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3　新素糧の登場

　紹穂謁年代は，本質的にいって，産業の発展の

醗賠を分けた時代，大企業と地場産業との格差の

時代，鉄鑛，機械，巻麟・化学の成長と地場産業

の衰退の時代であった。地方においては，地域を

ささえていた主要な産業である農林漁業，鉱業が

嚢還し，低迷しているのに，大都毒では，著しく

生産力を高め，糠工度を晦上させ，エネルギーに

満ちあふ義た重化学二藍業が定着し，その規模を拡

大してきた。農出替から若年労鍵力を受け入れ，

新鋭の機械を導入し，生産力を高め，一定贔質の

晦品を安く大量に生産し，大きな勢力をもった。

　地場産業においては，産業経済・蛙会構造の梓

緩みの現状維持が霧難になっているときに，新興

工業（鉄鑛，機械．石瀬・髭学，合成繊維／の飛

躍的な発展，類擁をみない成長（糠鼠景気岩芦

景気／を謳i欲していた。地場産業の分解や衰退と

重化学工業の成長と資本蓄積，古い産業の低迷と

新興工業の成長，新鍛交代の時代が始まった。ま

た地場産業内灘においても，籔態依然の金業や産

地と，籍素材や技衛を導入し成長している企業や

産地との瞬時を分けた時代がやってきた。そ親が

昭穣欝年代であった。

　蔑1度経済成長を可能にしたのは，たしかに披講

進歩，若年労繊力の確保，輸乏墨筆嬉場の舷大，金議

鰯度の整備があげられるが，もう一つ重要な点は

原料，エネルギー革命であった。製鉄業の発達と

エネルギー革命による新素縫の登場は産業の発達

を根底から変革した。

　海外からの輸入1こ依存し，海外議場の影響や天

鰻などの自然状況1こ左窟された天然原料から工業

生産物原料への転換は，溝一種類，瞬一最愛の蕗
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晶の大量生産を可能としたのである。鉄鑛技術の

