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ま　え　が　き

　地場産業は，蝿域に建んでいる人たちの衣食住

という物質的生活の充足の必要性を母とし，蔑衆

の生活の知恵・職人の工芸へ高めようとする熟練

妓籍を父として形成された。それは．地蟻的な系

譜から形態的に区灘1すると，原料資溝馨こ立臆する

農耕工業｛颪猛こ羅するものと，毒場に燈定された

都毒工業（2｝に羅するものとに大勝される。また．

それを内容からみると．鐙巷年以上という歴史的

に苦い手工業技衛を伝承し，長年の努力，卓越し

た技巧，職人の高い精神的察覚を基盤として発緩

し，成長している伝統的地場産業融と，露場の急

激な拡大を背景に地蟻の資源や技徳緯を展麗し，

または外部から援徳1を導入すること博こよって髭緩

し，成長してきた近代的地場産業とに区携される

であろう。歴史的な系譜や地域牲ということ嚇地

場産業醗究において重要なことはいうまでもない。

ただ地場産業をあえて一般化していえば次のよう

な簿緩解え解かれるのではないかと思う。

　地場産業は，建長の生活の必要から発生したも

のおよび地域外に生産物を簸発して叡入を得る必

要から展離したものであ滲，種々多様であるが，

時代の変遷によって経済的紅海法され，生き残っ

た産業である。その経済競争の淘汰の遍程で，原

料，鼓衛，労働力，講場等の諸要素によ警，儘幾

的・分散的に存在するもの，産地形成しているも

の，逝代工業化の遵を歩んだものというように分

けられ，よう。また小規摸企業ぶ多数集ま鯵産地形

成を行っている地場産業においても，よく調べる

と．露縫で原料から完成品まで一貫して生産してい

る企業が集まっているにすぎない場合働，また，

縫会約分業体麟が確立している場合，さらに，機

械工業化の道を歩んでいる場合潜あ滲，発展段躇

の種違を示している。地場産業は長い歴史の中か

ら経済海法を受けて生き延びてきたのだから，そ

の内容，形態および発展段墜によく澄意してと蓼

あげること摂必要であろう。ただその特徴競走を

行うだけでは，なぜその特鍛をとって魑の讐激を
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とらなかったのかという根継解醗らかでないし．

反薄の特徴を発見して逆の結講を導きだすことも

鰹能だからである。地場産業とは，一定の蒔代を

生きぬいてきたから，その醗究は歴史的な流れと

して考察する必要藤ある。

　戦後の地場産業にかぎってみても，それの多く

は，戦後の荒廃復興辮，高度経済長期，経済活動

の停滞糊，バブル経済期，および溺高不浅期など

さまざまな騰落を経過しながら今購こいたってい

る。このような波瀾万丈の中で地場座薬がいかに

発生し，発展し，成熟してきたかをと蓼あげてい

くことにする。

　紙．醒簿織など〉，多くは江戸時代の各藩の敵策

　によ瞬定養し，発展したものが多い（有遜焼，

　会津漆器，京友禅〉。

鶴　義聾の織勃は絹織勃（そのうち薯二織潜ほと

　んどを霞めていた〉の産地であった解，近代的

　鼓徳を導入して織勃産地となった。

　　瞬治緯年代の諏訪地域にお謬る座繰製糸から

　機織製糸への展聡ぶ長聾察脅絹織物生産をゆる

　ぎないものにしたぶ，それが後に機械工業の展

　騰の条件を形成した。

録　淋縄集の地場産業の多くは（鞠器，漆器，久

　来島紬，からむし織，紅璽，縮紙等〉，現在にお

　いても縫会約分業体麟をとらず，原料から完成

　贔まで臨業を行いつつ生産されている．

　　　　　　　　　注

瞬　地場産業の多くは農村漁村で生産された檬料

　を撫工しなぷら発達してきた。その趨工高は地

　域の人々み生活の必要を売足しつつ，一部辮簸

　売された．贔質も安定し，一定の詳細を受ける

　につれ，その燐模を拡大してきた。

　　しかし売れるとなると，生産を拡大し，遍当

　競争をひきおこし，糧嚢濫造を誘発し，次第に

　倦罵を喪う者もあらわれた。贔質の悪化．耐久

　鮭の不是，溝費者の必要健への薄応力の立ち遅

　れ，また簸亮力の弱さや流通機講の来整備によ

　吟没落していったものは少なくない。欝罵本舗

　と簸売力の確立によって大きな勢力をもってき

　たものとして，輪島の漆器，露出の売薬をあげ

　ることができよう。

麟　大都粛には．透代工業のかげにかくれている

　とはいえ，今織こおいても麿力な難場産業が多

　く春i役している．東：京葉の翫具．雑貨，食1料贔

　撫工，織鞠．大類講の織劾，繊維，家具，京擁

　甫の藩緯織，京友葎，仏蓬，仏具，演勅，勲菓

　子，名古渥毒の機械工具，家具等々。大難爺の

　地霧産業は，地禿に原料ぷあったというよ管も

　市場曇こ透》、とセ、うことオ婁成長の条｛彗工であった。

　ほとんどの原料韓1地域外から持ち込まれた。全

　羅各鰭から綾衛をもった人ぶ集ま吟，その披講

　が洗練され。，新しく展絶し一定のレベノレに達し

　たが，巨大講瘍そのものが専潤化，歓会的分業

　を驚能萎こし，高節妓籍水準を維持させた。

麟　鎌倉．室町時代から今爵まで伝統鼓衛，葛法

　ぶ伝承され，て》、るものも少なくないが（瀬戸，

　騰羨．儒楽，常滑．欝繭の購羅，輪簸漆器，秘

第！章　戦後復興期の地場産業

　一、地場産業の盛衰

　幾場産業は地域往戻の衣食住という生活の必要

を充足し，または地域外に販売して貨幣を入手す

るために露然発生的に形成され，，または，当時の

権力者によって政策的につく吟鍵された．江戸時

代の各藩は，嚢給嚢建，封鎖経済に近かったから

ほとんどの多様な嚢前の産業が存窪していた．原

料資瀬立地にもとづくにせよ．藩の維持の必要に

よるにせよ，城下町においては，職人町，唐人町，

材木町，鍛冶町等地域を定めて産業振興摂はから

れ，た。それ潜地場産業として定養してくるのだ漢，

藩内の消費§的のもの，また落磐に販売して「外

麹を獲得する欝的のものを含めて有力な産業解

立難していた。

　ところで，廃藩置県，産業革命，戦争という3

つの経済的大革命，そして，戦後の高度成長にと

もなう商品流通の拡大，叢徳の進歩，溝費事場

（生産様式も含めて〉の変化等によって，伝統的

色彩をもった産業も豪た事業経営と綴織の合運牲

が要求された。技衛的・経済的条件において金運

姓に適合しえない産業は，商品流通の渡によって

きれいさっぱ渉とおしな瀞さ轟てしまった．た

だ専潤の仕事への専念，披講的基礎，高い水準の

伝統の継承に裏掃けられた鱗々の企業だけ麟生き

4



地場莚業戦後5春年《聾 （2233｝
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幟醗岩本鹸継き書き六万蕎の職人棄一権焉の縫会難燃書携，露穏5年3§縫2ページ・

表玉一2　埋もれ，てしまった福轟漂の地裁縛産贔

1紳遜事駒方根子町人形絶戸末簸～轍初期，みちのく紙（江戸時代〉，撫工（江戸時代～
　戦後〉，福島焼（大歪時代〉，飯籔焼（平安～鎌倉時代〉．まゆ玉人形（躍秘擁期〉ゲ露見鷹（霧翻
　隠年ごろ〉，由舟生の秘紙（羅秘2§年〉，安達融紙（耀藤i2～2食年〉，土摺雛（紹麹20年代｝、鋳勃
　　｛鋸治時代〉，菅箋（大藍教1期〉，鶴裏焼（大藍6年まで〉，弥1次臨こけし〈紹姦4｛　年代瓦構だん
　す（醸秘3§年代〉，橋下蹴〈繕鞍3倉年代〉，こんにゃく　（霧蓄隷28～29年L本綴〈聡私35年〉，硅看・
　長石（聡憩撫期から鎗年ごろまで〉，融紙（醸鞍2登年代〉，緬華と織物（昭勲23～37年），羽二重
　　（瞬拾末〉，絹織物〈瞬治～大1鎗，コブみそ漬（羅融25年〉，納豆（紹秘麗年〉，三春石鮭石‘
　長石3（鋸秘灘年〉，三奏そうめん（墾治まで），樹木毅（聡灘鐙年），出躰種蕊（駆秘3馨洋瓦鹿
　ノ子焼〔大蕉辮期〉，わら細工（戦後〉，ちょうちんと傘（戦後〉，凍豆霧（戦後〉，
12／会津地方　本地お椀．お盆（江戸～絹絵牢期〉，鉱蒼（窮治～大琵〉，干し糠〈大死，昭撫携鰺〉，

