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この学会が出発点にあたって「日本技術史学会」ではなく「日本産業技術史学会」と，わざ

わざ産業としイ限定をつけた意図はどこにあるのだろう。単なる「技術」と 「産業技術」とで

は学会の活動の仕方，研究方法や対象のどこに違いがでてくるのだろう。こういった疑問は

『技術と文明』の編集にかかわりながら私の頭の中を占め続けているものである。

試みに第1冊から第3冊まで，掲載した論文の主題を列挙してみると，座敷雛形，砲兵工

廠，工業試験所， 井口在屋，溶接技術，有田焼，旅行の産業化， 国友藤兵衛の気砲，高速ディ

ーゼル工業，製紙技術，と何等かの意味でまちがし、なく産業の技術にかかわ りをもっており，

私が気に病むことは何もないかのようにも思える。だが同時に，ではこの学会が産業技術史学

会でなくて，単なる技術史学会であったら，これらの投稿はあらわれなかっただろうかと考え

てみると，同様にあらわれたで、あろ ろことは恐らくまちがし、ない。もともと人びとの技術への

関心はものを作る技術に集中しており，ものを作る技術は必ず産業の中にあらわれるものだか

ら，これらのテーマがどこかで産業とつながっていても何もふしぎはない。しかし個々の論文

をみるかぎり，若干の例外をのぞき， 「産業」とし寸問題は全く意識せずに，技術史と して書

かれている。技術史的関心をひたすら追究したことの付随的な結果としてどこかの産業分野に
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所属しているにすぎないと評しても，それほど失礼ではないだろう。

『技術と文明』に投稿されるあらゆる論文は，それがまぎれもない産業技術史研究である こ

との証明を， 論文のどこかで示しているべきである，というようなかたくる しい主張はするつ

もりはない。小さなせまい範囲の個別技術に，ただ技術として関心をよせ，その関心にそって

歴史的研究を展開したような論文も遠慮せず送ってほしい。ただ，私たちの学会が出発にあた

って産業技術とわざわざ産業の名を冠したことは，何か学会メンパーのその時の共通の関心の

所在を示しているはずだと思うのである。その共通の関心を明らかにするために集まり協力す

るのが学会の存在意義であろうから，産業技術とは何なのかダ単なる技術史ではない産業技術

史を追究するには，何か独自の方法論が必要なのであろろかといった議論は，この学会でたえ

ずたたかわせていた方がよい。共通関心の所在を常にたしかめ，それを実現するための方法を

さくやろろとしない学会は，やがて会員の失望をかつて解体する他ないだろろ。

そろした関心と討論を刺戟したし、意図も若干こめて，経済学者の手によって最近なされてい

る技術史的研究を概観してみたい。経済学者は技術史家よりも一般に「産業」の形で生産を問題

にすることになれている。そこでは「産業」は経済活動の単位である個別企業の活動を，総体

としての国民経済につないでゆく中間にあらわれるものとして理解されている。技術史家がご

く自然に関心をもっ対象は，座敷雛形だとか有田焼だとかディ ーセeル機関だとかし、ったもの，

それらのものを作るプロセスや機械，ものや機械やプロセスの開発過程とそれにたずさわる人

一一発明家，技術者一ーと組織（例えば工業試験所〉である。 それらは経済の発想でいえばち ょ

うど個別企業の生産過程の中であらわれるものである。つまり技術史家の発想の中には，彼ら

が具体的なものと機械と人にこだわり続けるかぎり，企業のレベルにとどまりそれよりもろ一

段階ひろがりをもった産業には及びにくい特性があるといえよろ。それに対し経済学者は，個

別企業の中で、行われる生産活動を国民経済につなぐために，どろしても産業を通過させざるを

えず，必然的に技術を常に産業の中でとらえることを強いられているのである。事実， 日本の

技術史の研究で基本的な参照文献となっている本の中で経済学者によって書かれた本は多い。

織物だけに限ってみても， 服部之総 ・信夫清三郎『明治染織経済史』， 揖西光速『日本近代綿

業の成立j], 三瓶孝子「白木機業史』などがすぐ？こ思いろかぶが， それらはまず産業史として

書かれたものであり， その中で技術がとりあげられている結果，技術史家も参照する文献とな

ったのである。

だから，経済史家や経済学者の技術史的研究にふれることは，さらに望むらくは彼らと共同

研究することは，ともすればあまりに具体的かつ個別的生産領域にとじこもり易い，技術史家

の眼を産業に向けるためにも， 「産業技術」とは何かとL寸学会にとって必要な関心を刺戟す

るためにも，有効なのではないだろうか。
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技術史的研究と経済史的研究の断絶

現実の状況は，経済史家の技術研究と技術史家の歴史研究とを対比してみると，両者は切れ

ているという強L、印象をうける。問題意識の重なりがないのである。したがって両者が全く同

じ対象をとりあげて研究していても，一方の研究が他方の問題を解く鍵を提供したり，他方の

研究の進行が一方の研究に京lj戟的問題を提供したりする過程はほとんどおこらない。その状況

をみることからスタ ートしよう。

『技術と文明』第l冊に，三宅宏司が “大阪砲兵工廠の創設”を書いている。工廠創設の周

辺と初期の技術がイタリアから導入された鋼銅砲というかなり特殊な技術であったことがあっ

かわれている。三宅はまた大阪工業会の雑誌「工業』にも，すでに一年以上にわたって “大阪

砲兵工廠始末記”を連載している。遅々としてやっと明治20年代に到達したところであるが，

かなり本格的な工廠研究であることはまちがし、ない。

さて日本経済史の領域でも， 山田盛太郎の 『日本資本主義分析」 (1934年，戦後岩波文庫に入

った〉 以来，軍工廠研究は長い歴史と蓄積をもった分野で・ある。 ここでは，北海道大学の長谷

部宏ーの研究（“明、治期陸海軍工廠における特殊鋼生産体制の確立”『経済学研究』 1983年12月号，“明治

期陸海軍工廠研究とその問題点”同1985年6月号〉を三宅の研究との対比でとり あげてみる。 この

最初の論文は日露戦争前後の軍工廠，と くに呉海軍工廠における特殊鋼生産技術の確立に焦点

をあて，その技術自立の時期を明治39年頃と したものである。私はこの時期の中国山地のたた

ら製鉄と海軍の特殊鋼生産の関連を明らかにするような文献を深し求めていたので，この論文

がそれにふれていることと，そこにのせられたいくつかの表とはとくに貴重であった。

さて三宅の研究と長谷部の研究とを対比するとき強烈に印象づけられることは，両者の研究

がほとんど交ることなくなされていることである。それは両者の論文が相互に相手の研究の存

在を知らずに書かれているということにとどまらない。そこに引用されている両者とも相当数

に上る文献の中で重なっているものは， r大阪砲兵工廠沿革史』と『明治工業史』くらいのも

のではないか。とくに長谷部の研究がそれなりに技術家の研究も参照しているのに，三宅の研

究が山田以来の研究を一顧だにしていないのは印象的である。それは両者の研究を比較しなが

ら，もしこの研究が相互に関連をもってなされていたら，もっと効果的にさまざまな連闘が明

らかにされるだろうと考えさせられるだけに，ますます印象的である。例えば長谷部は，特殊

鋼製造における酸性平炉の位置づけはじめ技術過程の問題にかなり苦労している。第一論文の

最後にでて くる配合原料の理解なども若干疑問を感じさせる。こう した技術過程については物

理学出身の三宅の協力があればもっと明確にできたはずで、ある。また長谷部が強くと らえ られ

ている問題意識は， 日本の軍事技術が世界水準に近づき，技術自立というべき時期に達したの

はいつであるかを確定したいというこ とだが，この課題は当時の世界水準がどのへんにあった

かが相当詳しくわからないと解けないだろう。最近はクルップの成長過程にまで関心をのばし
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ている三宅はこの面でも長谷部を助け，また長谷部から刺戟をうけられるはずである。

