無停止杼換式豊田自動織機

（Ｇ型）（以下：Ｇ型自動織機）は、従来機に比べ生産性を20倍以上高め、織物品質も画期的
に向上させ、当時世界一の性能を誇ったと言われています。そのＧ型自動織機を製造・販売
する会社として、1926年に当社：株式会社 豊田自動織機製作所が設立され、その佐吉翁
の想いを受け継いだ先人たちの努力により、当社は成長を続け今日に至っています。

ら学んだ佐吉は、「製品は徹底的に営業的試験を行い、
十分に評価を行った後でなければ世の中に出してはい
けない」（発明私記）ことを貫き通し、自動織機という究
極の目標に向かって邁進していきました。
　この絶え間ない努力の結果、五大機構を始めとする
24の機構、50を超える発明考案【P12参照】により、Ｇ型
自動織機は完成しました。Ｇ型というと自働杼換装置を
直ぐに思い浮かべますが、プッシングスライダー式自働
杼換装置の基本的なメカニズムは1909年に完成して
います。それを高速化にも対応出来るように改良したの
が1924年の二次式であり、これをもってＧ型の完成とし
ています。が、Ｇ型が当時世界最高性能として特にお客
様に評価されたのは、それだけでなく、フィーラという機
械式よこ糸残量検出装置を備え、よこ糸欠損を皆無にし
た点、ウォーム式たて糸送出装置により、たて糸の張力
がより正確に調整され、薄地から厚地まで織れるように
なった点、加えて織物品質が一段と向上した点などです。
　また、たて糸切断自働停止装置により、たて糸欠損も
皆無であり、この「異常があったら機械を止める」という
思想が、トヨタ生産方式の「ニンベンの付いた自働化」
の原点となっています。

　それらを実現するための機構も秀逸です。機械式セ
ンサの弱い力や変位を増大し、自働杼換えや自働停止
を行っています。例えば自働杼換えでは、よこ糸が残っ
ているときはフィーラが押し戻され、連動するリンクが
外れますが、よこ糸が残り少なくなったときはフィーラ
が中まで入ってそのリンクがつながったままになり、筬
打ちの強い力を活用して杼（シャットル）を交換します。
たて糸切断自働停止装置では、二重リンクの支点が外
れ操作レバーを動かす、などです。
　また、たて糸送出し装置の周速を一定に制御するリ

ンクは、支点が固定されておらず、たて糸が送り出され
るのに従い支点がずれていきます。機構学を習った人
では、かえって思いつかないような柔軟な発想であり、
現在の我々も学ぶべき点が数多くあります。
　Ｇ型自動織機はセンサを含め全ての機構がメカニカ
ルで、かつカバーのない構造になっています。全ての動
きを外から見ることができ、不良の有無が一目瞭然で
す。これを磯谷元社長は「見える化の原点」であると
語っていました。

　また約0.3秒での自働杼換えをミスなく行うために
製造技術も重視しており、クランクシャフトなど主要な３
軸穴を、メイン・サイドフレームを組み付けた状態で３
軸中ぐり同時加工する専用機【写真A】を開発するなど、
高い加工精度を実現しています。
　さらには、右側仕様と左側仕様の織機を４台一組で
設置し【図1】、ハンドル操作が敏速にでき、かつ隣りの４
台との間に縦方向の通路も確保できるようにしていま
す。また試作機が完成すると左利きの人を呼んできて
分解組み立てをさせ、右利きと同様に作業が行えるか
チェックするなど、作業性の改善も考慮されています。

　私たちは佐吉の系譜に連なる会社に勤めていること
を、改めて思い起こす必要があります。佐吉を始めとす
る先人達の精神を受け継ぎ、引き続きチャレンジして
いくためにも、佐吉の志であるＧ型自動織機を、当社が
維持管理し、動かし続けて次世代に渡していく責務が
あります。私たちは「研究と創造」に心を致し、さらなる
発展に努めていくことが大切です。最後に国内外で
チャレンジし活躍が期待される皆様に、佐吉の言葉を
送ります。

「障子を開けてみよ、外は広いぞ」

※1 報徳思想とは、二宮尊徳が広めた「私利私欲を戒め経済と道徳の融和を重んじる」考え方で、至誠（きわ
めて誠実なこと）、勤労、分度、推譲（分度を超えるものは国家社会に奉仕する）を４綱領としています。

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。専売特許条例

発明私記
豊田式
木製人力織機

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

【写真A】 3軸同時中ぐり専用機 【図1】 集団運転の代表的なレイアウト
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② よこ入れ

① 開口

③ 筬打ち（よこ打ち）

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

繊維から布を作るには、三つの方法があります。
糸を交差させて布にする織物、糸を編んで布にする編物、
繊維をそのまま接合する不織布の三つです。
ここでは、文明の発達に大きく貢献した織物について、その基本技術を紹介します。
佐吉はこの織物を作る織機の開発に生涯をささげました。

・たて糸とよこ糸を交差させるために、たて
糸を上下に分けて、よこ糸をその間に入
れる準備をします。これを「開口」といい
ます。

・そのために、綜絖という道具を使います。
綜絖の中央には、たて糸が通されており、
綜絖が上下に動くと、たて糸も上下に動
きます。

・開口した たて糸の間によこ糸を通すこと
を「よこ入れ」といいます。

・よこ入れには、通常よこ糸を内蔵した
「杼」という道具を使います。この杼を布
の端から他の端に向かって手で飛ばす
と、杼の中の糸が引き出されて、織物の
よこ糸となります。

・このよこ糸を、たて糸の間をしごきなが
ら、手前（織前側）に引き寄せることを「筬
打ち」といいます。

・これには「筬」という道具を使います。筬は
薄い板が等間隔に並んだ道具で、その間
隙にたて糸が通されています。

・布を織るための道具である「杼」の中には、よこ糸を巻いた
木管が入っています。

・杼を飛ばすと、この木管に巻かれた糸が引き出されて、た
て糸と交差するよこ糸となります。

・10～15cm 織り進むと、杼の中のよこ糸は使いきって無
くなるので、木管や杼を交換して再び織り続けます。

・布を速く織るには、この「杼」を速く飛ばし「杼」の交換はで
きるだけ短時間に行うことが求められます。そのために、
人々は新たな装置を発明し、技術が進歩してきました。

・たて糸を、上糸（赤）と下糸（黄）に分けて広げる。

・上下に開いたたて糸の間に杼を使って
よこ糸を通す。

・よこ糸を、筬で布まで押し込む。

杼

綜絖

よこ糸
たて糸

杼

よこ糸 たて糸

筬

綜絖

よこ糸

たて糸

杼

① 杼を飛ばす ② 糸が引き出される ③ よこ糸となる

木管

織物は、たて糸とよこ糸を交差させて織ります。この時の動作は、三つの基本要素から成り立っています。
① 開　　口 ： 引っ張られているたて糸を、上下に分けて広げる。
② よこ入れ ： 開口したたて糸の間に、よこ糸を通す。
③ 筬　打　ち ： よこ糸を、筬などで手前に引いて織り目を引き締める。
　 これら三つの要素は、現在の織機でも同じです。