　蕎細石朔浴，うるし紙儀舞時㈹，漆（江戸時代L竹総工惚糠篩）・檎下蹴薄醸工
　　（畷憩鍵年〉，べろせんべい（戦麟〉，勲績（鋸憩欝期〉，ろうそく｛競絵～膿秘秘類〉，ろっ（江
　芦時鱒，木羨紹榔§年ま窮，醗タンス（麟韓鶉年ま嚇，カラムシ織（江戸時働・麻儀戸
　時代〉，隻糸（菰戸，瞬漆時代〉，橿縄（昭秘2§年代〉，勝栗（紹i憩至｛｝年〉。健康まくら〔構3（戦

　後〉，凍もち．凍豆腐（戦後〉，
（31浜遜鯵地方　馬具｛罎熱論年〉，水繊（響蓋秘鐙年〉，武具・翠霞（羅趣鍵年〉，畳表（霧秘欝年〉，
　こけし（鋸鞍韓年〉，瓦（紹趣菊年ごろ〉，紬（江戸～紹秘25年）．遠野秘紙（戦後〉，絵幟〈戦後〉，

　張子のトラ（耀隷憩年〉，絹織彗勢（戦後〉，

《建1（　）内は最盛類．
（鑑藪〉篠島娯鰭壊振興課ζふくしま・ふるさと産業おこし運動推選に聾する現状等調甕結果雲

　　　（鋸秘5§年9層〉よ琴．
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残滲，多くは産地形成という経済的経織をもつ企

業へ，あるいは機械的生産の妓籍的・経済的基礎

に立興する逓代工業へと騰度したのであった。表

玉一iは福島漂の種馬藩の城下町中耕を中心とし

た地域象こ残っている職人のきき書きを岩本曲舞氏

麟行ったものである潜，わずか六万護の城下購

に璽存するものだけでも鱒余の職人衆が残って

いた．ひと吟ひと瞬ま雰総であっても，癒疑の生

活に不薄欠な産業が職人町と辱ばれ，る地域を中

心に存在していた。それがもう少し媛模の大きい

会津藩になると，漆難，会津本編，絹織物，ろう

そく，屏風，長火鉢，衣桁，行李，煙管，やす吟，

竹総工，藁総工，麟げわっぱ，編み勃等々種類も

多く，媛模も大きい、鍋．釜，鎌．鉄，小刀，や

す蓼ひとつをとっても，城下町の規摸撰大きけれ

ば，需要量も多く専霧化が可能であったし，また

藩外に簸発して外貨をかせ’ぐ必要から漆雛や木綿

やろうそく等の振興にカがそそがれた。藩を中心

とした濃絵霞疑経済のもとでは，必要なものは，

その藩内で生産された。申には島津藩のように地

域を定めて，穆異なった織勃を政策的に生産させ

たところもある（奄美大島，縛縄の各島ごとに権

異なった織勅の産地塑あるが，藩の政策の中に異

なった産地形成の起源をもつ／。

　江戸時代においては．封鎖経済であったから，

藩内部の建民の生活に必要な産品はその地域内で

生産されざるをえなかった。したがって，・地域の

人たちが地元の資源を舞駕し，そこにある披講で

もって・生産してきた。その地籔の癒土や慣習紅

あったものをいろいろ工夫して生産してきたので

ある。だから懸盤的でなければならないし，種類

も多いのである．岩本氏はその調査の懇懇につい

て次のように逮べておられる。

　r……私（一農本曲舞〉糞身，調査を終えて，

人縫遵万に満たない地方小都毒の椿馬にこの鱒を

上鰹る数の業種が存在することに，実はぴっく蓼

させられた。　しかし，これも報馬毒の薦街地中替

潜，返縫を通じて中村落梅馬氏六葺石の城下簿と

して政治経済の中心をなしていたことからすれ’ぱ，

あるいは当然のことなのかも知れない。なぜなら，

近盤の藩というのは，そうしたことが完全に実行

できたかどうかは欝として，その内翻における§

給の貫徹を一癖薗提としていたのであるから，商

工業の場である城下町はそこにゆけば生活に必要

なものはすぺてまかなえるという機籠を備えてお

かねばならなかったのである。紛」

　海戸時代にそれぞ為の地域に多数存在していた

産業は，明治維新以降の急速な交通の発達を背景

とした藏晶流通の拡大によむ，ことごとく衰退し

てしまった．峯時の有力な織鞠，鍛冶は産業革命

による大工業に，罷鯛的多くの生活必需品は徐々

に衰退したものもあれば，昭秘3§年代の高度経済

成長鱗に衰微したものもある．今蒙梅馬の械下郷

中村に残っている産業は陶器等を除けば皆無であ

るように思われる．

　地裁産業の衰退・崩壊は，根馬藩城下町中村に

おいてだけみられるのではない。金蟹的に詞じ傾

商にある．地籔の特産贔として一定の基盤をもっ

ていたものでさえも姿を満している。表i－2は，

福轟漂内の埋もれてしまった，主な特産轟である。

地域ごとに察然環境，歴史的条件，斎場の種違を

背景に特籔のある特産贔麟多数生産されていたが・

多くは産業革命後に姿を消した．なお残ってきた

ものでも，昭秘30年代には代替品の登場，竃場

の変乾，後衛進歩への立ち遅れ，労働力の流鐵に

ともなう後継者難によ瞬籍滅している。

　白総霞建的な封鎖経済の中へ商品流通が入吟こ

むと，自演競争によって緬鰺の安い，そして贔質・

機能面ですぐれた商品撰地元産贔を駆逐したし，

新しい技纂や商鵡の流入によって生産の体系や簸

駿内編環麟破壊された。たとえば農家を例にと

れば，農繁蟻は遜嬢に雛て修業を行い．冬場の

農聚蟻には，俵，むしろ，草緩や縄をあみ．ある

いは，昧繕，醤溝．ざる，かご，箕・ふるいを作

参，紙をすき，擁や下験をつくった蓼，8を薦っ

ていた。冬場になると農悸業から解敏され，，自讃

に整える暗闘を篇飛して種々なる特産晶が生産さ

れ，帯揚に販売された。ところで農業の基盤整備

が進み，機械化されるようになると，こうした作

業体系解変化する。短時間の閥に農難業解終わる

と，余羅労働力撰形成されたし，工業舗絹の製贔

をたくさん買うようになると，現金駿入の必要が
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いやおうなしに高まった。時間を有幾にいかに痩