進歩による薄板の生産は，洗濯機．扇風機，冷蔵

庫などの醗久溝費財の急速な発展の条件であった．

ステンレスの生産は，スチール製家具，台所濡燕

等の新分野をひらいた。

　プラスチックは，聾や本線製品の分野，槙本鉢，

陶磁器や漆器の分野へ進思したけでなく，窮患絞

形機の発達によって新産業を生み思した。

　合成繊維は編，羊毛，絹．麻などの天然繊維に

とって代わ辱，量産かつ安慰な衣料轟を提供した。

　蓑濾の精製贔を原料とする工業は，獲薬，農薬，

住宅建財部贔，嚢動牽やテレビ等の部品，おもち

ゃや雑貨などの馨常生活躍品など輻莚1い産業分i野

を形成した。

　天然原料は年に一度しか叡穫できない場合には，

季節的な麟格変動1こそなえて多くの雀羅をもたね

ばならないだけでなく，たとえば，生産された地

域，その年の気嫉条件に誌じて素麺も異なる。さ

ら1こまた，木材で桃をつくるとなると，木の特徴

に応じて，乾燥，趨工，縫上げのそれぞれ工程を

変え，さらに艶々の木材の盤質1こ臨じて修業遷二注

意深く二£夫しなければならない。

　ところで素材“を合板にすれば，いっそう均一化

され，規格品を煮髭産しやすくなる。

　さら毒こスチーノレを素季重とするとなると蔑格品と

して量産化ができる。

　原料，素耕を天然の産品に依存している場合に

は，大難生産の露難なケースが多いが，原料を工

業製贔として工業欝らが生産できるようになると，

経済活動は露霊化する。地から与えられた原料で

はなく，自らが生産した原料によって生産できれ

ば，原料轟体の供給量の調整だけでなく．生産し

たい商最良体を変革することができる。

　このように療料を海外に依存せず，叢匿で安慰

に嚢、質のものを早く生産できたということカ｛，昭

報灘年代におけるわが国の高度経済成長の一つの

基盤であった。しかし，この療料の醗発は地場産

業にたいして決定的な影響を及ぼした。

　まず第一に，原料資源の存在によって成立して

いた地場産業にとっては，代替原料の登場は死活

購題であった。

　禰，樽などの木二紅撫工，　ざる，かごなどの竹総

工はプラスッチクにとって代られ，わらなわ，俵，

むしろ，わらぞう皐）などのわら無二£贔は合成鐵雑

にとって代られた。締，羊毛，絹，麻などは合成

繊維の進饒によぎ），衣料品の中で天然繊維の地位

は著しく低下した．さきに潰滅した地場産業に絶

する事擁をと享｝あげたが，その衰進した地場産業

の多くは，原料革命に対癒できなかったからであ

る。

　第二に，原料分野の技嬉進歩が額著とな1），新

素韓を鱗いた新製品が，新斎場を形成すると毒場

面から残存地場産業が衰遺した。

　たとえばプラスチック製のかごが生産されると，

竹かごよを）も癒絡が安いだけでなく，取籔いが優

穂であ鯵，衛生一ヒもすぐれているというので，竹

かご潅場をプラスチックが奪うというケースであ

る。1饗様毒こプラスチック製の容著欝ま季霧1や樽の葺ぎ場

に進思し，大きな勢力をもった。

　またエネルギー革命によって石擁ストーブ，電

気ごたつが普及すると，木炭や薪を駆逐しただ1ナ

でなく，火鉢，五徳，火ばし，　こんろがなくなっ

た。黙動炊飯器の発達はかまどだけでなく，鍋の

需要をなくした．このようにして，洗濯板，種紙，

セルロイドの人形，足袋，手袋，下蹴など数多く

の商議1ま昭鞍3§年代に姿を濾した。

　地場産業は原料の立地によって発生してきた業

種が多いことから，原料革命1こよって地場産業は

大きな影響を受け，衰退，変容，難癖の道を歩ん

だ。

　地場産業は原料の盤質によって，織勃，欝磁欝，

瓦．金工，本工，漆器，竹工，穣紙，玩具・人影，

石，玉，箏骨，皮革製品，筆・醗，墨等々に分け

ることもできる寿｛，近｛荒き警二選1業製品は，　これらの

分野に新原料を驚いて代替轟として進出するか，

飽の新姦贔を生産するか，いずれにせよこれらの

残存商品毒場の地｛立を轡やかしたからである。

　わが国の高度経済成長は，成長率，鉱工業生産

指数，量産力など生産圭』の指数を基準に語られて

いるが，その生産物の薦協灘からみると，一方で

は全く新しい毒場を形成したが，縫1方で繕：直接的

にか，迂麟的にか，その生1産物が地場産業製品の

一28一



地場産業戦後灘年鱒 （2355〉

甫場を奪う過程でもあった。したがって高度経済

成長募ま李　所イ響の増毒嚢や新産業分野の藻多歳暮こ｛奪！う毒

場の舷大を通じて，羅存地場産業を発展させた蜷

嚢は否定しないが，しかし，昭1穣総年代のそれは，

エネルギー革命，原料革命によ鯵，多くの地場産

業を衰退させ，萎編させてきた。鱗々の小規摸な

地場産業1まいうに及ばず，大きな産地を形成し亡

いたものでさえも，矯靉靆に溝滅し，衰微して形

骸化したものが多いのである。この意練では，贈

樫講年代は新産業と地場産業との交替の時代であ

ったが，それ．は原料革命によるところが大きかっ

たのである。

4　労　触　力

　特定の錘霊域に垂憲場産業毒｛存在したのは，　原料毒ず

あ今．毒場が存在し，すぐれた妓籍があったから

であるが，もう一つ重要なことは，労鱗斎場で低

廉な賃金で雇繕しうる過麟大纛が存在したという

ことである．低賃金構造こそ地場産業を発展させ

た基本条件であった。

　地場産業は協業の彫懇をとっているか，社会的

に分業化された協業にもとづくか，いずれにせよ，

手工業的な分野の多い産業である．この産業のう

ち機織化可能なものについては，近代工業にとっ

てかわった。長い歴史の中では，特殊な技法や鼓

衛をもつか，産地形成をおこな添つつ農耕の余麟

労働力ないしは家内労働力を基礎1こしている以外

のものは．潰滅して存在していない。今蕪残って

いる地場産業は，一定の療料資源や販売糞腸を確

保し．騒史の試練を雑え抜くなかで，機械の採罵

をある程度掘否しうるような技徳，独議の俸風を

もち，そのうえに霧邊地域を含め比較的安い賃金

で穫濁しうる労働力を基礎にしながら成立してい

る。地場産業は全面的な機械化の遊を歩まず，手

工業的に存在しえたのは，豊富でかつ安慰な労灘

力の存在にもとづいていた。精密で確実な，そし

て忍麟強い製品が次つぎと生産できたのも，低い

賃金で長時闘労霧を強鱗する労働力の過灘を羨提

にしていたからにほかならない。農梶の余餐労働

力の存在を背景に，いつでも雇矯可能な労簿力を

見い産しうるという事精が，地場産業の歳立を可

鳶馨こしてきた。手蔓二業的という雛格は安い労働力

によって規定されたからである。したがって，労

鍵力が過鶏から不建に転銘すれぱ，地場産業の手

工業的という性格のみならず，その成立それ警偉

力寸脅かされ。ることになる。

　労働力不建が髭較鶴早い時難に訪れたの1ま．薬

毒の地場産業であった．大都毒の家具，漆器．仏

壇は早く溝滅した。東京家具，大藪家興，，名古渥

の漆器，東京や大飯の仏壇はかつては大きなシェ

アを霞めていた。しかし，今難の家具産地は，大

鱗（福翻，蕃沖（広島／，懇ll（茎海道1，飛羅

綾麦阜〉，天童（露影）などにみられるように地方

に存在している。運送費が多くかかるにもかかわ

らず，地方の産地が大きく発展したのは，交通の

発達や広い罵地の確保もあるが．豊富な労働力の

存在にあった。

　また，仏壇についても，灘辺（鹿児島），環連

（軟穣1，会津（編島／が大きな勢力をもっている。

農村からの余剰労騰力の畷薮によって，地域の産

業が発展してきたのである。都霧の地場産業は，

技術力の高い業種，フアッシ3ンやデザインの重

擬されるもの，南場透接性を要求されるものへと

傾斜していった。

　また，農替の余霧労鱒力を年々曝叡できるとい

う条件は，実は，地場産業の発展のためのたんな

る労働力のみならず，産地の教育簿1縷：，入撰育成

機灘としての徒弟翻綾の成立基礎でもあった。徒

弟麟度は，有力な教育鯵度でもあ弓．技術の纒承

と人格の陶ぞ台の｛愛書彗を果たした。労働力力寸遜譲彗だ

という懸濁が，妓籍を身につけておく必要性とな

って，中学卒業と同時に徒弟としての職業教育を

鍵逸した．このことが小零綴手工業の存立を条件

づけたのである。小零綴手工業の存在が低賃金・

長時瞬の鰻拠となったというよ今も，むしろ過乗彗

労欝力の存廃がそれを規定づけた。一般的に労鍵

力が過麟だという状況の中で，挫自の手工業技術

の形成と発展は，難勉と質素という職業、懸想とな

って，地場産業をささえたのである。このような

労働力の遺幾の申で形成された徒弟舗度は熟練技

術の習得，人格の陶冶のほかにもっと根本的には

職業倫理の継承の役割を果たしたのである。
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　ところで，昭穣鎗年代後半から藤年代にかけて，

濃生率の低下，進学率の海上，若年労灘力の地産

業への流鐵等によを），農赫の若年労鶴寿は遺鶏か

ら不建に転じ，労働力需給の逼迫の下で徒弟舗度

が崩壊し，低賃金・長時間労働の基礎がくず義た。

聡報器～鍵年の入舞千人当た琴の年平均懲生率は

33．§入であったが，35～3§年には賀、2人に低下し

た（灘年には捻入となる／。また，35年の高較進学

率は5？、7％であったが，蕊年には82．i％とな許），

大学・煙太進学率は，瞬難鷺に欝．3％から23、6％

に晦．しし，飛躍的なはやさで高学歴社会に移行し

た。その結果，徒弟麟度という教育麟度がその存

立蓬嶽を喪失したのである。

　進学率の鶴圭1は徒弟舗度の存窪根擬を喪失した

だけでなく，縫産業への就業を促進した。わが函

の昭秘鍵年代の高度経済成長は．機械工業，石漆

・化学・合成繊維工業，金融・保験・サービス業

の分野で新産業分野を発達させ，その規摸を拡大

させた。

　工業だけをとってみても，昭穂総～鱒年の欝年鷺

に従業者論暮人鱗上の大企業の事業醗数1灘，73§社

から3，583社（2．§需音）に，その徒業者数は慧8万人

から論9万入（2．§§｛葡へ増撫し，また騰～2鱒入の

事業所数は，遵万3，齢2祇から7万5，i劔鮭（i．7i倍）

へ，その従業者数は2賀万人から藪8万入（i．§3焙／

に増えた。工業の従業者総数は4§～5§年聡にi38万

人増えたのにたいして．灘～鱒年には蓬戯万人培え

てお蓄タ．鱒年代の大企業を中心とした工業労働者

を農耕から畷撰したのである。

　国勢調査によれば，昭穣25年の就業者人鑓のう

ち，鰺．3％をしめていた第一一次産業は，3き年には

32．6％，蕗年には鯵．3％，55年には鈴．9％に低下

した。総理驚統計局蓼労働力調査垂1こよ麗ば，昭穂

3董年から瓠年の鯵年聡に全函の就業者は，婆，i鴇万

人から縫，83奪万人に6縫万人（蔦．8％／増えているに

もかかわらず，農林業のそれはi，軽軽万人から

i，騰倉灘人に燐む万人（綴、6％／織少している。その

後も就業者は増え，昭穂砦8年には§，733万入となっ

ているが，第一次産業就業者は633万入に織少して

いる。

　わが国の歴史の中で，かつて経験したことのな

い農林業から飽産業への労騰力移動，農韓から大

都衛への大量の労髄力流感葺こよ今，大鄭毒1こおけ

る産業の発達を基礎づけたが，地方では鹿来産業

である地場産業の成立基礎は根本から動撰させら

れ，嶺壊がはじまった．高校・大学への進学率の

肉．器こよぎ），大企業・灘毒型産業の労働力は育成

されたが．地場産業の教育麟度たる徒弟麟度は嶺

壊した．大蒜斎への若年労麟力の入臓集中は産業

の多様髭・専門家・高度化を推進したが，地場産

業の後継者難，技備考不足，高齢老化が姦著とな

ったむ

　農出替の若年労働力の流鐵は，農書整地場産業

はもちろん，藻毒璽地場産業にも強静影響を及ぼ

すが，労働力の確保難というだけでなく，もっと

重大なことは地場産業をささえていた職業｛愈曝が

くずれたことである。地場産業の羅禽のイデオ讐

ギーともいうべき縁続の継承という思想が地元の

若者によって振否されることによって，大きな糟

糠的な空漏ができた．そこでこの空漏をうめるた

めに，地場産業をささえる精梓的な基盤をどのよ

うにして確立するか，徒i鶏麟獲：にかわる産地の新

たな教育譲痩：をいかにしてつく今あげるかという

新しい瞬題が提蓮された。後纒着難，技徳老不起，

高齢駕に直面している産地紅おいては．とくに労

縁力闘題が深麟となった。

　しかしこのような根本的な縫題への本格的な取

鑑みよ畜葛むしろ，当懸の若年労縁力不足への繋

麺が先行した。霞己の犠牲もかえ喉みず，がむし

ゃらに鱒く，優秀な若年労働力を低賃金で雇璽で

きなくなったし，子供のころから往事一幕にかけ

て技徳の習得に専念する後継者を見い織しえなく

なった、人手不昆，妓籍者不足，後継者不起が産

地を支醸した。そこで労懲力不足のもとで低賃金

を維持する方策として，つぎのような解決形態が

登場した。というのは．賃金が■と弄したからとい

って蕗晶の雛1絡を瞬き．ヒげることは著しく襲難で

あったからである、紛まず，婦人労働力，農替の

余鶏労働力，高齢者の採灘であ琴，②労賃の上昇

を背景とした合理化を§的とする機械の採鳳近

代化，麟作業工程の…灘の外注化，とくに労働の

成果を量嚢勺1こ灘定しうる二惹程を縫玉来高毒嚢二£賃葺多態
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で不請外誌に患し，桂会的分業による一様盤i，連