たて糸
（上糸）

たて糸
（下糸）

よこ糸

筬
おさ

布

杼

よこ糸

たて糸

杼

たて糸（下糸）たて糸（上糸）

杼

よこ糸

■ 「杼」の動き もっかん
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・2月14日 遠江国（とおとうみのくに）敷知郡（ふちのこおり）山口村（現在の湖西市）に誕生
・下等小学校（川尻学校）の課程（4年間）を修了
・大工の見習いとして父（伊吉）に従事
・同じ志の青年と夜学会を開催
・専売特許条例の公布を知り、発明家として世に立つことを決意
・憲法発布記念第三回内国勧業博覧会を見学
・最初の発明「豊田式木製人力（じんりょく）織機」【写真P6】を発明
・上京し、機屋開業（浅草区千束）
・吉津村に戻り、たみと結婚
・「糸繰返機（いとくりかえしき）」を発明
・友人の伊藤久八と共に名古屋市東区朝日町に「豊田代理店伊藤商店」を設立
・「豊田代理店伊藤商店」を名古屋市東区宝町へ移転、「豊田商店」と改名

・「豊田式汽力（きりょく）織機」【写真P10】を発明

・浅子と再婚
・石川藤八と共同出資にて「乙川綿布合資会社」を創立
・乙川綿布㈾織布工場、操業開始
・「石油発動機」を開発
・三井物産と「合名会社井桁商会」を設立（名古屋市）、佐吉は技師長に就任

・不況になり営利と発明の衝突から「井桁商会」辞任
・名古屋市武平町工場で織布業を再開、「豊田商会」に名前変更

・「豊田式鉄製自働織機（T式）」（押上式自働杼換装置付）【写真P11】を開発

・鐘淵紡績兵庫工場にて日米欧の織機比較試験実施。
・結果はプラットが成績優秀、この時の反省よりその後完全なる営業的試験を行う
・「豊田商会」を名古屋市島崎町に移し、織機製造・試織工場を起工
・「三十八式織機（半木製織機）」を開発
・「豊田商会」の活況を見て、三井物産 藤野亀次郎が佐吉の事業の株式会社化を勧め、
 豊田式織機㈱（現在の豊和工業㈱）発起（12月）
・「環状織機」【写真P21】、「三十九年式（厚地用）織機」【写真P10】、「軽便織機（薄地用）」を開発
・豊田式織機㈱創立（2月9日）、島崎工場及び従業員を引継ぎ操業開始（3月）
・「木鉄混製小幅織機（A式）」、「軽便式木鉄混製小幅織機（B式）」完成
・広東の九江織布に広幅織機30台を試験不足のまま納入
・営業試験工場の必要性を痛感し、個人的に営業試験を実施するため、
 名古屋市菊井町藪下に個人で織布工場設立
・「鉄製小幅織機（K式）」、「鉄製広幅織機（H式）」完成
・豊田織布菊井工場として正式に発足（2月 責任者：豊田佐助）
・「小幅動力織機（I式：木鉄混成、たて糸送り出し装置付）」【写真P11】を開発
・日本初の「全鉄製広幅動力織機（L式：たて糸積極送り出し装置付）」【写真P10】を開発
・4月 豊田式織機㈱の緊急重役会議で経営陣と対立、佐吉は辞表を届出
（豊田式織機側は手続きせず）「発明生活の一生の痛恨事」
・欧米視察に出発（5月8日横浜出航～翌年1月1日下関帰国）、西川秋次を同伴。
・1月1日：下関へ到着、理想的試験工場建設を目指し慣れない金策に奔走
・10月：愛知郡中村大字栄字米田（現在の栄生）に3,000坪の土地を入手、
 織機200台を据え付ける工場建設に着手（10月）
・佐吉、藍綬褒章を授与される（明治45年5月18日）
・豊田自働織布工場完成（10月）、家族と伴に武平町から栄生の工場内に移り住む
・豊田式織機㈱から一時金8万円を受取り、普通織機100台を増設し200台とする（1月）
・糸の品質を安定させるため、西川秋次に指示し紡績工場を建設（完成翌年2月）
・紡績工場を増設（2月）、「豊田自動紡織工場」へ改称　（発電用の蒸気機関設置）
・「鉄製広幅動力織機（N式：ドロッパ式たて糸切断自働停止装置付）」【写真P10】を開発
・「鉄製小幅動力織機（Y式）」【写真P11】を開発
・豊田自動紡織布工場を改組し豊田紡織㈱を設立
・10月：単身上海に渡り、中国紡織事業を視察
・西川秋次を伴い永住を覚悟で上海に移住、紡織事業の土地買収開始（10月）
 目的は2つ、日華親善と自動織機及び環状織機を完成させるための資金調達
・上海に2万坪の土地に1万坪の紡織工場を建設・稼動
（後の豊田紡織廠、1年間は佐吉の個人事業）
・佐吉、上海に㈱豊田紡織廠を設立
・再び環状織機の発明に没頭するようになる
・豊田紡織㈱、自動織機500台据付け可能な営業試験工場を刈谷に新設
・佐吉、2回目の藍綬褒章を授与される（2月11日）
・完全なる無停止杼換式豊田自動織機（G型）の完成
・佐吉帝国発明協会に100万円を寄付（理想的蓄電池の発明奨励のため）
・日置工場でG型織機製品1号機【写真P6】の完成（11月、その後1年間で1,203台製作）
・刈谷試験工場を豊田紡織㈱刈谷工場と改称（3月）
・㈱豊田自動織機製作所設立（11月18日）
・帝国発明協会から恩賜記念賞を受賞
・発明私記の記述
・上海から帰国し脳溢血を発症（4月）
・勲三等瑞宝章を賜る（11月12日）、名古屋離宮で昭和天皇に単独拝謁（11月15日）
・イギリスのプラット社へG型自動織機の特許権を譲渡
・佐吉、逝去（10月30日）、従五位に叙せられる
・利三郎、喜一郎ら中心となり「豊田綱領」を作成
 命日の10月30日に豊田紡織本社工場（現 トヨタ産業技術記念館）の佐吉胸像前で発表

・豊田式汽力織機発明（11月15日）
（特許3173号 1897年 2月25日出願、1898年8月1日取得）
・重錘式たて糸送り出し装置発明（特許第3173号に含まれる）
・よこ糸切断自働停止装置発明（特許第3173号に含まれる）

・アンクル式たて糸送出装置発明（特許第5241号）

・押上式自動杼換装置（基本型）の特許出願（特許第6787号）
・ヘルド探知機械式たて糸切断自働停止装置発明（特許第6787号）
・「管換え式自動織機」の特許出願（特許第8320号）

・「環状織機」を発明（特許第12169号、4月28日出願）
・「経糸解除および緊張装置」を発明（特許第11094号）
・「自動杼換え装置」押上式（改良型）の特許出願（特許第12059号）

・ヘルド探知電気式たて糸切断自働停止装置発明
（特許第15009号）

・「自動杼換装置」プッシングスラダー式（基本型）発明
（特許第17028号）

・ヘルド探知機械式たて糸切断自働停止装置（改良型）発明
（特許第18663号）
・「杼換準備装置」の特許出願（特許第18263号）

・ウォーム式たて糸送出装置発明（特許第27006号）

・織機用よこ糸さぐり装置発明（特許第50940号）
・織機用よこ糸さぐり装置（改良型）発明（特許第50941号）
・「自動杼換装置」特許17028号の継続申請（9月）
・プッシングスライダー式杼換装置（二次式）発明（特許第65156号）
・ドロッパ探知機械式たて糸切断自働停止装置発明
（特許第73318号）