うかだけでなく，取入・湧得をいかに手に入れる

か麟最も重要な関心事となる。取入のよくない冬

場の勅づく瞬よ吟も薮入の多い鐵稼ぎへと生活は

かわむ，農作業よ箏も土木工事へと作業体系は変

銘し，経済合理主義摂急速に頭をもたげた。そし

て，ナイ駐ン，ど二一ル，ぷ夢エステル．プラス

チックの登場によって，藁継工，竹，木工趨工の

分野は素耕面から食いつぶされた．エネルギー革

命によって，木炭，火鉢，提灯．うちわ，ろうそ

くは存在瑳蜜を喪失した。農業機械の発達によっ

て，箕，ふるい，鍬，馬耕すき．鍛冶，承車，

質ざる等は消滅せざるをえなくなった。よ参便

鵜で，安慰な海藻漉過み紘大によって，霞給嚢

足的な経済はことごとく嶺壊させられ，新たなる

婦徳に迫られた。その地域ごとに存窪していた独

露の産麟・特産勅の多くは溺滅し，有力な商品を

生産しているもののみが生き残ったのである。だ

から地場産業というのは近代工業化の遍程で成長

してきたものよ穆も，衰退してしまったものの方

ぶ多かった。だから，土蕃産業・雑草産業という

イメージか，または特定の有産踏継を鰐象とする

高級伝統産業という色彩をもつことにもなった。

そこで，地場産業はこのように経済活動の底辺部

か，あるいは職人の技衛水準において頂上部分に

位置を霞めたのである。

　地場産業麟いかに発生し，影成され，発展して

きたかについては，通常次のような3つの観点が

あ蓼，鞍後の地場産業もそれぞれに立榔して発生

してきた．①登塞な原料資源の存在に着羅し，資

源を趨正しつつ，地場｝産業の成立・発展をと参

あげようとしたもの。今嚢の産業おこしにおいて

も，地発において遊んでいてもったいない資源，

低舞璽資源の高度活稀の悪から，資源活罵が力説

されているが，原料資源や警然環境や縫会・錘史・

地域文化を含めた社会資源等，資源立地に着馨し，

いろセ・ろと工夫して発展してきた．②地域に存在

する技術，産地の秘法，あるいは新鋭妓籍の面か

ら地場産業が発生し，展麗してきた。妓籍の定着

と展開ということ解，起業家，イノペーシ暮ン，

傑超した人物などとむすびつき，毒場の申で一定

の地位をしめた．③第3の立場は霧揚立地型であ

る。生産彗勢は，生産者麹らの直接の消費を轡的と

して生産されるめではなく，販売を霞的として生

産される。した潜って，毒場の菩在，拡大する衛

場ということ摂地場産業の発生と発展とを焼定し

てきたので，地竣や都市や全国にいかなる斎場が

存在したかということオ難場産業の成立上重要な

地｛宣を羨めた。生産された商贔を売るのではなく，

売れる薩品を生産すること解力議され’ている潜，

とくに今賛生産勃が遍羅とな鯵，生産よ瞬も溝費

が重機されるに及んで，地場産業譲も衛場経済の

灘藩から見なおされているが，地場産業の成立史

の中で毒場の存在が重要な｛立直を霞めた．こうし

た3っの経路は獺互に依存しあうぶ，このいず蕊

かに蠹魚をおいて，戦後復興期の地場産業は発生

し，成長してきた。

　このような3つの地場産業の発生と発展の経鋒

をもう少し簡単に機指しておこう．

二、地場産業の形成

　茎．原料立地璽・資漂活用型

　原料資源の存在に立榔して発展してきた地場産

業は少なくない。その代表は晦磁羅産業であろう。

瀬戸焼をはじめ，常滑焼，美濃焼，儀楽焼，備翻

焼，萩焼，有懇焼のいずれにおいても，地元にす

ぐれた原料資源麟発見されたということぷ，その

雛域に地場産業麟発生する鎧発点であった。また，

嬉鱗家具，松本家具，飛騨家具が域立しえたのも．

そもそものおこ瞬ま原料盗難か豊富に荏在してい

たということによるのである。漆雛，桶や樽1など

の木工燦王蟲，水産簾工晶などは，原料資源の

存在によって綬定された。

　家た東蔵鰭方の懸，とくに款蟹，新潟や会津の

酒については，良質の米と水の存在および気候条

件によって規定された．新潟のおかきやもち類は

今嚢有力な地場産業の～つとして大きな勢力をも

っているが，地元資源の活罵型の代表鯛であろう．

　戦後復興期の経済の特織隷，覆内資源にもとづ

く産業政策鵜解く吟ひろげら轟，地場産業の登

羅と育成に力潜入れられたことである．そのため
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原料資源の豊富な麓海道，東詑．九州地方の経済

は槍射的に壷かであった。なぜ麟内の原料資源に

着§されだか．①貿易叡支の巨額の蔀字，⑨資金

の不建，③外国帯場の狭隣化，④余嚢労働力の存

在．⑤蔑存技術の濡濡，⑥渡没効果の大きさであ

った．そこで国内資源を全篇的に欝評慰し，醗内

資灘の発見と積極的な活欝によって鞍緩め経済再

建を麟ろうとした。国内資源の利濡にもとづく基

幹産業の育成と食料の安定僕給がその経済政策全

体の中心的な軸であった。

　①鑓下資源一石崖，葬鉄鉱鐵，濾清麗発によ

る資源の活編ぶ積極的に推進され、た。筑豊の石

炭は八繕製鉄｝雪に，属狩炭譲は室薦製鉄漸と結び

つけられた．座談地域の振興は炭鑛の髭緩と結び

つ裕ていた。嗣じように銅，鉛等の生産地も経済

的な発展を示した（小数．尾去沢〉，②水資源の

豊富な地域では，撫次いでダム建設潜行われ．

水力発電所が急増し，電源地籔は異様な活溌を呈

した（只見羅流籔町村1。③士1地については喜効

羅霧が霞られた、二毛維摂行わ轟，裏作として麦，

菜種，ばれいしょが葎付され，また麗料や飼料と

してレンゲ草がまかれた．麦からパンや菓子類が

生産され，菜種から濾がとられ，ばれ・いしょから

デン紛や食品がつくられた。さらに調墾，干拓事

業が本埜化した。穰ぞ乍縫模が拡大したし，冷害垂こ

強い贔種（陸羽捻5号，藤薮5号〉解開発された。

耕地薦積の多い逃域は短谿間に鯵篠となった。植

躰政策も精力的に行われたし，製材業が木材の集

積雛に発展した。嬢搾地帯には，たばこ，こうぞ，

桑が擁えられた。鞍紙．養蚕がさかんとなった．

（雀〉漁業政策も著しく発展し，薄氷洋における鯨の

捕獲は燈雰一となった。水産糠工業も顕著な発展

をとげた．⑤余剰労働力は，労働集約型産業に向

けられ，いち早く縷．生糸の生産．紡績業，翫具

の生産では舞本は穫：舞のトップクラスに地位を羨

めるようになった。

　以上のように戦後のわ摂国の産業政策は蟻域の

資源に養馨し，それを撫工し，経済的な発緩の方

晦をさぐったのである。これは丁度瞬結欝年代に

前欝甕名らが全醗の特産物の実態講査を本賂的に

行い『興業意見垂としてと診まとめ，在来産業の

膏成と発展を力説したのと瞬蝶であった。傾斜生

産方式といえども，わ摂蟹の資源を生かす方向か

ら登場したものである。発展する地域は資源の豊

かな地域という鍾置づけが与えられた。地元資瀕

の活矯にもとづく産業政策か推進されていた戦後

においては，識躰地主，網元，地主，鉱毒主謀経

済力をもち，地域の夢心ダーとなった。

　2．妓籍立地型

　しかし今欝存在している地場産業は，産業とし

て発展してくる遍程において，一定の生産技術．

簸売技術，経営技衛を蓄積し，そ細を展開させて

成長紛してきたのである。苦い歴蛮的綾織を伝

承し，それを基礎として発展してきた産地，ある

いは毬法の伝承によって存在している産地は，今

暁こおいても数多いのである。名人の搾には奥義

があ警，それを遜めな謬れば．その分野では第一

流にはなれない．その穣法の伝授はきびしく，人

格のすぐれた者にのみ授けられたから．秘法が競

争条件となったのである．

　地場産業の発展を考えると，伝統的な技衛の転

承のみならず，その時代における最新鋭の妓籍や

鰹部懇からのすぐれた披講の導入．瞬…都響内部

の技徳革新によって発達してきたものが少なくな

い．生産技術，簸売・経営技徳のみならず，いわ

ゆる新素材の導入によって，企業や産地を一一新し

ているもの炉あ鯵，新素馨の採絹によって木製塗

器からプラスチック製漆難へ，陶器からプラスチ

ックの植木鉢へ転換した、また，当時の新しい妓

籍を定養させ，展開してきたものも少なくない。

たとえば，湊松毒に楽難産業ぶ定著したのは，原

料資源があったからでもないし，透くに有力な販

売斎場があったからでもない．時謙や医療機器の

修還妓籍をもつ嶺葉寅楠越渓松病鶴の蓬療機器の

修理のために，浜松講に長擬に滞在してお蓼，鶴

然にも湊松小学校の輸入のオルガンの修選を依頼

され，オルガンに強い興殊を示し，その敢策に成

功し（醗治22年〉．漢松市で本諮的なオルガン生

産に乗警だしたということにある。技術の定藩と

展翻を示したのは，逝代工業においては，一つの

特徴をなす。とくに戦後の急成長の企業は，技衛
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革新をともなわなかったものはないといってよい。

