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とそれにもとづく討論が行われた
。

はじめに

研究発表のタイトノレとそのスケジュ ールを
示しておく 。

一昨年秋（ 1987年 9月
〉
， 京都西陣織会館に

。

おいて産業技術史学会，社会経済史学会，そ

1
7日

して英国のパソ ーノレド研究財団， ニーダム 研
究所の共催で染織史の国際比較に関する国際

議長 ： 吉 田光~ll （京都大学〉

会議が行われた。本稿はその会議で発表さ れ

発表 ．中岡哲郎〈大阪市立大学〉／宮島久雄

た報告論文と討論の内容を紹介し，そこで議

（
京都工芸繊維大学〉／相川佳予子〈奈良女

論された問題点と今後の研究の方向を探ろう

子大学〉／芳井敬朗（花園大学〉／西沢保

とする ものである。

（大阪市立大学〉 「西陣の染織史における
東と西の出会い
」

まず本会議の参加 メンバ ーについて簡単に

コメンテー ター ：ジェニファ ー・ タン（ ニ

述べて おく。 日本からは約30
名そ して英国，

ューカ ッスノレ大学〉

ニュ ージーラン ドから1
7
名が参加した。そも
そも染織産業の歴史に関する国際会議を開催
すること自体わが国ではきわめて異色であっ

議長 ＝ ~ クシ ー ン ・ パ ー グ（ウ元 ー リッタ大

たが，その上このよ うに多数の参加を外国よ
発表：斎藤修〈一橋大学〉／阿部武司（筑波

り迎えた例はそれ以前にはほとんど無く，画

大学，現大阪大学〉 「賃織から工 場 制 へ

期的な催し であった。

一一明治後期における綿織地帯」
コメンテーター・ ダンカン ・ビセノレ（ダラ

6日に川 島織物，J
I
I
村織物そ して古
会議は 1
代友禅苑訪問のエクスカーションから始ま

ム大学〉

り，現代に活動する日本の伝統的染織産業を
見 学 し そ こ で 参 加 者 た ちとの親睦も深めら

発表 ．パット ・ハドソン（リヴァプーノ
レ
大

れた。その晩には開会の パーティが聞かれ，
正規の参加者の登録が行われた。翌1
7日から

学
〉

は三日聞にわた る非常に中身の濃い研究発表

織と椛造」

* 1989年 2月24日受理
料上智大学比較文化学部
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コメンテイタ ー ・ジム ・ヒギンズ （ウェリ
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議長 ・ジョン ・バット （ストラスクライド大

ソトン大学，ニュージーランド）

学
〉

。

発表 ・スタンリ ー ・チャッフ マン〈ノッテ
ィンガム大午〉「 1
9世紀極東における英国

1
8日

商会」

議長 ：リンダ ・グロウ ヴ（上智大学
〉

コメンテイタ ー

発表：内田星美（東京経済大学
〉 「
小幅縞木

杉原蒸（ロンドン大学，

SOAS)

綿とその代替大衆衣手i
j
−−幕末〜大正初
期の服装史 ・技術史 ・工業史の忘れられ

総 括 討 論 議 長 ：ネジュリ ・ハート

た接点」
コメンテ イター： デイヴィッ ド
・ ジェレミ

各報告の概要

〈マンチェスター ・ポリテクニック〉

まず中間教授らの報告からみていくことに
議長 ：清川雪彦〈一橋大学〉

する。この報告は染織の東西交渉史という本

発表 ：ダグ ラス ・ファーニー （マンチェス

会議全体への序章的意味を持っていた。宮島

タ一大学〉／米川伸一（一橋大学〉 「世界

教授による多くのスライドによる文様の東西

の木綿紡績産業における大企業の 出現，

交渉の説明も行i
つれて興味深かった。

1
883‑1
9
3
8」

本稿の問題提起は，工業化後発国が西欧技

コメンテイタ ー ．加藤幸三郎（専修大学〉

術との出合いの中でどのような仕方で技術
移転を行っていったかを，京都のテクスタイ

発表 ．ジョナ サン ・ザイトリン（ロン ド
ソ

ル産業の研究をとうして見ていこうとするも

大学，バ ークベッ ク・コレッジ〉「変貌する

のである。西陣織 と京友禅染は 日本を代表す

服飾産業一一一国際的趨勢と英国の反応」

るテクスタイノレで、あるが，特に明治以降の 日

コメンテイタ ー ：ジョン ・スタイル ズ〈プ

本の工業化の進展のなかで他のテクスタ イル

リストノレ大学〉

産業とは異質な発達をみた。絹製糸，木綿紡

。

績，木綿織物は一般的にいって西欧の機械技

1
9日

術を急速に取り入れその伝統的な特徴を捨象
してい ったが，京都のテクスタイノレはその対

議長 ：ネジ ュリ ・ハート〈ロンドン大学，ュ
ニヴァ ーシティ ・コレッジ〉
発表 ：デイヴィ

応において異な った特徴がみられる。それは

ド・ジェンキンス（ ヨー

京都では西欧の技術を熱心に取り入れたこと

ク大学〉 「日本市場の開放にた いす るヨ

は取り入れたが，京都の伝統的な特徴を捨て

γ

ーロッ パ毛織物生産者たちの対応」

さることなくむしろその伝統性を積極的に主

コメンテイタ ー：ト ニー ・ハウ〈ロンドン

張することによって新たな展開を行 っていっ

大学，LSE)

