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1. はじめに

紡績聯合会（以後連合会という〉は1882年10月大阪で創設柴桧を聞いた。連合会の時代は，

1888年6月に 「大 日本綿糸紡績同業I併合会」 と改称し，規約を改定した第 6回総会までの 6年

間に満たない僅かな期間であったが，その後の 日本綿紡績産業資本確立に極めて大きな意義を

もつものとなった。日本綿紡鉱産業資本確立の出発点をなした連合会創設の歴史的意義と，そ

の時代の技術の特質を原綿および‘紡績機械設備の視点から解明する ことを主たる目的とし，そ

の前段として，本論は，連合会創設集合議事録， 『内国紡績所聯合会議事筆記』によって，連

合会創設の事情と意義を明らかにしようとするものである。

2.連合会の創設

明治政府は，綿糸および綿織物の輸入防遁を目的と して，財政援助によって機械制紡績業の

創出を図ろ うと した。 1878年 1 月内務ff~ll大久保利通は「印度地方ノ如キ初メ英ヨリ輸入スル綿

糸ヲ仰キテ自国ノ用ニ供スルモ其徒指ニ堪へス遂ニ紡績ノ業ヲ起シ今ヤ盛大ニ至リ自国ハ勿論

* 1988年5月11日受理，内国紡綴所l隣合会議事筆記，紡績技術史，官営愛知紡綴所，紡績聯合会
料大東紡織（株〉

(1）愛知紡績所『内国紡絞所聯合会議事筆記』，愛知紡;f;U所， 1883年。本誌は，表紙に 「禁売買 内国紡
$＇（所聯合会議事筆記愛知紡績所」 ，奥付に 「明治十六年一月二十三日出版局農商務省愛知紡絞所
蔵版」とある。 「浪商務省」は別刷りの小紙片を貼付したもので，同省からの指摘で後補したものであ
ろうか。国会図書館所蔵で訪求記号は「特47 588」， 「東京図苫館if:U」の旧蔵印がある。活版印刷，90

頁。
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技術と文明 5巻 l号（2)

他邦ニ輸出スル甚タ多ク製品ニ三分ノ税ヲ

払フモ許多ノ益アリ英国遂ニ競フ能ハサノレ
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『内国紡＊U所聯合会議事筆記』 （右：表紙／左：奥付）

奮ノ勢アリ 猶一層ノ気力ヲ啓発スヘキ時期ナリト雄一時大金ヲ要スノレ工場建築ヲ始メ機械

購求ノ事ニ至テハ亦容易ノ事ニ無之時勢己ヲ得サレハ官先之ヲ創設シ行々有志、ノ者ニ下付

スノレノ 目的ヲ以テ

まず、2,000鑑規模の工場を二箇所， 官営紡績所として創設することを建議した。 こうして実

現したのが愛知紡績所と広島紡績所である。しかし，広島紡績所は開業の直前に民聞に払い下

げられたために，模範工場と して機能したのは愛知紡績所のみであった。政府は，起業資金を

民間に貸付けて官営紡績所と同じ規模の紡績所をさらに10箇所創設した。これがし、わゆる「十

基紡」と呼ばれているものである。官営紡績所と十基紡の外にも，政府等の資金援助によった

ものがある。 これらの紡績所は何れも，基本的には現紡j'£（所の紡績機械設備をモデノレにしたも

ので， 「二千錘紡績」と呼ぶ、ことにする。二千錘紡績が全面的に開業する以前に，民間資金の

出資によって，当時にあっては10,500錘と L、う最大規模の大阪紡績会社がつくられた。明治維

新前後に鹿児島紡績所，堺紡績所および鹿島紡績所のいわゆる「始祖三紡績」が開業 して い

る。始祖三紡績，二千錘紡績，および

t~の紡績工場創設時の精紡機と原動機について，表－ 1 に示す。

愛知紡績所々長岡田令高は， 1881年12月機械の運転を開始し， 翌年3月名古屋地方において

製品の試験的な販売に成功して，操業がやっと軌道に乗りはじめるや，連合会の結成に取り組

み，早くも同年 7月には「綿糸紡績同業者聯合約束案」を農商務省、に建議した。その中で岡田

は，連合会設立の意図を次のように述べている。

凡ソ工業上至難ノ 事ハ職工俳！？役ノ方法其宜ヲ得ノレト得サル トニ有之其方法中的切ノ関係ヲ

有スルモノハ労銀ノ額其平ヲ得ノレト得サルトニ有之若労銀其度ヲ超ユレハ常ニ営業者ノ損

(2) 岡本幸雄，今津健治編「愛知紡績所沿1j！.：」， 『明治前期官営工場沿革』，東洋文化社， 1983,251頁。
(3) 絹川太一『木邦綿糸紡綴史』第2巻，日本綿業倶楽部， 1937年，21頁。
(4）詳細不明の姫路紡，渋谷紡を除き，いずれもウィリアム， ヒッギンス（WilliamHiggins & Sons, 

Salford Manchester）製。
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紡績！併合会創設の歴史的意義（玉JI¥)

表－1 連合会時代の紡績設備

紡 績 E「「〈会社〉 限 四方法｜開業年次｜鍾数 ｜ 精紡機種 ：台数 ｜原動機

始祖三紡績 鹿児島紡績所 若草営 1867 3,648 ミュール ：3，スロッスノレ.6 

苦1 紡 績 所 事E 営 1870 2, 000 ミューノレ ：4

鹿島紡 績 所 私 立 1872 576 リング ：4

二千鍾紡績 愛知 紡績所 官 営 1881 2,000 ミューノレ ・4

広島紡 riU所 官 営 1882 2,000 ミューノレ ・4

広島紡絞会社（第2) 県保護 1883 3,000 ミューノレ ・6

下村紡積 所 払 下 1882 2,000 ミューノレ ・4

玉島紡績所 払下 1882 4,000 ミュ」ノレ ：8

三重紡絞 所 払下 1882 2,000 ミューノレ ・4

市 川 紡綴所 払 下 1882 2,000 ミューノレ： 4

滝本村紡績所 払下 1883 2,000 ミューノレ ・4

長崎紡績 所 払下 1884 2,000 ミューノレ： 4

島田紡綴所 払 下 1884 2,000 ミューノレ ：4

遠州紡績 所 払 下 1884 2,000 ミューノレ ：4

下 rr号紡績所 払 下 1885 2,000 ミューノレ ・4

佐賀物 産会 社 払下 2,000 ミューノレ： 4

桑原村紡絞所 立替払 1882 2,000 ミューノレ ：4

宮城紡 綴 所 立替払 1882 2,000 ミューノレ ：4

名古屋紡 id'（所 立替払 1885 2,000 ミューノレ ：4

姫路綿 糸 製 造 所 県営 1880 2,000 ミューノレ ：4

岡山紡絞所 務保護 1881 2,000 ミューノレ ：4

渋谷紡 絞 所 私立 1880 2, 000 ミューノレ ・4

大 阪 紡 績 会 社 ｜弘 司 1胸 i 10, soo 1 ミュー

注1）主として絹Jll太一『本邦綿糸紡総史』第l～ 3巻による。
2）設備は創業当時のものである。渋谷紡の詳細は不明。
3）広島紡績所は開業前に広島紡絞会社に払下げられた。
4）佐賀物産の設備は玉島紡に売却された。
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耗ヲ来シ損得相償フノ時ナカルヘ ク労銀其度ヲ下レハ’常ニ流離ヲ促シ安堵就業ノ時ナカル