だが， この両者の断絶の責任は必ずしも一方的に，三宅の側の（すなわち技術史家の側の〉経

済史的研究への無関心に帰するわけには行かなし、。長谷部の論文を読んで、私が率直に感じるの

はそれがあまりにも，山田駿太郎以来の「軍器自立」とし、う問題にとらわれすぎていないか，

現代の問題意識にたった寧工廠研究の必要という点からすれば，その問題意識はあまりにもせ

ますぎなし、かということである。もし三宅が私のすすめに応じて長谷部の研究を読んでも，何

故彼がここまで「軍器技術自立の時期」にこだわるのかおそらく理解できないであろう。経済

学者は産業に関心をもつから技術史家より常に広〈物を見るとは限らない。経済学者は産業や

経済の「テーゼ」の中にすべてを押しこんでしまう強い傾向をもつから，しばしば技術を極め

てせまい局面でとらえようとする。次節で吟味する小野旭論文なども角度は全く異なるがその

一例といえよう。経済学者の「技術」研究とつきあうことによって，われわれの産業について

の問題意識をひろげてゆくことは大切で‘あるが，つきあい方には多少根気がいる。

日本における特殊鋼技術の形成とし、う問題は，それ自体として後進国における技術形成論の

絶好の素材となるような大問題である。それは軍器素材として重要であるだけでなく，例えば

工具素材としても，ベアリング材料としても， エンジン部品素材としても，近代産業の大量生

産技術の核心にくるような素材であった。そして日本における特殊鋼技術の形成が，軍の動向

と強い関連をもっていたことは， 山陰のたたら製鉄が軍工廠との結びつきの下に常識では考え

られないほどの長い期間生きのび，第一次大戦の終結とともにようやく生命を終えた後もg 米

子製鋼，安来製鋼などの特殊鋼メーカ ーを残し，そこから現代の世界水準の工具鋼技術を生み

だしてきた過程をみても，またベアリング銅技術の形成に現われる同様な過程をみても疑いを

えない。その過程の全体には，後進国の技術形成における軍事的マーケットの役割，伝統的技

術と近代的技術の相互作用，相対的にせまい高級技術品市場で、相対的に劣位の技術がどのよ

うにして飛躍の機会をつかむかといった問題など，現代の発展途上国の格闘しているアクチュ

アルな課題と正確にかみ合ってくる数々の魅力的な問題がころがっている。私は長谷部の特殊

鋼への着眼が，そのような特殊鋼のひろがりの全体をカバーする方向へひろがって行くことを

期待する。軍工廠が日本の産業の中で果した役割はそうした全体の中ではじめて意味を確定す

るのである。その意味で彼の論文があまりにも古典的な「軍器自立」というせまい問題の枠内

にとどまっていることは私としてはちょっぴり残念である。

(1) 三宅宏司「クノレッフ。社の一九世紀」，吉田光邦編『万国博覧会の研究』所収， 恩、文閣出版， 1986年。
(2) 長谷部の問題意識そのものは彼の第2論文
る。 この論文は， 山田の「分析』から小山弘健の諸研究をへて最近の佐藤昌一郎“国家資本”に至る，
軍工廠研究史の概観としてすぐれており， 工廠研究をこれから志す人のための研究案内として推薦でき
る。なお佐藤の論文は，大石嘉一郎編『日本産業革命の研究 ・上』（東京大学出版会，1975年〉に収められ
ている。視点は同様にせまいが，工廠内の生産工程が相当詳細にあっかわれている点では注目に値する。

（次頁に続く〉
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しかし，長谷部についての私の言及は，三宅についての私の言及が，暗に技術史研究者の一

般的傾向を代表させるものとして書かれているように，実は，いわゆるマノレ経の学者の日本技

術史研究の傾向性についての私の感想の表明に他ならない。

経済史家と技術史家との共同，という点では最近非常に重要な試みがあった。それは国連大

学の事業と して， アジア経済研究所の林武（現大東文化大学〉をコオーディネイタ ーとして行わ

れた， 「技術の移転 ・変容 ・開発一一日本の経験」プロジェク トである。このプロジェクトは

数年前に完了し，研究成果は年2～3冊位のかなりゆっくりしたベースで現在東大出版会から

刊行中である。日本の近代技術形成史を国際的視野から，とくに発展途上国の教訓となるよ号

に再検討しようとしづ試みであって，技術史 ・技術論の分野からは，星野芳郎，飯田賢一，宇

井純，内田星美，石井正，そして私なども参加している。この研究プロジェクトの討論の中で

も，私の痛切に感じさせられたのは，マノレタス経済学の立場に立つ経済史家の問題意識のせま

さ，あるいは問題枠の固守性であった。それはたぶん日本のマルクス主義の成立の事情にかか

オつっている。

山田盛太郎はじめ，戦前のマルクス主義研究者たちは，十分な西洋経済史の予備知識なし

に， 日本の国際的孤立の深まりつつあった時期に， 『資本論』の分析をモデノレにして日本経済

の分析を行おうと したのである。その条件に規定されて，彼らの仕事の中では「資本論』に記

述された経済発展過程の一種の絶対法則化と，西欧の経済発展はマノレクスやェンゲ、ルスの記述

したとおりにおこったとする一種の空想的思い入れが必然となった。そして『資本論』の図式

を日本の経済発展にあてはめ，そこからはずれる一切の臼木の国有の特徴を 「例外性」として

とらえ られるような研究方法が発展させられた。 日本資本主義の 「例外性」を重工業部門の軍

事的転倒性にあるととらえ，そのような構造が成立したのはいつごろであるかをつきとめるた

めに，日本の「軍器技術が自立した」時期を執劫に問う山田盛太郎の；場合をその適例とするこ

とヵ：で、きょう。

だがこうした方法は，後発工業国としての日本の固有性をとらえるためには，むしろ有害な

のではあるまいか。近年の低開発国の工業化研究がゆるぎなく確立してきた認識は，遅れて工

業化にスタ ートする国の工業化は他ならぬ先に工業化した国がすでに存在するとし、う事実によ

って，先に工業化した固と同じコースは絶対にとらないのだとし寸事実である。も し最も先に

しかし，佐藤の論点を批判して，明治中期の海軍工廠が日本産業に対して占めた位置を正確に明らかに
した室山義正、松方財政と軍備拡張上 ・下。『金融経済』 1981年10月，12月号〉はもっと注目に値す
る。

(3）現在までに刊行されたものは， 盛田俊雄編『わが国離陸期の実業教育』梅村又次 ・中村隆英編「松方
財政と殖産興業政策』豊田俊雄編『わが国産業化と実業教育』玉域哲 ・旗本勲 ・今村奈良臣編『水利の
社会構造』宇井純編「技術と産業公害』 中村政則編『技術革新と女子労働」林武著『技術と社会 ・白木
の経験』山本弘文編 『交通 ・運輸の発達と技術革新』 中岡哲郎 ・石井正 ・内回星美著『近代日本の技術
と技術政策」 （以上いずれも東京大学出版会刊〉
なおこれ以外に落大な数のワーキング ・ベーパーがあり，国連大学に請求すればリストも現物も入手

できる。
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工業化した国としてのイギリ スを基準にとるならば，それ以後工業化したすべての国は多少と