たということである。
京都の繊維産業は古代から宮廷との深い繋

発表 ：杉山信也 （慶応義塾大学〉 「東アジア

がりを持ち，特に空引 き機を使った高級な蓉

におけるテクスタイル ・マ ー ケティン

修品生産を独占していた。それも武士階級の

グ」

登場とともに，宮廷の独占は崩れ一部に私的

コメンテイタ ー ：リチャートー．ウイルスン

な経営が成長し，宮廷のみならず神社寺院そ

（イースト ・アングリア大学〉

して上流階級の需要に応 え て 発 展 し ていっ
た。しかし 1
6"
1
±
！
：
紀
後半に起 こった応仁の乱に
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より ，京都は戦場と 化 し織物職人たちは堺へ

国は生糸の流出を大量に促し価格の高騰をも

と移住した。堺は当時中立の貿易港として繁

たらした。西｜
時は大きな打撃を被ったが，職

栄しており，そこを通じて生糸の輸入もおこ

人たちは新しい技術の開発に努力し，絹に代

なわれていた。また明やポルトガノレやスペイ

替するものとして木綿を用いた製品や新種の

ンからの物産や文化 も入ってきていた。織物

製品を起こそうとした。こうして西陣は明治

職人たちはとくに明からの新しい織物技術を

を迎えることになる。

そこで習得することになり ，彼等が内乱後京

明治維新は京都の織物産業を更に不振に陥

都へ戻ったのち大きくこの産業を発展させる

れた。東京への選都は西陣織が依存していた

基磯となった。彼等は現在の西陣の地に居を

宮廷の人々の移動を：昔、味していたし，新政府ー

定め，以後ここから西陣織が産みだされてい

による制服の洋式化のために西陣は明治の半

くことになる。

ばまで不況にあえぐことになる。しかしなが

江戸時代に入り，京都，大坂，江戸といっ

ら京都人たちはこうした状況を黙って見ては

た大都市ばかりでなく ，地方にも都市が発達

いなか った。京都府は府内の産業振興政策を

し，経済化が進むと ，京都の織物産業はます

打ち出し
， 皇室 と政府からの財政的援助を受

ます増大する奪修品の需要に応えるべく生産

けてその実行に乗り出した。京都の染織産業

を拡大し， 日本における 一大生産地とな って

はこの中で立ち直りの契機を掴む準備を行っ

いた。 明から導入した技術はそれまでの単色

たのである。多様な産業振興政策のうち， ま

の織りから様々な色を横糸によって織り込む

ず第ーに重要な政策は従来の株仲間を廃止し

方法を西陣に与え，金糸銀糸なども入った豪

て西陣物産引立会社を設立した ことである。

華な製品が生産されるようになった。また伝

これはひと つには封建的な産業構造を解体 し

統的な絹機によ っても 比較的単純な文様の生

て近代的な合弁会社のようなものを作ろうと

地や平織の製品が作られたが，西陣の主力は

したものである。問屋制家内工業や生糸の供

あくまで空引き機による高級品であった。そ

給を支配していた商人たちを排除し，織工を

の複雑な技能を必要とする高級織物産業は次
8
世紀半ばに
第に労働の専門化を発展させ， 1

再編し，原料と製品の売買を管理しよ うと し

空引き機の株仲間ができると更に多種多様の

にはあまり大きな変化はなく ，むしろ経営者

株仲間が出現した。しかしながら株仲間によ

たちの団体という体をなしていた。第二に重

る製品管理や品質規制などが行われて西陣織

要な政策は養蚕から製糸にいたる原料の生産

物の独占が強化 されようとした丁度その頃，

を確保しようとしたことである。これは原料

西陣織産業の不振が始まった。株仲間による

から最終製品までの一貫した体制を作り出そ

たものであったが，結果的には雇用構造など

努力にもかかわらず技術が流出し始めたので

うとしたものである。しかしこの政策は日本

ある。桐生などを代表とする地方の田舎絹が
西陣にたいする競争力をもちだした。それは

全体の産業の展開によって具体的になること
はなかった。第三に今回の会議のテーマから

単に市場を奪われたということだけではな

みて最も重要な点は，振興政策の重点が技術

く，生糸の西陣への供給が減少することをも

の移転と普及へと除々に変わっていった こと

意味していた。この打撃に追い討ちをかけた

である。何人もの者がジャカ ー ド織りの技術

のが財政困難に陥り始めた幕府や諸務による

を習得するためにヨ ーロッパへ派遣された。

高級な消費財にたいする攻撃であった。水野

ジャカ ー ド織機についてはサミュエノレ ・スマ

忠邦に よる天保改革とくに者｛多禁止令 （
1
8
41
)

イノレズの「西国立志伝」が早くから翻訳され

が与えた影響は大きかった。続けて日本の開

ており，発明家のジャカ ー ドもその中に描か
75
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れていたことが関係があるかもしれないが，

5巻 1号 (
7
!
)