ヘキナリ故ニ各営業者ニ於ハ職工官！？役検束ノ方法ヲ設ケサレハ動スレハ一二職工ノ為メ牽

制セラレ其影響ハ直ニ工業ヲ左右シ終ニハ業務壊敗ノ基ヲナス 寸古今其例少シ トセス且ツ

材料買入製品売捌ヲ始メトシ業務須要ノ事項ノ、同業相約シテ規定ヲ定メ 内ニシテハ一二開

業ノ所為ニ依テ営業一般ノ障害ヲ生スノレ 寸ナク外ニ・ンテハ同業一致シテ他ノ 制圧ヲ防クノ

策ヲ立サレハ工業ノ保護隆盛ヲ見ノレ 寸難カノレヘシ是欧米諸ナトトニ於テハ同業相会シ業務施設

ノ要項職工傭役ノ方法等 ヲ議定 シ彼此大不同ナキヲ務ムル所以ナリ

事：ハ始メニ其宜ヲ制セサレハ慣行直ニ常習トナリ終ニ如何トモスヘカラサルニ至ノレハ物

ノ数ナレハ此時ニ及テ適当ノ方法ヲ設ケスンハアノレヘカラスト故ニ第一期ハ愛知紡績所主

唱トナリ大坂ニ於テ同業者ノ 会合 ヲ催シ， （中略〉， 聯合約束ヲ結ハシメ漸次紡j京事業ノ翠

固隆盛ノ基ヲ立度ト存長

(5) 『前掲書』（2), 306頁。
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技術と支明 5巻 1号（4)

周年 8 月には大阪に同業者が会し連合会結成の相談がされてい~o この会合に先立って岡田
と大阪紡の山辺丈夫が名古屋で会い，連合会結成について岡田から話があり， 山辺は大いに共

鳴したといわれる。この際約束案が山辺にも予め提示されていたものだろうか。その上で，10

月 17 日から三日間大阪で創設会議を聞き20 日 に約束に調印しf~o こ の約束は翌1883年 1 月 15 日
より発効することに定め，ここ に連合会が発足することになった。

(9) 

この創設集会に出席した紡績所とその代表者は次のとおりである。

番 広島紡績会社 亀岡勝知

一 番 下村紡 績所 海大防挨二

一 番 姫路綿糸製造所 岡崎 護三郎

四 番 岡 山 紡績所 沼野義 也

五番 大阪紡績会社 山辺丈夫

ハ番 桑原村紡績所 島 田覚人

七番 愛知紡績所 岡田令高

八番 渋谷紡績所 本 川仁十郎

九番 三重紡績所 伊藤伝一郎

十番 玉島紡績所 難波二郎三郎

十一番 滝本 村 紡 績所 前 川 迫得、

十二番 堺紡績所 阪上要助

なお十一番は18日，十二番は19日からそれぞれ出席した。

集会は，約束案の審議に先立って，次の七条からなる「議事仮規則」を定めた。

議事仮規 則

第一条 会議ハ午前九時ニ始リ 午後四時ニ終ノレ

但開会時限一時前ニ必出席スヘシ若当日病気其他ノ事故アリ欠席セソト欲スル者ノ、開会時

限迄ニ届出可致事

第二条 会員半数己上出席セサノレ件ハ当日ノ会議ヲ開クヲ得ス

第三条 会員発言セント欲スル時ハ先ツ自己ノ番号ヲ呼ピ会長ノ許可ヲ得テ発言スヘシ且ー

員発言ヲ終ラサノレ間ノ、他ノ会員ノ発言ヲ許サス

第四条 議事ハ第一ニ原案ノ意義ヲ質問シ而後自己ノ思想ヲ発言スヘシ

(6) 「大日本紡絞聯合会沿革史」， 『大日本綿糸紡績同業聯合会月報』第122号，1902年， 9頁。
(7) 日本紡績協会 『紡協百年史』， 日本紡紋協会， 1982年，12頁。
(8) 『前掲書』（1), l頁。なお「愛知紡綴所沿革」 『前掲宮』 （2),306頁は閉会日を10月15日とするが，
17日が正しし、。高村直助 『日本ti!1綴栄史』 上，塙書房，1971年，43頁も17日とする。

(9) 『前掲書』（1),l頁。
帥 『前掲書』（1),35頁。
ω 『前掲書』（1), 57頁。
帥 『前掲書』（1), 3頁。
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紡m聯合会創設の歴史的意義（玉Jll)