ソニーのトランジスターラジオやテープレ訟一ダ

ー，経天堂の花札・トランプからファミコンヘの

展露，三脇精機のオルゴールから金離動洗濯機の

スウィッチの生産等。また鰹生産においても，手

袋→ゴルフ・スキー罵手袋→袋勅生産〈書癖梁霧

鳥町〉。擁行李融カバン・袋勃（兵蓮梁豊瞬毒〉．

精密機械の部品生産→エレクト算ニクス・金璽生

産（長野察岡谷衛〉など業種転換潜新し雛妓衛の

導入を麟蓼な撰ら行われてきたのである。産地内

部にお恥ても，家具産地におけるフラッシュ構造

の採罵，新鋭木工機械の導入，プラスチック製漆

雛における成型機の導入，陶磁羅生産におけるト

ンネル窯の擦矯解産地を変革した．多品種少量生

産の技術，轟貿管遷の披講，罵違濫機籠の発達，

デザインカ・繭晶麗発技術が浮上してきた、生産

中心の産地や企業鯵麟から，毒場中心の産地や企

業体麟への転換が急激に推進され，それに講応ず

る後衛潜進歩した．商品麗発，デザイン醗発，省

力化，後衛麗発等の分野におけるソフトの経営資

源潜重要だとされるゆえんもこのような畜揚重擬

によるのである。地場産業論の展欝1の基軸は技衛

革新，イノベーションにあるとする人は少なくな

いが，技術の中でも生産技衛を中心に考えられて

いたが，その叢講解生産技衛からさらに流通・運

輸技衛，マーケッティングや経営披講へと多様化

し，またネットワーク化するにしたがい，ソフト

の技術重糧へと変死している。

　披講の基礎が戦後において淺嚢されていた。た

とえば，窟焼や有遜焼は西陣織勃，京友禅のデザ

インを戦後いちはやく浅醸していた。会津漆雛に

おける資ク譲技術も金霧撫工の援衛を慈篤し，独

藤枝衛豪こ発展したものである。大きな地場産地

においては被会的分業化解すすんでいたので，作

業工程が単純銘されていた・その結果窪業工程の

一蔀に機械を採駕する遵が採稽された．協業や娃

会的分業の中で機械鼓衛の導入を可髭にする条件

が戦後発達した。後に詳しく遠べるが，産地とい

う特殊な状浅を形成している地場産業が生き残っ

てくるが協業と縫会的分業という妓籍的基礎をも

っていたことが糞力な穣麩である。地場産業の発

生，展露および転換の各段購にお継て，新妓籍麟

重要な役割をはたしてくる摂，戦後の地場産業の

発生と発展の申で技術力をいかほど重複していた

か潜その後の産地の盛衰を淡足してきたといって

よい。

　3．辮場立地墨

　京舞には，多くの地場産業越存姦している。薩

瞳織，家友簿，塞漆欝，京焼・溝京焼，仏壇，金

箔，褒具，人形．くみひも，麟纏，扇子，懸扇，

愁楽器等々．これらの産業羨京都で発達したのは．

原料蓬豊富にあったからではなく，議場嚇地元に

あったからである。つま警原料資源にめぐまれな

かった窟都の地場産業は，実は旛場立地型なので

ある、原料の存在藩産業の発展を緩定したのでは

なく，湊費旛場の発達が地場産業の発生と展辮を

窺達したのである．東京都内においては，靴，か

ばん，簾工食品．家具や仏壇（今轟では衰退して

わずかに存在している／，翼翼や人形をはじめ数

多くの地場産業摂存姦しているが，市場の存筏に

よるものである、

　縫揚産業の発達遍程で，斎場の醐題は重要な地

盤を青めた．生産者が小規穫で分数しており，竃

場窟で遠距離であるという産地麟多かったからで

ある。原料資源が良質かつ豊富であ馨，露有の技

術が地元に定蓋し，販売毒場も安定しているとい

う条件のもとで，地場産業は発展してきた。これ

らの条件が穰豊作篤しつつ発展の原露とな賦ま

た繕果となって成長してきた．この率でも，販売

策場の安定ということ潜特に有力な産地発艦の条

件であった。

　遠隔地毒場の遠隔姓を克籔したのは，交通の発

達と有力な商人の存在であった．生産を系統的に

く吟かえしても，その生産勅を販売できなければ，

産地は発展できなかった。有力な産地にはすぐれ，

た商人が存在し，産地の夢一ダーとして活躍して

きたし，逆に籔売力のある商人がいる産地は着実

に成長してきた。地場産業の産地名も実醗にそこ

で生産されているというよ吟も，有力蕎人の集ま

っている地域名からとられたこと麟多い．瀬戸も

の，唐津焼，藩万里焼．鐵中漆器．大鰐家具等々。
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緯辺南町材で生産された海晶麟癡人の多い特定地

域に集積されたから，その地域名をもって地場産

業購総称されたのである。どの地域の痴人が有力

であるかによって，産地の名称淋変更されること

ぶあるほどである．

　戦後木炭や薪の需要が拡大したので全蟹に炭焼

がま解つくられた。またコンロや電熱の需要拡大

にいち畢く鰐1志した瀬戸焼癬大きな鵜潤をえて資

本蓄積を行》、購磁器産地としての経済的基盤をつ

くった。食料不疑，燃料不定，衣料贔不足という

歓会需要の状混ぶ雨後の替の子のように新しい地

霧産業を発生させた．戦後の経済は絶薄的な勃不

足．需要に蝿して供給不運漢一般的であったので

地場産業の産品は生産すれば売れるという状沈下

にあった。した麟って溝費，議場の拡大ぷ生産の

絃大よ参も先行したので，晶質，機籠．稽途の顯

発妓籍は軽くみられていた。しかしそれが後に産

地を形成している地場産業とそうでない地場産業

との格差の溺題となってくるか，戦後の地場産業

は斎場から蔑定されて生産撰行われるというよ吟

も生産勃の状浅に露場があわせてきたといってよ

いであろう。

　以上のように，戦後の地場産業は，①登富なか

つ良質の原料資源溺存在するか，②披講技法の導

入や展麗が行われたか，③あるい濾，毒場の存莚

と拡大，新たな毒場の麟廷聾こよるものであるか，

いずれかに立耀して発生してきた潜，多くの企業

麟発生したが高度経済成長蟻に経済的な淘汰を受

けることになる。淘汰の中で大きなカを発揮した

のは産地罵地場産業の企業集懸を形成しているか

どうかということであった。戦後の地場産業の発

生の申で産地を形成していたかどうかがその後の

存在を焼定したのである．

　益のすべてを失った結果，産業活動に必要な資

　源の多くを海外に依存せざるをえなくなったこ

　と，第二に海外資源を購入しうる磐貨が決定的

　に不足していたこと，第…三に資漂砂輸入にみあ

　うだけの霞諜鏡争力をもつ酸糞産業が欠けてい

　たことである、

　　以上のような事驚から麟海資源を騨発し，襲

　湾産業の振興を錘ることが得策であった．豊春

　な労髄力ぶ存在している庚懸，戦争によって主

　な機械設騰は破壊され，資本蓄積鍮不達してい

　た．そこで登審な労鶴力を有勤に活稽し，財政

　資金でもって資奉蓄積の代替を行》・，国轟資溝

　瞬発による産業振興を叢進ずる方策がとられた．

麟　技術の導入において璽要なことは機械の導入

　の費罵と労賃の建蔽であった．戦後のように，

　余剰労働力が存姦し，緩賃金が一般的である場

　合には，機械の導入に必要な費罵の方が労賃

　支勢いよ参も高ければ，機械イヒはすす裏なかっ

　た．

　　機敏の導入によって一方では労鶴塗産姓が高

　ま鯵，縫方では原単鍾というコスト意識が登場

　するようになった。原単｛立というのは一定の癖

　贔を生産するのに原料費がいかに安くなるか，

　園転率や歩留率藩いかに高くなるか，贔質がい

　かに講上するかという墓攣によ瞥葺スト灘’算す

　る尺度である．戦後，原単建という考え方を導

　入することによって，披講進歩ぷ推進された．

　したがって鼓衛導入それ嚢体ぶ詮議されたので

　はない、そこには贔質の安定，歩留率．醗転率，

　原料代の綾浅を含めコスト意識ぶ鼓衛の導入を雄

　遽したのである．たとえば，購磁器生産におけ

　るガス窯，シャトル窯，トンネル窯の擦罵にお

　いては，こうした考え方潜採罵の基準であった。

　技徳は生産盤講上から合理絶技衛，多様化稜衛，

　ソフト技術というように変化していくが，灘ス

　ト簸下と棄場二一ズヘの薄癒が基準であった、

　鍵って鼓徳進歩が産跳の発展にとって重要な地

　位を羨めるゆえんもここにあった。

　　　　　　　　　注

織　嶽本縷輝　　ゼきき書き六万蕎の職人衆一謡講

　の縫会史薄刃水書霧．昭趣55年，乾～3ページ．

鱗　戦後わ鱒馨の経済ぶ馨糞婆源雛発に繧斜して

　いった背景は獣の点にあった。第一に数戦欝ま

　でわが蟹麟瞬有していた中翼，朝癬における権
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三、地場窪業の発達と産地形成の意義