した織工の救済などを図ったが，それも失敗

おそらく府の御雇い外国人でフラ ンス人のレ

した。第二期の時代には西陣はそれまでの不

オン！デュリによる情報も大きか った。ヨー

況を取り戻すために積極的な活動を始める

ロッ パへ渡っ た職人たち の苦労は大きかっ た

が，それは時には府の方針と相容れない場合

が，技術の習得がすで7こ高い技能を持ってい

もあった。この間の問題は低品質製品の過剰

た職人たちによって導入されたことは意味深

生産の問題であった。品質の低下は，おもに

かった。彼等はまた日本と西洋とのギャップ

西欧技術の導入と関連がある。一つは木綿の

を技術者として実感することも可能であっ

縦糸を用いて絹に近い製品を生産し，こ れを

た。織物技術だけでなく染色技術の導入にも

本絹として販売し信用を失っていったことで

熱心で，共に外国から帰朝した職人たちは他

あり，また輸入染料の使用による染めの品質

県の職人たちをも含めた技術指導を行い普及

低下であった。輸入染料は最初は色が鮮やか

に努めた。京都から派遣された技術者たちは

でしかも低価でできたが，水に浸けるとすぐ

単に生産技術を学ぶ目的ばかりではなく，美

色おちしてしまった。これらは染色技術が未

術やデザイン習得を目指す者もいたことは注

だ発展途上にあったためて、もあるが，染色人

目に値する。

たちが必要な化学的な知識を持っていなかっ

明治前半の西陣の織物産業の盛衰は全国的

たことにもあった。 こうした状況をみて京都

なそれと呼応するが，それは一地方産業も日

府は新たに西陣織物会所を設立し問屋制度を

本全体が経験した政治的経済的な移行とは決
して無縁ではいられなかったからである。 こ

再導入しまた品質管理を強化させようと試

の期聞は四つに分けて考えることができる。

なく成功しなかった。西陣の大衆向け商品へ

第一期は維新から 1
875年までで，産業全体が

の転化を そのまま織物業者たちの倫理的堕落

政治的社会的に安定を欠いたことによる影響

と捉えることはおそらく誤りであり，むしろ

みた。しかし自発的な品質管理は現実的では

を色濃くうけている。特に伝統的な奪修品は

その背後にあった，技術者たちの積極的な技

大きな打撃をうけた。第二の時期は1
8
80
年ま

術開発への意欲が，た またま負のかたちで、出

での好況期である。社会的安定が達成され，

たと考えるほうがよい。しかし西陣はこの時

封建的な拘束から開放された実業が活発にな
りインフレイションによる 富 裕 感 が 強まっ

点で大衆商品を目指すのか，それとも伝統的

た。第三期は松方デフレによる財政縮少によ

としづ選択を迫られていたのであり，京都府

って引き起 こされた不、況の時期で、ある。 1
8
85

はまさに後者の立場に立って西洋の技術をさ

な高級品の生産にあくまでも固執するのか，

年に底に落ち込み，それ以降第四期の飛躍的

らに活用しうる方策を模策 して いたのであっ

な成長に入る。

た
。

先に見た京都府の産業振興政策はこうした

1
8
8
1年から始ま った不況は西陣にも打撃を

西陣業界の経験 した変動にし、かなる効果をも

与え，産出高は急速に滅少し返品の山が築か

たらし得たのか。第一期に対応するのが西陣

れた。 しかし織物工たちはこの中でかえって

物産引立会社の設立であったが，こ れは上に

自覚を高め，劣悪な製品を規制し， より品質

も見たように失敗に終わった。宮廷相手の取

の高い製品を産み出す技術を求める努力を行

引を独占し西陣の超有力者で、あった御寮織物

った。彼等は西陣物産会所をさらに改変し西

司を務めていた五つの家が会社に加わること

陣織物工業組合を設立させた。これは生産者

を拒否した。また参加した人々も何をしてよ

たちによる自己規制にもとづいた生産管理と

し、か分からなかったのが実情であった。貧窮

生産者同志の相互扶助を目指したものであ
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り，それ以前の組織よりも数段進んだもので