もくそして後になればなるほどますます〉イギリスとは異なる発展コ ースをとるのが当然である。

それは「例外性」ではなくむしろ「普遍性」であり遅れてきた国の工業化の固有性である。そ

の固有性であるものを「例外性」として認識することの中に，固有なものの固有な発展をどこ

までも深く追究することをはばむ要素があることに，多くのマルクス主義史家は気付いていな

いのではないか。

さきに言及した山陰のたたらの場合にかぎらず，この展望の最後にとりあげる予定の手機に

よる織物業のアジア的発展にせよ，また国連大学の共同研究が精力的に発掘してきた，伝統産

業と密着した地域的職業教育，都市周辺の零細工業，伝統的地方織物業等々の役割にせよ，現

代の低開発国の工業化の問題と重ねて見ると，極めて示唆に富んだ重要な問題を無数にはらん

でし、る。これらの現象は，あるべき工業化のコ ースからのズレや例外なのではなく，全面的に

農村的基盤の上に立ちながら，極めて広い伝統手工業の展開をもっていた日本の固有の条件

ι西欧工業経済の影響との聞で開始された日本独自の発展なのである。しかし社会変動がこ

のように二つの異質な要素の聞の緊張をはらんだダイナミクスをとおして進行するということ

は，今日の低開発国にも通じるあらゆる後発工業国の工業化の特徴である。だからその固有の

発展の力学に深く立入札その特徴を明らかにし，そのどこに今日と異なる問題があり，どこ

に今日と共通する問題があり， 日本はそれらにどう対処したかを明らかにすることは，極めて

現代的課題であり，多くの開発途上国の知識人は，その解明を日本の研究者に期待しているの

である。ところが過去の歴史的研究の多くを読んで行くと，その日本の固有性であるものが，

日本資本主義の「例外性」 「特殊性」 「後進性」を示す例証として用いられ，しかもそこで止

まっているのを見る。それはきわめて欲求不満を感じさせられることである。

近年， 日本の産業技術への関心のたかまりは世界的現象である。 日本技術史への関心も，そ

の日本の産業技術の背景，あるいは根源を理解したいとし寸側面がたしかにある。私は冒頭

に，何故わが学会は「産業」技術史学会であるかとL、う間L、をたてたが，そこにもこの潮流の

影響があるかもしれない。われわれの学会だけにはかぎらない，数多くの学会がこの潮流の影

響をうけて，日本の近代化と経済成長の背景へ，とりわけ幕末明治へ関心を向けている。マル

クス主義的な経済史の領域もその点例外ではなく， 日本の工業化を再検討しようとし、う試みは

盛んである。石井寛治・関口尚志編『世界市場と幕末開港』（東京大学出版会， 1982年〉なども

そのひとつである。またこの系統の経済史家が技術史家と共同して日本の近代技術を見なおそ

うとした試みとして『技術の社会史』 l～5c有斐閣， 1982～3年〉があるが， いずれも意欲的

ではあるが「例外性」史観からの脱皮は十分ではなく，後発国日本の固有領域に十分立ち入っ

てこないもどかしさは否めない。

しかし，以上のことは技術史にとっても無縁ではないはずである。技術史 ・技術論の領域で

も，ほんの十年ほど前までは， 日本技術の後進性， 日本技術の歪，植民地性を強調する方法論
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がむしろ支配的であった。それはこの「例外性」史観のひとつのバリエーションだと考えられ

る。そうした方法についての反省のないままに， 「日本技術の優秀性の背景をさぐる」などと

いう関心への移行が行われたりするとこっけいなことになろう。わが学会でも以上のような潮

流から影響をうけて，幕末明治の研究は否応なしに主領域のーっとならざるをえないだろう

し，この展望もほぼその時代にしぼろうと思っているのだが，経済史家の仕事から学び，彼ら

と相互に補いあいながら仕事をすすめて行くと同時に，相互討論をとおして，後発工業国の固

有性を正面にすえるような方法論をみがくことが，とくに重要であると思われるのである。

開発経済学者の仕事

だが以上に指摘したような視点の偏りはどちらかといえば，いわゆるマノレ経の日本経済史家

に多くみられる傾向であって，いわゆる近経の開発経済学者や経済史家にはもう少し後発工業

国の産業経済のはらむ問題に即した，日本技術史への関心がみられる。ここで特に重要なのは

大川一司の存在である。彼を中心とする長期経済統計グループの活動は，明治以後の日本経済

の発展の様相を実証的に明らかにして，国際的にも高い評価を得ている。前節で私が示唆した

明治期の在来産業の工業化に果した積極的役割払大川一司が早くから指摘していたことであ

る。彼は最初在来部門と近代部門の併行的成長（concurrentgrowth）ということばでそれを提

起し研究の進行とともに，在来部門の成長に依存しつつ近代部門が成長するという，より適

切な言い方にそれを修正した。こうした明治期のとらえ方をはじめ彼の日本経済成長につい

ての見方の輪廓は， ヘンリー ・ロゾフスキイとの共著 JapaneseEconomic Growth，一一

Trend Acceleration in the Twentieth Century一一一（StanfordUniv. Press, 1973, 日本語版

『日本の経済成長一一20・世紀の趨勢加速一一』，東洋経済新報社，1973年〉にまとめられ，大きな影響

を与えた。現在，外国でも日本圏内でも，開発経済との関連で技術移転問題に関心を寄せる潮

流は強いが，それらの潮流が日本を問題にしようとする時，その基礎または前提となっている

日本経済についての認識は， ほとんど大川のこの本のものだといってよいだろう。それだけ

に，少くとも国際化を志向する技術史家はこの本を一度くらい限をとおしておいたほうがよ

い。 この本の分析にしたがえというのではない， 支持すると否とにかかわらず， 山田の『分

析』に限をとおすことがマノレ経の学者との交流に役立つように，この木に限をとおしておくこ

とは近経の学者や外国の研究者との問題意識の交流に役立つからだ。

大川は最近はスタンフォード大学の有名な開発経済学者グスタフ ・レニスと共同で，第三世

仏） 「長期経済統計』全14巻は東洋経済新報社からでている。①国民所得， ③資本ストッタ， ④資本形
成，⑤個人消費支出，⑦財政支出，③物価，⑨農林業，⑬鉱工業，⑪繊維工業，⑫鉄道と電力，⑬地域
経済統計，⑭貿易と国際収支が既刊であり，②人口と労働力，⑤貯蓄と通貨が未刊である。⑪⑬以外は
現在書店では入手不可能であり，図書館を利用するより他ない。

(5) Kazushi Ohkawa, Differential Struture and Agricultuγe: Essays on Dualistic G何回th,Kino・ 

kuniya, 1972. この木も彼の仕事として重要である。
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界の学者もまきこんで， さまざまな発展途上国の経済発展の比較研究を行っている。 その成

果が昨年出版された（K.Ohkawa & G. Ranis ed. Japan and the DevelojJing Count門es,Basil 

Blackwell, 1985。 日本語版は大川一司編 『日本と発展途上国』，効草書房，1986年〉。この本を見ると，

レニスをはじめ， G・サクソンハウス，清川雪彦，小野旭などが技術移転問題をとりあげてい

て，このグループの技術移転に対する関心の高さがうかがえる。

しかしながら技術史家の歴史研究との距離はこの分野でも大きい。そしてここでも責任は，

半分は技術史家の開発経済への無関心にあると しても，半分は近経の側，とくに新古典派経済

学の理論にあらわれる技術のとりあっかL、にある。砲兵工廠における鋼銅砲だとか，国友の気

砲だとか，有田陶業の技術だとかいった形で、技術史を追っている研究者に向って，私がもっと

経済学者の研究に関心をもてとすすめると して，彼らにこのグループの文献を読めとまですす

める元気はない。読んでも彼らはその文脈にあらわれる「技術」にとまどい，それが彼らの研

究している技術とどう重なるのか，何を経済学者と協力すればよいのか，途方に暮れるのでは

ないか。

例を小野旭「鉄鋼業における輸入技術一一ブラジノレ， インド， 日本の比較分析」 （同書第7

章〉にとろう。 この論文は技術史家には周知の工部省、釜石製鉄所の失敗，釜石田中製鉄所の成

功を技術的適応の例としてとりあげ，それをインドやブラジルの経験と比較したものであるか

ら，技術史家にはたいへんとりつきやすいものだと思うのである。

ここで技術的適応といろ考えを説明しておころ。工業先進国から後進国へ輸入された技術は

しばしば先進国で稼動している時ほどの高い効率では稼動しない。大ざっぱにいって諸条件が

異なるからであるが，これを後進国の条件に合うよ号な変更を加え効率を高めてやるのが「適

応」である。経済学における適応の概念は，要素賦存状況とし寸概念を介してえられる。通常

経済の投入要素として主にあっかわれるのは資本と労働であるから，要素賦存というのは資本

と労働がたくさんあるかないか， したがってその価格が高いか安し、かということに関連してい

ると考えてよい。小野旭の図で説明しよう。図－ 1の α，Fの実線は，無差別曲線とか等量曲

線といわれるもので，異なる資本一労働の組合せで同ーの生産量があげられる点はこの線よ り

原点側には存在しないという限界を示している。その線は図のように右下り の下に凸の連続な

曲線となる と信じられている。今要素価格，つまり資本 1単位の価格 πと労働l単位の価格

（賃率）wが与えられると，曲線上の

dK , 
-{JL=Wjπ 

(6) 日本語版ではG.レニス，G.サク ソソハウス，“技術選擦の決定要因一一インドと日本の綿業”，G.
サクソンハウス，清川雪彦 “日本綿紡絞業における労働力の質とその需給について一一インドとの比較
による 1つの評価ヘ 小野旭“鉄鋼業における輸入技術一一ブラジノレ，インド，日本の比較分析”の三
論文にまとめられているが，英語版では同じ顔ぶれで5論文がのっている。
なお， この本とほぼ同じ比重で技術史家の検討に値する本と して，大Jll－司 ・南亮進編『近代日本の

経済発展』 〈東洋経済新報社，1975年〉がある。
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図－ 1 輸入技術の適応力

5～ 6トン高炉（水力による木製7イゴ

および熱風炉っき）

日

K，ト一一一一一一一一一’A
本 I I / :¥ zsトン高炉（蒸気を動力とす る鉄製送風機

および熱風炉っき）

yK. 