第五条会員着席ノ順席ハ抽銭ヲ以之ヲ定ム

第六条議事ハ逐条審議ヲ以テ之ヲ決ス

但議案外別段ノ発議ニ対シ賛成者アルlキハ議題トナスヲ得

第七条 会議中ハ雑談スノレ 寸ヲ許サス

その後，愛知紡績所の岡田を会長とし，審議に入った。

ここで注目すべきことは，官営愛知紡績所の岡田が作成した約束案の審議にあたっては，議

事仮規則にみられるように，すべての出席者が対等平等の立場で民主的な議事運営を行い，約

束案は各項ごとに多数決によって採決されたこと，大阪紡の山辺が出席し，後にみるように議

案の審議，修正案の提案などで，大きな役割を果たしたことである。また1885年に開催された

「綿糸集談会」には農商務省の役人が出席し会議の指導を行っているが，創設集会には紡績同

業者以外の出席が無かったことも特筆に価することだろう。連合会の発足に当たって，官営愛

知紡績所がイニシャチブを発部したのは当然であるが，官からの押し付けや統制は全くみられ

なかったことも指摘しておく必要がある。

紡績聯合会約束原案と採決された約束の全文は， 「愛知紡績所沿革」で既に紹介されている

ところであるが，若干の異同があるので，改めて紹介することにする。
。由

内国紡績所聯合会約束

第一項 綿糸紡績同業者ハ互ニ懇親ヲ結ビキ目協裁シテ該業ノ隆盛ヲ図ノレヘキ事

第二項 同業者ハ専ラ製糸ノ品位ヲ進ムル寸ヲ務メ決シテ粗製濫造ヲナシテ需用者ノ信ヲ失

シ機械製糸ノ声価ヲ墜ス等総テ同業者ノ障害ヲ起スヘキノ所為アルヘカラサル事

但売捌目標商標ハ互ニ類似ナキヲ要スト雄氏左ノ雛形ノ聯合目標ハ同一ニ彫刻シ其紡績所

上等製糸商標ノ 上部ニ押捺スヘキ事

第三項 技男女工男女ノ等級及ピ賃銭ヲ平等ニ定ムヘシ尤モ設置地ノ都都或ハ他ノ職業等ア

！［，三時±枝子一：銭増j減ーア翌三ノレ南）~守＇.＇.＇.；里地方竺限1則三：賃額雪：程. ~.：＇：： !.1:Jft11:.其事由..5'.開

業者ニ報告スヘキ事工男女ノ等級及賃銭ハ設置地ノ都都或ハ他ノ職業等アルニ依リテ増減

アルヘシト難lモ其等級賃銭ハ聯合紡績所へ報告スヘキ事

但等級賃銭ヲ改正スル時モ報告スヘキ事

第四項 技男女工男女ヲ使役スノレニハ等級辞令書ヲ渡シ其昇降放免ニモ同様相渡スベシ且満

三年間終始正直勉強セルモノニテ自ラ解傭ヲ乞フモノヘハ是迄無事故勉強セシ旨ノ保状ヲ

付スヘキ事

但傭中規則ヲ犯ス敗或ハ慨’｜官等ニテ放免スルモノハ兼テ渡シアル辞令書ヲ取揚クケ其旨ヲ

M 繭糸織物陶漆穏共進会「綿糸集談会記事」，有隣堂，1885年， 1頁『明治前期産業発達史資料』第8

集（4），明治文献資料刊行会， 1965年。
帥 『前掲蓄』 （2),313頁。
帥 『前掲書』（1）。約束は，原案が逐条審議のなかで順次提案され，審議の最後に採択された修正項が述
べられているものを，筆者が編集したものである。点下線は原案から削除された部分，下線は修正加筆
された部分である。
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技術と文明 5巻 l号（6)

同盟中へ報舎スヘキ事

第五項 技男女工男女自ラ傭入ヲ乞フ件ハ是迄ノ履歴ヲ取糾シ其保状辞令書ヲ所持スノレハ直

子前警相当或ノブ三主主T筈試験ノ上適宜ニ傭入レ其保状辞令書ナキハ前傭ノ紡績所へ照会

シテ后チ傭否ヲ定ムヘキ事

但保状辞令ナキモ履歴分明ノ者ノ、照会ヲ経スシテ直ニ雇入ル、 寸モアルヘシ

第六項 甲紡績所ニ於テ乙紡績所ノ技男女工男女ヲ傭入レン トスノレlキハ乙紡績所ノ承諾ブ得

テ之レヲ為スヘク又技男女工男女ノ情願ニ依リ丙ヨリ丁へ移ラントスル件ハ互ニ照会シテ

後傭免スヘキ事

但績紡場 ト工男女ト予約ヲ結ヒ甲乙へ転セシムル寸ヲ許サス

第七項 現今企図ノ紡績所ハ其着手ノ前後ニ依テ開業ノ遅速アレハ既成ノ紡績所（現今営業

スノレモノハ勿論建設着手中ノモノヲモ云フ〉ハ未成紡績所（未着手ノ者ヲ云〉ヨリ依頼ニ応シ自

費生徒及ヒ工男女ヲ引受ヶ機械組立及ヒ製糸ノ実業ヲモ伝習セシムヘキ事

第八項 原綿ハ日本綿ヲ用ユルノ、論ナシト雌モ綿価非常ニ騰貴スル欺其他己ムヲ得サノレ場合

ニ於テハ協同シテ一時外国綿ヲ用フル寸アノレヘシ若シ各自一個ノ都合ニ依リ外国綿ヲ用フ

ル！キハ直ニ其旨ヲ聯合各所へ報告スヘキ事聯合若クハ各自一己ノ都合ニ依リテ支那綿ヲ用

ルlキハ全用或ハ幾分雑用ノ標印ヲ売捌目標商標ノ傍ニ明記シ日本綿全用ト区別ヲナスヘシ

而メ月報中繰綿需用欄内ニ於支那綿需用高ヲ別記スヘキ事

但聯合青空ハ各自.~：己ノー都合ニ依リ！：外国綿ヲ用ノト件ハ全用型ノご幾分雑用ノ標印ヲ烹捌開

標商標ノ傍ニ明記シ日本綿全用ト区別ヲナスヘキ寸将来実験ノ上支那綿製糸白木綿製糸ト

其価格市場ニ於差異ヲ生セサルニ至ルカ或中外ノ綿質製法ニ拠リ優劣ナキヲ発見スルニ至

ラハ協議ノ土木項ヲ廃棄スル 寸モアルヘシ

第九項 製糸ノ販路ハ各地異動アルヘシト蹴モ互ニ其方向ヲ報告シ若シ需用者結合シテ同業

一般或ハ一地方ノ販路ニ妨害ヲ生スル件ハ協訴ノ上新三他ノ販路ヲ求与或士、仮リテ貯菩法

ヲ設クノレ等臨機適当ノ処分ヲ為シ聯合耐忍ノカヲ以テ適宜其妨害ヲ制スルヲ務ムヘキ事

第十項 製糸ハ十二番西洋紹ナレハ第十六号ヲ以テ中央トナシ毎月一日休暇ナレハ翌日時之

相場±互ニ報告ろ（、ン若、ン相場J糸ー百斤ニ付金烹円以上ノ乱高下；rル件三互竺電貫一ヲ以商

況ヲ報原綿製糸売買ハ各自ノ都合ニイ衣へシト雌任相場外非常ノ高下ヲ以テ売買シ同業者ニ

影響ヲ及ス等ノ所業ハ堅ク禁止スヘキ事

但本文原棉製糸売買は各自庁都合ニ依~！ ト町t陀相場外非常ノ高下ヲ以テ売買竺同業者竺

影響ヲ及ス等ノ所業ハ堅ク禁止糸相場ー百斤ニ付金三円以上ノ乱高下アノレ件ハ互ニ電信ヲ

以西況ヲ報告スヘキ事

第十一項 機械運用上ニ於テ或ハ糸質ブ上好ニシ又ハ製造高ヲ増加シ若クハ落綿散失綿及ヒ

屑糸等ヲ減少スノレ等ノ発明井学説ヲ実験スル件ハ互ニ報告シテ長ヲ取リ短ヲ補±霊担盤塑

所へ報告シ愛知紡績所ヨリ聯合紡績所へ報告スヘキ事
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第十二項 聯合紡績所ハ毎月実行セシ景況ヲ別紙l'j3号ノ表式ニ準シ翌月三 日迄ニ郵発工務局