聞を見てきたが，大きな特徴の 7 つは京都の

あった。彼等の技術改良への情熱は国産ジャ

染織産業は一貫して家内制生産であり ， とく

カー ド織機と染色技術の開発にみ られる 。 ま

に出機を中心とした問屋制家内工業で あった

た飛び符の全国的な普及は京都の指導のもと

ということである 。 この近代以前からの特徴

に行われたのであった。

はジャカ ードを典型とする西欧技術の導入に

1
886年からの日本経済の復活と ともに京都

よっても変えられることなく ，むしろその性

の染織産業も 上向 きになったが，それを一番

格を強めたのであっ た。そ して京都の染織業

よく示しているのがジャカ ー ドの普及であっ

は小規模経営による高級製品の生産という道

た。ジャカードは従来支配的であった空引き

を選択し，新しい技術を導入しなが らも伝統

機を凌駕し複雑な文様織りの主流になった。

的な生産形態を保ち， またデザインにおいて

ジャカートは今まで以上に複雑な文様を織る

も伝統的な文様を重んじながら発展していく

ことを可能にした。 ジャカード織りのために

ことになるのであっ た。

必要な分業が徹底するの に長い時が費やされ
たが，西陣はいまや多様な文様を織り込んだ

こうした中岡氏らの報告にたいしてジェニ

製品を主力として市場に出てし、く道を見出 し

ファー ・タン女史のコメントは大きく分けて

た。このために京都はテ ザイナ ーや絵師の養

二つの点に関するものであった。第ーに労働

成にも力を入れる ことにな った。デッサンの

編成に関して，第こには技術に関するもので

習得のための教室が設けられ，それは後に京

ある。ーについては特に家族の役割が西陣で

都市立美術学校に発展していったしまた従

はどうなっていたのか。英国の場合，テクス

来専門の絵師を欠いていた染織産業は，たと

タイノレ産業は J~ i寸工業 と都市の工業 とに分化

えば陶磁器産業か ら絵師た ちを引 き抜いてき

し，農村で、は；
，
：業を補足する形で織物や編み

た。そう した中で、西陣織や友禅染に図案を供

物が行われたと考えられてきたが，最近の研

給する図案家（デザイナー〉や日本画の画家

究ではこの二重経済のモテ．／レが再検討され，

たちが輩出するようになり京都の染織産業は

家族の労働を一つの単位と して 家計を構成す

芸術的絵画的な作品を多く生産するようにな

るものであると見る見方が一般的になってき

ってい った。

ている。こう見ると都市と農村の労働の編成

京都におけるデザインの分野での西洋との

にはそんなには っきり とした区別をすること

出合いは京都の伝統的な絵画工芸， とくに琳

は難しくなる。 一体京都の絹染織産業におい

派との関連で，東京などの他の地域と大きく

て，家族労働はどの程度重要な役割をはたし

異なっていた。例えばア ール ・ヌヴォ ーなど

たのか， また英国の場合経済単位としての家

にたい して京都の工芸家たちはそれが琳派の

族は工場制への移行に重要な意味を持った

再輸入であり何等新しいものではないとして

が，京都にもそう したことが言える のかどう

有難がること はなかった。ま た そ れ と な ら
び，新しいタイプの製品のマ ーケテ ィングが

か。この点についての解答はなされなかった

発達し神戸にあった呉服問屋高島屋などは

いて ，農村への織物産業の流出を結果したの

自ら新しい百貨店へと成長す る過程で，西陣

かそれとも流出を阻止するために株仲間が形

の高級品を大量に上流 階 級 へ 販 売 し は じ め

成されたのかという質問があり，それに対し

た。 これが西陣や京友禅の高級化をさらにす

ては西陣の株仲間は特に桐生への技術流出を

が，西陣においてみられた株仲間の成立につ

阻止し ようとして成立 した ものであることが

すめたのであ った。

指摘された。桐生は江戸とし、う最大の市場に

さて ， こ うして京都における染織産業の展
77
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近接しており ， また生糸生産地にも近かった

ものが増加するようになるのかとい ったきわ

ため京都の織物業にとって最もてこ。わい競争

めて現代的な質問も出されて興味深い議論が

相手になりえたので，西陣としても自 らの産

行われた。

業を保護せざるをえなかったのである。
タソはま たなぜ西陣の中小製造業者たちが

午後のセッションはプロト工業化をめぐ っ

高島屋のように小売販売業へと改組しなかっ

肢が行 われ
てのマイ クロな研究の日 英の 比 l

たかとし寸質問をしたが，製造と販売との分

た。司会のマクシ ーン ・パーグ，そして斎藤

業が確立 しており ，販売をおこなっていた呉
服屋の大店はデパートへの転身を図 ったもの

修，阿部武司
， パット ・ハドソン らは この分

もあったが，製造業の場合プッティング ・ア

論客である。

野で多くの発言をしている国際的にも有数の

ウト制度が発展しており大規模化は産業の特

斎藤と阿部の報告は大阪府泉南地区の綿織

性に見合って いなかった，という解答がなさ

物産業のケ ーススタディで，賃機から工場制

れた。技術移転に関しては，技術そのものの

への移行の条件を考察している。日本の経済

移入は多くの場合失敗するが，輸入国の事情

発展の二重構造を形成した一方の産業は農村

に合わせた移転は多くの場合成功する ことが

工業であり ，その機械化をめぐる問題は 日本

しば しばであ ，
り 京都がお こなった努力には

経済史における重要なものの一つであ った。

圏内での技術普及のほかにどのようなものが

大規模な工業発展とともに，農村工業も明治

あったのかと し寸質問があった。これにたい

以来の日本の工業化に無視できない大きな役

して はとくにジャカ ー ドの場合木製のジャカ

割を果たしてきたのである。在来織物産業の

ードが作 られその安価さのために普及が早め

多くは賃機，或いは問屋制家内工業が支配的

られた こと が指摘された。

であり ， この生産形態がカ織機の導入ととも

他にフロアか ら，ジャカ ー ドの普及がそれ

に変化してきたのがその工業化の過程である

にもかかわらず遅れたのは技術的なものであ

が， しかしそれはさまざまな条件によって異

ったのか，それともジャカ ー ドで織られた製

なっていた。泉南地区は在来織物産業のなか

品を受け入れる市場があまり 十分で、はなかっ

でもいち早く力織機の導入に成功 した地域の

たからなのか，というものがあった。それに

ひとつであ り，それは また同時に経営形態に

ついて中岡氏らは，ジャカ ー ドそのものの操

も短期間に大きな変化が伴っ ていた ことでも

作の技術はそんなに難解ではないが，そ の周

特徴的であった。

辺の技術過程が整備されなければ〈例えば紋

第一次大戦以前の日本の綿織物産業は大規

孔過程〉生産は軌道には乗り得なかった，と

模な紡績兼営織布と 小規模な在来綿布生産者

答えた。ジャカ ー ドがもたらした新しい特徴

との二つに分かれていた。前者は輸出用と圏

として空引機と異なるのは，ファッションに

内の洋服への需要のための広 l
隔綿布を生産

たいして敏感に反応できたことではなかった

し，後者は主に伝統的な着物のための小幅綿

かとし寸指摘もされた。それにたいして は，
大量生産向けというよりも西陣の場合には，

布を生産し，その市場におけるシェアは前者
にくらべてはるかに大きか った。これらは比

帯という高価だがあまり同じデザインの品物

較的狭い地域に結集し，いわゆる産地を形成

が多くても 5本以上は作られない製品の生産

し独自 の生産物をかかえた地場産業と して成

に丁度おあつらえむきであったがために，採

立していた。そこでは問屋制家内工業が一般

用 される こととな ったのである。また西｜
却の

的であったが，泉南の場合，農村家内生産が

将来に関して，アジアの国々での下請け的な

主力で，問屋制の介入はまだ 見 られなかっ
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これらはかならずしも共時的にお こるとは限