　経済的海櫨の中で生きのこった地場産業は，す

ぐれた独趨の妓籍や特定毒場をもっているものの

ほかは，いずれも産地を形成してきた．近代工業

の急速な発達の中で，懸緒鏡争，妓籍競争，人耕

養成，変化する販売毒場等への蝿癒において，地

場産業は産地を形成しなけれ、ぱ生きのこれなかっ

たからである。産地を形成しているもののみ麟，

時代の変化に鱈癒してきたのである．産地形成と

いうのは，地場産業の重要な特籔をなしていると

は纏え，その成立の源露ではなく，経済的な淘汰

に殻濾した結果廃家にほかならない．

　総総年代の輯癬戦争の中でわ麟蟹の経済復興潜

達成され，その後の高度経済戒長め基礎（鉄鋼・

電力の安定供給．食糧の確保，金融麟度の整備〉

潜確立されてくるのであった。地場産業もまた産

地を形成し，麟度を確立し，その後の発展の基礎

をつくったのである。そ為では講業の企業集懸麟

一定地域に形成され，るというのは，どのような経

済勤果を，また競争力をもったのであろうか。

　圭　技徳の蓄積

　産地形成を行っている地場産業には，種々の

技術の蓄積があ警，すぐれた職人が登窮した場

合には，その職人が死亡し，その企業潜つぶれて

存在しなくても，その梓風，妓籍嚇産地内に賑を

打って継承されているケース解少なくない。また

産地の翼有の雲霞気の中で，卓越した人勧解登場

する。というのは，集羅漢盗み離す露有の雰雛気

や地域の歓会的必要解そういう人たちを生み思し

たからである．そして先進的な産地赫形成されて

くると，議途有望な青年，時代の潮流垂こ遅れない

でやろうとする人たち麟集まって，いっそう産地

の発展を促進したのである．

　と鯵わけ，産地瀞緯青年以上という歴史と伝統

をもつ場合には，重要な馬癒において，韓人なる

章一ダーや職人潜登場してきた．急速な環境の変

建1の中で産地を発展させねばならな彰・という意識

と，このことに共感する人たちの精力的な活動を

生み啓す雰懸気が強力な役割を果たす人勅を登場

させたのである。強さ，忍耐，銚魑といった産雛

の性格は，緩々人の中にあるというよ警もむしろ

その産地の環境にあった。このような駿混の中に

あって，人々の仕事や遜想の実醗撚産地の発展に

役立っているのだという確繕と結びついて強熱精

神力をもった人たち摂あらわれたのである。伝統

の発展という理想と停滞している現実との深淵に

橋をかけねばならないという縫会的必要性蕃有籠

な大効を生み饑し．産地のこうした縫会的環境の

中で人々の能力の可能性をあますところなく発揮

させてきたのである．人々は，龍力の発揮に有利

な条轄のもとでのみ花饑くのであって，新しい考

え方を撰き鐵すほどに現実社会解成熟していない

場合には，能力は馨立たない萌芽のままとまった

のである曾ある程度まで1事態誤成熟した場合にの

み，人々は一定の秩序と法則とを発見すること蒼

できた．すぐれた人というのは，飽の人よ滲も！完

を見とおし．強く生きること越できた人をいうの

である。だから産地における偉大な大効というの

は，魑人的な才能や性格に密来するのではなく，

産地の歴史的な鮭会的な要求を見薮き，時代の要

請は穂かを知蓼，その実現にもっとも大きく貢献

し，影響を与えて今鷺の基礎をきずいた人をいう

のである。継

　このように全体をと蓼まとめ，動かしていく夢

一ダーや，一芸に専念し，糞鋼な心構えでもって，

あらゆる椿熱を仕事に集卒する人蔘登場するのは，

集懸摂生み鐵す競争の俸罵である。努力精進し，

きびしく鍛練している人を人々は鰻藩にながめて

いると，披らに仕事への専念に生き麟いを見雛だ

す雰囲気ぶ伝わってくる。人と人との接触と交漉

と潜競争心と活力とを鼓舞したからである．独露

の雰鬱気をもつ集羅には，露有の技衛が薬種し，

継承されるだけでなく，競争を通じて新しい産業

への展雛の基礎あるいは新技徳導入の基盤もつく

られる。

　継場産業の発展には，懸人醒人の努力や麟さん

が重要であることはもとよ噸である麟，集馨解生

み鐵すカや雰雲気も韓大である。集羅力または複

合力と呼ばれていること解，産地の妓籍的発展を
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蔑定してきたのである．

　2　集極力と伝統の縫承

　有力な産地には必ずすぐれた技術の蓄積やよき

伝統解あ警，立灘な製贔づく馨と選採の霞が産地

として継承されてきた。産地の率で講一業種の商

最を競争しつつ生産していれば，すぐれた製最．

卓越した技徳やデザイン，賂調の高い形，色あい

のよさ，縁んの少しの不嚢贔でも見分けるという

繊総な神経麟発達する．そこには，遮髄を許さな

い立滋な窪品嚇存在し，すぐれた締や指導者がい

るからである。これによって我流に繧恥ていくこ

とが少ないだけでなく，少し修行を積んだだけで

うぬぼれや驕慢に臨らない鍵覚や反省の機会が与

えられ，たからである。輪爵漆器産地の塗と簾簸，

春舞部構だんすの仕上げ技術，有緯焼における染

付および赤絵技術，浜松の精度の高い木工技術，

諏訪地域の水準の高い金羅精密撫工披講，染の最

高水準を誇る京友禅染等においては，長い錘史の

中で披講が磨かれ，思索の深さ，識見の高邁さが

継承さ為た。鍛練を積む率で霞己妓籍の啓上と壷

んで伝統の深さ毒聾本得された．産ま趨の独自の気騰

の申で，すぐれた人の妓籍や考え方・生き方ぶ揖

の繭で確かめられつつ，みずから考え苦しみ抜い

て毘しいあり方を習得する機会が与えられるから

である。産地のあ撃方やそれをささえている精神

や技衛や方法解子どもの頃から強く体にしみ込み，

めぐ求為た娃会藻境のもとに往んでいるだけで，

よい風欝や習濃が無意識のうちに体につ雛てくる．

成長し，本標的に自覚的な鍛練を積む時簗麟くる

と，技備だけでなく，勃を見る鰻，心の修養．考

え方．人購の生き方もいち早く磨かれる。産地内

での生活および産業環境麟長い歳月の概に与える

影響は大きく，このような秀麗気の中で披講の

継承，濯難にたち講かう姿勢，忍耐力漕培われた．

手工業的な産業も産地を形成し，独霞の技衛や気

風の申で今欝まで存続してきたのである。

　たとえ，すぐれた技術や能力をもつ人がなくな

っても，また産地の中で支配的な地位を占めてい

た企業が不幸にも衰織しても，産地撰生きのこ管，

伝統や妓籍1が賑々と次の時代に継承される、もし

産地を形成していなけれ，ば，すぐれた鰻人勝なく

な吟．企業ぷ衰退す細ぱ，妓籍や穰法は消滅して

しまうであろう．伝統の形成のみならずその継承

と発展という意蝶で，産地を形成するということ

麟大きなカをもった。

　3　；被会的分業の発達

　多くの構業者授産建を形成すれば，購業者の労

騰の平均．標準的な馨…桑時闘麟形成される．単純

な労蟻，複雑かつ熟練した労働，講一葎業のくり

かえしの工程，釈浅の鵯擬や総合力を必要とする

工程麟，瞬業者の憐存によむ畷確となる。一方で

は桂会的に平均化された一定水準に達した労働力

（標準労麟〉解形成されるとともに，縫方には労

欝の熟練獲や複雑度における靉靆購生じる。この

ように労働の種類の獲麟の中で．／il盤甥，／21老若

および，（饒熟練度｝こ応じた分業ぶ発達する。肉体

労働を必要とする工程は男性が撞当し，忍耐強さ

を必要とする労働は女性が受けもつ。単純馨業工

程には初心考があてられ，複雑な作業工程には奪

需家・熟練考拠請けられた。このような分業ぶ地

域的・歓会的に発達するのは，生産量の増大とと

もに始まる。つま瞬生産量麟壊大すれば，まず単

純な作業のく吟かえしを必要とする分野瀞切警離

され，患来高撫工賃払のような形で下請に鍛され

るようになる．家内工業として，また離業として

農家の申に生産工程の一部麟下請生麗される。ま

た，熟練度を必要とする工程も1霧穣である。特殊

專糀的に俘業する企業が独立する。後会的分業は

著しく生産力を高めるからである．このようにし

て，生産段隣の各工程潜縫会的に分業される。た

とえば，漆雛を倒にとれば，素地，下地，塗，硬

ぎ，簾鱗，商人という歓会的分業麟一般的であ鞍，

晦磁器においては，購土，成形・鋳込，焼成．上

絵｛ず，商人，さらに原材拳薯販売者，築窯業・石膏・

匝鉢製造業等という歓会的分業がみられる。この

ような歓会約分業体麟は，生産能力を高める有力

な手段であるが，単纏な生産工程の繰警返し摂

行われ，るか，複雑な，しかも技衛承準の高い工

程解大きなウェイトを姦める場合に，その分野が

独立に饗警離され，．歓会的分業化される。このよ
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うな縫会的分業紀が発達するためには，一定量の