Lo L, yL。
労 働 出典 大川一司編『日本と発展途上国』， 182頁。

となる点つまり C点やB点で生産を行うことがもっとも安上りであることが簡単に証明でき

る。すると α，Pの形からわかるように， ω／πの値が小さい賃金の低く資本価格の高い（つま

り低開発〉国ほど最適点は右側へ寄る。すなわち最適生産は資本が少なく労働が多い， 労働集

約的組合せとなる。その逆の賃金が高く資本の相対的に安い（つまり先進〉国では点は左側へ

より資本集約的組合せが最適生産点となる。これが経済学者がしきりと口にする資本集約的技

術，労働集約的技術ということばの背後にある考えである。

さてそこで小野論文の文脈をパラフレーズしながら「技術的適応」の概念を説明すると，工

部省高炉は当時と して最新の技術で作られてはいたが，具合のわるいことは資本設備が安く賃

金の高いイギリスの要素価絡で最適生産できるように作られていたためA点にくるような技術

であった。賃金がはるかに低く資本設備の高い日本では最適生産点はC点だったのである。し

たがって工部省高炉はイギリスでは適正であっても日木では適正でなかった。それが工部省高

炉が失敗せざるをえなかった理由である。ところが工部省製鉄所の跡地にスタ ートした田中製

鉄所は， ずっと小型の高炉にもどると同時に， 木製水車動力のふいご（工部省は蒸気動力 ・鉄製

送風機〉を用いたり，輸送に荷車や馬車鉄道（工部省は蒸安峨関率牽引の鉄道〉を用いたりしてい

る。これらはすべて，資木価格の高く労賃の低い白木の条件に合せて，資本を節約しその代り

に労力をたくさん用いよろとし寸努力，すなわち「技術的適応」の努力であって，その結果田

中製鉄所は図－1のB点にあたるような日本の最適生産点からスタ ートすることができた。こ

れが田中製鉄所が，経営的に成功した理由で、ある。

この議論は大枠において技術史家に異論はないだろ う。等量曲線を用いた数学的証明を納得
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すると否とにかかわらず， 資本蓄積が少く資本が常に不足であり，他方で労働は常にあまって

おり賃金は低いという国では，できるだけ巧妙に資本を節約し，できるだけ巧妙に安い労働力

を活用する方向を資本家はめざすだろうし釜石田中製鉄所の努力はその好例としてよいだろ

う。工部省製鉄所の失敗は，木炭不足からコークスを用い炉内固化をみちびいたとし、う技術的

原因であり，一見経営的失敗ではないようにみえる。しかしこの製鉄所の第l次，第2次操業

のデータを見ると恐るべき高コストであり，操業が技術的に順調に進んだと しても経済的採算

は合わなかっただろうことは予想がつく。その理由は，この製鉄所のあまりにも近代的すぎる

設備が，周辺の釜石の諸条件にも，当時の日本の経済の諸条件にもうまく合わなかったためで、

ある。つまり，技術が適応していなかったからであることは疑問の余地はない。

だが問題はその先である。よく知られているように，その後，田中製鉄所は野日景義の指導

を仰ぎ，彼の弟子呑村小緑を技術長に迎えて精力的に技術進歩の努力を開始する。熱風炉を改

良し，輸送体系を改善し，さらには工部省の25トン大高炉の操業を成功させ， 60トン， 120ト

ンの大型高炉を建設し，構内輸送の鉄道化にも着手する。つまり田中製鉄所の技術進歩は図の

A点へ復帰する方向をまずめざし， その後図のさらに左上の方向，すなわちより資本集約的，

労働節約的な方向をめざして進んだことになる。そこで小野は問うのである。何故田中製鉄所

の技術進歩は， 日本の要素賦存状況に最適である C点をめざしておこらず， 日本にとっては不

適切であるA点をめざしておこったのであろうか？

ここ までくれば，技術史家はとまと、わざるをえないだろう。考えたこともない問L、を提起さ

れるのだからである。そもそも釜石の大高炉は田中製鉄所にとって工部省製鉄所の払い下げを

うけた時，すでに存在していたのであり，いわば遊休設備であったのである。若干の改造のた

めの追加投資は必要であるが，そもそも製品の需要が急速に拡大している時に遊休設備を稼動

させる というのはきわめて合理的行動でそれがC点であるかどうかなど問題にする余地はない

のではないか。それにいったん25トン高炉で成功した後，その経験をもとに60トン高炉に向う

ことは， 高炉が大型ほど有利であるということが常識化し く野呂景義なども規模の経済を前提とし

て語っている〉ていた当時として は， そしてまた先進国に早くおいつきたい後進国技術者の心

性に照らしでもごく自然ではないだろうか。それに小野はC点が存在する ことを自明の前提と

して聞を提出しているのだが，そもそも C点は存在するのであろうか。装置工業における規模

の経済は，装置は大きく した方が単位能力あたりの建設費は下るという事実と，装置の台数を

ふやさず大型化するときは人員はあまりふえないとし、う事実にもとづいている。つまり大型化

すると資本も節約されるが労働はそれをさらに上まわって節約されるので結果としてA点のよ

うな資本 ・労働の組合せが実現するのである。労働が要らなくなることを特徴とするよろな設

備を，わざわざ労働集約的に使うというようなやり方が存在するのか？ そのような技術が合

(7）例えば，彼の『釜石鉄山視察復命書』 （明治24年4月〉を見よ。
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理的であるとし竹考えは，経済学的に正しいとしても，その正しさは経済学が25トン高炉にも

とづいた極めて特殊な技術が曲線αの上にまんべんなく分布するという仮定をたてるところか

ら来るので，現実にはその技術はA点の近傍にしか存在せず， 田中製鉄所はその現実にはそこ

しか存在しない技術のとこ ろに向って現実的に移行して行っただけで、はないだろうか。

以上は，小野論文の何故田中製鉄所はC点をめざさなかったか？とL寸設問を読んだとき，

私の頭の中にすぐろかんで、来た疑問とと まどいの内容をできるだけ忠実に記述 した ものであ

る。それは，小野論文にかぎらず技術をあつかった経済学者の論文を読む際にしばしば体験さ

せられるとまどいなので，いわばその代表例と して書いたのであって，小野論文に対する私の

評価をあらわすものではないことを念をおしておきたい。小野論文自体の展開は私がここでだ

した 「規模の経済」についての問いとかみ合っている，そして，開発経済学者の固定観念とな

っている低開発国では労働集約的技術を選択すべきだとL寸通念に疑問を呈L，規模の経済の

存在すると ころではそれを考慮、した技術選択を行うべきであるとし、う適切な提言を行っている

論文である。疑問を感じた設問はその適切な結論にいたるための中間段階としてなされている

のである。

たいていの技術史家が小野論文を読むときに私と同じとまどいを感じるであろうことはまち

がし、ない。そして，それは大切な疑問である。 何故なら，それは技術史家の技術についての発

想と，経済学者の技術についての発想とのズレから発生しているので，そのズレを；埋めようと

する努力がすなわち私たちの課題である「産業の技術」への通路を形成するからだ。 小野論文

をともかくも理解しようという格闘をとおして，技術史家は，生産のコストだとか，関連して

くる労働の量と質だとか，通常の彼の関心にはあまりのぼってこない，しかし，技術のあり方

を深く規定 している要因について考えざるをえなくなってくる。逆に経済学者は，彼の数量

化できる変数への過剰な関心，理論のための単純化の傾向の中で，切り捨てられたものの重要

性を，技術史家の素朴な疑問とつき合うことによって再発見させられることになるだろう。

実は釜石の経済的採算については私も ごく素ホ卜な分析を試みたことがある~~， そこで最も決
定的な役割りを果しているのは，小野論文では全く考慮されていない木炭価格であった。 木炭