愛知紡績所へ送付スヘシ同紡航所ハ各所及ヒ同所ノ月報表ヲ別紙乙号表式ノ如ク編製シ一

通ハ工務局へ一通ッ、ハ各地紡K!l't所へ配賦スヘキ事

但報告用罫紙ハ愛知紡K!l't所ニテ印行シ予メ各所へ配賦スヘキ事〈此所へ表アリ略兵〉

第十三項 前項］併合約束ノ旨意ニ背キ同業者ノ不利ヲ醸スモノハ衆議ノ上同盟中ヨリ放斥シ

聯合目標ヲ取揚ケ業務ノ交通ヲ謝絶シ其事由ヲ新聞紙ニ広告スヘキ事

但東京大阪及其紡績所地方ノ新聞タノレヘツ

第十四項 当聯合ハ毎年四月十五日ヲ以テ定期］集会ヲ要スト lj!(~托盟主三三主第八項、第九項又

ノ、其他ノ場合ニ於テ紡績所問問三ケ所以上ノ同意ニ依リテハ乃発議者ト ナリ｜臨時集会ヲ催

ス寸ヲ得へキ事

｛旦集会地ハ前会ニ於テ定ムヘキ事

第十五項 当聯合ハ理事者ノ姓名ヲ瓦ニ通知スヘキ寸

第十六項 聯合約束議定ノ 上ハ一通ハ工務局へ差出一通ッ、ノ、各所ニ所持スヘキ事

此約束ハ十六年一月一日 ヨリ施行スル

「愛知紡績所沿革」によれば，創設集会で採択された約束に，大阪紡の山辺は記名調印して

いないが， 『内国紡K!J'（所聯合会議事筆記』には， 「蕊ニ於テ全ク議事ヲ了シ翌二十日ヲ以テ各

員約束ニ記名調印セリ」とあり，彼が記名調印しなかったか否かの事情については何も触れる

ヒころ iJ~tι い。

3.創設集会における論点

岡田が創設集会に提案した約束案は，（1）労働者対策について， （2）糸の品質，技術の向上策に

ついて，（3）業者による原綿の高値売り，製品の買い叩きに刻し共同行為をなすこと，（4）連合会

の約束の旨意に背き，同業者の不利を醸すものは同盟中から追放することを主要な内容とする

ものであった。三日聞にわたる審議の中で出された論議の主要点は，迎合会の性格お止び成立

の意義を明らかたする うえで重要と思われるので，立ちいって検討をおこなう こと にする。

1）労働者対策

連合会創設の最も重要な目的の一つが，第三～六項に規定する労働者対策であったことは，

岡田の建議にみられるとおりである。

第三項原案では，愛知紡績所の賃金をモデノレとして全国一律の職階制と賃金制度の導入さえ

意図していたものであった。 9番の「本項ハ各紡績所ノ賃銭ヲ定メ置クノ主趣ナル欺」との質

帥 『前掲書J(2), 316～320頁。
同 r前掲書」 （1),90頁。
~！＇）大阪紡が現れるのは， 「明治十七年十月各地紡綴所営業実況一覧表」， 「工務局月報』第32号， 1884

年が最初であるから，同所の加盟はこの時期であろうか。
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聞に，岡田は「等級賃額ヲ平等ニ定メン トスルナリ」とし さらに 2番が「賃銭ヲ平等ニ定ム

ノレトハ各所同一ニスノレノ主意敗」との質問に，岡田は「警へハ一等一日一円二等一日五十銭ト

云カ如ク順次ニ等級ヲ設ケ略一定セント云フナリ」から明確に知ることがで、きょもっとも愛

知紡績所の賃金は他の地方の賃金より高かったこと，また各地の紡績所の賃金水準は区々であ

ったので，全国一律に賃金を定める ことにはならず，結局， 「工男女ノ等級及賃銭ハ設置地ノ

都部或ハ他ノ職業等アルニ依リテ増減アルヘシト雌托其等級賃銭ハ聯合紡績所へ報告スヘキ事

但等級賃銭ヲ改正スル時モ報告スヘキ事」に留まった。職階制については， 「技男女ハ技術

ニ長シ品行正シク真ニ一場ノ監督ヲ為シ得へキモノヲ以テ之ニ充テ工男女ハ一般ノ職業ニ従事

セシムルモノナリ尤モ技男女ハ機械部ノモノニシテ工男女ヨリ抜擢シタルモノナリ」， 小児は

「男女トモ十等以下ヲ以テ使役セリ」 「男子ハ十八歳巴下女ハ十六歳己下ナリ」としている。

技男女は当時愛知紡にも実際にはまだいなかった。当面不必要ということで，約束からは削除

された。

第四 ・五項の審議のなかで岡田は，十番の「終始勉強シ故障ナク務ムルモノ ニメ白ラ解傭ヲ

乞ウ者ハ技ノ巧拙如何ヲ問ハス保状ヲ与フルヤ」とし、う質問に， 「然リ本項ノ意ヲ敷街セハ到

底職工ハ紡績所ニヨリ紡績場ハ職工ニ依リ互ニ密着シテ縦レサルモノナリ技工ノ巧拙ハ姑ク閣

キ其能ク工場ノ為ニ務ムルモノハ誠二愛スヘキモノナリ是等ノ＇£1~ ニ保状ヲ与フノレハ蓋シ得策ト

云ウヘシ」と答え，労働者の技能よりも資本家に従順な労働者の育成を主眼においていたこと

は，注目しなければならない。岡田は「保：伏ハ五番モ承知ナランガ欧州、｜ニモ例アリ職工ヲ増ス

ノ策ナリ ト云へシ」といい，先進資本主義国の事情を研究の上，原案の作成をしたことをうか

がわせている。

さらに近い将来，

我日本ニハ紡績ニ練熱セノレ者甚タ少・ン然ルニ逐日紡績場ノ増殖スルニ随ヒ愈職工ノ需用多

‘キニ至ル弦ニ於テ実ニ職工ノ要用ナノレヲ知へシ此時ニ当リ他ノ職工ヲ自己ノ工場へ引入ル

、 1 アリ或ハ一時ノ ＇r~／l合ニヨリ余計ノ賃金ヲ給スノレ 寸 アリ是等ハ帰スル所職工ノ為ニ其根

源ヲ弱ムル者卜云へシ到底照会法ヲ措カサレハ不都合ナノレヘシ， （中略〉，全休職工ノ増殖

スルニ随ヒ検束法ナクンパアラス到底扱ヲ重クシ去就ヲ撞ニナササラシムルヲ主限トセリ

簡略主義ヲ以テ論スル件ハ本項ハ削除スヘシト云フモ可ナノレニ至ルナリ

とし，辞令と保状の付与，取り上け’の制度によって，資本にとって好ましくない労働者を綿紡

績業全体から積極的に排除し善良な労働者を意識的に育成しようとするものであった。この

制度は，後に労働者に猛威を振るうことになった，ブラッ クリス トの制度の先駆をなすもので

あった。第4・5項は労働者の賃上げ要求の規制と紡績所聞の賃金引き上げ競争の排除が目的

のひとつにあったことも指摘しておかなければならないだろう。

第6項は労働者の引き抜きを禁止する規定である。従来はこの条項のみが重視されてきたよ

M 『前提書』（1），労働者対策については16～38頁よりヲ開。
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うに思われる。 しかし述合傘の約束に示された労働者対策の主要な内容は，全国の紡績労働