生産蔑模ぶ必要であ惨，そ為撚縫会的分業の条件

であった。しかし産鍵形成形みられるところでは

必然的に歓会的分業誌灘が発達しているわけでは

ない。｛覇

　鰹えば，沖縄梁の漆難，陶羅，継，紅型，織勃

に代表され、るように，原料の確保，生産・簸売に

いたる叢で一貫生産されている．地方の木工趨工，

陶器，藁総工等産地を形成している摂，縫会約分

業体麟を確立していない産地の鰹をあげることは

そう罎難ではないだろう。またそれだけでなく，

瞬じ1産地内でも，縫会的分業を基礎に生産してい

る金業のほかに原料から完成晶まで霧鐘で調達し

ている完結型企業の鎌存が一般的である。生産量

麟少ない撰，きわめてすぐれた産品を生産する場

合には，一貫生産解みられる。産地形成の基盤の

うえに縫会的分業の花ぶ騰くのであった。そして，

縫会的分業の発達の中で，挙純な作業をく蓼かえ

す分野においては機械の導入ぶ準備されるのであ

る．

　4　原料の安定僕給

　一定地駿に瞬業者赫集まれ，ば，原料，緯料．補

麟霧料，道具や機織類も産地に集められ．原耕料

を専霧的に敢滲掻う企業も成立し，その分野にお

ける贔質や技衛の海上がみられるようになる。産

嬉においては，主要な原料麟贔質・轟格ともに安

定して入手できるだけでなく，漆器や晦磁器産地

における筆・繧料や構籍，金工・本工における小

道具，染色にお謬る触藻や添簾勃，織綾蜂こおける

瞬属品等補助材料・補豹原料解手に入穆やすい。

原料資源の存窪を成立条件としている場合はとも

かく，それ以外の場合にも，補動原材料の入手が

産地形成の一つの条件となっている。

　原材料が集めやすいというだけではなく，原材

料の品質．等綴において種々のものが存在してい

る．生産する商贔の霞的に応Oて原料の選採が璽

籠となる。そのうえに量的にまとまって原料麟供

給され，るので，無縫解安く，贔質麟安達し，納幾

が董確である。原韓料の懸格および非懸馨的な有

鵜さにおいて産地は競争力をもつのである。原料

の存在する地域に人々麟集叢撃地霧産業を形成す

るという事擁麟多いのである。

　5　施設および麟度の効果

　縫揚産業轍，一定企業麟立越し，産難を形成し

てくると，産地の規摸や経済懸濁に応じて公共施

設や試験暴や文匙施設麟設置される．産業会館，

伝産会館，縫合会館，幾場産業振興センターや資

料館等，これらの其講舞矯施設の設置によって，

地域的な空鷺麟装められ，，交流が活発化するだけ

でなく，構報撃集ま瞬，新商品麗発や新技術導入

の繭激が綻進される．試験場，デザインセンター

等の其郷稀驚施設の建設は．産地の技術や，臨贔

灘発や醗修において大きな影響を与える．とくに

試験場の有無が産地の発展を焼足する．生産力の

みならず商品翻発力や技衛力蕃経済発展を規定す

るからである．

　また産地には総合嚇設置され，金離および難敵

支援が行われると，難度藤から産地の基盤解強髭

され、る。このような麟獲：の確立とともに青年部，

若手醗究グループをはじめ，露主的な経織ぶ俸ら

れ，産嬉は活姓化するし，後継者も鳶威される。

　欝灘年代には，難場産業越次々に発生し，発展

する申で，縫合蓬俸られ，産地体灘の基礎解確立

し，寡主的な瞬発グループ潜誕生した。甫場の絃

大を背景に産地倖灘撚確立するということでは，

輔難戦争は地場産業の産地形成に重要な役割を果

してきた。産地嚇経営面で露宣する基礎解確立さ

れたからである。

　6　藤人の喜庭

　憐報，知識の集積，産地形成のうえで，決定的

な意味をもったのは，薦品の簸売，叢場の構穀の

入手であった。そういう後難を担ったのは商人で

あった。交通の発達ぶ遅れている段階では，商品

を生産することよ吟も販売することぶはるか垂こ園

難であった。地場産業は生落の必要によって形成

されたのであるから，簸売毒場の拡大にともなっ

て生産地が発展してきたとみてよいであろう．生

産が小競摸零総で分数してお蓼，資本力もまちま

ちで，生産される海贔も趨酪化されず，多様であ
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蓼，交通の発達奮立ち遅れ，簸売斎場麟遠羅地に

ある場合には，商人の果たした役翻はきわめて大

きかった。地方毒場で簸売蔭的のために生産して

いた商品撰広く人々の闘で評懸され，窮場撰拡大

すると，縫々の生産者によって，広籠露に分散し

ている溝費者に籔発することは鑓難であった窃誰

か購これらの生産勅を買い集め，小蔑摸分散的な

販売から大蔑穫窺灘的な販売に転化しなければな

らな籍。こうした毒場の拡大の申で，一定の産地

形成を行って》、る産業の販売擾峯者として登場し

たの縁，鶴屋蕎入であった．商贔の生産者と蕩品

の販売緩解分離し，分業化したのである．それは

生産する機能と簸発する機能と摂著しく絹達した

からであった。

　産地の発展は闇屋癖人を発生させただけでなく，

有力な麗麗商人の存在によって産地解発展してき

た．有力な地場産業産地には必ず有力な蕎人潜い

たし，その逆も真であった。窪地海部では生産者

と商人とが縫会的に分業化し，生産性の海上に貢

献した。このような分業体麟の申で産地も著しく

発達した解．しかし商人は楚元の小規摸生産者の

製品を買い集め，あるいはある生産者から中擬製

贔を買って飽の盆産者に生産させて完成品となし

て販売するという業務をくむかえし行っているう

ちに，産地の中で経済的紅有稀な地麓を占めるよ

うになった。

　〔i｝そ蕊はまず販売灘場の椿報・知識の掌握と籔

発露場の独善であった．交通の不優と濤報の入手

の露難な条件下において，簸売ルートをもたな》・

小燈模生産者撰販売を酵的として生産している場

合には，賑夷講場の完全な独霞は経済的に決定的

な意味をもった。すなわち，小生産者の生殺与奪

の権畷麟商人によって掌握されたからである。

　／2）さらに原料鱒商人によって支給されるように

なると，生産者は賃撫工業者に転化していった。

生産者は，機敏・道具，設備・容藩・建勅等を自

己瞬有していたので，賃金労働者ではなかった解，

原料支給によって，鐵来高払撫工賃によって．商

贔の麺1格決1定権絃生産者から海人垂こ移っていった．

作業工程が縫会的分業化され，箆較的叢とまった

単純な俸業工程の製品は雛束高払躰賃金形態がと

ら為，また謙灘の園難な搾業工程においては，生

産鋳購から割箏鐵した時間賃金形態麟採編される

と，労働の密度ぶ強められ，労欝縛闘麟延長し

ていくことは轟然のな穆ゆきであった。支鐡労働

量の増趨によって生産力恭高まっていく。聡崖の

支醍の下に後会的分業麟推進され，生産者の技衛

水準も高ま警，生産態力も著しく晦上して恥くの

である漢，こうした生産縫方の海上の成累を生産

者よ蓼もむしろ羅渥商人が入手することとなる、

販売竃場の独霞と原舞料の支給と商品企鱈，産地

総猛者としての役麟を臨人が累たしたからである。

　③そのうえに生産者においてたえず欠乏してい

た貨幣資本麟商人によって貸し付けられると，商

人は生産者との取携薩，懸格淡定において著しく

有利な郵蟹宣に立つこと鱒できた．以ま二のように販

売斎場からの遮擬，原軽科の支給，金離という経

済の主要な条件において商人は窟斜な地盤に立つ

ことによって，産題の中で総捲者としての役割を

果たすことになった。

　醗崖商人の支醗体調溺確立すると，その成立の

基礎であった小生産力摂食輩鐵された、各々の生産

工程を一段と分化し，社会的分業を発展させて，

労騰生産性の海上と熟練技術の発達を促進した．

小生産者華多数存在するということぷ幾渥商人の

成立の基盤であった麟，こんどはそ為解織果とな

った。縫会約分業麟商人によって強力に推進され

た結果として．産簸は安くて贔質のよい商品を規

則的かっ大量に生産し，優絡および葬無格の講藤

において競争力を有し，薦場の鉱夫をはかった．

このように商人は産難内の生産者を鍵属させつつ，

露場鉱夫をはかったのである。地場産業は，産遷

を形成し，歓会的分業鉢調を確立し，有力な商人

の活動舞台をもたなければ，一定の勢力をもちえ

なかった。その理密もまさに生産力の発展と斎場

の拡大に起霞したのであった。換言すれ，ぱ，急速

な近代工業の発展の串で，披講進歩に立ち遅れ，

生産性の低い嬉場産業ぶ生きのびてきたのは，産

地を形成し，益金的分業化を推進してきたからで

ある。今日地場産業の重要な特織として，産地形

成や縫会約分業体麟の確立麟捲雛されているぶ，

そ轟は地場産業の発生原霞，成立原霞ではなく，
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むしろ近代工業の急激な発展・披講進歩に麟癒す