た。 しかし急速に問屋の出現が顕 著 に な り
1
88
0年代の半ばまで綿布生産に従事 していた

らない。 しかし泉南などでみられた第一次の

8
90
年
農民は 3分の lにすぎなかったのが，1

機械化は同時に工場制の成立をももたら し

代の初めまでに80%の農家が問屋たちの賃機

た。それは一体どのような条件のもとでそう

仕事を行うようになった。

なるのであろうか。

ヨーロッパのプロト工業化 との大きな相違

1
91
0年代の力織機導入の条件と しては次の

は，泉南の場合問屋たちは地元の人々で都市

二つの理由が考えられている。ひとつには綿

の織元ではなかったという点である。これは

糸 ・綿布価格のシェーレである。先行 してカ

泉南だけの特ー徴とい うより 日本の問屋制家内

ルテノレ化 された紡績産業 と産地綿布業との聞

工業の特徴でもあった。ところでこうした地

の格差がその価格差となって 発生 した。そ こ

場産業を形成していた産地聞ではその製品の

で、産地の問屋や織元たちの間での利潤が減少

多様性に もかかわらずきび しい競争が行われ

したことである。第二に織工たちの賃金上昇

ていた ことがもう一つの特徴であった。明治

が考えられる。たしかに泉南の場合を 1
9
1
0年

の前期に輸入綿製品が全国的に販売された時

前の十数年間にわたって見てみ ると綿布と綿

に綿製品の産地の中には競争に敗れて姿を消

糸との聞にはシェ ー レが存在する。綿糸は上

してい ったと ころもあり ，またスラ ンプに陥

昇傾向にあるが綿布の価格は横ばいである。

ったとこ ろも多かっ た。 しかし不況から立ち

とこ ろが同 じ期間 の賃金を見てみると一方で

直った産地や新たに 出現した地域では，国産

農業労働の季節変動が賃機工賃に影響を与え

の低品質の手紡の綿糸から低価絡で規格化 さ

ていることが分かる と同時に，賃金上昇趨勢

れ機械製の糸に移行する ことによ って競争に

が見 られないのが大 きな特徴である。このこ

打ち勝 っていった。泉南地域は まさにその典

とか ら産家の織元に対する地位の低さ，なか

型であった。こうした織烈な生存競争は 1
9
20

んずく織元の賃金決定における圧倒的な優位

年代の不況時にも見 られた。力織機の導入が

を見てとる ことが可能で、ある。それでは工賃

まだされていなかった産地で、は大きく生産が
立ち遅れ，市場でのシェアは81%から 6
3%へ

は力織機導入にはまったく無関係であったの
であろうか。

とおちこんだ。この危機を乗り越えるために

資料をもう 少し詳 しく 調べて いくと 実際は

有利な条件が存在した。安価で操作が簡便な

もっと複雑な実態を呈していた こ と が わ か

電力によ って稼働できる力織機がでまわりは

る。たとえば泉南には「機場の我憧」が存在

じめた のである 。 これ ら力織機は工場にでは

していた。これは賃機；
農民のかなりの者たち

なく賃機織工たちの作業場に家内工業の形態

が横流しゃ横領を きめ こんでいたため織元た

を残したまま導入されたりもした。第一次大

ちがその対策に苦労したという事例や，複数

戦以前には こ うしたこと は見られなかった。

の織元と関係をもって高い工賃を要求したり

泉南な どの織物産地へ導入 された 力織機は蒸
気や石油などを使用していたために，む しろ

するという例が頻繁に見 られた。そ こで工賃

工場制度への移行が見られたのである。

集計し直して みると ， 1
900
年代の後半には賃

のデータを織工たちの間での賃金分布として

理論的には問屋制家内工業から工場制への

金格差が広がり高い工貨を受け取っていた織

移行は二つの側面を もっている。一つは生産

工のほ うが低賃金の織工の数を上回っていた

形態での変化で，生産の集中化が行われる。

ことがわかる。それではこの高賃金を受けて

もう 一つの面は手工業か ら機械への移行であ

いた織工た ちとは一体誰だったのであろう

る。プロト工業化の研究が示しているように

か。明治後半の織工た ちはだいたい一日 3反
79
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究者で， ヨークシャ ーの毛織物資料に精通し

〈その大部分は帯谷商店へ反物を出していた〉は

ていることにかけてはおそらく第一人者の

4分の l半期に 2
0
0反以上納入することがで

人で・ある。ハドソンの報告はヨ ークシャ ーの

きた。普通の織工た ちが品業と兼業であった

毛織物産業の工業化，なかでも工場制の確立

ことから この高い工貨を得ていた織工は，家

が何故ゆっくりとしたものであったのかを工

族の手を使っ ていたかもしれないが，家族以

場制以前の産業構造や伝統的な文化と の関連

外の働き手を雇っていたことが充分考えられ

から説明しようとするもので，そうした古い

る。 この ような賃機の請負人たちが織元たち

枠組みが壊れて し、く過程を主として信用制度

に高い報酬を要求 しはじめたのではないかと

の変遷か ら見ていくのである 。その際マ イ ク

思われる。

ロな分析が採用される。ひとつにはプロ ト工
業化における産業構造は土地所有の相違によ

こうした背景をもとに織元たちはさらに低
い工賃でも働く賃機農民を見付けだすかある

って大きな影響を受け ているのであり，この

いは労働節約的な力織機を導入す るかの どち

所有形態そのものははるか以前か らその地方

らかを選択したのであるが，大部分の泉南の

に固有のものだからである。このような地域

織元は後者を選び工場化のスピードは著しく

の特質をより鮮明に見ていくためにふたつの

急速であった。前者の場合は低品質の商品の

小 さな 町 ソウァビ（Sowerby）とカルヴァリ
(Cal
v
e
r
l
e
y）が比較される。

生産と密接に結びついていた ようである。今
回のケ ーススタディに用い られた資料は主に

1
8世紀を通じてヨ ークシャ ーのウエスト ・

ライディングは低品質から中級の品質のウノレ

帯谷商店のものであ ったが， この問屋は最初

90
0年代の後半に遅れ馳せな
前者の道をとり 1

ンとウステ ッ ド毛織物製品の生産で知 られて

が ら力織機を導入した。問屋が こ うした工場

いた。ウ エスト ・ライディングをもっと言手し

主になる場合もあるが彼等はまた問屋制の性

く見 るとその 中で も二つのタイプの地域に大

格をも同時に残していたようである 。 という

きく分けられることが分かる。ウルンの場

のは他の工場主の製品を荷うことも一般的で

合，独立の織工による生産が基本であり，織

あったからである。こうしてみると泉南の場

工た ちは材料を前借 りし生産物を定期的なク

合日本のプロト工業化はヨーロッパとは異な

ロス ・ホールの週市場で、販売した。かれらの

った様相を呈していることが 分かる（なお斎
藤 ・阿部報告は南亮進 ・清川雪'
1
§
.編『 日本の工業化
と技術発展』
，東洋経済新報社 1987年刊に収録され
ている〉。