・豊田式木製人力織機を発明（特許第1195号）

・糸繰返機発明（特許第2472号）

・「管捲機」の特許取得（特許第3250号）

・「杼」の特許取得（特許第3605号）

・「豊田式綜絖」の特許出願（特許第12125号）

Ｇ型自動織機完成までの発明の経緯と特許の組み合わせ

糸繰返機

石油発動機

布を織る三つの基本要素

布を織る
技 術
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

十八年式織機（1905年）、軽便織機（1906年）、木鉄混
成の小幅織機（A式）とその軽便式小幅織機（B式）（共
に1907年）、鉄製小幅織機（K式）（1908年）、木鉄混成
の小幅動力織機（I式）（1909年）を開発。そして1915
年には、現在でも各地で活躍している鉄製小幅動力織
機（Y式）を開発、多くの人々の要望に応えてきました。
　自働杼換装置付では、1903年に日本初、押上式の自
働杼換装置を搭載した鉄製小幅動力織機（T式）を開
発、1906年にはその改良型を開発しました。1909年

にはプッシングスライダー方式の自働杼換装置（基本
型：特許第17028号）を発明しますが、当時の経営陣よ
り、時期尚早とのことで製品化はされず、その改良型が
Ｇ型自動織機に搭載されました。
　G型自動織機はこのように、30数年かけた豊田佐吉
の絶え間ない「研究と創造」により完成したのです。
　それではＧ型自動織機の特長と構造について説明し
ます。

■ Ｇ型自動織機の特長

①高品質の布を織る（良いものを）
　・布の品質の向上：積極的なたて糸送出装置
　・不良品を作らない：たて糸切断自働停止装置
　　　　　　　　　  よこ糸切断自働停止装置

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
②高い生産性（より早く、中断なく）
　・機械を止めない：自働杼換装置、よこ糸探り装置
　・糸切れさせない：たて糸切れ防止装置（遊動筬）
　・より早く：３軸同時加工により精度を上げ超高速化
　・作業性の改善：ＲＨ/ＬＨ仕様、杼の改良（よこ糸通し）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

■ 織機の改良

　豊田佐吉は1896年に日本で最初の動力織機、豊田
式汽力織機を発明しましたが、産業化・工業化されてい
ない当時の織布業で広く使用してもらうため、まだ高
価だった鉄は歯車やカムなど主要動力部品のみに使用
し、本体は安価な木製の小幅織機としました。その後、
織布業の産業化・工業化の様子を見ながら、また多く
の機屋さんからの要望に応えながら、一歩先の製品を
出し続けました。
　幅広高性能織機の開発では、木製フレームの三十九
年式織機（1906年）、H式鉄製広幅織機（1908年）、改

良されたたて糸送出装置を付けた、日本初の全鉄製広
幅動力織機（L式）（1909年）と次々に開発、発売。そし
て1914年には、ウォーム式積極的たて糸送出装置を
搭載しG型と同様のフレーム構造を持つ鉄製広幅動力
織機（N式）を開発します。佐吉はこのN式をベースに自
働杼換装置等を取り付けて、完全なる自動織機の完成
を目指しました。
　一方で、個人や小規模の機屋、かすりや木綿など地
場の伝統産業用として、安価で使いやすい軽便な小幅
織機も開発していきます。汽力織機後は、半木製の三

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。三十九年式織機

全鉄製広幅動力織機（L式）

鉄製広幅動力織機（N式）

小幅動力織機（I式）

鉄製小幅動力織機（Y式） 鉄製小幅動力織機（T式）

③高い信頼性、保全性
　・強固なフレーム：Ｎ式フレームをベースに開発
　・異常状態ポカヨケ：不正杼投入防止装置
　・機械を壊さない：遊動マガジンボックス
　・保守が容易：割りカム、コッター止め
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　Ｇ型自動織機の発明の過程と構造を、次ページの図
で説明します。

Ｇ型自動織機開発の歩み

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

Ｇ型自動織機は、豊田佐吉が織機の動力化・高性能化を図るために、動力織機の基本性能の向上に
加え、いくつかの自動装置や安全装置など様々な発明・考案による工夫がなされています。

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

　Ｇ型自動織機には、高品質の布を早く、中断なく織るための工夫、作業性への工夫、また織機本体が50年
100年と使い続けられるような高い信頼性、保全性を保つための工夫など、様々な工夫が盛り込まれています。
以下、代表的なものを順次紹介します。

日本機械学会 機械遺産 第47号
豊田式汽力織機
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

G型自動織機の構造説明

Ｇ型自動織機完成までの発明の過程と特許の組み合わせ

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

シャットル
マガジンボックス

投杼安全装置

（後ろ側）たて糸切断自働停止装置

よこ糸探り装置

（ビーム側）
たて糸送り出し装置

巻取装置よこ糸切断自働停止装置

たて糸送り出し装置
（センサ側）

プッシングスライダー式
自働杼換装置

　G型自動織機は、豊田佐吉の絶え間ない「研究と創造」により、50件を超える発明考案により、24の自働化、
保護・安全装置等の機構・装置で成り立ち、さらにそれが互いに連携作動して、世界一の性能を発揮しています

【P12参照】。ここではG型自動織機の自働化機構のうち、主要な「自働杼換装置」、「よこ糸探り装置」、「よこ糸切
断自働停止装置」、「たて糸切断自働停止装置」、「たて糸送出装置」の五大機構について、発明の経緯も含めて
紹介します。なお、これらの機構は、トヨタ産業技術記念館の繊維機械館で、模型や映像で詳しく説明していま
す。ぜひ物（モノ）で確認してください。
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

よこ糸が無くなる寸前:杼換誘導レバー⑦が杼
箱側に近づき、上昇時にアングル⑨を突き上
げ、予備杼ブレーキ⑧を解除する。予備杼⑩が
旧杼⑪の位置まで押上げられると、旧杼⑪はそ
の上方まで押上げられ、旧杼は新杼と交換する。

旧ひ⑪ は杼箱の後退時にアーム⑫ によって、
織機手前側に掻き落とされる。

よこ糸の残量が多い時:規制レバー⑥及び杼
換誘導レバー⑦が杼箱側から離れている。
従って、杼換誘導レバーが上昇しても、予備杼
ブレーキ⑧を解除するアングル⑨を突き上げ
ないため、予備杼が上昇する事は無い。

杼箱の後退によって、旧杼⑬は織機前方に掻
き落とされる。ボトムプレート⑨は予備杼（新
杼）⑭の下で閉じる。さらに、全ての予備杼はバ
ネ力で一杼分上昇する。

押上片⑦ が下降して、その先端を次の予備杼
⑫ の下に入れる。

軸⑪で伝えられた動きで、杼換装置の押上片
⑦を押上げ、その上の予備杼⑭はボトムプレー
ト⑨を押し広げながら上昇し、よこ糸を使い
きった旧杼⑬と交換される。旧杼⑬はその上方
に押上げられる。

（１－①） 押上式（基本型）

（１－②） 押上式（改良型）

（２－①） プッシングスライダー式（基本型）

（２－②） プッシングスライダー式（二次型）

押出された予備杼⑫は前側板⑬を押し開き、
杼箱内へ押し込まれ旧杼⑭と交代する。この
時前側板⑬と一体となった後側板⑮も同時に
開く。

予備杼⑫に押された旧杼⑭は開いた後側板
⑮を通過して杼箱⑧より落下する。

レース①の前進により、ノッキングビル⑥がV
型ボルト⑨に衝突して押されプッシングスライ
ダー⑩が予備杼溜ひだまりの最下部の予備杼
⑫を押し出す。

押された予備杼⑫は前側板⑬を押上げ、杼箱
内に入り、よこ糸が無くなる寸前の旧杼⑭に衝
突し、旧杼を押出し旧杼と交代する。

押された旧杼⑭は後側板⑮を自ら押し開き、
杼箱外へ落下する。

レース①が前進すると、ノッキングビル⑥がブ
ロック⑨に衝突、押されて、プッシングスライ
ダー⑩が予備杼溜り⑪の最下部にある予備杼
⑫を押出す｡

① 抒
② 木管 ④ 抒箱

③

①

③ 糸押さえレバー
⑤ 抒箱側
　 レバー

⑥ 規制
　 レバー

杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を糸押さえレバー③
の変位で検出し、杼①が杼箱④に達すると、糸押さえレバー③の
変位量が杼箱側レバー⑤を介して規制レバー⑥に伝えられる。