者を紡績資本の鎖の下に従順に繋ぎ止めておくことであった。労働者の争奪を禁止したこと に

嬢小化することはできない。

連合会創設の歴史的意義の第ーは，労働者階級が自己の歴史的使命を自覚し，階級的な労働

運動が発展する以前に，彼等を資本の支配下に従JI買に従わせることをはかる，資本家の指令部

が成立したことである。

2）糸の品質，技術の向上策について

糸の品質，技術の向上策については，第二項，第七項，第八項，第十一項，第十二項および

鈴イー四項で規定されている。

第二項は，粗製濫造の禁止および，迎合会加盟紡績所の全製品に「聯合目標」 （統一マォめ

を抑録することを定めたものであるが，この問題をめぐり， 17日と19日の二日間にわたってl激
国

しい論議が交わされた。粗製濫造の意味内容を，岡田は「粗製トハ撚ノ 強弱ヲ云フ ニ非ス要ス

ノレニ糸ノ太キア リ又ハ細キモノアル等不同ノ糸ヲ製スルヲ云」 「j監造 トハ十二番ノ中ニ十三番

ヲ混交スル等ヲ云フ」と説明し，粗製濫造糸は十番が「込入リ タルモノ ニアラス到底班ノアル

モノ番数ノ違アルモノヲ云ガラ々々機械製ノ糸 ト相似タノレモノナリ」との発言に，岡田は「其

位ノ寸ナリガラ々々機械製等 ト問視セラレス突ニ紡績探械糸タルノ信ヲ得タキ 寸ナリ」とす

る。しかし四番「岡山ノ如キハ雪竹等ノ 印ヲ以上中下ヲ分テリ又粗製ノ糸ヲ防ク lキハ上等品

ヨリ五貫目乃至十貫目ノ :LU'/量アリ故ニ粗製ニハ至リ易ク上品ハ製シ英rnシ」， 十番「粗製ハ機械

ニヨル今日故サラ ニ出来ノレモノニアラス」等々，現状の技術水準では組製は避けられないし，

糸商からことさら粗製品を注文されることがあると各紡績所の実情が報告された。連合会加盟

紡綴所の信用を維持するために， 結局，山辺等の主張を入れ， 統一マ ー クは， 各紡in~所の上等

糸だけに押捺することとなった。がら紡糸と類似した品質の糸の生産が何故避けられなかった

のかについては，稿を改めて，原綿と紡績機械設備の関連において，検討する ことにする。

第七項は既成の紡績所は未成の紡績所の要請があれば，自費生徒および工男女を引 き受け

て，機械の組み立ておよび紡績実技の伝習を行うことを定めたが，これは実効をあげたように

おもわれる。二千錘紡績だけでなく大阪紡も建設に先立ち，愛知紡の他にも桑原紡 ・玉島紡 ・
四 回

渋谷紡に生徒を派遣し， また倉敷紡も実習生をおくってこの制度の恩恵を受けた。既成の紡績

所同士の相互伝習の規定をクくし、たことは，二千錘紡績の技術向上のうえで，障害となったよう

に思われる。

帥 『前掲書』 （1）， 第二項は3～16頁および80～85頁より引用。
制二千鍾紡績の技術伝習に果たした役割については，岡本幸雄「我国紡績企業創設期における技術問題
一斑」，r経済学論集』，西南学院大学，20巻3号，1973年，113頁に詳しい。

伺 『渋沢栄一伝記資料』第10巻，渋沢栄一伝記資料刊行会，1956年， 32頁。
制倉敷紡績株式会社社史編纂委員『巨l願六十五年』，倉敷紡績株式会社，1953年， 37頁。
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第八項は「原綿ハ日本新1ヲ用ユノレハ論ナシ」とし， 「己ムヲ得サル場合ニ於ハ」中国綿の使

用を積極的に認めようとするものであった。 しかしその場合には，中国綿使用の表示を義務づ

けた。さらに「将来実験ノ上支那綿製糸日本綿製糸ト其価格市場ニ於差異ヲ生セサルニ至ルカ

或ハ中外ノ綿質製法ニヨリ優劣ナキヲ発見スノレニ至ラハ協議ノ上木項を廃棄ス ル 寸モアノレヘ

ツ」とする但し書きを付した。しかし早くも翌年四月に開催された第二回定期集会で本規定が

削除されたことに， 注目しなければならない。創設集会から半年間で，中国綿と日本綿の聞に

実質的な品質上の差異の無いことが実証されて， 削除されたとは考えにくい。したがって，こ

の規定の存在が連合会にとって不利に作用すると考えられたためではなかろうか。第八項の審

議のなかで、交わされたさ まざまな論議は，連合会時代の技術の特質を解明する上で重要である

と思われるので， やや立ちいって紹介しておこ う。

岡田は，外国綿とは「綿質ノ悪キ唐綿ヲ指シタノレナリ」 「本項ノ旨趣ハ原綿ノ騰貴ヨリ唐綿

ヲ用イ ントスノレモノナレハ敢テ恥ツヘキニアラス是等ハ能ク良否ヲ開キ便益ナノレ点アレハ使用

シテ差支ナシ」と説明している。

六番 「七月ヨリ悉皆唐綿ヲ使へリ最初ハ七八分ヲ混用セシガ必覧職工ノ不熟練ニヨルナ リ

‘其後本邦新綿ノ出ルニヨリ唐綿ノ使用ヲ止メタリ」。 岡田「唐綿ヲ使用セハ其計算ハ如

何」。 六番「計算ハヨキ方ナ リ」。 岡田「糸ヲ引グニ切レ味ハ如何」。 六番「油ニ絡ヒ付ク

ノ気味アリ故ニ切レル方ナリ」。 十番「染色ノ、悪シ併 シ強力ノ薄キニヨリ切味ノ、日本綿ヨ

リ少シ」。八番 「七月頃ニ少々使シカ色合ハ悪シ故ニ価ハ低能ナリ糸百斤ニ付先一円五十

銭程ナリ」。四番「岡山ニテハ使ヒシ寸ナシ然 レlモ唐綿ニテ製セシ木綿ハ必スシモ弱シト

云フ 寸ナシ」。五番「印度綿ハ至極佳、ン」。岡田 F抑唐綿 ト雌lモ一概ニ損斥スルヲ得サルナ

リ」。四番「必ラス日本綿ヲ用ユノレノ箇条アルハ都合悪、ン」。 岡田「原案ノ旨趣ハ帰スル所

輸入防御ノ一点ニアル寸ナレ陀今物産表ヲ閲スレハ後来許多ノ紡績所ニ需用スヘキ丈ノ綿

ナキヲ奈何セン」。 五番「高貴ナル日木綿ヲノミ使用スノレハ機械糸ヲ低廉ニスノレノ目的ニ

反スへ、ン」。岡田 「紡績所ノ経済ヨ リ論スレパ唐糸方計算ニ当ルヘキカ」。六番「先ツ然リ

桑原紡績所ノ如キ薄資ノ；場所ハ唐おllヲ使ハサレハ休業スルヨリ外ナキ寸アリ」。 岡田 「工

務局ニテ機械増設ノ精神ハ余ニ於テ未タ知リ尽サ、ル所ナレ托帰スノレ所外国綿糸ノ輸入ヲ

禦クノ点ニ存スルナノレヘシ今諸君ノ 自営セラノレ 、所モ同ク外国輸入ニ抵抗セン トスノレニ外

ナラス要スルニ此処ニ於テ前途ノ目的ト如何スヘキヤヲ定メタキ精神ナリ， （中略〉，抑

今日紡績ノ如此各地ニ起ノレニ至リシハ誠ニ好ミ スヘキ 寸ナリ幸ヒ本聯合会ノ 起リ シ寸ナレ

パ聯合紡績場ハ政府ニ向テ不時ノ場合保護ノ点ヲ建言シ其他万般ノ意見ヲ上言シタキ程ナ

リ蓋シ本邦紡綴業ノ外国ト抵抗セント スノレニ随テ渠レ愈倒直ヲ低フシ白木綿ノ高貴ナノレ辿

モ維持スル能ハサノレニ至ラン此等ノ際ハ政府ノ保護ヲ仰キタキ程ナレハ本項ノ、最重要ナノレ

箇条ナリ」。 十二番「外国綿ノ混交セシモノト日本綿全用 ト差異ノ認ハ付キタルヤ」。十番

制 『前掲書』 （1），第八項は39～47頁および70～75頁よりヲ｜用。
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紡紅｛聯合会創設の歴史的意義（玉JI¥)

