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1 はじめに
　2019年6月19日に一般社団法人愛知県発明協
会主催の2019年愛知発明表彰の表彰式が開催さ
れ、特許発明「紡機におけるドラフト装置」（特許第
6156503号）が愛知発明賞を受賞した。愛知発明
賞は、愛知発明表彰の中で上位にランクされる賞
であり、栄えある受賞となった（写真1）。

　今回受賞した特許発明は、技術・開発本部開発第
一部開発第七室の槌田大輔さんによって発明され
たものであり、記念の賞状並びに盾が贈られた（写
真1）。なお、発明者の槌田さんは当日海外出張中
のため、代理で河合さんが賞状と盾を受領した。
　愛知発明表彰は、愛知県における発明の奨励と
育成を図るため、産業界において大きな実績を挙
げ、かつ特に優れていると認められた発明に賞を
授与すべく、毎年開催されている。

写真1 愛知発明表彰式（左から2番目が代理出席の河合さん）
Photo1  Awarded Winners at Aichi Invention Award 

Ceremony （from left in front）

　今回受賞した特許発明「紡機におけるドラフト
装置」は、1本の糸の中で2種類の原料の完全な切
替えを可能としただけでなく、2種類の配合比率
を任意に変化させたり、太さや長さも自在に変更
できる「グラデーションモード」を追加するなど、
紡出できる糸外観の多様性を最大限に拡張した点
が認められた。
　なお、1本の糸の中で2種類の原料の完全な切
替えが行われている新規な糸を当社で「モザイク
ヤーン」と命名し、商標登録を受けている。

2 発明の内容
1）発明が解決しようとする課題
　従来、糸の長さ方向に異なる色を有する意匠糸
を紡出するインジェクションヤーン装置（図1）が
知られていた。このインジェクションヤーン装置
は、2色の原料（粗糸）①、②を用いる。原料①は、連
続駆動されるミドルローラに供給されてベース糸
となる。一方、原料②は、間欠駆動されるバックロー
ラを介してミドルローラへ供給され、ベース糸の
上に原料②が部分的に被覆された糸を紡出する。

図1 インジェクションヤーン装置
Fig.1 Injection yarn apparatus
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特許発明「紡機におけるドラフト装置」が愛知発明賞を受賞
The Patented Invention of “The draft apparatus of spinning machine” 
Won the Aichi Invention Award

＊1
山本 達也

Tatsuya Yamamoto

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第二室 知財第21G

要　旨 　特許発明「紡機におけるドラフト装置」が愛知発明賞を受賞した。受賞した「紡機におけるドラフト装置」（特許第
6156503号）は、繊維機械事業部が販売するリング精紡機RX300のモザイクヤーン装置に関する基本特許である。特
許発明の内容について紹介する。

キーワード：愛知発明賞、リング精紡機、モザイクヤーン

Abstract 　Patented invention "draft device in spinning machine" won the Aichi Invention Award. The awarded 
patent "draft device in spinning machine" （Japanese Patent No. 6156503） is a basic patent on the 
mosaic yarn device of ring spinning machine RX300 sold by the Textile Machinery Division. The 
contents of the patented invention are introduced.
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社の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ成果
をもれなく特許出願をして権利化することによ
り、より強固な特許網を構築するとともに、このよ
うな名誉ある賞を継続して受賞できるよう、今後
も開発部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

桃井 大輔

　本件特許発明を利用したコンテナ搬送AGVシステムは、名古屋港の飛島コンテナ埠頭において2008年
に稼動開始し、2012年に自動エリアを拡張し、現在33台のAGVが稼動しています。
　従来の一般的な工場内搬送AGVは、コンベヤや荷受台など荷役位置は固定のため、AGVの停止位置も一
定ですが、本システムはコンテナ船ごとに積載位置が異なり、また着岸後も波や潮の干満により停泊位置が
動くことに合わせガントリークレーンも移動するためAGVの停止位置も変化させる必要があり、確実な位
置合わせと効率化を両立させることが大きな課題でした。
　システムを実現できたのは、お客様と課題を常に共有し、一緒になって現地現物で改良を積み重ねること
ができたことと大変感謝しております。
　今後もお客様にご満足頂けるシステムを提供できるよう、お客様優先で開発を進めていきます。

開発者　稲垣さんのコメント
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1 基本方針
　豊田自動織機は、創業者・豊田佐吉の自動織機の
発明により始まり、以来、特許などの知的財産は創
業時より事業活動の中で重視され、活用すること
で事業の発展に貢献してきた。この考えは、現在の
知的財産活動の基本方針でも引き継がれており、
知的財産の創造・保護・活用（知的創造サイクル）に
より事業の自由度と優位性を確保することをミッ
ションとして、「事業戦略」、「技術開発戦略」に基づ
いた三位一体の知財活動を基本方針としている。
技術開発やイノベーションを十分にサポートす
る知的財産活動ができるように、事業部の方針や
技術開発戦略に応じた知財戦略を立案し、これに
沿った知的創造サイクルを展開している。また、知
的財産活動をより積極的に推進するために、社内
のインフラ整備や人材育成などにも注力している