る結集現象であった．産地を形成しない涯倒的多

くの地場産業は，諸資本と彗わけ近代工業との競

争の申で経済的潟汰を受けて消滅してしまったの

である。蒋殊な羅有妓籍や熟練を有するほかは，

今藝，産地を形成し，歓会的分業を導入し，さら

に生産工程の一部に機敏を擦篤して生産性を高め

た地場産業のみ解近代工業の発展と欝存してきた

のであって，産地形成は生きのこるための蝿慈邊

程で生じたものにほかならなかった｛瑠。こうし

て産地形成や縫会約分業体講鱒歴史的な諸条件の

申で登場したことに潅意オ鍾はらわれねばならない

のである。

　以上見たように．戦後の復興難における地場産

業は商品に薄する縫会的需要の拡大に支えられ，，

急速に甕生し，発展してきたぶ，霧時にその申で

産地の形成や麟度の確立という次の発展の条件を

麟蓼だしていったのである。

　　　　　　　　　　注

麟　書方な晦芸家蕃産地の中で建武なカを発揮し

　てきたが，産地の伝統を継承発展させねばなら

　撫という麹人の意欲のほかに時代の要請がそう

　いう結果をもたらした。鱗えば，唐津焼め中里

　大駆徳轡ぶ古唐津にひかれ儀統の発見と伝承に

　全精力をそそいだぶ，紹教護§年代の購芸ブーム

　がそれをささえたのである．

瞬　瞬綺充疑は．その著書鞍本の地場産業医（ダ

　イヤモンド歓　欝77年〉の牢で，地場産業の条

　件として縫会的分業を搭擁しておられる撰，縫

　会的分業は地場産業成立の十全の条韓とはいえ

　ないように患われる。

蟹1欝74年9∫舞§弩『伝統的工芸贔産業の振興に

　麗する法律塞（以下娠産蜘とよぶ〉は，警蔑，

　祇会，共産，公瞬．蔑麩の5党の議員によって
　巽岡鍵案され，溝院で可決さ轟たが，瞬治以来

　の£近代化墨鷲ギ高度成長」の深灘なる反省と

　して，伝統的工装贔産業の産地としての伝統文

　憂二，熟練技龍，人露の知恵，地方の鰯娃的なる

　もの等を再評無し，復活させようとしたもので

　あった。政治懇懇の異なる5見解一致して伝統

　産業の課護育成を決定したのは，伝統産業砂今

後の登展を肯定し．孜第によくなって痛くと考

えたからではなく，オイルショック以後の具捧

的献貌が現駿維持では磐まし躰発展をとげず，

だんだんと存在基礎ぶ癒うくな彗，先細静顛講

がみられ、，経済散策のカで鶴とかしなけれンばな

らないという危機意識を掩いたからであった。

労鱗力不定による後継者難，妓籍の簿滞，資金

繰参の露難，原材料の轄潟，独毒の穰法や技巧

の喪美，売上轟の紳び績みなど深麺な経済駿濁

がみられ，鉢質の酸善が迫られていると碁う雰

醗気は，侮らかの程度で業雰を支蔑したのであ
る．

　瞬時にさらに，公害による弩然の鞍簸や窪活

環箋の悪化．機械生産による藏一化，蒼瀬危機

に象雛される資源の藏費や優い接て時代の怒罵，

合理化による疲労の累積等々によって，入隅的

生活と隻活の潤いを欲求している溝費者の転統

産業に越する一定の落零｝慈の轟ま吟潜，蓼伝産法圭

の麟定を｛建進したことも否建1できない。このこ

とは．軒伝産法3ぶ賑統的工芸品の産業の振興

を麟雛，もって騒蔑の生活に豊かさと潤いを与

えるとともに，地綾経済の健全な発展に資する

こと漣を目的としていることからも譲i瞬されよ
う。

　ところで伝統的工芸品産業の捲定要件の一つ

として産地を形成しているかどうかということ

ぶ重要な意殊をもった。すなわちゼ一定の地域

において少なくない数の音溝その製造を行い，

塞たはその製造に鍵事しているものであることま

という要件を充疑しないかぎ管伝統的工芸品産

業として撰定されることはなかった．した溝っ

てゼ伝産法iは高度な伝統的鼓衛をもつ企業の

発展ではなく産地の振興法であった。その鮨定

を受酵た産業においては、その振興策として轡

後継者紛確繰，121鼓衛紛保有及び海上，餅原鞍

料の確保，翰資金の充足，緯溝費者との結びつ

きめ強此等解園られた潜，それは産縫金葎の成

長発展という糧点からの施策であった。したが

って，罫無産法まは産地財策であったから，産嬉

を形成しない伝統的工芸品産業は豹成の鵡象と

はならなかった。
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第2章　高度経済成長期の地場産業

　一、昭秘3馨年代

　地場産業というのは，褻然環箋の優位性，原料

資源の存在，豊春な労働力，蒋殊な披講，有力な

聴入の存在．有利な販売露場等を条件として産地

を形成して》、る地域産業である．

　地場産業の難題点を，一般的に捲擁すると，①

簸売力が弱いこと，②斎場動海への薄癒力が不十

分なこと，③金離力が弱いこと，④生産妓籍解緩

く，立ち遅れていること，⑤技徳後継者の不定，

従業者の高齢化摂舞立ってあらわれていること，

⑥商品企露力，新鼓簿・新商贔絹発能力縄§いこ

と，⑦経営悪での立ち遅れ，とくに，経営の計数

釣堀握とそれの経営への慈絹態力ぶ弱いこと，⑧

費橋懸藩の上昇，藤暴挙簸の低迷．藪売数量の小

縫化によって経営釈翫解悪化していること，など

があげられる。急激な外的環境・条件が変達すれ，

ぱ．鰐応力が弱躰ために衰退していくことが多い。

昭秘2§年代の戦後復興期において，産地を形成し

つつ発展してきた地場産業は，わ炉国の高痩経済

絞長の率で衰退させられ，変容・変質させられた．

　わ麟錘の高度経済成長は，繧趣3む年から48年ま

で難年賜続き，この難問における年平均婁質経済

成長率は，約9％という記録を残した．謁年代の

わが羅の経済成長は，地場産業の成長発展の原鑓

になるのではなく，衰退，低迷の原霞となった．

産地経済は，解た摂たになった．地場産業は地駿

にとっては，特後，懸盤のある産業としてよ鯵も

むしろ，荷勃としての位置が与えられ’た。地場産

業は，独嚢の地盤は与えられず，串小企業の中に

包含された．地場産業の振興は経済政策の蝦象と

いうよ警も縫会致策の嬉象という性格をもってい

た。もし企業の鱗産や産地が衰遇すれ妻ま，失業者

の塔擁や．と吟わけ高齢者の雇罵，纏縫の費欝が

増大するからであった。

　羅秘鍵年代において，地場産業の産地が衰微し

ていった主な要露には次の五つがあった．一一つは

斎場の変紀，二つは生産鼓徳の進歩，三つは新素

耕の登場，騒つは労働力不定，五つは体麟の立ち

遅れであった．

　これ，らの諸要石によって一方では萩興の産地嚇

登場すると懸鋳に蔑存の，安定して》、た難場産業

の衰退解みられた。高度経済成長の直接または聡

接の影響を受酵，地場産業は亀機意識をいだいた

ことは否定できない。地場産業の衰退の条件につ

いて考えてみよう。

　重．薦場の変化

　透代工業の急激な発達に蝿癒して地場産業は産

地影戯を行い，歓会的分業や機械の採罵を推進

してきた。地場産業においては産地形成藩生産

力陶土のための基礎であって，そのうえに歓会的

分業が展擬されたのであった、だが，この産地形

成拳動揺させられた、そ翻は，商最流通の紘大に

よる議場の変化であった。毒場こそは地場産業の

基本的姓絡を焼駕したが，この濃霧の変化によっ

て地場産業の存立解脅やかされた．毒場の変化は

次の諸要萎醸こよってもたらされた．

　（一）遷代工業の商品流通、近代工業の製贔が

地場産業の轟轟にとってかわった事纒については

多くを語る必要はない、洋紙の発達と穣紙の衰退，

電気製品の流達にともなう提灯，火鉢，水簾，せ

んす，うちわの潰滅，プラスチック製品の登場に

よるセノレ寂イド人形，竹」製贔，鱒i，嶽の溝美，農

業の機敏化による農業穏の遊具の衰退．さらにわ

ら総工，葭，竹総工の衰微等．すぐれた熟練披講

をもっていても，近代工業の競争力には勝てなか

った．

　（二／代替品の進畿．ぷ夢工ステノレ繊維，プラ

スチック，新エネルギーとしての護濾精製にとも

なう素馨原料・エネルギー等の簸も基礎的部霧に

おける妓籍進歩によ静．つぎつぎと新しい臨贔が

登場し，駿存の産地ぶ衰微・巌壊した。木綿，麻，

竹かご，ざる，博，漆器，建具，醜，土管等，広

範雛に及んでいる．

　／三）生活繊式・無縫観の変化。生活様式が秘

洋舞衰死すれば，畳，建具．座卓，陶磁器，漆難，

ガラス製品亨金羅食器，家具類等広籔懸1こ影響が

鐵る．わが蟹の鰹有の鬱憤が変化すれ，ば慶弔贔の

需要も変化する、衣．食，住のみならず遊びや伝

統や習横と絃びついて地場産業が発達してきたか
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ら，たとえば伝統行事やお祭蓼がさかんになると，