多くは織物を農業との兼業でおこなってい
た。この一帯は耕地としても放牧地としても
豊かで 早くから大土地所有の対象 とな ってき
た。こうした制度的構造が土 地 市 場， 相 続
権， さらには社会構造に大きな影響を与え，

パッ ト・ハドソン の報告も英国のプロト 工

また職人的な産業形態の存続をも促し続けた

業化の問題を扱った もので，斎藤 ・阿部論文

のであった。 北西部を 占めるウステッド地帯

とはまた異なった角度から工場制に至るさま

はこれに反し問屋制家内生産が支配的であっ

ざまな道を論じている。ハドソンは数年前に
The Ge
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s
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広範囲に プットアウ トされた。織工たちは次
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窮化 してい った。 この一帯は農業経営にはあ

Pr
巴S
S
,1
9
8
6）とL、う優れた研一究書を 出 し，毛
織物史研究に画期的な貢献をなした若手の 1
釘．

まり魅力的ではなく，土地経営は投機的な J
:
J
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図をもっ大土地所有者の手によって行われ，
8
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彼等と多数の 貧困化した土地を持たない織工

1
8
2
0年代後半から 3
0年代までは産業の供給

とが共存していた。このような社会構造は問

サイドにおける信用は中小の企業家が新しく

屋制家内工業が成立するのにふさわしい条件

仕事を始めるには不利 になっていた。銀行か

をなしていると考え られる。 ソウァピ， カ
ノ
レ

らの融資を受けることもあまりできなかっ

ヴァリはそれぞれ二地域の代表的な町として

た。一方需要サイト♂（製品の販売〉では幾つ

選ばれている。

かの変遷があった。ク ロス・ホー レ
ノを媒介し

伝統的な社会構造に深く規定されていた毛

ての現金決算または短期信用は 1
2か月から 24

織物産業ではあるが 1
8世紀の末までに｜徐々に

か月の非常に長い信用期間に変わった。 しか

変化が見られるようになった。ウノレン部門で

8
2
5年頃から短期信用に変わってい
しこれも 1

は毛ばだてと粗硫き過程が機械化さ れ，すで

8
30
年代か ら4
0年代になると新
った。そして 1

に水力によって行われていた縮紙過程と共に

しく 登場してきた，大企業ではなく中小の企

同じ水車工場で行われるようになった。以前

業家たちを対象にした銀行によって企業家た

は地主によって所有され経営されていた水車

ちの生産と販売面での資金繰りは容易にな

は織工たちのグループが資金をだしあって所

り，経営も軌道にのりやすくなった。

有されるようになった。こうした変化は必す。

企業家が信用前貸しを受ける こと ができる

しも工場制への移行を意味した訳で、はなく伝

かどうかは社会的な背景と同時に文化的な背

統的な独立した織工た ちによる体制はそれに

景も影響を及ぼしていた。企業家が事業を始

よってむしろ強められていった。商人たちが

めるにあたり ， また事業を成功裏に進めるに

自ら生産者となってマニュファクトリによる

あたって単に国民経済的レヴェルで、の信用貸

集中的な生産に乗り出すようになると，自分

付の有利不利の条件のみならず，地域的な条

たちの経営に影響があると考えた織工たちは

件も大きく作用したのであった。ハドソソは

それに対立するようになるが，それでも全体

こうしたさまざまな地域における特性を分析

的には伝統的な生産形態が主力であ った。

しウルンとウステッド部門における工業化の
過程が大きく異なっていたこと，そして似た

ウステッド部門の場合ウルンに較べて集仁ド
820年代まで
化が紡績部門の機械化が拡がる 1

ような条件にありながら必ずしも工場制がス

遅れた。問屋制家内工業が規模としても成長

ムースに定着しなかった原因を解明 してい

し広範囲に散らばった下請けによる貨機や紡

る
。

績工の存在がみられた。生産の集中化が遅れ
たのは必ずしも技術的な問題ではなかった。

ダンカン ・ヒセルの斎藤 ・阿部報告へのコ

木綿産業における新技術からの導入は比較的

メン卜は手機から力織機への移行の日英の国

簡単な筈であった。むしろナポレオン戦争と

際比較に関するものであった。力織機への移

その後の不況とふんだんに供給される低朕な

行は一国内におけるー産業においてさえ地 域

女性労働力の存在，更に信用基盤の在 り方が

や部門などによってそのタイミングが異なっ

家内生産存続の大きな理由であったと思われ

ているのが普通であるが，力織機採用の時期

る。特に信用の問題は重要であった。これま

や条件などについて一般的な説明が可能力、ど

での産業革命の研究が固定資本形成における

うかを問うことは重要であるし，また何故あ

信用について重要視してきてはいるが

る企業は伝統的な技術に留まったのかにも注

p

より

問題だ ったのはむしろ流動資木の確保であっ

目することが必要であると指摘したうえで，

て，固定資本の三倍以上を必要としていたか

1
900年から 30年の期間における日木の木綿産

らである。

業との比較における興味深い点を幾っか示唆
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している 。泉南におけるようにランカシャ ー