続性学蔑則性，強度や品質の維持とともに籍格の

弓多き配下1デ青鷺まカ・られ．た。夕峯潅三下請力ま農業の機械費三

にともなう過繭労懲力の存在と密接な連麗をもっ

たのである。

　しかしこのことは，労騰力の難癖かちみれば，

第一に，農家の主婦や高齢者は，鋭敏な注意をは

らって技術を習得し，あるいは翻意工夫によって

時代や覆境の変化に美言癒して融く能力を欠き，そ

のためいったん習得した技術や労働の形式を篭て

て，新しい生産方法，労働権式を採覆するのに理

性を集中する能力や意欲を欠いたから．その雇罵

拡大は，企業の体質の硬化，進取の気繊の不鍵，

意識癖での立ち遅れをもたらした。とくに羅存の

技衛を基礎誕辰饑し，また飽産業のすぐれた新鋭

技術を導入して饒存産業の活性化をはか弩，異業

種との結合や交流をすすめ，ビビッドな商品企露

力を充実してゆく必要性が高まっているのに，斎

場の勤織こ鰐癒した商品麗発の立ち遅れが§立つ

ようになった。あるいはまた，成長している業種

や贔§に目を1醸ナず，年々衰退して動きつつある

既存の繭品種類に多数の生産者や葭贔がまつわを）

つき，過当競争をく今ひろげている状混をみると

き，産地のあ移方や新海贔麗発への長難的な構想

とそれを実境する方策の縷立と指導の必要性が発

生した。

　第二に，産地を指導し，動かしていく若手の不

足が顕著となった。産地では後纒者がいない，技

備考がいない，という言葉で表現されているが，

現実には，後継者や技徳老といわれる人たち目体

が足辱ないということよ摩もむしろ，椿報を駁集

・分析しつつ，戦略的課題を明らかにしながら，

新しい経済環境に適応して人を育て，纏織し，産

地を動かしていける指導者がいないのである。こ

のことは，内的にも外的にも産地の社会・経済懸

濁の変化が顕著であることに対癒して，時代の変

化に鋭敏な，そして産地のあ写方に鏡鞍の目をも

って強饗に指導的役割を果たすべき若年後継者の

流鐵によってもたらされたのである．地場産業の

多くの産地において，行致にたいする籔存度が高

いのは，このような背景に由来するのである。産

（2357〉

地においては精報・知識の不逞，積極性の欠麺と

いう誉葉であらわされているが，よ準根本的には

それは産地のあ皇）方に関する構想とそれを実翼す

る具体的な方策と結果にたいするビジョン．予想

の欠蟹を表わしてる．慶マンや嬉熱をもって真証

嚢から取換緩んでいく蓋勃の喪失の結果として生1

じたものである。著者というのは感覚的紅やらね

ばならぬと、懸えぱ，精熟的に行嚢し，その結果1こ

ついてはあとで考えるという心嬉をもっている。

そうした若者の流鐡紅よって，行動力のみならず

将来にかけるという雄大な構想も喪失し，それの

結果として実現の手段や綴織能力まで硬化してし

まったのである。

　第三に，多面的，複合的な能力をもつ撰導者の

不足である。内的な環境命変化への対慈としては，

労鱗力不足，賃金上昇の中で，生産工程の一部が

農家に下請外廷されていくが，その製品の技術水

準を低めないためには，広範懇にわたって技術的

にも，経営麟にも丁寧な指導がなされなければな

らず，そのような捲導的役離を果たす技術煮の不

是が馨立ってあらわれた。また，多くの地場産業

は，労働力不建や賃金上昇に越癒して，生産技術

の酸善や新しい機械を採駕し，合遷化が邉られた

が，もともと優秀な労麟力とすぐれた手■1業妓籍

によ計｝，機械技術の影響を受けることの比較的少

なかった産業であっただ1麟こ，機械の採屠は工場

内部における技徳的連麗のみならず，生産力の増

大に対1癒しての簸売能力の強化，金利負撞や織雛i

イ賞隷などの新たな経営摺薯題を発生させた。と鯵わ

け，伝統的な手工業技術や独露の作風をもつ古い

騒史のある産地にあっては，その技衛や作1風の継

承，古い雇溺灘孫，保守的な醗濃習が温存されて

きたので，新しい経営環境に対癒するためには経

営意識のあ蓼｝方が鷺われるようになった．

　さらにまた，種々雑多の規模や資本力をもち，

水準を異にする多様な商品を買い集め，遠藤地霧

場で販売していた闇屋落人も，機械化によ轡規格

饒に隻産さ観た岡一種類の簡贔を大量に簸売し，

交通条件の発達によって毒場鋲離も篶縮され，構

報の入手も容易となれば，買継繭から企懸力の羅

盛な透代的な商社への號皮が要請された。このよ
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うな時代の変化を感知し，新たな穏題を産地に援：