の問題を考慮することによって，装置の規模と要素！依存状況の関係をもう少し狭く描くことが

可能であり，小野の提起している問題をもう少し具体的に論じられる可能性がありそろに思え

る。岡田広吉をはじめ当学会でも研究蓄積の多い釜石の問題などは， 経済学者との対話の開始

のために，絶好の場所かも しれない。

開発経済学者が，どのよろな角度から日本技術史に関心を寄せるかを概観するために，ちょ

ろどよいと思われる文献は，石川滋の “AppropriateTechnologies: Some Asp巴ctsof Japanese 
ω 

Experience，， である。 石川滋は， 中国経済を中心にアジアの発展途上国経済で数多くの業績

(8) 中岡哲郎「技術史の視点から見た日本の経験J，中岡・石井 ・内田，前出書〔（3）参照〕。
(9) A. Robinson ed., Approp門＂ateTechnologies for Thiγd World Developmeut, Macmillan, 1979, 
pp. 75～132. 
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を残している学者で，とくに技術の経済に対する役割に関しては，私はこの人の論文から教え

られるこ とが多かった。 日本人の文献を英語で読まねばならないというのが少々 難儀だが，こ

の論文ののった本自体が国際経済学会によってイランで、行われた適正技術についての国際会議

の記録であり，石川の報告もそこで、行われたものだけにやむをえない。これからはこういうこ

とがふえるだろう。

例によって，経済学的説明のところではとまどいを感じさせられたり理解しかねたりする部

分が多いが，技術史家は第一近似としてはそろいう部分はとばしてよんでよい。小野の主題と

同様に「技術的適応」の角度から，明治以来の近代技術形成過程が論じられているのだが，適

応の度合いをみる基準は，要素賦存状況だけではなく，当該国の技術レベル，経営能力，市場

の状況と需要の構造，などかなり多角的にえらばれてお り，そこでとりだされている構造的問

題は，経済学の素人の眼から見ても相当面白い。 明治期の造船，製鉄から，繊維産業，そして

自転車から自動車産業まであっかわれている中で，堺の自転車産業や，自動車工業における三

輪車や小型車の役割を論じたところは，と くに私には興味深かった。 このへんも対話の開始に

は手頃な場所かも しれない。

明治の繊維技術を中心に

さて前節で紹介した大JIいも小野も石川も一橋の名誉教授又は現教授であるが，こ うした人び

との影響をうけてか，一橋グループには産業技術への関心が強く， 最近は経済研究所を中心に

「日本の産業技術の発展」に関するワ ークショップ (1984年12月〉を行うなど， かなり系統的
ω 

に産業技術史にとりくんでいる。たぶん，このワークショップの発展であろうが，同研究所の

「経済研究」の1986年7月号（第37巻第3号〉も 「近代日本の生産 ・技術 ・労働」を特集してい

る。加古敏之，南亮進 ・牧野文夫，尾高健之助，清川雪彦，斉藤修による五本の論文がのって

いるが， その中で清川雪彦 「西欧製糸技術の導入と工場制度の普及 ・定着」をとりあげてみた

L、。

この論文は官営富岡製糸場の再評価（意義再考〉をめざしたもの である。 明治の洋式技術移

転の中で製糸業の場合はかな り特異であり，模範工場としての富岡を頂点に，前橋製糸所，築

帥 このワー ク・ショップの報告論文は同研究所からでている。全リストを紹介することは不可能である
が，私の興味を強くひいたものを紹介すると，
No.4 大塚勝夫 「明治期における造船業の技術選択と資本収益率J
No. 5 商売進・牧野文夫「製糸業における技術選択」
No. 7 斉藤修 ・阿部武司「賃機からカ織機工場へ」
No.11 尾高爆之助「初期工業化過程における職人の役割」
No. 13 松田芳郎 ・佐藤正広 ・有田富美子「明治末期の工場生産の経営形態」

~~ 5本の論文の清川以外のものは，
加古敏之「農業における適正技術の開発と普及」
南亮進 ・牧野文夫「製材業の動力革命」
尾高爆之助「金属加工業における職人の貢献」
斉藤修「都市雇用構造の変化とその人口学的帰結」
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地製糸場，赤坂勧工寮製糸場などの洋式技術が， 主と して模倣をとおして流出し，従来の座繰

技術と折表されて簡易器械製糸技術として成立した後，初期の製糸業の爆発的成長を支えると

いうのがほぼ定説となっている。著者はその定説はみとめつつも，その定説の確立してくる過

程で， その反動として富岡製糸場は， 「官営の ‘直訳的’技術導入であったがゆえ， 市場に十

分適合的でなく且また冗費も多く，経営的に多々深刻な問題を抱え」等々とあまり高くない評

価が経済史の領域で定着したことに疑問を感じ，その果した役割を再評価しよ うというのであ

る。実はこの問題設定そのものは，私自身には少々違和感がある。私は富岡を上のような特異

な形態の技術移転の媒介をなした工場として，またそのための訓練と普及のセンタ ーとして，

明治の官営工場の中のもっとも成功したもののーっと考えてきた。この論文を読みながら，

「経済史にはそんな評価があったのかこれは勉強しなおさなくては」と思ったのである。その

ようなとまどいは別として，富岡の果した役割は大きいということを，主としてそれが最も整

備された近代工場であったという点に着目するところから解き明そうとするこの論文の方法は

注目すべきである。

技術が生産と結びついてくる場所を，単に煮繭とか綴掛装置といった個々の局面でとらえる

のではなく ，器械装置，分業と労働編成，工程管理，品質管理，労務管理といったすべての統

合されたシステムとしての工場であるとしてとらえ，そのようなシステムとしてみると富岡は

先に名をあげたような当時の他の洋式工場とは比較にならぬ抜群の近代性，先進性をもってい

たのだと著者はみとめる。そして明治20年後半を「水車を動力源とし，級掛装置を備えた木鉄

製椋械による繰系を基本とする簡易器械製糸技術の類型が」ほぼ固まり大勢となりつつあった

時期ととらえ，その頃から普及確立してくる「明らかに 1つの日本的特色とでもいうべき共通

性をもった工場制度の型」の形成と普及に富岡の果した「触媒機能」を清川はさまざまな角度

から論じている。彼の指摘している富岡で発展させられた再繰式繰糸法と日本的労務管理の関

連だとか，工女派遣と大型工場設立の関連を示す府県別図などは，夜、にはたいへん刺戟的であ

り考えさせられたものである。

この生産をシステムとしての工場においてみるという視点は，この論文の前作である「日本

綿紡績業におけるリング紡機の採用をめぐって」 （『経済研究』 1985年7月号〉でもすでにあらわ

れている。これは明治の紡績業におけるミューノレからリングへの技術の切りかえという，よく

知られかつ古くから論じられて来た問題がとりあげられているのだが， ミュ ーノレに依拠した工

場とリングに依拠した工場は，生産構造において差異があるのかをつきとめたいという関心が

論文の一つの軸をなしており，古くから論じられてきた問題に，新鮮な結論をだすきめ手にな

っている。たとえば「女工比率を高めるために」リソグが導入されたというような主張には，

この検討をとおして否定的な結論が説得力をもってみちびかれるのである。

こうしたシステムとしての工場への着目は方法論的にも面白し、が，当然そこから労働の秩序

や管理などの問題をとおして文化へまで関心はひろがりうる。富岡の論文で清JI／は建設過程で
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みられた反対運動をとおして文化の問題，さらには日曜休日制の問題をとおして太陽暦への改