ことにして，討論の紹介に入る。阿部 ・斎藤

においても大量の女性労働を含めた賃機によ

のビセルへの解答は，都市と農村の商人に関

る農村工業が一般的であった。他からの競争

しては都市には集産地問屋がおり全国に製品

に直面した時に企業家が採り得た行動は，織

を流通させていたし，農村には産地問屋がい

賃を押さえることが最善の方策であり，その

て賃機を組織していたが，両者の聞には従属

為には手機を用いて賃機を維持しながら低質

関係があったわけで、はなか った。また力織機

な製品の生産に変えるか，それとも力織機を

工場の建設は1
9
1
0年 こ ろ に は ま だ 安 価 で あ

導入するかのどちらかであ った。帯谷の場合

り，外部資金を借り入れる必要はあまりなか

と同様にランカシャ ー農村工業は低賃金労働

った。 また株式会社は例が少なかった。また

力が豊富であったので力織機の採用はすぐに

家族経済については女性の比率は英国に比べ

は起こらなかった。第一次大戦の好況時に賃

ると高く，家族労働もヨ ーロッパのようにシ

機を増加させたことは納得できるし英国の例

ー ゾナルに組織されていたというよりも家長

も短期的な見通しの中で同様のことが行われ

は農業専業で副収入の稼ぎ手は主として女性

た。しかし長期的な判断から都市の産業家た

子供であった。その意味では農村の賃機はア

ちが力織機を導入したという例もみられた。

ノレティザン的な職人ではなかった。

こうした日英聞の類似ととも にまた相違点

討論は主に信用の問題，賃機から工場制へ

も指摘されねばならない。ランカシャ ーの織

の移行の過程に関するもの，そして生産過程

元たちは 1
8
20 5
0年の間 圏内市場において 外

におけるよりも製品の改良発展の問題に集中

国産の製品との競争や紡績業者のカルテルに

した感があった。信用に関しては，倒産と再

よってつりあげられた綿糸の価格によって彼

生の研究の重要性が指摘されたが，

等の経営戦略が影響を受け たこと はなかっ

ャーの；場合は倒産しても比較的資金の前借り

ヨークシ

た。ランカシャ ーでは織機の貸与はあまり行

が容易であったのですぐにまた新しく業務を

われなかった。また横領などは頻繁に問題に

再開することができたことが指摘された。ま

なったが「機場の我億」といったケ ースはな

た資本形成については外部資本の存在に注意

かった。それぞれの産地内におけるカ織機の

が向けられ，とく にブラッドフォ ー ドのドイ

導入はランカシャ ーと比較すると短期間に起

ツ商人た ちが毛織物産業へ資金融資を大量に

こったようだが，そこにおける地域の同業組

行ったことが指摘された。移行の問題では，

織の役割はランカシャ ーには見られないもの

賃機から工場とし 、う図式は両者のモデノレの相

であった。これらの相違点の指摘のうえに次

違がかならずしも明確でないことがおうおう

の質問が寄せられた。都市の商人たちと農村

にしてあり，また下請け制度の継続性などと

の商人たちとの行為にどのような違いがあっ

もかんがみると単純な移行論では事実をあり

たのか，都市と農村を繋ぐ経済的なリンクは

のままに捉えることができないのではなし、か

何であったのか。 力織機工場の建設資金の調

とL寸疑問もだされた。泉南の場合でも工場

達に困難はなかったのか。そ して手織り工の

が賃機のように問屋制度によって下請け化さ

聞でランカシャ ーの一部に見られたような共

れるといった事例が報告者によって指摘され

同で工場を建設する試みはなかったのか。女

た。製品改良の問題はファッションや需要の

性労働の割合は。伝統的な織工の機械化にた

側からの産業界へのインパクトと考えること

いする文化的社会的な抵抗は。

もでき，価格競争だけから技術革新の問題を

ジム ・ヒギンズのコメントはいささか抽象

論ずると一面的になりやすく ，製品の品質，

的な理論的整理だったのでここでは割愛する

デザインなどの変化をも視野にいれた分析の
8
2
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られたくらいである。都市においても明治の