十二番「堺ニ

テハ既ニ半分方ヲ混用セリ蓋シ日本綿ノ下等品ヨリ支那ノ上等綿ヲ可トス固ヨリ好ム所ニ

アラサレ托実地ヲ見ルニ概メ悪シト云へス価ハ先百斤ニ付日本綿ト十五銭余低廉ナリ唐綿

「種々研究セシカ到底色合ノ悪キ位マテ未タ優劣如何ヲ確言スノレヲ得ス」。

吾紡*'it所ニテハ本月廿五六日頃ヨリ残又日ニモ段々種類アリ総体色合ハ悪シキ方ナリ

ラス河内新綿ノミヲ用フヘキ積尤支那綿ノ極上品ナレハ半分方混スノレモ格別差アリ ト認メ

十二番「染色ハ少シモ差異ナシ今日本綿製糸ト唐綿製糸ト比スレハ

ス」。

岡田「染色ハ如何」。

何レカ唐綿ナルヤヲ識別スノレ能ハサル程ナリ 「ミューノレ」ヨリ引出スニ日本綿ナ又日

レハ五百ツムニ十本切レノレトセハ唐綿ハ七本ナリ要スノレニ唐綿ノ種ノ越スノレモノ、如シ」。

岡田「現ニ日本綿ヲ用フルヲ好スル景況ナリトスレハ明カニ唐綿製糸タノレ寸ヲ示サハ相場

九番「明記シタキ積ナレ托所調寝タル小児ヲ驚カスノ恐アリ一般ニ影カ一定セサルヤ」。

響アリテ不都合ナレハ唐綿雑用ノ分ハ日本綿全用ト具ナノレ商標ヲ付クルヲ可トス而スレハ

八番「先月頃和川｜綿ノ粗物ヲ使ヒシカ実ニ唐需用者ヨリハ何印ト称へ注文ヲナスへ、ン」。

綿ノ上品ニ劣ル甚、ン」。十番「故ニ唐綿ト明記スノレヲ可トス」。十二番「唐綿混用ハ明記ス

スルヲ可トス」。 七番「然リ偽リアレハ不可ナリ却テ明々白々ニ示スカ後来ノ為ニヨシ」。

山辺の修正案を全員一致して採択した。以上のごとき討論の結果，

「八項は綿商人ニ圧セラレタノレ場合ニ適用」すなお岡田が本項を設けた理由のーっとして，

ると述べ，綿商による日本綿の価格吊り上げを牽制するために連合会側がとる対抗策としてい

る点は，特筆しなければならない。

「明治

十五年始て紡績聯合会の成立せるや会則の一部に左の如く支那綿の使用を禁止し」たものと し
国

ている。この禁止規定にもかかわらず，中国綿の使用を積極的に主張したのは， 「明治17年 4
闘

月外国産綿の輸入計画を献言し実行せしめた」農商務省技師荒川新一郎が最初で，
間

新説をl嘆美しなければならなし、」と述べている。 さらに， 紡杭業者として最初に主張したの

「荒川氏の

絹川によればこの規定は，官が輸入防遁を目指し国産綿の使用を各紡績所に勧奨し，

「綿糸集談会」において日本綿の改良と増産が進まないならば，原綿を「海外ヨリ購入ス
岡 田

ノレモ亦妨アラサノレナリ」と述べた大阪紡の代表門田だとしている。その後，それが通説のよう

わが国の機械制綿糸紡績業が

は，

しかし，第八項の審議を通して，になっているように思われる。

高価で量質ともに劣った日本綿によってはその中国綿と結合せずに，その揺箆期よりすでに，

発展を期待することができなかったことを，官営愛知紡績所の所長岡田自身をはじめ出席者全

員がよく認識していたことを示している。

日本綿業倶楽部， 1938年， 195頁。
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技術と文明 5巻 1号ω

第十一項は糸品質および生産性を向上し，糸歩留を増加した場合，互に無償で報告しあい，

連合会に加盟する紡績所全体の技術水準の引き上げをめざした。本項は第二回集会で情報の提

供は有償とする ことに改定された。本項がどのような実効をもたら したかは不明で、ある。
国

十一項の審議の中で，山辺は，

本邦ノ 如キハ創業日浅ク未タ新発明ハナシト云任可ナリ然ノレニ本邦模範トスル所ノ、即愛知

紡績所ニシテ今 日ニテハ手数ヲ厭ハズ万般ヲセラルル 寸ナレハ其序ニ書籍新聞紙等ニ機器

ノ発明営業ノ景況等必用ノ件ヲ放粋編製シテ其時々各所へ頒布サルルコトヲ得ハ実ニ好都

合ナリト信ス

と述べ，愛知紡績所が模範工場としてのイ ニシャチブを発揮するよう要請した。岡田は，

七番ノ同意賛成スル所ナ レ陀愛知紡績所ノ如キハート一年公達ニ準リ早晩人民へ払下ラルル

ニ至ノレヘシ今彼事業ヲ相当セントセハ洋学者ヲ備フル等ノ手数ヲ要する 寸ナレハ官設ニ係

ル以上ノ、可ナレ氏該所組織ノ一定セサノレ迄ハ♂七番ヨリ断言スノレニ苦シムナリ本省工務局ニ

於ケノレ此等ノ報告ハ実際易々タル 寸ナレFE:現業者ニ非サノレヲ以完全ノ報告ヲナスニ至ルマ

シク到底是ヲ行ハントセハ愛知紡績所ヲ官ニ維持セラルノレニ非サレハ不可ナ リ此事タル聯

合中ヨリ請願スルモ可ナノレベシ七番モ是ニハ同意ナリ

と答えている。 山辺の提案は連合会時代には実現しなかったが，後に『聯合紡績月報』となっ

て結実している。

山辺はさらに愛知紡績所は「実ニ紡績所ノ模範タルモノ」にして「ーノ模範工場アリテ改良

ヲ促スモノ ナクンハ紡績ノ隆盛得テ期スヘカラス此事ノ、聯合中ヨリ工務局へ請願シタキ 寸ナ

リ」と請願を支持した。しかし三番は山辺のいうような請願がたとい実現したとしても，二千

錘紡績の技術の実情ではそれらを阻鳴し実地に応用することができないから巡回数師を置き

「徐々に発明学説等実施ノカヲ養成セン 寸ヲ希望スノレナ リ」と巡回教師の派遣が技術水準の向

上にとって不可欠事であることを述べてし、る。 山辺はさらに愛知紡績所を職工養成の模範学校

としたいとし、う要望を出し それが全体の意志として，四番，五番および十番を起草者にして

請願する ことと なった。模範工場の設置と巡回教師の派遣は，二千錘紡績にと って，死活の必

要事であったに違いない。前田正名は『興業意見』で綿糸紡績業の振興策として，第一に「紡

織研究所ヲ起シ，専ラ其技術ヲ研究シテ製造方法ノ得失ヲ実験シ，旦ツ職工ヲ養成シテ現業者

ノ需用ニ応」 ずる こと， 第二に， 「既設工場ノ為メニl時々巡回教師ヲ派遣シ，機械ノ取扱製造

上ノ利害得失ヲ各当業者ニ理会セシメ，又紡綿業ニ係ノレ発明改良等ノ内外ノ事蹟ヲ時々輯録，

若クハ翻訳シテ之ヲ頒与シ，可成当業者ノ知識ヲ開導スノレコトヲ務ムヘシ」第三に，大阪を綿
刷

業の中心地とし， 良好な立地条件の地に集中することが必要だと強調している。前回が『興業

帥 『前掲書』（1），第11項の審議の経過は48～57頁。
帥請願の内容は記載されていなし、。
伺前田正名 「興業意見」， 『明治前期財政経済史料集成』 18巻の 2，明治文献資料刊行会1964年，488