じ，新産地を構築して購くという齎人の不建も舞

著となった。

　外的環境の変化としては，代替贔の進鐵，披講

革新．交通条件や蕗業の立地条件の変化，溝費者

ニーズの多様化．産業購造の変化を反験しての地

域構造や溝費盤活の変化，産地鵜や異業種鷺の競

争，いわゆる中進工業覆をはじめ懇歎も含めた資

本及び貿易為替の岩密化のうね警という醗際読争

の激化がみられた。また覆糞竃場紅おいては，量

産・量籔時代から多贔種・小量化，多様化時代へ

の鱈癒申生活様式の秘洋新衷鑑にともなう消費者

ニーズの変化によ計｝，蕗暴露発や企懸力の強化，

新しい技徳の採鐸露こよる産地の毒璽養護ヒオ寸要請され

た。このような環境変化に適癒した施策をく魯｝ひ

ろげる馨一ダーの不建が欝立ってあらわれた。地

場産業産地においては，後纒者や技徳者はいない

といわれていることが，実は根本的には将来の産

地を撞って幽く若手琴一ダーの不足なのである。

　地場産業が時代の変髭に大きく立ち遅れたのは，

たしかに生産妓徳や素軽や斎場の変化への蝿癒に

あったことは論をまたないが，それ．以上に重要な

ことは意識の面での立ち遅れであった。量の中が

急激に変化しているという意識霧体が乏しかった

のである。伝統釣な技術や薩贔の生産にこだわ1）

籔態依然の経営累計数的捨握のない経営の感覚が

支醸していた。

　このような意識を根底から動揺させたのは，労

鱒力不足であり，これまで最も儒韓をおいていた

人たちの退職であった。地場産業の成立基盤であ

る労鍵力の存莚の動揺が新しい機械の採灘や生産

する蕗品の企薩や経営のあ詳）方を考える契機とな

った。しっかぎ｝した経営をやらないと人は集まら

ないという意識が企業家の中に芽生えはじめた．

　労働力不足という全く新しい事態は，一方では

地場産業の成立に請して大きく動揺を与えたが，

縫癒では新しい経営，近代工業の生み出したさま

ざまな成果（新素材，披衛，流通，分醍，経営な

ど1の暇暇による新しい経営へのきっかけを与え

たのである。

5　体麟の変化

　一問屋簿渡を幸心として一
　聡灘総年代のわが醒の経済発展の中で，これま

で強力な講度として産地の中で勢力をもっていた

匿1渥鰯度が根底から動揺させられた。それ。は生産，

交通，斎場の変化によって発塗した。閤渥麟度の

動揺は，一方では地場産業産地の衰退の要霧であ

ったが，地方では地場産業産地の透代乾と発展の

条件でもあった．

　地場産業の多くは，生産された蔭晶を直接溝費

者1こ簸売するのではなく，蕗λを通して販売する

という方法をとっている。生産駿1が販売§的にの

み童産されていないような段贈では，小生産者は

地方霧場で生産勃を売るにとどまったが，交通の

発達と甫場の拡大1こつれて，販売を目的として薩

轟が生産されるようになると，纒々の盤三座考によ

る広籔露の分散的な藪売が璽難となり，誰かがこ

れらの生産物を買い集め，小規摸分散的な藪売か

ら大蔑漢規雛的な藪売形態に転化しなければなら

ない。こうした斎場拡大の中で，流通諸経費を節

約し，簸驚拡大を行い，地場産業産贔の簸売据当

者として独立した機能を縫うようになったのが，

一方では産地鐸藩とよばれる驚屋であ継，飽方で

は全馨の溝費地の闇屋であった。

　これらの海人は経済．五春耕な地位を薦めること

によぎ），絶鷲的な支醍力を有してきた。

　第一に，大規模一括的な販売によ誉藪売経費が

節約されただけではない．小生産；看たちを簸売毒

場からほぼ完全に遮晒することによって，妓らの

もとで生産された醗品の簸売が海人に全藏的に依

存し，左虚されるようになったからである。斎場

からの遮蔽によって小生産者たちは海人に健篤し

たのである。

　第二に，生産者に欠乏していた貨幣資本が繭入

によって貸付けられ，さらに生産手段の主要な要

素の一つである原料が海人の手を通じて支給され

るようになると，販売，金離，原料という三つの

重要な経済的要素をおいて，小生産者は商人に鍵

羅し，経済的霞立性を喪失した。地場産業におい

ては，矯流通をにぎるものは産地を支配する摩とい

われるゆえんもここにあった．
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　簸売の絃占，原料の支給，麟貸関係を遜じて，

小生産者は隠渥の支配下にあった。隠屋資本の支

配のもとでは，小規模かつ分散的に存在する生産

者は，簸格の淡定，支撚い条件，繭贔の品質検盗

はもちろんのこと．生産品目，生産数量にいたる

まで，主な権譲を海人に握られ，経済的に劣悪な

生産条件を強いられた。鷺渥資本の支翫が強翼で

ある場合には，小童鹿妻“は，資本の蓄積ができず，

自立した発展はできない。爵入の支醗から目立す

る動きを幾度となく試みたことはいうまでもない

が，そのたびごとに閥謹資本の罷力によってつぶ

されてきた骸i／。

　購屋簿餐蔓力ず大きく動揺し，透1代的な蔭社｛彗力ぜ進

んだのは蟹秘鎗年代に入ってからであったが，そ

の基礎が動揺を開嬉したのは，聡秘鍵年代後半で

あった。産地の串で絶対的な勢力をもっていた驚

屋が，高度経済成長の中でいちだんとその支配力

を強めていくか，または生産者との鑑銃の中でか

つてのような力をもたなくなっていくか，講痙に

分かれた。生産者が趨贔生産の一工程のみを担当

している場合には義者の方向をたど計），生産者は

農来高払簾工1賃薮入をえる賃労髄者的鷺…絡をもっ

た。

　しかし多くの産地においては，昭擁護年代には

資金を惜締て新たな機械設備を導入して生産能力

を蔑めてくる企業もあった。しかし，生産能力の

増大に対癒して健来の闘渥商人の簸売力の狭隆さ

との閥に矛療が生じた。その中で新しい簸売敬策

をもつ商人の登場が覇待された。産地としては臨

人を撰除したのではなく，新しい葭入が登場して

きた。まず販売斎場縫から，小売篠が大きくなぎ｝，

チェーン鑑がみられ，古い買継海釣商人の成立基

盤を動揺させつつあった．また産地内部において

も，合爵1こ商品を積極的に簸売する直売業が登場

し，また地元で観光客に海贔を簸売する小売店；が

増え．勢力をもつようになった。さらに生産者露

体が商事部を設鯵た弩，複数企業が共遽し，ある

いは株式会桂の形で簸発会縫を設立した（大撰家

具，癒中家具1。合板軽を醜い機械化によって著し

く生産能力を高めた家具産地などは，増大した生

産能力に黙癒した簸売毒場の拡張が要請されたか

らである。このような背景の中で，薦垂贔を膚から

左へ移すことによって利益をあげる買纒商的な問

屋商λの存立の基礎が笑われ，商品登霞力を充実

し，全国斎場に薄舞でもって大量の商品を藪発す

る近代的繭鮭が登場することとなった。瞬来の問

屋蕎入にとってかわって近代的商社的感覚をもつ

新しい閥羅落入が勢力をもつこととなった。こう

した領海が，交通や椿軽の発達，溝費斎場の規模

拡大と多様化，同業者羅の鶏魚等の諸条件によっ

て促進された。しかしながら，非常にスムーズな

形で事態が進行したのではなかった．地場産業の

多くは歴史が古く，昔からの蕎習娯の霞める役麟

方寸大きかったので，新しい試みを孝テう醗人と｛連乗

の海人との，また勢力をもちつつある生産者と臨

人との，さらに，支配的な勢力をもっていた企業

と新興のエネノレギーにあふれ，た企業との激しい摩

擦をともなった。

　このような古い驚屋藏人意識の遷代的感覚をも

つ鶴屋への醗皮に成功したかどうかがその後の産

地の発展に大きく影響を与えたのである．という

のは，繭贔の企麟力，異業種への進鐵や新技術の

導入などの技術覇発力，麟内外への薦場拡大の意

欲において，大きな禰違がみられたからである。

題渥の考え方や行動力とによって，不況の中でも，

規模繍小によって安定化をはかろうとする懸渥と，

そうではなく種々■二夫しながら議場の嫉大に鍵戦

する闘渥に分か義た。後来産地における蕎晶の生

命であ弓，覆対的に付撫癒縫の高かった生産工程，

たとえば漆器業にお1ナる1糠鍍1業．晦磁器における

毒絵付業，木工撫工における佳上業，織や染にお

けるデザインや金面蔀跨等の撫工賃単極の瞬き下

げによって経営の安定をはかろうとする購難と，

機能，晶質，デザイン，形など種々璽二夫して新轟

轟企画1こカをそそぎ，残存の技術を展窮し，また

は新しい技徳導入をはかって新分野の聡擁に梼熱

をそそぐ闘渥とに，経営意識や戦略上の相違から

大きく分かれてきたのである．問渥商人の勢力が

強い産地ほど商人の体質が産地の嫉格を矯定した

が，産地題の幾争という強鍵によって閤渥落入の

意識や考え方がその後の産地の体麟や発展や姓絡

を規定してきた。進取の気嵐に富んだ産地は，臨
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人の活動と体質によるところが大きい。闇屋落入