必要性が強調された。

900年に男性
初めは圧倒的に着物が着られ， 1
1
8日は内田星美教授のファッション史，技

や子供たちがフォ ーマルなものと して洋服を

術史，経済史を総合的に捉えようという野心

着用するものもあらわれたが，普段着には着

的な報告から始まった。高級なぜいたく品に

物を着るのが普通であった。そして 1
930年に

関するファッションの歴史はあるかもしれな

ようやく洋服と着物の比率が逆転したのであ

いが内田教授は庶民の衣服であるところの縞

る
。 この ことは輸入綿布は 日木の市場におい

木綿に注目する。江戸後期から明治にかけて

ては当初はあまり成功しなかったことを意味

3000万人近くいた一般の人々が常用していた

幅縞木綿の市場には全く
する。少なくとも 小 l

のはまさに縞木綿の着物であった。この着物

影響がなかった。むしろ着物の裏地として絹

が西欧化の波のなかでどのような変化をとげ

と競合したと考えられるが，これも無地の木

ていったのかはまさに日本の繊維産業の歴史

綿生地生産者が洋糸を用いて生産を開始する

にとっても大きな問題を提供するのである。

ようになると輸入綿布は日本の市場から撤退

これ まで比較的光をあてられる こと が少なか

せさ．るをえなくなった。
しかしこ のことは伝統的な縞木綿の生産者

った研究であり有益な報告であった。
小幅縮木綿は江戸初期にその起源がある。

たちが西洋のものを全く取り入れなかったと

小幅の着物生地とし、 う標準化 された単位もそ

いうことを定、味してはいない。彼等はむしろ

のころ確立した。また反物の裁断の標準化も

生産自の低減のために積極的に洋糸や国産の

その後すぐに起こり ， 日本の衣服産業にとっ

機械紡績による糸を使用したり ，また西洋の

て画期的な ことで， 日本建築における畳とい

染料を導入した。外国の原料をあまりにも早

う標準化と並んで西欧化以前の日本人の社会

急に導入 しようと したため，また取り扱いに

生活の基盤をなしていたとい っても 過言では

ついての無知にも起因 して後者の場合幾多の

ない。木綿の着物には先染め といって糸を先

失敗もあったが，生産者たちは一般的により

に染めておいてから織り上げる方法と，白糸

安い材料や原料にたいして積極的であった。

で織 ってから後で染める 後染 めの 方 法 が あ

失敗の経験からは技術教育のための学校を産

り，前者の中には「しぼり」のように手のこ

地に設立するなど進歩的な態度を示したので

んだものもある。先染め縞木綿や後染め（浴

ある。織り部門における力織機の導入は紡績

衣など〉は庶民に初めて 色を着るよろこびを

部門に絞ベて遅れたがそれは小幅の生地を織

与えた。 そ してこれ らの生産はプッティン

るのには経済性の点であまり影響が大きかっ

グ ・アウト制が支配的で 織元たちはデザイン

たというわけで、は必ずしもなか ったからであ

の商で も指導力を発揮しなければならなかっ

隔縞木綿用の 力織機生産の努 力
る。国産の小 l

た し 専 門 の 染 色 業 を 必 要 と し た。 染 料 は

は勿論おこなわれた。 しかし縞木綿の市場が

藍，紅，桜色，黄，果、，茶などの色が用いら

さまざまなパタ ーンを要求した ので規模の経

れた。特に藍，紅，桜色は江戸時代の終わり

済性はあまり重要ではなかった。

までに商品化が進んだが，その多くは縞木綿

縞木綿の需要は 1
9世紀末 まで増加したがそ
れ以後減少し民衆の衣服における中心ではな

に使用されたと考え られる。
着物の需要は明治に入っても減ることはな

くなる。それは従来の着物文化の枠内で，愉

9
30年に至るまで人
かった。農村においては 1

入された技術を応用した新しい製品が出てき

人は着物を着るのが一般的であった。かろう

たためで、あった。綿ネルのプリント ， メリン

じて児童のよそゆきに着物と洋服の両方が着

ス，銘仙やそれに似た絹製品などが価格の点
8
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でも縞木綿と競合するようになった。こうし

するものだからである。縞の織り方について

た新しい製品の生産は，共に生産性の高い西

は縦糸で織る方が単純で仕事の能率が高かっ

洋の技術を使用 してはいたが， 日本の特殊な

たので，横糸を中心とした織りは，たとえば

市場に向けて行われた。そしてその展開は従

沖縄などで見られるが，例外的であった。勿

来の縞木綿産地が自らを変容させてい った過

論，
格子の場合は縦糸と横糸で模様が織られ，

程でもあった。

また西洋から日本の着物向けの生地が入らな
かったのは，おそらく日本よりも中国市場の

内田氏の報告に対するディヴィ ッド ・ジェ
レミのコメントは大きく 3点 に わ た ってい

ほうが重要であった為と考えられる，という
ことであ った。

た。第ーに着物生地 と西洋の生地との規格の

この後の討論は，まずセイラ ・レヴィット

違いが英国の木綿製造業者にとっては異例の

が実際に洋服なと の再生や製作にかかわって
e

ことに思われたで町あろうということである。

いる者の立場から， 日英の裁断や仕立ての相

英国で は長い間規格の統ーが行われなかった

違について面白い指摘があった。特にベッド

が， 日本の場合は早くか ら規格の統ーがはか

ガウンという昼のジャケットが日本の着物の

られており，このことが機械化の促進を早め

裁断と殆ど同じで， 1
7世紀頃モンコεルのドレ

た原因のひとつでありえたのではないか。ま

スが上流社会に流行したものであるという話

たこのことが木綿糸の規格化にも 貢献 したの

には皆驚いていた。その他，

ではないか。第二に機械化の導入によっ ても

中国から の輸入ではなし、かという意見や， ア

着物への需要は長い こと減らなかったが，着

ジアにおける木綿文化の広がりを考慮にいれ

物のファッションはどのようにして生まれた

る必要性などの指摘が中岡からだされた。ザ

のか。それはヨ ーロッパのように毎年あった

イトリンは市場，技術，労働組織とし、うそれ

のか。農村では着物の需要が長かったが，そ

まで議論が集中していた問題のなかから，特

の低落化は農村人口と都市人口とのノミランス

に生産過程における改良と同様に製品そのも

の逆転によるものなのか。若物の縞はなぜ縦

のの改善，革新が果たす役割の大きさを再び

糸で織られているのか。横糸で織られること

提起した。この点については例えば清川雪彦

はなかったのか。第三に，新しい原料が入っ

から，経済学者の立場から技術移転の影響に

てきたときにそれがどのように製造費に影響

較べ製品改良は間接的な影響しか現れなかっ

をあたえたか。たとえば染料。なぜ西洋の着

たという認識が出され，それをめぐって，新

日本の規格化は

しい製品の移入の可能性があったのかどう

物生地が入ってこなかったのか。
これらの質問にたいしては，綿糸の規格化

か，また日本独得の製品の開発については絹

〈番手〉はたしかに江戸時代からあるが，必

中心であり，木綿にはあまり見られなかった

ずしも着物の反物の規格化からきたわけでは

のではないかといった興味深い指摘もなされ

ない。反物の規格化はむしろ寸法に関するも

た
。

のであるのにたいし，綿糸の場合は品質に関

8
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