■よこ糸量の探知

よこ糸有 よこ糸無
② ウェフト
　 フォーク

②

ウェフトフォークフィーラ③

押上カム④

軸⑪
レース①

よこ糸⑩ プッシュプレート⑤
プッシュレバー⑥

③

よこ糸が有る場合 :
レース①前進時、よこ糸⑩によりウェフトフォーク②が跳ね上げら
れ、ウェフトフォークフィーラ③の回動を妨げない。プッシュプレート
⑤の先端は下がりプッシュレバー⑥の切り欠きの中を通過する。
よこ糸が無くなると :
ウェフトフォーク②がウェフトフォークフィーラ③の回動を防止す
る。押上げカム④により往復運動をしているプッシュプレート⑤の
先端は下がらずプッシュレバー⑥に衝突し、軸⑪を回転させ杼換
装置を作動させる。

■よこ糸有・無の探知 ■杼換誘導機構

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

自
働
杼
換
装
置
の
機
構

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

①

⑨ ⑥

⑩ プッシング
　 スライダ

⑫ 予備杼 ⑬ 前側板

⑫ ⑩
⑮ 後側板

⑭

⑧ 杼箱
⑫⑭ 旧杼

①

⑫⑧

⑭

①

⑫
⑬ 前側板⑭ 旧杼

⑮ 後側板
⑫ 予備杼

⑩ プッシング
　 スライダー

⑪ 予備杼溜り
⑧ 杼箱

①
⑨

⑥

⑧ トッププレート

ボトム
プレート ⑨

⑬ 旧杼

押上片 ⑦

⑫ 予備杼

⑭ 予備杼
　 （新杼）

⑪ ⑫ アーム

⑪ 旧杼
⑨
⑦

⑧

⑩ 予備杼
　 （新杼）

⑧ 予備杼ブレーキ

⑥
⑦ 杼換誘導
　 レバー

⑨ アングル

かいどう
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

（4.１）ヘルド探知機械式 （4.2）ヘルド探知電気式
クランクシャフト①の回転で
レースソード②が揺動し、そ
れに同期して探知プレート③
が往復運動し、ダッカ④が上
下運動を行う。垂鐶⑤を吊る
した糸製ヘルド⑥は、上昇と
下降を繰り返す。レースソー
ド前進時はダッカは下がった
位置にあり、ダッカ上部を通
過する。

クランクシャフト①の回転で
レースソード②が揺動し、そ
れに同期して探知プレート③
が往復運動し、ダッカ④が上
下運動を行う。垂鐶⑤を吊る
した糸製ヘルド⑥は、上昇と
下降を繰り返す。レースソー
ド前進時はダッカは下がった
位置にあり、ダッカ上部を通
過する。

クランク①の回転でレース
ソード②が揺動し、それに同
期して綜絖枠③と金属製ヘ
ルド④が上昇と下降を繰り
返す。ブラシ⑤は下降時に電
極⑥の表面を掃除する。

たて糸が切れると、金属製ヘ
ルド④が電極⑥の間に落下、
通電し、電磁石⑦がレバー⑧
を引き上げる。レースソード
②がレバー⑧を押して、起動
ハンドル⑨を解除し織機を
止める。

（4.2）ヘルド探知電気式
クランク①の回転でレース
ソード②が揺動し、それに同
期して綜絖枠③と金属製ヘ
ルド④が上昇と下降を繰り
返す。ブラシ⑤は下降時に電

たて糸

①

⑤

⑥

④

③

②

⑧

⑨

⑦

④

⑥

たて糸

①

⑤

⑥
②

④

③

たて糸

⑥

⑤
③

② ⑦④

たて糸が切れると たて糸が切れると

G型織機のよこ糸補給 (特許番号50940)従来のよこ糸補給順序 （特許番号17028）

よ
こ
糸
検
知
方
法

よ
こ
糸
補
給
時
の
布
欠
点 ・よこ糸がなくなる前（よこ糸フォークが検知する前）

によこ糸を補給するため、布欠点は全く発生しない
・よこ糸が切れた場合は、ウェフトフォークが作動し、織

機が停止して人が修復するため、布欠点はなし

１）シャットルが右へ移動中によこ糸が無くなった場合

１ 2 3

4 5 6

7 8

・よこ糸が無い
 ことを検知

 ＜布欠点＞
・よこ糸が１本
　+α不足する

２）シャットルが左へ移動中によこ糸が無くなった場合

・よこ糸が無い
 ことを検知

 ＜布欠点＞
・よこ糸が2本
　+α不足する

＜布欠点＞

フックレバー

ウェフトプレス

ウェフトフォーク

ウェフトフォーク

ウェフトフィーラ
ウェフトフォーク

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

 ４．たて糸切断自働停止装置
　たて糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装置
です。たて糸が１本でも切れたままで織り続けると、たて糸
が抜けた部分が織物に筋となって現れたり、さらに別のた
て糸が多数切れる原因となって、致命的な品質不良を発生
させます。この「たて糸切断自働停止装置」の発明は、不良
品の発生を未然に防止でき、織物の品質が向上するととも
に、製織時の監視作業が軽減され、一人でより多くの織機
の運転が可能となり、生産性を飛躍的に向上させました。
　佐吉の発明した方式は大きく2方式あり、たて糸を上
下に開口させるヘルドという部品で糸切れを検知する
方法と、ヘルドとは別のドロッパを用いる方法です。また
たて糸切れを機械式に検出する方法と電気的に検出す
る方法の両方で特許を取得しています。現在の織機はド
ロッパの落下を電気的に検出する方法が主流ですが、
佐吉の時代は電気式の信頼性が低かったため、製品に
は機械式を採用しました。
　佐吉が考案した自働装置には、この他に前述のよこ
糸切断自働停止装置をはじめ、各種の保護・安全装置が
あります。このような異常の時に機械を止めて、品質不
良を防止する考え方は、「トヨタ生産方式」の「ニンベン
の付いた自働化」の原点であり、後に「自働化」の思想と
して確立していきました。

（１）ヘルド探知機械式
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　たて糸を開口させる部品（糸ヘルド＋垂鐶）で糸切れ
を検出します。たて糸が切れると、たて糸の開口に用い
る糸製のヘルド（綜絖）の下端につり下げられた金属製
の細長い垂鐶が落下することにより、揺動する探知プ
レートの動きが妨げられて停止機構が起動し、織機が
自動的に停止します。当時のヘルドは、糸製のため、た
て糸が切れてもとなりの糸ヘルドとの摩擦でリングが
すぐに落ちない動作不良がありました。
　
（２）ヘルド探知電気式
（1908（明治41）年、特許第15009号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出し、電気信号に変えて織機を止めます。たて糸が切
れると、薄い金属製ヘルドが落下して下に設けられた
電気回路を閉じ、電磁石が作動して停止機構を起動し、
織機を自動的に停止する方式で、ヘルドによる探知を
機械式から電気式に変更したものです。佐吉の時代と
しては先進的な着想でしたが、織機の運転中は、湿度と
綿ぼこりが多く、金属製ヘルドの接触面のこまめな掃
除が必要など、信頼性に問題がありました。