暦問題まで幅をひろげている点も興味深い。産業や経済へ関心をひろげる ことによって，技術

史家がともすればせまい個別技術の細部へはてしなく関心をしぼって行くことから，よりひろ

いつながりへ眼を向けて行く効果の功徳を私はのべたが，つながりはどのへんまで及びうるか

の一例といえよう。実際技術移転というのは， 典文化の接触と融合（又は背反〉として観察す

べき現象でもある。

もう一人，一橋大経済研究所で技術史的テーマを精力的に追っている人物として，南亮進を

あげておきたい。南は『動力革命と技術進歩』 （東洋経済新報社，1976年〉 とし、 う有名な本もあ

るし，Technologyand Cultureに論文を発表したりしてもいる（＂MechanicalPow巴rand 

Printing T巴chnologyin Pre 

として認、識している人もあるiまどで今さら私が紹介するまで、もなし、かも しれぬ。しかし「技術

普及の諸条件一一力織機の場合一一」（『経済研究』 1982年10月号〉とし、うちょっと注目すべき仕

事だけはふれておきたし、。何がちょっと注目すべきかというと，これは南の単独論文ではなく

石井正 ・牧野文夫との共同研究である。石井は木製力織機の成立過程の研究（「豊田佐吉と織機

技術の発展」 1～6' 『発明』 1979年l～6号〉でよく知られた技術史家だからだ。技術史にもよ

く通じた経済統計の大ベテランと，織機に通じた技術史家との共同研究というのは，私がこの

展望で論じている技術史と経済史あるいは経済学との対話という主張を， ちょうど実行して

いることになる。それがどの程度成功しているかとい う点には， 関心を寄せずtこはいられな

し、。

結論としていえば共同はかなり成功しているし，今後の共同のあり方について方向を示すも

のであるともいえよう。もともと繊維産業は戦前期の日本の経済成長を支えたものであるだけ

に，経済史的には港大な研究の蓄積があり技術史家の領域というより，経済史家の領域といっ

てよいほどである。しかしこれらの研究を読んでみるとすぐわかるように，個々の研究は特定

の地域に深くつっこんだものが多く ，その蓮大な蓄積の中から全体的動向とその内的ダイナミ

クスをつかみだすことは，'.id：、外に困難なのである。南による統計処理は，その全体的な動向と

その内部にはらまれている構造的差異を，かなりあざやかに，限にみえる形にしてくれる。例

えば図ー2は，この論文にのせられている力織機化率の，織物別，生産地別の推移を転載した

M 清川は経済史の領域では繊維技術に最も深くつっこんでいる研究者と して注目すべきである。 『経済
研究』にのった仕事だけをあげてみても，
“綿工業技術の定着と国産化について一一日本，中国およびインド綿工業比較研究：（1）戦前日本一一”，

第24巻2号， 19730

“中国綿工業技術の発展過程における在華紡の意義一一向上（2）解放前中国一ーペ 第25巻3号，1974。
“インド綿工業における技術と市場の形成について凶，問一一向上（3）独立前イ ンドーーへ 第27巻3号，
4号， 1976。

“中国繊維機械工業の発展と在翠紡の意義”，第34巻1号，1983。
これに本文で紹介した2論文が続いている。初期の論文の解釈には私は若干異論もあったが，後にな

るほと・技術についても教えられることが多くなっている。
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明治期技術の経済学的研究（中岡）

図－ 2 力織機率 ：主要機業地
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ものである。ここで力織機化率と呼ばれている ものは総織機台数中の力織機台数の比率であ

る。 1910年ごろから手機から力織機への移行は急速に進んどといわれているが，その内容がど

れくらい地域によって異なっていたかを知っておどろかされる。

技術史に関心をもつものはこの図を眺めてただちに，製品の差，福井の羽二重と西陣の帯，

知多や泉南の白木綿と伊予の緋といった製品の差による製織過程の技術的差異は，力織機採用

の経済的有利さを大きく左右したはずであることに思い及ぶであろう。製品の種類によっては

手機は必ずしも力織機に技術的に劣る生産手段ではなく ，それが最適の場合もあるのである。

もちろん，そこからただちに図－ 2にあらわれた差異を説明するわけには行かぬ。技術的特

性，製織の全工程にそった地域聞の分業，それにともなった工場化の適否，電力や機械サービ

スの有無，市場の動向等が細かく分析されねばならぬだろう。そしてそこまで行くと統計的手

法はややも どかしくなる。論文は，工場化の進展，製品の種別，電力の普及という三つの要因

について力織機化への影響を検討し，工場化が力織機化にもっとも大きな影響を与えたことを

確認しているが，そのよ うにいわれてもこれはどちらが原因であり結果なのか，われわれはと

まどわざるをえない。つまり統計は工場化と力織機化は密接につなが りながら同時に進行した

という， ある意味で常’識的に了解可能な事実を明らかにしたにとどまり，それ以上は語らな

い。もちろんその事実確認だけでも意味は小さくないが，そこから先，つまり図－2から触発

される聞いの全体的な解明は，個別史的な技術史的，経済史的研究にゆだねられる領域となら

ざるをえないし，そこにこの種の共同研究に技術史家が独自の役割を果しうる根拠があるとい

えよう。

この論文で石井の分担がどうであったかということは論文を読むかぎり不明である。彼が書

いたことはまちがし、ないと思われる力織機関発者に関する分析の部分は論文全体の脈略からは

少し浮いた印象を与える（ただし，技術史としてはおもしろく，国産力織機開発に機大工が果した役割

が意外に小さいのは何故か？ というきわめて重要な問題提起を行っている〉。 しかし， 石井が私およ

び内田星美との最近の共著（注3）にょせたや繊維機械技術の発展過程。では統計的処理による

問題の提示，個別史的研究の援用によるその深化という手法はほぼ自家薬龍中の物とされて，後

発国における繊維機械技術の開発と生産，その普及とし、う過程にかかわってくる諸問題が浮き

ぼりにされている。その点ではこの分野の技術史研究者の検討すべき重要な論文といえよう。

~~ この領域では『経済研究』の仕事にあまりに紹介がかたよりすぎた感があるので，同じ問題意識に立
ちつつやや異なったアプローチをとる米川伸一「明治期大紡績企業の職員層」 〈『社会経済史学』，第51

巻第4号，1985年〉についてふれておきたい。 この論文は明、治の紡績の初期にめざましい業績をあげつ
つ，やがて不振におちいって行く大阪紡や，初期にはさまざまな瑳鉄をくりかえしつつやがて主導企業
に成長して行く鐙紡などを対比しつつ，紡績工場が大企業に成長して行く時に当然直面しなければなら
なかったマネジメントの変貌の問題を，職員層の形成の仕方と役割という面から論じており非常に面白
い。 清川と同じように着目点は組織であり企業であるが，分析の仕方は記述的であり，技術史家にはな
じみ易い。米川の論じている職員は半分は技術職員なのであり，ほんとうは技術史家がこのテーマを，
工業化初期の技術マネージャーの問題と してとりあげてもよかったのである。
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東と西 ・織物技術の世界史