の姓賂を鳶彗向きか｛菱1醜きかというふうに規定した

のは産地内部の事精と経済成長という外的な条魯

に籔存したのである。

　まず，産地の中で決定的な勢力をもっていた問

渥資本を弱鉢化させたのは，戦時中の生産続譲で

あった。生産統麟が鵜渥の会議業務を低下させ，

その必然的な結果として，藩轟の一方的な買占め，

原経料や機織の貸付け，さらに根本的な藪売機能

を失わせたのである。このような闘崖機能の弱体

化した状況のもとで．わが国の高度経済成長がす

すんだので，問屋も高度経済成長の枠緩みの中1こ

投込まれると繕時に，縫屋鱗度の粋から舛・に畿て

活動する生産者が増え，勢力をもってきたのであ

る。まず戦時の生産統麟の駿況とその意義につい

てとギ｝あげておこう。

　（繋　生産統欝1

　昭秘§年8舞、満州事変の勃発．イギ鯵スの金

本位麟の簿堂，インドシナにおける馨貨換斥とい

う条件のもとで，主な地場産業の産地縫合は統麟

事業を経始した。品種区分によ1｝生産麟猿ならび

に舞麟各協定を中心に続麟の彗蚕化拡充を行い，　8年

欝欝毒こは全蟹の統麟地主或を拡大し，統舞舞毯域内に

おける統麟内容を強化した。支郷事変の勃発縁，

たとえば地場産業の生産にとっては，まず第一に，

諜｝場溺無毒こ大きな変｛乞をもたらしたし，　第二二に原

料，轡料，労種彗力の確保に大きな麟約をもたらし

た。戦争目的の遂行には，匿民経済の構成1こおい

て生産を建造すべき産業と醒ますべき産業が窮確

に区鍵され，それに旛じて，輸入原料の溝費窺麟，

資金の調達，労働力の移動，生産物の生産規麟が

行われた．産業綴合の統麟力，捲導力も伊たんに

生産調整の分野からすすんで，灘材轡及び石炭の

醍給統麟，軍事繕製贔の優先的な生産拡大，生産

勃の業縁鎌売事業の実施，公定懸格の全癖的公姦

にともなう製品の全羅的共藪の実施，掬質の消費

鱗猿に薄する代灘品の指導振興などが行われた。

産業総合の事業は質的にも量的にも拡大し，蟹家

による捲導統麟緩織の一翼を損うこととなった。

総合は，生産者の共海驢益の擁護のために共羅簸

売事業を行い，物轟政策の観点よぎラ公定懸整を定

め，強請共簸を実施し，戦争甦釣上，原軽科や石

炭の配給麟度を設けた。また維合は．生産品種を

限定し，労霧力の移動を強議することによって，

綴合に生産者を縫属させたが，これらの強力な統

麟事業の実施慧，また擁時に鍵来の懸還の成立基

盤を弱体化させることとなった。

　まず第一に．瞭材料が闘謹浦人によってではな

く，統麟緩織たる工業縁合を選じて醍給されたの

で，それによって問1堅の原料供給に結び付いた羅

鬱金髄の介入の余地がなくなった．

　第二に，公定懸格の実施，強縫其筋によって問

屋の蕎最極糟漬1定権が奪われた。そして韓よ計〉も，

地場産業の産地の商品生産の籔雛が著しく狭く議

定され，瞬渥の蓉暴簸売も生活必需品だけに張る

という生産統麟によって闘量は成立基盤をなくし

た。（碁生産規摸は小さく，分散的であ辱，（2／生産

地と消費地との盤離が遠黙であを／，（31さらに一定

の藪売露場が確保さ貿ている場合には，一抵的に

蕗品を買い集め，規財的な販売を行うことによっ

て聞屋は簸売を独占し，金融力と濠料供給とによ

って懸格決定を著しく有無に行うことができ，強

力な勢力をもつことができたのである。しかし，

量産麓銀，生産麟当という生産霞だけでなく，共

醤購入，井溝販売，懸格協定という流通藏におい

ても，工業組合の統譲が及んで，聞屋の地盤は，

決定織こ後遽した。そ義どころか薦人は続合の指

定商人としてのみ存在が許され，…時は工業緩合

の傘下におさめられた。

　戦時串の統鰻事業と儀兵鱗の実施によって，闘

崖雍体が事業できず，休業，鑛小を余儀なくされ，

かつての雛額の資本蓄積＝豊富な臨晶在庫がくい

つぶされた。懸屋というのは名ばか卑1であって，

戦鋳のように金融や療料供給機能を笑い，臨品企

露；むや椿幸襲縫｛兵力，と馨わけ経済力を基盤にした

産地内における強力な指導力は著しく低下し，生

産者と小売業との溺の蕎晶紳介機能のみをもつに

いたった。たしかに朝鮮戦争を契機1こ露量も大き

くな身），力をもってはきたが，戦傷のように産地

内藤での経済上の絶対的な勢力をもたず，生産者

に麟けられ，生産者に依存しつつ発展してきた。
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地場　産　業　戦　後　5費　年12｝ （23§鷲

戦後復興の中で翼屋は簸売毒場の独占によって，

やっと勢力をもつようになったときに，わ力南国の

高度経済成長の枠緩みの申で嚢らの体質を変建さ

せられた。産地の中の生産力の増大に対癒して麗

麗窪体が一一定の鑑絡変化を強麟されたからである。

この状溌について有照焼産地の事纏を薄髭にして

少しと鞍あげておきたい。

騒一一i　有蟹焼の流通経整

　（2／産地の流通携造の変化

　戦時中の中小金業統鑓綴織の確立と第二次纒1雰

大戦によって決定的な蕎撃をうけた鷺渥資本は，

戦後薦後のたけのこのように勢力をも辞）かえした。

戦繭のように簸驚を一手に麹表し，蓑大な金離力

によって窯元を従属させるにはいたらなかったが，

分散して小規模の生産者が存在している以圭1，聞

屋はその成立基盤をもちえたのである。しかしな

がら，戦争による企業統潔鰻織の確立と敗戦によ

る問屋支翫の衰退の中で，有鑓焼流通購造も変化

をとげ，それはつぎの3つの整において定養した。

　第iの璽，大震模窯元。

　機械化による大規摸生産を行い，麹霞の販売綴

織をもち，議場支醍力を強め，産地問醗の喜在を

否定するメーむ一。岩尾磁器丁香薦垂乏ラ深｝ii製磁，

有爵タイル等。

　第2の型，古い伝統のある工芸美徳窯元。

　古い伝統と独欝の難風をもち，高綴贔を生産し

ている企業。鵜渥の支配に緩み入れられず独§の

販売部門を設1ナ，伝統工芸美徳産業として定落し

ている窯元。輔養衡鍔，今春衛鷺，源右籍門等。

　第3の璽．以．鰹こ属しない中小規模の多数の窯

元。

　有欝欝を中心として，欝万里毒，嬉野懸，長麟

難破佐見郷，佐量保霧三編講に存在している多数

の窯元慧，擦分で簸売綴織をもたず生産魎の簸売

は．全匡i的毒こ購屋とよばれる繭鮭及び直売業者喜こ

依存している。

　しかし経済成長の過程の中で，大きな変化をも

たらしたのは，第3の型であった。有態焼産地の

もっとも一般的かつ伝統的な簸売彩懇は，窯元→

産地鵜渥→溝費地閥星→小売癖→消費者であるが，

独立して分散的に存在する小規模窯元の生産した

　窯　　　元　　　　　　　　窯　　飯売韻1
　　　　＼

　　　　、翰墨　　　　、

慧　富轡
　　　　　　＼1

　　　　　　＼／

①　有磯焼産地の鍛も一般麟なケース

⑫　直売業者グ〉簸売彰懇

③縷会未癈人の大企業や伝統のある有名窯覚の薮売

　　形懇（糠有徳難，今輩i籍羅など）

⑤，⑤最逓の殺しい販売彫懇鰻摸は小さい｝

生産鞠を集荷し，贔揃えを行なう産地闇屋と，全

国に分散して存在している産地闘羅よ善｝種々の溝

費者の需要毒こ感じる海藻を集荷し，必要とする蔭

品を小規模で分散している小売業に簸売する溝費

者闘渥とが僚存し，複雑な流通機構を形成してい

る。

　ところで，昭穂鍵年代の後帯から昭報鱒年代競

業にかけて，繊生産面からも，（2／溝費癖からも，

／麟変通手段雇無力並らも，　流通機権力｛大きく変でとし，

流通開題は産地の重要開題となった。霧題はつぎ

のような状溌をもってあらわれた。（魏鑛塗の比較

的浅い聡渥や，窯元から商品を仕入義て直接に臓

館や料亭1こ販売する嚢売業者のめざましい成長と，

いわゆる｛煮続のある老舗の1還蓬の地｛立と｛長：害彗の薩窪

対的低下という鱗曙が醗確に示されてきたこと，

轡古いの義んをもつ有爵概内の羅渥よ降も，有霞

購の羅1辺1こ存在する，　とくに長綺難破綾三発欝欝こお

ける上位露量の成長が鍛著であること，織百貨農

との取携において，産地舞1渥あるいは溝費地闘渥

のいずれかの流通段繕が省略される繧海が察立ち

はじめたこと，とくに秘陶器の餐二入高が当時i億

跨を越える場合，佳入轟舞の中でギフト霧晶のウ

エイトが高い場合，産地との野離が近い場合には，

流通段繕それ露体が合理龍されつつあることであ

る。
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爵2　麗葱地鐵購磁器業の生産・流通

　　　一飲食器および美徳装鶴i轟を中心として一
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　産地においては職流通戦争がといわれているよ