頁。
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意見』を書くにあたって，連合会創設集会で提出された請願を読んでいたのではなかろうか。

模範工場あるいは紡績学校の設置と巡回教師の派遣は大阪紡を含め当時の各紡績所にとっては

客観的にみて，欠くことのできないことであったに違いない。紡績所の要望は政府の政策によ

って実現しなかった。

大阪紡は，英国に留学しその後紡績工場において紡綴の理論と実際を学び紡績技術書の翻訳

ができる山辺のような者を，経営者に据え，さらに老練な据付技師ニーノレドを英国より招いて

紡績機の据付にあたらせた。開業に先立って山辺は英国の綿糸紡績技術書を翻訳し，愛知紡績

所へ機械据付の実習に派遣した大川英太郎，門田顕敏，佐々木豊吉および岡村勝三の四人の伝
同

習生に与えている。

二千錘紡績からできる限りのものを原収した後，大阪紡は二千錘紡績の自立について極めて

冷淡な態度をとったことが，1885年6月開催された「綿糸集談会」における門回顕敏の発言から

知ることができる。席上，山梨県市川紡績所の栗原正信が二千錘紡績の将来にとって死活の問

題としてあげたのは，政府が，模範工場の設立，巡回教師の派遣，機械代金年賦の猶予，機械

増設に対する助成，綿花の改良および農民の救済策を講ずることであった。模範工場の設立と
叫

巡回教師の派遣を集談会に出席した二千錘紡績の全ての代表は緊急必要事として要望した。こ

の切実な要求に対し，門田は， 「模範工場大平ハ到底模範工場ト為ス 寸ヲ得可ラス」 「模範

工場ヲ新ニ東京ニ設クル件ハ弥不都合ヲ重ヌルナラン政府豊之ヲ為サンヤ」と一蹴している。

巡回教師の派遣について彼は，各紡績所が，

金ヲ拠出シテ書ヲ購ヒ学者ヲ雇ウテ之レヲ訳セシメ若シクハ相応ノ 人物ヲ選ヒテ各々学説

ヲ十分ニ修メシムヘシ実地ノ技術者ヲ要センカ亦相応ノ人物ヲ選ヒテ各地ニ就キ修業セシ

ムヘシ如此ハ一時多クノ費用ヲ要スヘシトfil(E一旦現業上ノ計画整理スルニ及ヒテハ是等ノ

出費ヲ償フモ甚容易ニシテ随テ年賦金ノ完納モ為シ得ラルノレニ至ルヘシ

と述べ，二千錘紡績の自立については何ひとつ具体的な支援をしないというきわめて冷酷な態
制

度を示した。

第十二項において同盟加盟各紡績所の生産完了成績を毎月愛知紡績所に提出し，それを同所

で編成し各紡績所と工務局に配賦することを定めた。この月報は『農商工公報』等に公表さ

れ，その後「聯合紡績月報』 「紡績月報』 「大日本綿糸紡績開業聯合会報告』 「大日本綿糸紡

績同業聯合会月報』 『大日本綿糸紡績聯合会月報J 『綿糸紡績事情参考書」および『紡績事情
同

参考書」と改題され現在に至っている。これらの月報がわが国綿糸紡績業の発展に寄与したこ

との大きさは計り知れないものがある。

第十四項の審議の中で，五番は連合会定期集会の際に「私立共進会ヲ開キ会員中ヨリ審査委

帥岡村勝三『紡績懐旧談』，日本綿業倶楽部， 1932年，2頁。
帥 『前掲書』 ~~. 28頁。
伺 『前掲書.n~~. 42～44頁。
帥 『前掲書』（7), 15頁。
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員ヲ撰ム 寸トシタシ」と提案したが，岡田が「審査ハ公立ノ共進会ニ譲リ唯製糸ヲ持寄ル 寸ト
帥

セン」とした。各紡績所製造の糸を定期集会に持ち寄り，互いに批評しあい，連合会全体の品

質向上を検討しあったのであろうが，その後継続して実施されていたかについては何も判って

いない。しかし，山辺の提案の精神は，大日本綿糸紡績同業聯合会に改組した際の規約第12

条， 「定期集会の節自製棉糸洋十六番〈十認〉を持参し審査委員を選定し，左の要点に照らし糸
同

質甲乙の点数を審査報告せしむへし」に継承されている。この試験結果は， 「聯合紡績月報』
Gm 

に報告されていて，当時の技術水準を知る上で貴重な資料を提供している。

3）原綿の売り惜しみ，製品の買い叩きに対する共同行為

第九項は，綿商の売り惜しみおよび糸商からの買い叩きに対して，適切な共同行為を行うこ
同

とを意図したものである。岡田は，原案第九項について， 「本項ヲ敷市センニ警ハ糸商人聯合

シテ売捌方ヲ拒ム等ノ場合ニ於テ別段ニ方法ヲ設クノレノ主意ナリ」 と説明し，四番の「同盟協

同シテ為ス 寸ナルヤ」の質問に次のよ うに答えている。

回ヨリ然リ尤モ弦ニハ唯項目ヲ掲ケシノミナレハ実施ノ法ノヴlj段ニ協議セン トス 又日

尚一言セン八項ハ綿商人ニ圧セラレタル場合ニ適用シ九項ハ糸商人ニ圧セラレタル場合ニ

用フルナリ夫レ今日機械製糸ノ盛ナルニ当リ如此困難ハ必ラスナキヲ保セス宣之ニ応スノレ

ノ策略ナカノレへケンヤ

とのベて，協同行為の必要性を力説している。共同行為の具体策は，第十四項の臨時集会を召

集して決めることにしていたが，共同行為が実際に行一われた記録は見つかっていない。

第十項の審議の中で山辺は「製糸ノ認作ヲ一定ニシタシ中ニハ不便ヲ唱フノレ者アルヘキカ可

成ハ西洋組、ニセン製造上ニモ使アリ需用先ニテモ之ヲ好メリ」と番手制と紹仕立法を英式番手

制に統一することを提案した。四番「西国地方ハ是迄在来ノ枠ヲ用来レルヲ以阪売先へ協議セ

サレハ紡績所ノ者ニテ改メ難シ」等の意見が出され， 山辺は自説を撤回したが，四番の「是ヲ

今日ニ決セス漸々ニ改ムノレ1 トセン」ということとなった。 「綿糸集談会」でも論議された

が，結局英式番手制の統ーは，「明治十九年（1886）ヲ限リ和紹造ヲ廃シ洋紹造トナスヘキ事」

を定めた1886年の約束の改定を待たなければならなかった。

4）制裁規定

第十三項は，連合会の約束の旨意に背き，同業者の不利を醸すものは同盟中から追放するこ

制 『前掲書』（1), 86頁。
伺 『前掲書』伺， 6頁。
倒 「聯合各紡懇切「製糸試験成蹟表」， 『聯合紡績月報』 2号，1889年， 39頁。
帥 『前掲書」（1），第九項は47～48頁より号開。
帥 『前掲書』（1），第十項は77～80頁よりヲ開。
伺 『前掲書』~~. 106～121頁。
帥 『前掲書』伺， 235頁。
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とを規定している。十番は「追々身元金ヲ出サシムノレ位ノ法ヲ設ケン 1ヲ望メリ」 「万一犯則