一橋の研究者ではプロト工業化とし寸視点から精力的な仕事をしている斉藤修の仕事にもふ

れたいぷ，あまり視野をひろげるとおさまりがつかないので，彼と安場保吉の編著『フ。ロト工

業化j明の経済と社会』 〈日：本経済新聞社， 1983年〉に国際比較の観点から見られた幕末明治のか

なり面白い論文があるとだけ言って，他大学の研究者に話を移したい。

清J11や南の分析している製糸業や織物業さらには綿紡績業における技術変化は，統計資料の

関係からほぼ1900年以降に限定されている。しかしそれらは幕末開港を機にそれぞれの領域で

開始された一連の変化の延長上にまちがし、なくのっている。幕末開港と同時にはじまった変化

が相互に影響しつつ，明治維新後の廃藩置県をはじめいくつかの措置によってさらに加速をつ

けられ，土着の技術革新や洋式技術の土着化を次々と生みだしながら1900年以後の発展へとつ

ながって行くさまを見ると，私はかつて服部之総によってのべられた原生的産業革命というこ

とばをどうしても思い浮べたくなるのである。プロ ト工業化という問題意識が，純粋に農村的

な経済の中に一定の基盤が成熟して，急激な工業化へ向つての社会変動の開始される寸前のよ

うな「動きかけている社会」に対する注目をあらわしているとすれば，ちょうどそのような状

態またはその少し前の状態にあった農村的社会が，西洋の影響とし、う外的衝撃をうけることに

よって，半分は外側からの力にひきずられ半分は自らの内部に成熟した力に押しすすめられた

急激な社会変化を工業化へ向って開始して行く姿への注目を，原生的産業革命ということばは

代表しているように思えるのである。

現代の第三世界の工業化への試みも，純粋に農村的な経済に支えられた社会と文化が，西洋

の影響とし、う外的衝撃をうけることによって開始された社会変動なので、ある。その進行の相を

日本の場合と重ねてみるとき，服部之総がこのことばにこめた問題意識は，相当にスケールの

大きな，後発国工業化あるいは現代世界の構造にもふれるような問題をはらんでいたので、はあ

るまし、かと思えてくる。ただ彼をとりまいていた，あまりにも『資本論』直訳的な白木のマル

クス主義史学の学風が，この問題をそれにふさわしいスケールで、発展させるこ とをさまたげた

のである。しかし，時代は変って，マノレクス経済学の方法をとる研究者の中から，この主題に

かみ合うような研究を，それにふさわしいスケールで、とり上げる若い人びとがでて きた こと

を，私はたいへんたのしい現象だと思っている。ここでは川勝平太（早稲田大学〉 と杉原燕（ロ

ンドン大学〉の仕事をとり上げたい。

川勝の考え方は，現代世界の構造の出発点をユーラシア大陸の両端の地域〈日本と西欧〉に，

ほぼ同時に対外進出の機運が生じ（西欧・「地理上の発見j切」，日本：「倭究室の時代」〉，その結果「日

M 斉藤修の問題提起と しては， 『プロト工業化の時代』 〈白木評論社，1986年〉 が検討に値する。なお
斉藤には阿部武司（筑波大〉との共同で織物技術史とかかわりある仕事も多い。ここでは， “明治後期
の賃機工賃一一大阪府泉南地方の史料による一一” （『経済研究」，第37巻l号，1986年〉 をあげておく。
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本人と西欧人が一定の時間・空聞を共有することになった。共通の時空とは十六世紀後半の天

竺 ・南蛮世界である」とし寸事実にまでさかのぼらせる点に特徴がある。こ こから出発したア

ジア（ただしインド洋世界〉と西欧の交流形態の変化・ 発展を， インド木綿の西方移転→大西洋

圏木綿市場の形成→近代的綿体系の成立という JI買で描L、たのが “木綿の西方伝播一一アジア内

貿易から大西洋経済圏ヘー一”である。これは産業革命の背景を理解するためにも出色の文献

であり，その点からも技術史関係者には一読をすすめたい。

川勝の主張の軸は以下のようである。すなわち，アジア産の綿花はもともと短繊維で太糸を

紡ぐのに適していた。そこで、16位紀後半の交流て、北へ向って伝播し， 日本，中国，韓国に定着

する木綿織物技術は太糸を中心にした技術であった。ところが，西へ向つては，インドの宮廷

を中心に非経済的強制をとおして特殊な技法で作られた細糸一薄地の綿布が，イギリスの東イ

ンド会社によって輸入され，圧倒的な流行を見たのである。 このインド綿布の圧倒的流行に対

してイギリス織物業は技術的に対抗できず，輸入禁止その他で対抗しつつ長年苦労する。競争

の焦点は極薄地のモスリンとなるが，この技術的解決のきめ手となったのが， lつには西イン

ド諸島における長繊維綿花との出会いであり，もう lつは細糸紡績に最適のミュ ーノレ精紡機の

発明であった。こうして細糸一薄地布を基礎とする西欧綿業技術の型が完成する。力関係は逆

転し，西欧木綿の東方への伝播がはじまるのである。 川勝の意見にしたがえば， 19世紀後半の

アジア綿業の発展は， 16世紀に北進し手紛太糸 厚地布一手織技術と して定着していた東アジ

ア型木綿技術が，同じ頃西進し，機械紡細糸一薄地布一機械織技術として完成した後再びもど

って来た西欧型木綿技術と，どのよう に出会いどのように変化し発展して行くかとしヴ問題と

して解かれることになるのである。

この川勝の意見は，すでに各方面にさまざまな影響を与えている。西方から来た機械紡績が

インドで太糸を生産するようになってそこから中国市場に輸出されるようになってはじめて土

布生産に根本的な影響を与えるようになって行くこととか，幕末開港以来の 日本の織布体系の

変化だとかが，この視点を入れることによってよくわかるからである。経済史の領域でも彼の

意見に刺戟されて，輸入綿布と国産綿布の競争を見直そうとする動きがある。私も彼の意見に

触発されて，幕末以来の綿織物技術の発展を解釈しなおす試論を書いたことがある。

西方で完成された機械紡織技術の東方への伝播の過程の分析を， 川勝よりもさらに一段と進

め，より構造的に分析することを可能にしたのが，杉原燕の綿業基軸体制とし寸提起である。

同 『早稲田 ・政治経済学雑誌』第270・271.272合併号（1982),pp. 100～135. 

なお川勝の主要な論文と して
“国際交流と日本一一経済史的接近”，国際交流』 34号
“明治前期における内外綿布の価格”“明治前期における内外綿関係品の品質”， 『早稲田 ・政治経済学
雑誌』第244・245合併号（1976），第250. 251合併号（1977）がそれぞれ車l］戟的で、あり検討に価いする。

－ M ‘‘Th巴 Roleof Dom巴sticTechnical Innovation in Foreign Technology Trar f，巴r一一Th巴 Case 
of the Japanese Cotton Textil巴 Industry”， OsakaCity Univ. Economic Review, No. 18 (1982）。

肋杉原誌はも ともとはインドが主領域の経済史家であるが，日本についてもいくつかの仕事がある。
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表－ 1 アジア間貿易のマ トリ ックス（単位千ポン ド）

1883年

ず輸出イン 卜
｜翁入

輸出
東南 ／ノ『←ア輸入

ー輸出日 本
輸入

1898年

イ ン トー輸出
輸入

東南アンア輸輸入出

日 本輸出
輸入

1913年

イ ン ド翰出
輸入

東南アジア輸輸入出

日 本輸出
輸入

インド事ジヲ 中 国日 本 言l

5.26 8.44 3.02 16.72 
3.31 1.07 0.26 4.64 

3.28 8.30 1.57 13 .15 
7 .13 5.25 0.92 13.30 

0.23 0.08 6.14 6.45 
2.00 4.18 4.70 10.88 

インド 東南
中 国 日本アジア

10.11 8.47 13.83 32.41 
19.52 1.42 2.49 23.43 

20.00 13.93 5.65 39.58 
13.01 13.31 3.07 29.39 

2.37 2.43 22.15 26.95 
16.09 8.92 9.49 34.50 

アジ 7~t

20.93 
6.37 

14.70 
14.17 

8.04 
13.53 

アジ7~t

41. 70 
26.58 

42.93 
32.44 

36.56 
42.00 

（？主） 日本の対インド~易は ピJレ7向けを区別 し ていないので， イ ン ド
jJ!iJの対日本貿易におけるインドと ピルマとの比率を利用して．イ
ンド向けと東南アジア向けとのf反りわけを行った。
（出典：ともに杉原論文）

図－ 3 アジア間貿易の主要環節

（単位100万ポン ド）

(1883（ド） 日本
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5007］ポンド以上の環節のみをかかげた。
数字はF0 Bベース。1898年と1913年の
東南7ジアの対中国輸出には香港経由日
本向け輸出がかなり含まれているので，
日本の輸入統計を参考にして調整した。