（図1）。

2 主な取り組み
1）重要開発テーマにおける知財戦略の推進
　製品のコア技術や新事業開発など事業・開発戦
略上、特に重要な技術開発テーマについては、個別
に活動計画を定めて活動している。具体的には、事
業計画や開発のロードマップに照らして、発明届
出件数、ポートフォリオ構築、発掘活動、競合他社
や技術分野全体の特許調査・分析などを、いつまで
にどのようにするといった計画を定めた戦略シー
トをテーマごとに作成し、それぞれの項目の進捗
や目標を管理している。定常的には、製品開発の進
捗を開発者と知財担当者とで共有し、コア技術だ
けでなく周辺技術における発明も漏れなく発掘

図1 知財部のミッション
Fig.1 Mission of the intellectual department
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【知財部のミッション】
知的財産の創造，保護，活用により事業の自由度と優位性を確保する

技術開発戦略

創出して出願し、他社の参入を阻止する特許網の
ポートフォリオを構築するとともに、他社特許調
査を行い、関連する他社情報を共有して事業の障
害となる知財リスクを洗い出し、他社特許の回避
や、無効化を検討している。
　発明の発掘創出活動においては、パテントマッ
プ等の種々のツールを用いて多面的な視点で検討
している。例えば、課題-解決手段（構成）マップ（図
2）などで現在の知財状況の分析を行い、技術開発
の傾向を客観的に把握し、出願の多い領域や少な
い領域を確認して、重点的に取り組むべきポイン
トを見定めて発掘創出を行う。
　また、開発部署における開発のマイルストーン
ごとに特許ポートフォリオ形成の進捗や知財リス
クについて、開発部署と確認を行い、開発ステージ
ごとの審査会でチェックすることで、技術開発の
成果を確実に保護するとともに、必要に応じて技
術開発戦略を早期に軌道修正して事業リスクを最
小化する。
　このように、技術開発部門に入り込んだ知財活動
を行うことで、効果的に知財戦略を推進している。

2）知的財産権の活用
　保有する知的財産権は経営資源として捉え、積
極的に活用している。他社製品のチェックや展示
会や市場での模倣・侵害発見の活動を国内外で継
続的に行っており、権利侵害に対しては毅然とし
た対応で臨むことで、模倣を阻止し、自社の事業活
動を保護している。

図2 課題−解決手段（構成）マップ
Fig.2 Problem/Solution map
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豊田自動織機の知財活動
Intellectual Property Activities of Toyota Industries
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　このインジェクションヤーン装置では、ミドル
ローラを停止させると原料②も止まってしまうた
め、ベース糸の配合を0とすることができない。ま
た、原料①、②は同じエプロンでドラフトされるた
めに配合比率が変更できず、意匠性やデザインの
自由度が低かった。さらに、原料②の切断位置がば
らつくことにより、切り替え部で色が混ざって境
界がぼやけてしまったり、被覆された原料②の表
面にベース糸が表れてしまうこともあった。

2）発明を実施するための形態
　本発明（図2）では、ミドルローラに巻き掛けら
れたエプロン対①に原料①が供給されるととも
に、エプロン対①の隣でバックローラに巻き掛け
られたエプロン対②に原料②が供給される。エプ
ロン対①、②はそれぞれミドルローラ、バックロー
ラにより独立して駆動されるので、原料①、②の完
全切り替えや配合率の変更を容易に行うことがで
きる。

　また、バックローラとは異なる速度で回転する
ミドルローラ対にエプロン対②が把持されないよ
うにするため、ミドルトップローラに段差を付け
るとともに、エプロン対②の厚さをエプロン対①
よりも薄くした（図3）。

図2 モザイクヤーン装置
Fig.2 Mosaic yarn apparatus
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図3 ミドルローラ部の構成
Fig.3 Constitution of middle roller portion
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3 まとめ
　今回受賞した特許発明「紡機におけるドラフト
装置」は、糸の意匠性において新たな可能性をもた
らしたことで、これまでにないファッション分野
の展開などにより、新たな消費者のニーズ開拓や
満足度向上が期待される。
　また、意匠性のみでなく、使用する繊維の選定に
よって、例えば吸湿性、通気性などの機能性の向上
にも貢献できる。
　知的財産部では、発明の益々の促進を図り、当社
の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ結果を
漏れなく特許出願して権利化することにより、強
固な特許網を構築するとともに、このような名誉
ある賞を受賞することができるよう、今後も開発
部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

山本 達也
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