② ウェフト
　 フィーラ

③ 木管

②

④ クロススピンドル

⑤ フック
⑦ ウェフトハンマ

① レース

⑨ V型ボルト
⑥ ノッキングビル

⑧ トランス
　 ミッチング
　 ロッド

レース①の前進時、ウェフトフィーラ②の先端はシャットル内木管
表面のよこ糸に押され後退し、クロススピンドル④を回転させ
フック⑤との接続を外す。
よこ糸が無くなる寸前には、ウェフトフィーラ②の先端は木管の溝
に入りクロススピンドル④は回転せず、ウェフトハンマのフック⑤
と接続し、トランスミッチングロッド⑧を介して、ノッキングビル⑥
をＶボルト⑨に向かい合う位置まで引き上げ、杼換えを行う。

■よこ糸量探知 ■杼換誘導機構

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

（３）ヘルド探知機械式（改良型）
（1910（明治43）年、特許第18663号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出します。たて糸が切れると、薄い金属製ヘルドが落
下します。このヘルドの落下を機械的に探知し、織機が
停止します。探知プレートを綜絖枠毎に設けることによ
り、作動が安定しました。

（４）ドロッパ探知機械式
（1925（大正14）年、特許第73318号）

　糸切れ検出部品（ドロッパ）をたて糸一本毎に通し、
糸が切れてこれが落下した時に検出します。たて糸が
切れると、たて糸につり下げられた薄い金属板製のド
ロッパが落下して、下に設けられた揺動する探知バー
の動きが妨げられ、二重リンクの支点が外れ停止機構
が起動し、自動的に停止します。ヘルド探知が、開口時
に下糸(下側の糸)となったたて糸の切断を探知するの
に対し、ドロッパ探知では、上糸と下糸の区別なしに、た
て糸が切断した時は直ちに機械を停止させることが出
来ます。また、ドロッパは非常に軽い部品のため、たて糸
にかかる負荷も軽減されています。
　G型自動織機に採用された方式です。

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

すいかん

そうこう
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

 ４．たて糸切断自働停止装置
　たて糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装置
です。たて糸が１本でも切れたままで織り続けると、たて糸
が抜けた部分が織物に筋となって現れたり、さらに別のた
て糸が多数切れる原因となって、致命的な品質不良を発生
させます。この「たて糸切断自働停止装置」の発明は、不良
品の発生を未然に防止でき、織物の品質が向上するととも
に、製織時の監視作業が軽減され、一人でより多くの織機
の運転が可能となり、生産性を飛躍的に向上させました。
　佐吉の発明した方式は大きく2方式あり、たて糸を上
下に開口させるヘルドという部品で糸切れを検知する
方法と、ヘルドとは別のドロッパを用いる方法です。また
たて糸切れを機械式に検出する方法と電気的に検出す
る方法の両方で特許を取得しています。現在の織機はド
ロッパの落下を電気的に検出する方法が主流ですが、
佐吉の時代は電気式の信頼性が低かったため、製品に
は機械式を採用しました。
　佐吉が考案した自働装置には、この他に前述のよこ
糸切断自働停止装置をはじめ、各種の保護・安全装置が
あります。このような異常の時に機械を止めて、品質不
良を防止する考え方は、「トヨタ生産方式」の「ニンベン
の付いた自働化」の原点であり、後に「自働化」の思想と
して確立していきました。

（１）ヘルド探知機械式
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　たて糸を開口させる部品（糸ヘルド＋垂鐶）で糸切れ
を検出します。たて糸が切れると、たて糸の開口に用い
る糸製のヘルド（綜絖）の下端につり下げられた金属製
の細長い垂鐶が落下することにより、揺動する探知プ
レートの動きが妨げられて停止機構が起動し、織機が
自動的に停止します。当時のヘルドは、糸製のため、た
て糸が切れてもとなりの糸ヘルドとの摩擦でリングが
すぐに落ちない動作不良がありました。
　
（２）ヘルド探知電気式
（1908（明治41）年、特許第15009号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出し、電気信号に変えて織機を止めます。たて糸が切
れると、薄い金属製ヘルドが落下して下に設けられた
電気回路を閉じ、電磁石が作動して停止機構を起動し、
織機を自動的に停止する方式で、ヘルドによる探知を
機械式から電気式に変更したものです。佐吉の時代と
しては先進的な着想でしたが、織機の運転中は、湿度と
綿ぼこりが多く、金属製ヘルドの接触面のこまめな掃
除が必要など、信頼性に問題がありました。

（４.３）ヘルド探知機械式（改良型） （４.４）ドロッパ探知機械式
上下する揺動杆①に連動し、
綜絖枠毎にとりつけられた探
知プレート②が前後に揺動
する。昇降杆③につながる受
け④は前後運動する。突杆⑤
は昇降杆③と共に上昇しな
がら前進、受杆⑥の上を通
過する。

金属製ヘルド⑦が落下、探知
プレート②の揺動が阻止さ
れると、揺動杆①が下降途中
で止まり、昇降杆③につなが
る受け④が衝突、昇降杆③と
突杆⑤は上昇を阻止され、
受杆⑥に衝突、起動ハンドル
を解除、織機が止まる。

クランク①の回転でレース
ソード②が揺動し、それに同
期して、オシレーティング
バー③が揺動する。ストップ
フープ④は変位せず、揺動す
るガイドブラケット⑤の間を
通過する。

たて糸が切れると、ドロッパ⑥
が落下してオシレーティング
レバー③の動きが阻止され、
ストップフープ④が上又は下
に変位。ガイドブラケット⑤に
よって押され、起動ハンドル
⑦を解除、織機を止める。

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

（３）ヘルド探知機械式（改良型）
（1910（明治43）年、特許第18663号）

　たて糸を開口させる部品（金属製ヘルド）で糸切れを
検出します。たて糸が切れると、薄い金属製ヘルドが落
下します。このヘルドの落下を機械的に探知し、織機が
停止します。探知プレートを綜絖枠毎に設けることによ
り、作動が安定しました。

（４）ドロッパ探知機械式
（1925（大正14）年、特許第73318号）

　糸切れ検出部品（ドロッパ）をたて糸一本毎に通し、
糸が切れてこれが落下した時に検出します。たて糸が
切れると、たて糸につり下げられた薄い金属板製のド
ロッパが落下して、下に設けられた揺動する探知バー
の動きが妨げられ、二重リンクの支点が外れ停止機構
が起動し、自動的に停止します。ヘルド探知が、開口時
に下糸(下側の糸)となったたて糸の切断を探知するの
に対し、ドロッパ探知では、上糸と下糸の区別なしに、た
て糸が切断した時は直ちに機械を停止させることが出
来ます。また、ドロッパは非常に軽い部品のため、たて糸
にかかる負荷も軽減されています。
　G型自動織機に採用された方式です。

介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。
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たて糸が切れると

（５.１）重錘式 （５.２）アンクル式 （５.３）ウォーム式
たて糸張力は
ヤーンビーム
①の軸に巻か
れたロープの
摩擦力が一定
だと、たて糸巻
径が減少する
に従い、増加する。張力を一定に保つため、そ
れまで一般的には、錘の位置を人手で移動
させていた。この発明ではたて糸巻経を探知
ローラ②で探り腕木④上の重錘③を支点方
向に移動させて、ブレーキ力を減少させ、た
て糸張力を一定に保つ。

織られた布が
巻き取られるに
従 って 、テ ン
ションローラ②
が下降し、セク
タレバー④、カ
ムレバー⑤が
上昇し、設定位置に達すると、アンクル解除カ
ム⑥がカムレバー⑤を押し下げ、ヤーンビー
ム①の回転を制御しているアンクル⑦が外
れて、所要のたて糸が送り出される。たて糸
張力はセクタレバー④に固定した重錘③に
より付与されているため、テンションローラ②
に位置の上下に係わらずほぼ一定となる。 