うに，新興問屋と老籔の難渥との，簿鷺渥と直売

業者との，波銭見舞の驚渥と有綴織の闘渥との，

あるいは飽産地の欝1渥との，淫1費地離叢垂と産地聞

屋との，　さら喜こ窯元の藪売馨葵と産鑓黍響屋との琴鏡争

が，多様な様権を形成しながら繰車ラひろげられた。

伝統的な聞羅の支配が根本的に動揺するという産

地の献混は，蕩接には，生産段糖1こおける合理化

にも銀雰があ婁タ，合理牝の方向として流通靉靆に

焦点があてられたということから説幾されうる。

いいかえるなら1ぎ，産地羅渥は簸売機能の縁か1こ，

集荷機能，精鞍伝達機能を営み，消費地聡屋は，

集荷，簸売機能のほかに百貨店や小売病の倉庫業

も兼ねている。そのため聞渥の存在は全醸的には

否定できないが，流通マージンが大きすぎるから，

流通が合理化されねばならないということである。

とぎ｝わけ紹秘3§年秩から繍年秋にかけての深灘な

証券不溌とその後の長欝1的な経済活動の停滞の中

で生産の合理化はもとよ垂）さらに流通の合遷銘が

すすんだ。濾費財の簸売を中心とした量飯店の急

成長の被が次第に地場産業の流通の合理化にまで

おしよせてきた。

　陶磁器は一般的に流通段贈が嚢雑であ量），さら

に小脇でも破損しやすく，重くてかさむため，荷

造，運賃に多くの費灘がかかるという物還納盤質

が換わる縁力線こ．消費者の趣瞭や嗜蚕｝魅力考塗く，

多品種の雀庫をもたねぱならないので，蔭贔の謡

転率が悪く，在庫投資のための蒲貸貨幣資本も多

く必要とするという諸事椿もあって，それの流通

費繕は，飽の工業品に比較して著しく高い。

　流通費霧を締約し，合理イヒしつつ急成長：をとげ

たのは，…方では，生産者から醗贔を仕入れて，

溝費者に灘接的に簸売する商人，いわ侮る藏売薦

入であ幸｝，遷代的な経営意識をもつ商社であった。

　茶雛や飯茶碗，銘々羅等の露絹癬欽食器の取覗

段繕懸格は，窯元33繕のものは，溝費地鶏屋§3繕，

百貨窓鱒§霧になるというように，窯元の取分が全

体の3分のi，産地鵜渥と消費地問羅が3分のi，

残辱の3分のiは百貨窟のマージンとなっている。

窯元における製造原纒と営業秘益の合計額をこえ

る金額が百貨康のマージン額となっている。この

よ鱗こ窯元．産地問羅，溝費地聡屋，小売業者の

それぞ義の流通段隣における藤晶樋絡の差が大き

いこと，いいかえるならば．蒼貨店の小売懸格に

比較して窯元の綴萄懸格が極めて低く，3分のi

であるということが，蕗取群星の拡大につれて，

窯元→産地闇屋→溝費地遜渥→小売薬→溝費考と

いう流通形態にとってかわって，窯元袖癒！売業者

→濃費者という流通形態の成立を可能紅した．
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地場産業戦後5警年（2） （23§3〉

　③　直売業者の急成長

　こうした蕨溌の中でめざましい成長をとげてき

たのは，蒼懇焼直売業者であった。直売業者とい

うのは，窯元から藏贔を藍入れて全匿津々清々に

存在する臓館，料亭1こ轟轟を簸売するノ卦売業のこ

とである。戦薦漫び戦後憩年間は，直売業者の勢

力はそう大きくなかった。見本貸しと蘇され．るよ

うに，主に窯元からではなく舞問渥；む・ら蕪品を信

号，それを弩ユッタサックに詰め込んで．全蟹の

籔館，料亭に販売するという形態をとっていたし，

簾館や料亭の数も少なく規摸も小さかったので，

その簸売額はそう褻額なものではなかった。

　ところが昭秘欝年懲こ入ると，『族館料亭の糟

糠と増設，当動率の著しい発展にささえられ．，そ

して横本的には．窯元から直接仕入れて溝費者に

販売するという流通取瞬段贈の省略（二段繕），合

理化によって，着実な蕩進をとげ，昭秘襲年には

直売業者は，糞菱鬱鬱域における報飲食羅の簸売額

の35％を占め，舞売業（鶉％／とほぼ講を豊べる

勢力をもつにいたった。直売業者がもっとも顕著

な成長をとげた紹灘毅～薩年を携1にとると，製造

業のほか有雛麹域の舞売業浸ぴ小売業を緩織して

いる肥繭鞠磁懸藩王脇縫緩合焼入の有鑓地域の繭

店5§篠の平均年聡簸売高は，曙秘騒年5，轡駐馨万霧で

あるのに，有爵焼療売協鑓纏合樵人商濤鎗8企業の

年間簸売額の平均は2，騰§万醗であるが，戯年～

襲年の3年間における簸売額の増簾率は前者33％

であるのに後巻74％となっている。また売上高に

対する営業稽益率は5．轟％に対して8．4％ある。ま

た営業霧益の縫鯵額の3年闘の増撫率は繭者では

2尋％であるのに，後考では55％となっている。賑

売高の増撫及び営業稀益の増大によって，急速な

資本の蓄積を行い，老舗の隠渥の存在を脅かして

きたのである。

　直売業は生産者から溝費者までの流通段踏を二

段繕省略することによって，流通に要する費矯を

著しく籔約できたのであって，こ義によ轡，窯元

よ｝）商品をよ鱗高く猛入れても，溝費者によ警安

く簸発することが璽能となったのである。ここに

直売業者の成長や薄恥多売をめざす新興聡渥と老

舗の闇屋の地位低下の秘密があった。とくに義義

の直売業者は窯業から直接毒こではなく瞬渥落人を

通じて賜接的に仕入れていたが，戦時中の生産統

譲1によって麗渥体麟が衰退したので，戦後は問屋

からではな」く窯元から仕入れるようになった。直

売業者は隷館や憲テル，料亭によ舜安く簸発し，

また窯元からよ琴高く仕入れても売上高灘益率は

産地および消費地鷺渥のそれよ雛も著しく高かっ

た。直売業者との取瞬は窯元にとっても有稀だっ

たので，多くの蕗轟は嚢売業者に流れた。その結

果として直売業の率讐潤が増撫した。

　纏／籍興懸屋の成長

　藏売業煮の成長発展は，従来の複雑な流通経難

の撰1趨，合理化の鶴題として擬人も容易に運解で

きよう。しかしここで淫目すべきことは，窯元一→

産地問渥→溝費地鶏屋→小売癒→溝費者という鍵

来と懸じ醤段繕の複雑な流通段贈を経醸した簸売

形態をと琴ながら，痘売業者よぎ｝もはるかに急速

な成長をとげている新興雛1渥をどのように評慰す

べきであるかということである。この解釈は産地

間羅の桂会的墜屡分解の意義の理解と結び替いて

提起されてお垂），この問題を解く鍵はつぎの事実

の解釈1こかかわると考えられる。すなわち，（墨1従

業員規模識こ髭較すると，董濤当た今の総賑売高

に対する売上原懸（蕗品佳人療懸／の竃合は，従

業員規模の大きい商繕1ほど高く，とくに，成長商

篠はこの傾縄は額著だということである。成長力

のある大規模問羅というのは中小隠屋よ鞍も大量

かつ一振的に藩品を佳入れるので，爵最の佳入原

癒はよ警低いだろうと考えていたが，講養結果は

逆であった。叢碗や土瓶の取撰靉靆磯懸格に示さ

れ．たが，標準的な薦贔に臠して（擁を標準とみる

かはむずかしいが／，従業員規模の大きい成長講屋

では，よ彗高い懸緒で窯元よ鞭商暴を佳入れ，よ

り安い癒格で溝費地縫渥に簸発している。この点

1よ藪売高に薄する仕入原極の購絞死にも示され

てお垂），規模の大きい闇屋は，その構成魏が高い

のである。この新類病が顕著にあらわれたのは，

昭和蕪年代に入ってからのことであるが，この新

藩覆梅毒ま昭ラ穣3｛》年代後半からあらわれ．てきた。これ

をどのように解験するか，これ．が開題である。
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　（21上記の傾轟窪は，有震瞬内の舞売繭についてい