地場産業の製愚は活気づいてくる．地場産業は，

逓代工業の擁晶流通解撚大して駆逐さ為．衰微

していっただけでなく，人々の生活様式や癒値

観や文化，スポーツの変｛雛こよって影響を受けて

いる。槌本鉢（盆栽鉢／産地において，盆栽鉢の

需要の絃少の原露の一つは，ゲートボールの急成

長にあるといわれている．お年寄雛の趣瞭として

盆栽やラン栽培溺熱心に行わ轟ていると，当然の

こととして盆栽やラン鉢の需要ぶあるが，ゲート

ボール潜盛んとな験，盆栽に熱潜入らなくなると，

鉢額は売れないのである。また，茶道や華道ぶ女

性のたしなみである場合には，そのための道具類

は売れ。るぶ，芸道が下火になると，｛云統産業も衰

微する．

　昭秘3毒年代は，耐久溝費財，建学工業品をはじ

め，わが国経済の急速な発展に嬉癒し，新しい商

贔が毒場にあふれた。透代工業の産品は，生活の

モダンさや新羅さを求める緩蔑大衆のニーズにこ

たえた．地場産業の製贔は，贔質，機籠，形状，

デザインのいずれにおいても，－夫や醗究癬不足

していたから，瞬疑大衆の需要から取静残された。

地場産業は，鍵来の原料，披講によ警，往来遜吟

の商最を生産していたから，取瞬残されただけで

なく，時代が大きく変化していることを意識とし

て霧覚していく姿勢に欠けていた．心還納，精祷

的，意欲的な変革を強麟したのは，新しい生産技

籔の導入であった。

　2．生綾披講の変化

　産業は，特定の地域において，（一／生産に必

要な原梅料の豊塞な存在．（二／生産物の販売霧

場に近いこと，（三／遍去の支蔑者のその産業に

講ずる保護育成策を成立基盤としてきた。それに，

最も熟達した職人を見饑し，さらに製品を仕上

げるのにすぐれた分業俸麟を確立することによっ

て．発達してきたのである．地場産業は，業種に

よって穣違はあるけれども，一般的にいうならば．

伝統的な影を重糧する結果として，難業の反復に

よる熟練，手工業的｛乍業の一部を特写llの労働者の

専野雛幾能とする分業の発達，労蟹1時簡の延長，そ

して低賃金構造によって維持されてきたのである．

労働生産性の講上は，隅一の生産工程や，穰異な

っているが縫達する生産工程麟根室んで計藏的に

臨海して労働することによ滲，あるいは，一生産

物潜最終的に完成するまでに人々の手を遜らねば

ならない種々なる工程を特殊的な搾業に分鬱し，

根互に補完させて，購一の修業場で仕事をさせる

ことによって行われた．生産性の向上は，集羅力

と分業のカをか瞬て行わ轟たのである．親方ある

いは経営者は，（…〉生産工程にどれだけ分業を

おしすすめる毒㍉　（二〉生産工程の諸部分にどれ，

だけ後衛的連縫姓をつく鯵だすか，（三／部分労

鍵者の鶴にどれだけ緊密性と緊張を生み鎖すかを

邉求1したのである．このようをこ集懸力と分業と手

作業の反復による熟練にもとづいて労働生産性を

嘉めた。

　瞭麟年代後半から地場産業における機械の採

灘溺始まった．一方では謬言得水準の上舞を反験し

た露場の拡大を背景として．縫方では原料革命，

労鱗力不建の難策として機織の採絹が嬉まった。

畷秘3｛｝年代の溺得水準の塔簾は就業入舞の塔蕊に

よ鞍．臆年代のそれ，は一人当た雛叡入の塔撫によ

ってもたらされた．就業入興は鎗年代には繕§万

人培えたのにたいして，鶉年には襲§万人増えた

にすぎない、39年代には男子著年労簿力が高雅ウ

エイトを姦めていたぶ，鶴年代に入ると婦人労働

力の號重ぶ高まっている。農耕から都毒への労働

力の大移動にともなう蟹内議場の形成．さらに鐙

年代における一人当た参賃金水準の圭二昇に薄徳；し

て機敏化が縫進璽籠となったのである。

　縫方では，3§年代の薦瀬・建学工業の急速な発

達，金属や工｛乍機械における技衛進歩の影響を地

場産業は直接に受けたのである。繊維・織物工業

におけるナイ狂ン，ビニロン，ぷ夢エステノレ，皮

革における合繊皮革，木材撫工分野における合極，

建具におけるアルミサッシ，漆器におけるユ婆ア，

ナイ費ンやカシュー塗料．桶．簿，ざる等におけ

るプラスッチク素韓等々。新素材は懸路潜安定し

てお鞍，品質は均一であ蓼，年中いつでも人数可

龍であ翰，地銭的偏在もなく，…定量確保できる

という条件によ撃，量産機械工業に最も適したも
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のとして全露的に歓逓された。木舞や替などを原

料とする場合には素馨の性質やよしあしによって，

製品の種類や贔質や懸格潜規定された。木綿や季

毛原料の場合には，生産された産地やその年の天

候の状混によって，よしあしに大きな変化嚇みら

れた．染色方法や織劾の種類は原料によって影響

を受けた。プラスチックやぷ夢エステルを原料と

する場合には晶質のむら解なく生産が規格化でき

た。そこで機織の採精が百態とな鯵技衛的に手工

業的生産が駆逐された。

　議場の変髭や新素材の登場によって地場産業の

機械化が推進されたが，それ・は外的強麟であった。

しかし内部から地場産業の機械化を推進したのはう

若年労働力不建にともなう賃金の上昇であった。

豊富な労働力が存在し，藪賃金で雇罵考を見饑

しうる場台・には，機械の採耳碧ま手長否され，た。機敏

を採駕するよ鯵も多数の労働者による長時間労働

の方潜はるかに安慰に生産できたからにほかなら

ない。機械の懸格よ瞬も賃金の育が高くなった場

合に，機械化趨まじまった。最新式の機械設備の

採購の成果が羅立ってあらわれ，その影響も顕著

となってはじめて，産地内で機械の裸馬潜普及す

る。産地の一角に新鋭機械が導入されると，講業

者闘の競争瀞激化するからである。業界の機械採

罵パターンは，まず大焼模生産者において採罵さ

れ，次第に寧小企業に演及していった。また大都

南から地方へと機械の導入はすすめられた。地場

産業は農村の余羅労働力を畷鞍できたからである．

周透に広範な農村地帯をかかえていたので，農業

の講造教善や基盤整備によって形成された余灘労

麟力を地場産業は種々の形態で〈賃金労簿者とし

て，下請聡達企業として〉籔群できたからである．

　地場産業においては，機械設備の採繕を捲否し

てきたのは，熟練技術，手工業妓籍にもとづいて

いたからだけではない．いっそう穣奉的には，農

村の労働市場で安い賃金でもって雇稽しうる邊講

労働力摂存姦したから1こほかならない。した麟っ

て，機織の導入は，生産能力塔大の投資のあとに，

省力化投資が行われるというのではなく，それ

らが講時に短擬闘に進行したことは，地場産業

に特徴的なことであった．購磁器生産における垂

海難，ガス窯．電気窯の導入，コンベアー，真空

土練機の擦絹，プラスチック漆器髄おけるプラス

チック成形機，ガンスプレー，転写機，スク夢一

ン転写機，家具製造業におけるプジント化粧極の

採罵とダブル・ソー，ダブル・エンド，テノーナ

ーの採濡，染色における連結精練漂白機，金霧洋

食器における嚢動饗簸機や連結式両頭羅磨機，織

勧業における嚢動織機等．新披講の導入と展開，

新しい分野への跳戦，異業種結合は，競争のきび

しさの中からどの分野紅おいてもみられた。どの

産堰においても，機械化の申に活露を見議して

いる企業とそうでない企業の豊春がみられる。漆

器産地におけるプラスチック漆器と木製漆羅．爾

磁器産地におきるタイノレ，洋陶，耐酸磁器や震動

成形機・トンネル窯による藤食器生産と手造鞍工

芸品生産，家具産地における量産システム導入企

業と手造箏家具，染色における伝統的な手法と機

織染色業等．二重の購造をもつ産地が多く，通常

機織化か手造警かという形で瞬題ぶ罷越されてい

る麟，実は両方が存在している。

　しかし経済成長期垂こは機敏飽を推進した産地や

企業が主流を姦めたことは否定できないし，また

今醸こおいても機械化轡能な工程とぞうすれば伝

統のよさ潜失われる工程を瞬確に薮麗して，講者

においては合蓬化麟進行している．高度経済成長

下における伝統産業の構造変化を鎧石部保氏は東

灘染色業に麗して次のように総捲的に遠ぺておら

れる。

　ζ現在，窟都染色業には，一子糖伝の妓籍と纏

分化された歓会的分業綴織の存在とによって家内

工業としての形態をと鯵な癬ら存続しつつある手

工芸的染色というべきものと．設備の一貫化を通

して近代工業としての体調をととのえつつある機

械染色業とを両極として．染色手法の羅i史的発展

に聾した多様な染色がそれぞれ独欝の業種・業雰

を形成しなぶら，縫方では，いわば伝統産業と透

代産業との共存という二重購造のもとで行われて

いるところに奈都染色業の特色を見る事ができ

る。」確票灘染織業の醗究垂ミネルヴァ書霧，羅麟

47年，iぺ一ジ〉

　産地における機械工業化と伝統産業の維持とい
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う二重講造化は，東獺染色業に震有の特鍛ではな

く，地場産業に一般的な特轡とである。こうした一一

般的な特籔麟あらわれたのは，どの産難において

も深灘な労鱒力不足の結果として賃金が上昇した

からにほかならない．労働力不足と賃金上昇，露

場の拡大．素樗革命の中で，各々のいずれの産地

も機敏化の遵をたどったということが証瞬される

のであ蓼，窟都の染色業の場合も携外ではなかっ

たことが示されているにすぎない、ただ，その縮

違は時難解早いかおそいかの時蟻的な板違を表し

ているだけである．

　新しい機械や披講の中で，産地内部の企業鷺に

おいて娃会的酷覆分解がすすんだ。機械を導入し

て大量生産を行い，安慰な商品を大量販売してい

くという企業と，健来のように手礁業と鵠業また

は縫会的分業によって生産力を高めている企業と

の格差である。後者は，拡大する羅内帯場への嬉

嬉の立ち遅れはいうまでもなく，若年労傷力の確

保，熟練労麟力の維持において難点があった。饒

えぱ，昭秘騰年代においては，木製漆難よ鯵もプ

ラスチック製漆懸．秘飲食器よりも洋食器やタイ

ル産業藩急成長した。昭秘3倉年代においてプラス

チック製漆羅を生産した産地，タイルや洋食器を

機械で量産した産地が巨大な勢力をもっていた・

輪島漆羅を験いて，今嚢の有力な漆雛産地はプラ

スチヅク製漆器の生産によ蓼巨大な利潤をあげ，

資本の蓄積を行ってきたとみてよい。また家具産

地として有名な大鱗家具，鰐中家具，愚婦家具の

いずれも昭私鋳年代の機械化によって今騒の基礎

を築いたのである．生産妓籍の革新に対応できな

かった産地は転迷，衰退を余儀なくされたのであ

る．　　　　　　　　　　　　　　　　（未完／
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