織られた布が巻き取られる
に従ってテンションローラ
②が下降し、セクタレバー
④が上昇するのはアンクル
式と同様であるが、改良さ
れたこの方式では、セクタレ
バー④とこれに繋がるコネ
クティングロッド⑤の上昇により、レギュレーションロッドの
支点⑥が移動しキャッチレバー⑨の運動量を調整する。
さらに長さの異なる4枚の爪⑩によりラチェットホイール
⑪を回転する。これがウォーム歯車⑧を介してヤーンビー
ム①を回転し、たて糸を適正量積極的に送り出す。ウォー
ム歯車の使用により筬打ち時の衝撃力が強くても、たて
糸の繰り出しが防止できるため、より厚地の織物が織れ
るようになった。 るようになった。 ④③
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定に保つには、重錘（オモリ）の位置を人手で移動させ
る必要がありました。佐吉はこのヤーンビームの糸巻
径に応じて重錘の位置が変化する機構を発明し、重錘
の位置の変化に応じてヤーンビーム側への摩擦力が
変化します。糸の巻径が大きい時は重錘の位置は腕木
の支点から離れてヤーンビーム軸への摩擦力は強く、
製織が進むにつれて糸の巻径が小さくなると、重錘は
支点に近づいて摩擦力は弱まることで、たて糸の張力
を一定に保つことが出来ました。たて糸の張力が、摩擦
力で調整されているので、送り出し始めの張力が高く、
小さな範囲での織りムラが発生しました。

（２）アンクル式
（1901（明治34）年、特許第5241号）

　たて糸の張力でアンクルギヤのストッパーを外し、た
て糸を送り出す消極的送り出し方式です。ヤーンビー
ム（たて糸用糸巻）の回転をアンクルギヤで規制すると
ともに、テンションローラの変位をフィードバックしてア
ンクル(歯止め)を作動させ、張力を一定に保ちながら
たて糸が送り出されます。織られた布が巻き取られる
につれて、たて糸の張力は徐々に高まり、張力に応じて
変位するセクタレバーが予め設定したところに達する
と、アンクルが外れて歯車が一歯ずつ回転し、張力がゆ
るめられて常に一定の範囲内に保たれます。ヤーン

ビームの回転がアンクルで規制されるため、筬打ちの
衝撃力によるたて糸の繰り出しが防止されて織物品質
が向上し、厚地製織も可能になりました。しかし消極的
送出装置のため、ある一定の範囲内での織りムラは避
けられませんでした。

（３）ウォーム式
（1914（大正3）年、特許第27006号）

　ウォーム歯車の逆転阻止機能でヤーンビーム（たて
糸用糸巻）の回転を規制するとともに、テンションロー
ラの変位をフィードバックして、ウォーム歯車を筬打ち
の度に微細に回転させ、張力を一定に保ちながら適正
量のたて糸を送り出す積極的方式です。たて糸の張力
に応じて、ラチェットホイール（ツメ車）の回転を4個の
ツメ送りで微細に制御し、ウォーム歯車を介してビーム
を回転させてたて糸を送り出すため、張力がより適正
に調節され、また筬打ちの衝撃力によるたて糸の繰り
出しが防止されて、織物品質が一段と向上しました。
　このフィードバック機構には、コネクティングロッドの
上昇によりレギュレーションロッドの支点が移動し、
キャッチレバーの運動量を調整する仕組みがあり、機
構学を習った人ではかえって思いつかないような柔軟
な発想で発明されています（図の機構説明参照）。

 ５．たて糸送出装置
　布に織られた量に応じて、たて糸を送り出すととも
に、たて糸切れや織りムラなどの不具合を防止するた
めに、製織中のたて糸の張力を適正に保持する装置で
す。この装置には、たて糸が布を巻き取る力で引かれて
送り出される消極的方式と、ヤーンビーム（たて糸用糸
巻）の回転を規制する歯車機構を介して送り出す積極
的方式があります。佐吉は、織物品質の向上のため、た
て糸の張力を一定に保つことに早くから着目し、種々の
機構を発明しました。中でも、フィードバック制御を採用
した送出装置は薄地から厚地まで幅広く織れるように
なり、1929（昭和4）年に当時の世界のトップメーカー
である英国のプラット社にＧ型自動織機の技術を供与
した際、自働杼換装置とともに同機の特徴として英国
の業界紙で紹介されました。

（１）重錘式
（1897（明治30）年、特許第3173号）

　布を巻き取る力でたて糸が送り出される消極的方式
であり、たて糸の張力は、ヤーンビーム（たて糸用糸巻）
の軸に巻かれたロープの摩擦力で調節します。原理は
当時一般的に使用された方式で、たて糸が送り出され
るに従いたて糸張力が高くなる欠点があり、張力を一

たて糸が切れると

糸が切れると
ドロッパが
落下する。

落下したドロッパ
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

１  もうひとつの究極の目標
　佐吉が生涯、究極の目標に掲げたのは二つありま
す。前述した自動織機と、もうひとつ環状織機を完成さ
せることでした。「予ノ終局ノ目的ハ自動織機ト環状織
機トニアリ」（発明私記）。自動織機は人力織機から動力
織機へ高性能化し、G型自動織機が完成しました。しか
し、当時の織機は杼（シャットル）を利用し、左右に飛ばし
て布を織り上げるため、振動・騒音が大きく、シャットル
を一旦受け止め、これを打ち返しているためエネル
ギーのムダが多いことになります。そこでエネルギー
を理想的に利用して布を織り上げる、それは回転円運
動であるとの発想から生まれた夢の織機が、環状織機
です。佐吉は1906年にその基本形を発明し、「環状織
機」（特許第12169号）を出願します。この発明は日本
だけでなくイギリスやアメリカをはじめとする世界19ヵ
国の特許を取得しています。111年前にすでに海外で
の特許取得の大切さを考えていたことがわかります。
佐吉は1924年に高速運転中の確実な杼換えを世界
で初めて実現したG型自動織機を完成すると、次は環
状織機の実用化に向けて全精力を注ぎました。そして
当初の発明をさらに改良し、「環状織機の綜絖装置」

（特許第65171号）、「環状織機の杼推進装置」（特許第
65262号）、「環状織機の織布捲取装置」（特許第
65711号）、「環状織機の綜絖作動装置」（特許第
121599号）などを発明しました。1930年に他界する
まで環状織機の研究に没頭したのであり、佐吉の「研究
と創造の精神」と、「モノづくり」にかけた夢を象徴する
シンボルとして、トヨタ産業技術記念館のエントランス
ロビーに展示されています。

２  　環状織機の特徴
　環状織機の大きな特徴は三つあります。
　１）環状織機は「動力の空費をなくし、超広幅の布を、
静かに容易に製織できる」極めて独創的な発明で、佐
吉が「運動の理想は往復よりも回転の円運動であるべ
き」との基本的な思想の基に、理想的な機構の世界に
類のない織機です。産技館に展示されている機械は

1924年に製作後、長期間運転テストされた現存する
唯一の完成機です。
　２）その機構は、よこ糸の挿入や筬打ちが連続回転
する円運動と、揺動する波状的上下運動とによって行
われ、騒音や振動を減少させ、労働環境を大幅に改善
する極めて合理的な機構となっています（G型自動織
機の92dB（A）に比べ、環状織機は72dB（A）に低減：
当社調べ）。
　３）環状織機では、従来の一般的織機の平面的機構
を立体機構に変更して、織られる布は平面的な布では
なく立体的な円筒状織物で、超広幅の布を製織するこ
とができます。