それは彼の “アジア間貿易の形成と構造”（『社会経済史学』第51巻第1号，1985）とい う論文で提

起されている。彼の論文から引用 した表－ 1と図－ 3で説明する。図に示した四つの主要ブロ

ック聞の輸出と輸入の流れと してアジア間貿易を分析してみると，19世紀末から20世紀初にか

けて，アジア内部の貿易の急激な成長がみられる。その物の流れは1883年の段階で、は図の上段

のごとく インドから中国への一方的な物の流れで、あり ，その 8割は阿片， 1割強が綿糸といろ

比率であった。これが従来からの阿片を軸にしたインド ・中国 ・イギリスの三角貿易といろ説

の根拠となっていたものである。

しかし それから15年をへた1898年になる と， 物の流れは図のごとく複雑化して行く。この

流れの中で日本→中国，イン ド→東南アジア とい ろ新しい流れは綿製品である。 インド→中国

の流れで、も綿糸が阿片を追いこして行く。つまりこのアジア間貿易の成長は，まずインド，とた

に日本に成立した近代紡績業と，それに対応しておこったアジア内消費向けの手織生産の急成

玉井金五との共編の『大正／大阪／スラム』 （新評論， 1986），“日本的労務管理の原像”（『経済セ ミナ

ー』1984年10月号〉なども注目に値する。
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長によってひきおこされたものである。それから15年をへた19日年には貿易はますます成長

し，いくつかの逆方向の流れが加わって物の流れはさらに複雑化しているが，これは綿業の発

展にともなって生産地向けの食糧，棉花等一次産品の輸出がふえて行くためで、ある。

杉原の提起の極めて新しい点は，西からの影響に対応してアジアの内部に自生的に発生した

反応の輪廓が，明瞭にとらえられている点である。従来の世界史的アプローチは，三角貿易論

などにも明らかなように， アジアがし、かに従属的に〈一方的に〉に西欧の世界貿易体系の中に

組みこまれて行ったかを強調するものであった。それに対し，彼はアジアの内部に西欧の衝撃

をいわば引金としてはじまった内的発展が応汎な地域を巻きこんであったことを事実として提

示しているのである。変化の内容として彼の示しているものは概略次の 3点にまとめられよ

う。①アメリカ南北戦争による棉花不足を機にはじまったインド棉花栽培の発展，②インドの

近代紡績業の開始と，インド産紡績糸の浸透にともなう東アジア地域での手織木綿生産の発

展，③上記の変化にともなろアジア内での工業（プランテーションも含む〉一食糧生産の分化。一

部の国の食糧生産への特化。

この②の部分が川勝平太の問題提起と正確に重なってくるのである。西方で完成された細糸

一薄地布系の製品は，厚地の綿布にならされた東アジア民衆の衣生活に直接浸透することはで

きなかった。 中国でも日本でも既存の織物業に紡績糸が入りこみ厚地の織物の生産に一種の革

新をもたらすことによって大衆の市場に入りこむのである。この時期の中国の土布生産の発展

については， 例えば中井英基（北海道大学〉の “中国農村の在来織物業一一ー清末民国期を中心

に一一” （宏場保吉 ・斉藤修編，前出書所収〉のような手頃な文献がある。この論文は当時中国の

農村の衣生活が，厚手の土布の「耐久力と保温力」を求めていたため，都市には容易に入った

西欧製綿布は農村には号け入れられなかったこと，そこで、影響をあたえたのは1880年代以降の

低番手のインド製綿糸の流入であり，それはインド糸を経糸に手紡糸を緯ー糸に交織した新土布

の形でとくに消費市場に影響を与えたことを明らかにしている（同書， pp134～7）。この新土布

の役割は，明治初期の日本の綿織物業の発展に半唐物とよばれる同形態の交織の果した役割と

符合していて興味深い。半唐物の果した役割とその技術的意味については， 私の前出論文（注

13）が， 若干の仮設的説明を試みている。 ころした類似の存在は， 川勝の指摘ともあいまっ

て，この時期の日本綿業の発展を日本のみの現象としてではなく，東アジアの綿業体系全体の

中にインドを媒介として入って来た西からの影響によって開始された変化として見るといろ新

しい視角を要請している。その角度から日本 ・韓国 ・中国の織物業にこの時期生じた変化を相

帥 アジア間市場の成長ということで杉原の指摘している一連の変化に不可分の形て、明治の日本の経済成
長があったという事実は，綿業以外のさまざまな面でも重要である。例えば，洋式の技術と日本の伝統
的零細経営形態を結合させた「移植産業」とよばれる一群の産業 〈マッチ， 石l捻洋傘，メリヤス等〉
がこの時期とくに輸出産業として重要な役割を果すが，これもアジア間市場の形成と結びつけてはじめ
て理解できる現象である。移植産業については，菊浦重雄『日本近代産業形成期の研究』 〈東洋経済新
報社， 1977年〉がくわしい。
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互比較し，その技術的意味をさぐるといろ仕事は技術界にとっても極めて興味をそそられる，

魅力あるテーマではないだろろか。 川勝や杉原をしのぐ意欲でもってこのテーマに野心的にと

りくむ若い技術史家がぜひあらわれてほしいものである。

おわりに

産業の技術とは何か？ といろ聞いを出発点として，技術と経済の接点のところで， 日本産

業の技術の問題を意欲的に追っている人びとの仕事を，時代的には明治周辺にしぼり ながら紹

介してきた。 仕事の選択は若干私の好みに偏ったところがあり紹介の仕方も相当に私の主張を

こめたものであることは読まれたとおりである。技術史家のおちいり易い傾向と経済史家のお

ちいり易い傾向を対置し，それ故にこそ，両者の協同のもたらす相補的かつ相互刺戟的役割の

大きさを私は強調してきたのだが，この技術史家と経済史家の区別は必ずしも分明でないこと

はいっておかねばならぬ。現にわが学会の名簿の専攻の欄で、経済史・経営史となっている人

は， 50人をはるかにいえている。それ以外に経済学 ・経済地理などの人びとも入れれば100人

になるだろう。そのこと自体が， 経済学側からの技術史への関心がし、かに強いかということ

と，実質的に技術史家のかなりな部分は経済史家であることを物語っている。事実これらの人

びとの中で私が技術史家として尊敬し，常々その技術史的仕事を見落すまいと気をくばってい

る方々は十指を下らない。そこには技術史と経済史の協力どころか，融合が実現されている観

がある。

しかし，そのよろな状況にもかかわらず，いやそのよろな状況故に，私は協同の必要を説く

この展望を書いた。産業技術史学会が，これほど多く経済，経済史，経営，経営史関係者で占

められているといろ事実は，この展望でも私のふれた，近代日本の経済成長と産業発展の過程

を板底的に理解したという潮流が， 「技術史」へ関心の焦点をしぼってくる状況を反映してし、

るのではないだろうか。とすれば，そのような関心に応えて，学会が技術と産業と経済の接点

のところで， 日本の近・現代史のさまざまな問題点を解明して行くような作業にとりくむこと

は，この学会の独自活動の領域として極めて重要ではないだろうか。

この展望ではことさらに，技術史と経済史の間にある研究の断絶，問題意識のズレ，新古典

派的な技術概念への違和感などを強調して来た。それらは，実は，経済と技術をつなぐことを

仕事にせねばならぬ場所にいる私が， 日常的に痛感させられている点なのであり，技術史と経

済史 ・経営史がここまで相互に歩み寄りつつ協同を求めながら，あまり実りある成果のでてこ

ない原因は，このへんにあるのではないだろうかと考えている点なのである。具体的には，そ

れを克服することは，経済学者や経済 ・経営史家と共通の論点について討論を深め，われわれ

~~ この展望ではこれらの人々 の仕事は除外し， 主と して学会外の，あまり学会員に知られてないと私の
判断した経済学者，経済史家の仕事を紹介することに目標をしぼった。これは，この人々の仕事を無視
したので、はなく，これらの人々 をここでは技術史家とみなしたのであると了解していただきたし、。
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の疑念や違和感を率直にぷっつけながら，協同のポイントをみつけて行く以外にないだろう。

さしあたり，今年の総会で確認されたように，来年の 9月には，わが学会と社会経済史学会，

Pasold財団，NeedhamInstituteとの共催で “TextileHistory : East meets West”とし、ぅ

テーマのワ ークショップが計画されている。この準備のためこの 9月に社会経済史学会との間

で、行われたミニ ・ワークショップの討論などはかなり実りの多いものだった。こうした試みを

次々と積み重ねて行くことの中から，新しい方向の見出されてくることに期待したい。
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