者アリシ件ノ検束法ナレハ置カサルヘカラス‘」と迎合会の約束の強化を積極的に図らなければ

ならないと主張している。さらに除名紡績所を新聞紙上に広告することを提案したのも十番で

あった。

4.連合会創設の歴史的意義

連合会創設の歴史的意義の第ーは，既に論じたごとく ，労働者階級が階級的に成長し，労働

組合を結成し階級闘争が激化する以前に，資本に従順な労働者を育成して，資本家階級の鎖の

下に繋ぎ止めておく ための指令部が形成されたことにあった。ヨ ーロッパ各地で紡績労働者が

賃上げや8時間労働日の要求をかかげたストライキなどの状況が，当時岡田や山辺などが読ん

でいた“TextileManufacturer，，等の業界誌でしばしば報じられていたなかで，彼等をして

労働者対策に本格的に取り組ましめたのであろう。こうした先制的な労働者対策は，わが国で

労働組合運動とストライキの萌芽がみられるや， 1888年連合会改組の際， いち早く，全ての紡

績工場からストラ イキに参加した労働者の締め出しを決めた規約第7条， 「使役職工ノ一部又

ハ全部ノ者結合シテ罷工ヲナス等ノ；場合ニ於テハ速ニ其職工ノ姓名 ヲ同盟中ニ通知スヘシ同盟

者ハ〈中略〉其職工ヲ傭入ノレ、ヲ得ス」，の先駆をなすものであった。

第こには，同盟紡績所が協力し機械制紡績業の技術水準を向上し，揺箆:tWの諸困難を自力で

克服する道をひらいたことにあった。

第三には，原綿商，糸商の圧力に対し共同行為で対抗することを定めたことにあった。

第四には，企業聞の競争が激化しない揺藍時代に，わが国綿糸紡績業の自立的連合体を自主

的に結成したことは， 日本綿糸紡績業の発展にとってきわめて重要な要因のひとつであった，

現在の日本紡績協会に至る紡績資本連合体の発展にとって大きな遺産となった。

高村は，連合会の性格について「1880年代末までの紡績聯合会は，紡f;¥t（資本の自立的組織で

あったとは考えにくいのである。それは，殖産興業政策の一環と して官僚の主導下に，政策を

末端にまで浸透させるためのいわば下請機関と して設立されたもの」としているが，連合会創

設集会の経過をみる限り，こ うした見解は到底受け入れることはできないだろう。連合会は，

関税自主権を持たないわが国に安価で良質なインドおよび英国綿糸が大量に輸入されている状

況のなかで，これら輸入綿糸と直接対抗するのではなく，在来の手紡とがら紡との競争に打ち

かつて，開業後間もない洋式紡が産業資本と して自己を確立していくために，欠くことのでき

ない自立的組織と して創設されたものである。岡田は愛知紡績所の払い下げが切迫している事

帥 『前掲書』（1）， 第十三項は64～70頁。よ り引用。
帥 “The strike in the cotton trade”， Textile Manufacturer May 15, 1878, pp. 146. 以降しばしば報

じられている。
帥 『前掲書』（7), 14貰。
肋 『前掲書』（8),45頁。
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態のもとでト 紡績同業者の自立的組織の必要性を痛感し，民間の大阪紛の山辺をも招請して，

連合会の創設集会を開催したのであった。

創設当時の連合会について，カルテル的性格か単なる同業組合的性格か とい う論議がある

が，連合会創設集会の状況をみれば，同業組合的性格とすることはできないだろう。産業資本

確立の過程のなかでカルテルに転化する必然、性を内包した紡績資本の自立的組織が結成された

と言うべきであろう。

The organization of the Japan Cotton Spinner’S Association 

in 1882; its historical significance. 

by 

Kanji TAMAGA WA 

(Daito Woolen Spinning & Weaving Co, Ltd.) 

This pap巴rdescribes th巴historicalsignificance of the organization of the Japan Cotton 

Spinner’s Association in October, 1882, refered to in“The Naikoku Bosekijo R巴ngokai

Giji Hikki", （“The Minutes of the First Meeting of the Japan Cotton Spinner’S Associ-

a ti onつ， which was published by the Aichi Bosekijo (the Aichi Government Cotton 

Spinning Mill) in 1883. 

The first m巴巴tingof th巴 association was h巴Idon Octob巴r17, 1882 in Osaka, upon 

th巴 initiativ巴 ofYoshitaka OKADA, the manager of the Aichi Bos巴kijo. It vvas con・

sidered that all members of the meeting were representatives of the 11 small spinning 

mills, with almost 2, 000 to 3, 000 spindles each and which were established by gov巴rn-

ment aid, such as the Aichi Bos巴kijowhich had 2, 000 spindles. But recently, it has 

b巴巴n found that Takeo Y AMANOBE, the manager of th巴 Osaka Boseki Kaisha (the 

Osaka Cotton Spinning Company Ltd) which was organaized by Eiichi SHIB USA WA 

and oth巴rsas th巴自rstjoint-stock company of cotton spinning in Japan, also attended the 

meeting and played an important part in it. This company had 10, 500 spindles and was 

a larger mill than any other then existing. The general rules of the association adopted 

at this m巴巴tingwere consisted of 16 articles. 

The main points of th巴searticles hav巴 beensummarized as follows; 

1) Conditions and count巴rmeasur巴swere adopted in order to positively foster hard-

working and obedient workers for the mill own巴rs,hnd to shut out巴ntir巴lyinferior work巴rs

and rebellious troubl巴makersfrom 巴verycotton mill in Japan. Members were to put a 

stop to enticing labor away from each others, in ord巴rto prevent having to rais巴 wages.

2) Members were requested to improve the quality of their yarns, in order to build 

同連合会の性格論争史については，森芳三『明治前期初期独占論』，風間書房，1969年，第1章に詳し
L、。
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up a good reputation with the consumers, and therefor o任erhigher competition with the 

hand spun yarns and the garabo supn yarns. 

3) All members had to co-operate in order to oppose price-raising from the cotton 

dealers, and to oppose pric巴－cuttingfrom the yarn d巴alersrespectively. 

4) If a member broke the rules of the association and thus did harm to their mutual 

interest, h巴 wouldb巴 expelledfrom the association and his name would be published in 

th巴 newspapers.

It is of most important historical significance that th巴 organizationof the association 

of the mill owners, organized themselves independ巴ntlyfrom any government control, in 

order to improve the position of th巴 industry. This association has b巴enone of the most 

important factors in the developm巴ntof the cotton industry in Japan. 
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