３  　織機の五つの基本要素
　P22,23に織機の五つの基本要素（たて糸送り出し、
開口、よこ入れ、筬打ち、巻き取り）について、G型自動
織機と環状織機との構造の違いについて比較します。

■ Ｇ型自動織機の主要な機構

 １．自働杼換装置
　よこ糸を挿入する道具は杼（シャットル）と呼ばれま
す。この杼の中の木管に巻かれたよこ糸が、切れたり無
くなったりした時に、機械の運転を止めることなく、よこ
糸が入った新しい杼に自動的に取り換える装置を自働
杼換装置と言います。よこ糸を補充する方法には、杼を
取り換える杼換式と、木管だけを取り換える管換式が
あります。佐吉はよこ糸補充のたびに機械を止める非
効率から「運転中自動的ニ之レ（よこ糸）ヲ補充スル必
要アルヲ思ヒ」、1902（明治35）年頃より杼換式と管換
式の両方を研究・発明していますが、「予ガ発明ニカカ
ルモノハ杼換式ニテ『ノースロップ※2』式ハ木管換式ナ
リ　此(ノースロップ)式ハ機械ノ操縦実ニ六ケ敷（難し
き）モノ」と述べているように、当時の日本の社会情勢
や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903（明
治36）年に世界で最初に無停止杼換式自動織機（T式）
を発明し、さらに試験研究を重ねて、1924（大正13）年
に世界最高性能のG型自動織機として完成させまし
た。このＧ型自動織機は、下記（２－②）の自働杼換装置
を備えており、高速運転中に速度を落とさないで、瞬時
に杼を交換するところから「マジック・ルーム」とも呼ば
れました。
※2 米国の主要な織機機械メーカ

（１）押上式
　揺動する「筬がまち」にある杼箱の下部に設けた杼
溜り部に予備の杼10丁を積み重ねておき、よこ糸が無
くなる時に新しい杼を自動的に押し上げ、杼箱の後退
時にアームによって旧杼を掻き落として新杼と交換す
る自働杼換装置です。しかし、予備の杼10丁を使いき
ると、織機の運転を止めて、新たに予備の杼10丁を装
てんする作業が必要でした。

（１－①）押上式（基本型）
（1903（明治36）年、特許第6787号） 【P14参照】

　日本で最初に発明された自働杼換装置で、よこ糸の
残量を杼側の糸押さえレバーの変位量で検出し、杼箱
側で直ちに杼換えを行うのが特徴であり、よこ糸が無く
なる寸前に、杼箱側レバーの変位量が大きくなって杼
換装置を起動し、予備杼の押さえを解除してバネで押し
上げ杼換えを自動的に行う機構です（よこ糸検知方法
は、よこ糸探り装置で説明）。Ｔ式として発売されました。

（１－②）押上式（改良型）
（1906（明治39）年、特許第12059号） 【P14参照】

　押上式の基本型は、杼換時に予備杼の保持ブレーキ
を解除してバネ力で押し上げる機構でしたが、改良型
では予備杼をリンク機構により積極的に押し上げる機
構に変更し、更によこ糸検知方法も改良して杼換えの
信頼性を向上させました。

（２）プッシングスライダー式
　押上式の杼溜部は揺動運動する「筬がまち」にあるた
め、予備の杼10丁を使いきると、織機の運転を止めて新
たに杼を装てんする作業が必要でした。そこで予備杼溜
りを、動かないフレーム側に備え、よこ糸が無くなる時
に、筬がまちの杼箱にある「よこ糸が無い杼」を、フレー
ム側の予備杼溜りにある「よこ糸が満巻の杼」で押し出し
て交換させる、プッシングスライダー式の自働杼換装置
を開発しました。この装置では稼働中でも予備杼の補充
が可能です。杼交換は、揺動する筬のパワーを利用して
います。ただ0.3秒という短時間に杼の交換が行われる
ため、高い加工精度や組立精度が必要となってきます。
佐吉は当初N式織機にこの自働杼換装置を後付けで組
み付けて製品化を検討しましたが、杼換えミスなどの問
題が発生し、フレームの３軸同時中ぐり専用機の開発な
ど、高い加工精度の実現などを図りました。

（２－①）プッシングスライダー式（基本型）
（1909（明治42）年、特許第17028号） 【P14参照】

　上部から随時補充できる予備の杼を最多10丁まで
装てん可能なシャットルマガジン（予備杼溜り）を備えて
おり、よこ糸が切れたり無くなったりするのを探知する
と、杼換装置が起動し、新杼がシャットルマガジンから自
動的に押し出されて旧杼と交換されます。新杼は、プッ
シングスライダーで水平方向に押し出されると杼箱入
口の側板を押し上げて杼箱内に進入して旧杼を押し、
押された旧杼は自ら杼箱出口の側板を押し上げて排出
されます。しかし、この順次押していく方式は、超高速運
転した時に、杼換えミスなど発生することがありました。
また当初はよこ糸残量検出をウェフトフォークで行って
いたため、よこ糸欠損が発生する欠点がありました。

（２－②）プッシングスライダー式（二次型）
（1924（大正13）年、 特許第65156号） 【P14参照】

　プッシングスライダー式自働杼換装置の完成型で
す。基本型では前側板と後側板は別々の軸に支持され
ていましたが、二次型ではその前側板と後側板を回動
臂で支持させて一体で動くようにしました。この付加考
案によって、超高速運転中の杼換えがより確実に行え
るようになりました。また、新たに発明したウェフト
フィーラ【P16参照】でよこ糸の残量を探知し、糸が無く
なる寸前に杼を交換できるように工夫したため、布欠
点（よこ糸欠損）が皆無になり織物品質が一層向上しま
した。Ｇ型自動織機に搭載された機構です。

 ２．よこ糸探り装置
　杼が往復するたびに、よこ糸の残量を毎回探知する
装置です。自働杼換装置が杼換えをするタイミングを
計るうえで不可欠な、また重要な装置です。Ｇ型自動織
機はウェフトフィーラ式のこの装置と自働杼換装置が
連携作動することにより、超高速運転中でも布欠点（よ
こ糸欠損）が皆無となり、「マジック・ルーム」と呼ばれる
世界一の性能を発揮することが出来ました。

（１）糸押さえレバー式（押上式：基本型用）
（1903（明治36）年、特許第6787号）

　杼①の中の木管②に巻かれたよこ糸の残量を、糸押
さえレバー③の変位で検出し、杼①が杼箱④に達する
度に、糸押さえレバー③の変位量が杼箱側レバー⑤を

特別編 ■ 環状織機 介して規制レバー⑥に伝えられます。糸押さえレバー
③の検出部のよこ糸が無くなると、レバー③はレバー
⑤に押されて中まで押し込まれ、杼換えのタイミング
であることをレバー⑥を介して自働杼換装置に伝えま
す。布欠点（よこ糸欠損）の生じない検出方法ですが、
杼箱に杼が到着する所で検出し直ちに自働杼換えを行
うため、高速化に対応出来なかったこと、よこ糸の残量
検知の信頼性が低かったため、この機構は押上式の改
良型以降不採用となりました。

　
（２）ウェフトフォーク式（押上式：改良型用）
（1906（明治39）年、特許第12059号）

　元々はよこ糸が切れた場合に織機を自動的に停止
する装置であり、西洋の動力織機に従来から使用され
ていましたが、佐吉はこれを自働杼換えのためのよこ
糸探り装置として活用しました。よこ糸欠損が生じる問
題はあるのですが、既存技術で検知の信頼性が高かっ
たこと、杼箱の反対側で検出するために自働杼換えま
での時間的余裕があり、高速化にも対応出来ました。