えるのだが，一屡顕著な姿で鋭く表露駕したのは，

有懇欝の老舗の題渥と波佐見購の新興問渥との縫

係である。有綴簿に存在する舞売業及び擁小売業

は，肥薩購磁器轟工協講緩合に撫入しているが，

聡報28年から聰年の鴛年麗に59震から臓店に2篠

増撫した1こすぎなかったが，長麟：票晦磁器元郷薦

業協羅緩合撫入の商繕は，28年から盛年の麺年縄

に豊慈1から28唐に増；撫した。とくに昭穂23年以後

麟美した晦癒が圧舞鶴に多い．波佐見地域に古く

から存在していた商店は急膨張をとげると瞬時に

新たな商店が発生し，過去騰年の懸紐，波佐箆地

銭の簿売簡は名実ともに着実に地歩を確立したの

である。当時波佐見．有霞函地域に存在する鐸売

騰の年賜売上高一ヒ位i纏沖8桂は波銭見地域で占

めるにいたった、波佐見地域に存産する瞬麗は，

その籔内の窯元から仕入れるだけでなく，有爵地

域から猛入れを行い（昭籟鱗年器．9％｝，年閣簸売

高を著しくのばしてきた。有爵鱗と渡銭見欝との

舞売商を比較すると，i店当た挙）売上高に籍する

総稽益率，営業稽益率，簸売管驚費率．人件費率

において禽欝欝の舞売海がすぐれ．さらに縫業賛

i当た魯）についても，売上高．年限総秘益，営業

無益のいずれも有遜鎌の方がすぐれている。しか

し，i唐墨た今の年限売上高は，有醗簿に比して

波佐見簿の簿売業1戯．8焙であるから，売、駈高に対

する営業秘益率が低くても，i濤当た琴営業稽益

の絶対額は有爵よ髄．5繁の額となるのである。営

業韓藍が絶越的1こ大きいということは，資本の蓄

積を可能とし，濤舗の規摸を拡張させる条件とな

った。このように．緩緩i見地域に新たな蕎濤が生

まれ．戦麟あるいは戦後麟業の古い蕗震も着実な

成長をとげ大聖凄となる過程の中で，有綿地球の

伝統的中小瞬渥との認に競争が展露され，結果と

して有瞬地域に存在する老舗の闇屋の地盤が穏対

的に低下し，問羅それ自体の縫合的鞭麟分解が生

じた。このような事態は一体いかにして生じたか，

そしてそ義がどのような露有の意義をもったかが

隠題である。

　有堅焼産地は，独目の技術や原料資源の存在の

ほかに，豊富な優秀な労働力の存在をその成立基

盤としていたので，購渥資本による藤贔の買いた

たきは，結局は長時閤労鱗と低賃金構造を温存さ

せることとなった。しかし，i若年労懸書方を中心と

する労働力不建がすすみ，賃金が．と弄してくると．

機械の採繕，焼絞窯の改養のための努力が行われ

たが．しかし，生産遜程への機械や新技衛の採羅

はこれまでとは異なった新しい関係を生み識した。

　それはまず，昭秘37年ごろから焼成窯の蒼炭窯

や薪窯から重液，L駐ガス窯への転換，窪動鍛ク

欝やコンベアーの採驚の動きが台鑛し，鎗年代に

入ると本務乾してきた。そのため生産力の発展が

と辱のこさ義ていた窯業の労髄生産性を著しく両

上させた。少量生産から大量農産に，生産形態が

かわった。その結果，拡大しつつある生産能力に

鰐籍する簸売力の増強が必要となった。つま舜生

産能力の拡大に美言癒して簸売力の狭萎盤力寸藝立って

あらわれ，生産性の向一とを覆硬した簸売斎場の確

保が重要度を換えたのである。

　第二には，生産の増大は設備投資によって推進

されたので，懸緒の安定性が不可欠となった。つ

ま今，機械化によって霞定経費が増撫したので，

生産物の妥当な懸格での簸売が強覇されたことで

ある。窯の改善や機械跨採灘には多額の貨幣資準

が必要であった。購屋資本の支配が強い産地では，

窯元は霧己資本の蓄積を欠いていたので，設備遷1

代鑑資金を幸心として充当し，その不足分を全面

的に銀行から借命入れた。そのため，焼成窯や機

織の採霧によって，癒簸償蟻費が著しく増撫した

だけではなく．滝壷及び稀子割群料も増擁したの

である。売上高に対する稽子離群舞が高くなった

のは，臨己資金1をもたずに設簾鍾愛資を拡張したか

らであった。資金藤での金輪がなかったから受取

手形を直ちに銀行で翻撰かざるをえないという状

溌をつく享｝だしたからである。近代工業の産麹と

しての規摸拡大，新鋭の窯や機械の採絹が蛋産力

の拡大，企業闘格差を生み鐵した。そのため機械

化．合理｛穣ま健進されたが，飽露では金稽負握増，

原麟藝賞蟻費増など匿1定経費の増簾をもたらし，経

営の不安定姓，葬弾力性をもたらした。また燃料

である薪代診盆と年末の二暴にわけて支払われた

が，L　Pガス代は月ぎめで支払われねばならなく
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なった。