（３）ウェフトフィーラ式（プッシングスライダー式用）
（1922（大正11）年、特許第50940号）

　杼の側面に検知窓が開けてあり、そこからウェフト
フィーラと呼ばれるマイナスドライバの先端のような
機械式センサにより、木管に巻かれたよこ糸の残量を
検知する装置です。よこ糸が残っている時は、「筬がま
ち（レース）」①が筬打ちをする時、ウェフトフィーラ②
の先端は杼内木管表面のよこ糸に押されて後退し、ク
ロススピンドル④を回転させフック⑤との接続を外しま
す。自働杼換装置への機械的信号は送られません。
　よこ糸が無くなる寸前になると、ウェフトフィーラ②
の先端付近の糸は無くなり、フィーラは木管の溝まで
入り込みます。クロススピンドル④は回転せず、ウェフト
ハンマのフック⑤と接続し、トランスミッチングロッド⑧
を介して、ノッキングビル⑥をＶボルト⑨に向かい合う
位置まで引き上げ、筬打ちの力を利用して杼換えを行

ないます。フィーラはリンクを外すか繋ぐだけで、自働
杼換えは筬打ちの大きな力を活用して行う、非常に柔
軟な発想で考えられた機構と言えます。
　よこ糸残量検知をウェフトフォークで行った場合に布
欠点（よこ糸欠損）が生じる原因と、ウェフトフィーラを
用いた場合には布欠点（よこ糸欠損）が起きないメカニ
ズムを下図に示します。

 ３．よこ糸切断自働停止装置
　よこ糸が切れた場合に、織機を自動的に停止する装
置です。杼が杼箱に入るタイミングでよこ糸にフォーク
状のセンサを押し当て、よこ糸が残っている時はセンサ
が押し返されますが、よこ糸が無くなるとセンサはその
まま押し込まれ、運転停止を行う機構になっています。
　佐吉は汽力織機を開発した時に独自のよこ糸切断自
働停止装置を開発（1897（明治30）年、特許第3173
号）しますが、細い糸、張力の弱い糸での検出の信頼性
が悪く、その後は西洋の動力織機に従来から使用され
ている、ウェフトフォーク方式の装置を使用しました。
　また佐吉は前述のように、この検出装置を自働杼換
装置のためのよこ糸探り装置として使用します。布欠点

（よこ糸欠損）が生じる欠点はあるのですが、検出の信
頼性が高いため、ウェフトフィーラ式を発明するまでは、
よこ糸探り装置としても使用していました。
　Ｇ型自動織機では、このよこ糸切断停止装置（ウェフ
トフォーク）とよこ糸探り装置の両方を併用したことで、
性能をより完璧なものにしました。

環状織機型自動織機GG型自動織機G型自動織機GG型自動織機G型自動織機
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佐吉翁が挑んだ
完全なる自動織機への想い

１．筬打ち運動により、連
結されたレバーが揺
動し、それによってラ
チェットがギヤを送り、
複数のギヤを介しクロ
スローラに巻取られる

１．タペットカムにより綜絖枠を上下に
動かし開口する

２．綜絖枠は平織では２枚ある

１．ピッキングステッキをたたいて杼を
飛ばし、間欠的往復運動でよこ入れ
をする

２．動力が大きい

３．騒音が大きい

１．クランク機構により回転運動を間欠
的往復運動に変え、筬打ちを行う

２．動力が大きい

３．騒音が大きい

１．たて糸は１本のヤーンビームに巻か
れている

２．張力を一定に保つために、４個のツメ
送りで適正量のたて糸を送出す積
極的方式

３．たて糸開口時のたて糸の張力調整
はテンションローラで行われる
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し
装
置
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下記比較の通り、五つの基本要素それぞれは備えているものの、その達成する手段において、発想、装置が全く
異なっています。佐吉の、いかにひとつの発想にとらわれずに、G型自動織機の完成でその活動の歩を止めること
なく、絶えず理想を求めて、「研究と創造」に心を致していたかということがわかります。

１．主軸に装着された偏
芯カムの回転により、
連結されたレバーが
揺動し、それによって
ラチェットがギヤを送
り、複数のギヤを介し
クロスローラに巻取ら
れる

１．溝カムにより、ラックとピニオンで綜
絖枠を前後に動かし開口する

２．円周を１７分割し、綜絖枠は３４枚ある

１．杼押車が革ベルトを介し杼を押し動
かし、連続円運動でよこ入れをする

２．動力が小さい

３．騒音が小さい

１．環状筬が波動的上下運動をすることにより、
円周上に連続的に筬打ちを行う

２．動力が小さい

３．騒音が小さい

１．たて糸は８本のヤーンビームに巻か
れている

２．ヤーンビームに巻かれたおもり付のベル
トの摩擦力により張力を保ちながら、
布を巻取る力で送出される消極的方式

３．各ヤーンビームは歯車により同期
して送出される

４．たて糸開口時のたて糸の張力調整は
たて糸張力調整リングで行われる

G型自動織機

G型自動織機と環状織機の機構差異
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　トヨタ産業技術記念館（以下産技館）は、1994年6
月、当社栄生工場に設立された、繊維機械や自動車を
中心に日本の産業技術の発展を語る産業技術史博物
館です。その基本理念は、生涯を織機の発明に捧げた
豊田佐吉と、その長男で繊維機械から自動車産業への
進出という親子の夢を実現した豊田喜一郎の、「研究と
創造の精神」と「モノづくり」の大切さを、次代を担う
人々を始め広く社会に伝えていくことです。
　ここ栄生の地は、佐吉が自動織機を発明・完成させ
るための試験工場として、1911年に設立した豊田自働
織布工場を起源としています。産技館は、赤れんがで造
られた旧紡織工場の建屋を貴重な産業遺産として保
存するとともに、当時の本物の機械を動態展示し、「見
て、驚いて、学んで」もらうことで、「モノづくり」の楽し
さ、素晴らしさ、大切さを訴求しています（動態と静態
の違いは、動物園の生きた動物と剥製ほどの違いが
あります）。
　主な展示施設は、繊維機械館、自動車館、トヨタグ
ループ館などで、館のシンボルとしての環状織機、Ｇ型

自動織機の製品第1号機を始め、3,000点を超える展
示物があります。繊維機械館では、豊田佐吉の発明し
た木製人力織機からＧ型自動織機に至る十数種類の
織機と主要技術の変遷を中心に、イギリスの産業革命
当時から最新の紡織機までを本物の機械や機構模型
で紹介。自動車館では、豊田喜一郎が1933年当社に
設立された自動車部で自動車の研究開発を始めた、材
料試験室や試作室からＡＡ型乗用車の開発、またトヨタ
がその時代ごとに導入した最新の技術や設備を、これ
も本物の機械で展示しています。
　特に繊維機械館は、佐吉が開発した織機が年代順に
並べられ、主な機構は模型機での解説も加え、技術の
変遷を実際に見比べることができます。またＧ型自動
織機の特長である自働杼換えなどを、当時の工場の
雰囲気を再現する集団運転により実演しています。
　佐吉の志、その象徴とも言えるG型自動織機の動態
展示を実際にご自身で「見て、驚いて、学ぶ」ために、
ぜひトヨタ産業技術記念館にお越しください。

 

自動車館繊維機械館

■ 著者紹介：トヨタ産業技術記念館（㈱豊田自動織機出向者）

〒451-0051 
名古屋市西区則武新町4丁目1番35号
TEL 052-551-6115
http://www.tcmit.org/

成田 年秀 加古 雅彦 吉岡 慎一 斉藤 幸男 小椋 岳文 柴野 道雄

Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology
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