　このような新しい経済状溌の中で，窯元は，一

方では，落人に対して生産能力にみあう藪売力の

増大を要請したのみならず，縫方では商人による

商品｛灘格の不楽な｛塵瞬きや罷遼をはねかえさざる

をえなくなった。それにもかかわらず産地懸屋に

は．後来と講じく，轟轟をできるだけ安く買いた

たき，渥茎費地欝墾登や薯霧費者嘉こはできるだ1ナ高く売

るという考え方が横強く残っていたので，機械の

採灘や焼成窯の変革1こよる労轡生産雛の急激な増

大とこれに対旛できない伝統的な翼渥支翫とが鋭

く対立することとなった。窯允は，大量生産・大

量販売に耐えうる翼崖の形成とその発展とを要請

したし，毒1場拡大】が産地の生命・線であったから，

一方では直売業者の成長を，難方では遷代的な鐸

売聴の蕎成を，とくに，袋織察の滋［佐晃醗という

隣接籔｝における舞売麟の発展を縫進ずる結果とな

った。

　ではどのようにして，有欝欝の窯元が譲魏冤地

域の郷発癌の育成を雛逸したのであろうか。そ農

にはまず有欝欝の商人の行動と思想をみる必要が

あろう。

　有藤羅糞こ存在する薩入1ま，　もともと1ま，蕎羅舞｝

に分散蓮詫こ立地している小規摸窯元の生産する落董

晶を集荷・販売しつつ発展してきた。焼物の生産

される地域の拡大につ義て，集荷機能も拡大した。

茶器類，飯碗顛等欝羅食器については，袋織祭波

銭晃羅よ鞍仕入れる傾晦が強まった。その場合つ

ぎのような経済行為に涯目すべきである。有懇の

商人が，有露地域の窯元に，たとえばi，§鱒欝であ

る茶器を生産するようにと浮文するが，その窯元

はそのように低い鱗格では生産することはできな

いといって懸る場合には，すかさず，波佐見欝地

域の窯建に注文を発した．渡銭見地域では，有籔

靱とは異なって，窯元もその健業疑も農業との兼

業が多かったので，客観的にみて，よ婁｝無い鱗格

で注文が発せられていても，労簿詩題の延長と低

賃金とでもって補い，生産を行うことができた。

波佐見地織における主な産業は農業であったから，

焼鞠工場における賃金や労働時鵜は，農業のそれ

と比較されたので，低籍賃金や長時鵜労働にも藏

えられ．ること力鴫できたし，さら毒こまた農1灘莫霧こは．

飼もしないでぶらぶらしているよ琴も低くても賃

金薮入が得られることを農民1ま選探した。農魯に

おける遥乗彗労織力の存在iが低賃金を規定し，それ

は縁時に安い醸贔の生産を可能とした。波佐見地

球では有蟹霧の隣覇であるにもかかわらず，有鐵

瞬よ肇平均賃金は騰～齢％低かった。このような

低賃金労働力の存在という状溌のうえに，すぐれ

た鋳込み技術のの発達が趨わって，労簿集約的な

茶器の生産が著しく紳び，紹報麓年代は浮文が生

産に追いつかない験態にあった．藪売斎場の拡大

と需要の増燦を褻瞑して，安慰な土地，低い労賃

を有麟な条件として，生産量を増やして舞潤をあ

げ，資本蓄積を行ってきた。さらに毒場拡大に麟

激され，援資を重点的に行った。その結果，大規

模な建物に新鋭の窯や機械を採駕したが，それは

長時購．低賃金労鐵1にも，取嚢条件においても醸

雰が訪れたからであった。労働力不足は賃金の上

昇をもたらしたからである。そこで，機械や窯の

変革がせまられ．たが，そのためには資本の蓄積が

必要であった。資本蓄積は，惜入れによって行わ

れた。機械によって量産しても，盈産鞠は飛ぶよ

うに売れるという寮場条件の中で，目分たちの慮

産した生産物を蛙会的にみて，客観的に妥当な懸

緒で取撰してくれ，る問屋の形成ヵ｛餌歪よ弩も’必要と

なった。こうした生産者の燐i爽なる要請に癒えて

登場したのが波銭見地絨の賜屋であったし．ある

いは唐綴地域で新しい販売方法を採締している問

渥であった。

　波佐見地域においては，窯元の二男あるいは三

男が灘人として自立化し，従業員の申から藤人に

転じる考力｛あらわれ．従来から存在したノ郵蔑模霧蕃

人が急速な勢いで成長をとげた。飛躍的に規模の

拡大をはかった薩店は．その薩晶の仕入れを，波

饒晃欝内だけでなく有欝欝，葎万里毒，佐健保甫，

三燐内等纒広く行い，灘薄地賊全域の中で大きな

勢力をもつ無売海になった。このように，渡銭見

地籔の舞売業の成長発展は，伝統的な保守的な有

溝地域の鹿屋との関連盤！において震定されたので

ある。

　以上のように，生産構造の変姥や濾費の多様化，
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大規摸化の中で波佐見地域における商人や有獲地

域の壷売業，新興驚屋の勢力の拡張の中で流通業

者露の競争が激しくな鯵，老講の闘渥の地盤が瀧

下し，閤懇命祇会的欝麟分化が顕著に表面乾した

が，これは一体どうψう意練をもつのであろうか。

　有懇焼の成長過程の申であらわれた購屋資本の

；縫合的贈屡分解は，そグ）冠会的機能変紀の中でも

っともよく表現されている。その変髭は，轡まず，

蕗品を右から左へ動かして稀益を得ている買継麟

に近いものは存；窪i還由をなくしたこと．（2購舞屋資

本の秘益の灘泉が蕪贔の簸売懸格と仕入懸格との

差額から資本の羅転率の増擁にうつっていること

（薄舞多売／。（31窯元と産地舞との系翼化がすすん

で，成長している閥握は，原懸計算の徹底と合瑳

的精神に依撰する窯元と密接な瞬係をもっている

と彫蔦うことである．

　ここで淫意すべきことは丁老舗の雛渥資本の糖

鴛的地位の低下は，けっして有雛焼産地における

鷺屋資本一般の支醍を撰除しないということであ

る。小生1甕者に，原材料を貸｛i盤ナ，貨幣資本を蔚

貸し，藪売南場を独占することによって，破らを

支配事におく保守的鷺渥資本に代わって，近代的

な資本幾係を代表するところの，産業資本の社会

的流通費の籠釣に根拠をもつところび〉閥渥や旗売

業者が登場しつつあるということである。もとも

と臨屋資本は小生産者が分散的に多数存在してい

るという条盤下で発生してきた。機械による生産

の急速な発達，繭入から銀行への金融依存の変化，

労働力不足，聴けゆく露場の拡大という条件の中

で小生産者盤抹の社会的購屠分解がすすんだ．瞬

態依然として小資本に甘受している窯元と，薦場

動向の変化を敏感紅受けとめ，原懸計算の徹底に

もとづく金運的精神をもって資本主義的企業経営

へと貌度してゆく窯元とに分かれた。そこでは労

霧時鵜の延長と労働の密度の増簾1こよって労働生

産盤の海上をめざしている窯元と，機械や窯の変

革によって生産牲海上を繧擁している窯元とに分

解した。生産者書体，労働の論瑳によって支醍さ

れているものと，資本の論遜に支翫されているも

のとに分か義た。資本による労働過程の形式的包

摂から実質的包摂への移行の中で，問渥自体も変

髭を余儀なくされ．た。生産者の変化に対応して闘

渥もまた変化し，それがまた石作聡を及ぼすこと

となった。有爵焼鞠業罫の成長遜程の中で顕著に

あらわ爽た流通業雰の動揺は，窯元から商品をよ

辱高く猛入れ，消費地問屋によ讐安い緬狢で藪売

することにともなう秘益率の低下を藪売数量の増

撫で補うという騰屋資本が勢力をもつということ

に承さ義るように，近代的資本露係にたつ聞屋資

本の支猷があらわ義つつある遜程として驚握さ義

ねばならないであろう。

　老舗の瞬渥の地盤低下と新興擬渥の成長は有懸

焼産地内における生産者の広域化を縫逸し，生産

品§の地域的分業を推進した方寸，生産者力ず農季重地

域に発達し，また新興落入が農誉地域に嬢づくに

つれて往来の焼き物の生産や流通とは，それほど

関係をもたない地域に生産者と臨人が急成長した

結果，焼駿1産地懸有の伝統にとらわれず．露磁か

つエネルギーにみちあふれた人たちの行動が勢力

をもつようになった。親興饗渥の行動は，古い思

想の麗麗と，または伝統の枠緩みの中で営まれた

撰習と霧突することとなった。しかし，有懸欝の

蕗人が大量の涯文を波佐見簿の窯元に発したとい

うことが霰佐見落の生産者が急成長する要轡であ

った。生産者の急成長は地元において有力な商癖

の発達を鍵した。このように新興商人は，実は古

い驚屋商人の行動の結果として登場したから，古

い闘星麟度にとって代わる必然性をもったのであ

る。

　新興霧羅が波佐見驚で勢力をもち，饒存の閥渥

麟窪を根底的に変容させつつあったということが，

確報憩年以降の地球産業の性格づけや意義に対し

て決定的に重要となった。籍しい薩i人意識が芽生

えつつあったというi基盤のうえ1こ，躍報憩年の証

券恐慌と長難不混とが登場したことによ身｝，地場

産業購造変化が一挙に推進されることとなった。

注

（詫i／　地場産業の有力な産地においては．販売独

　　　占，癒材料の支給．薄貸聡係に通じて生産者

　　　は競麗の支翫下にあった。購渥の支醗のもと

　　　では，懸格の漢定．支払条件，嚢品の品質，

　　　等級験壷はもちろんのこと，生産贔§，生産
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数量，納鱗にいたるまで主な縷縷は薦人に握

られ，生産者縁不精な条件を強いられた。ま

た鶴餐資本の支醗が強い場合には，小生産者

は稽灘が少なく，資本蓄積ができず，露律的

な発展力ずできなかった。

　生産者が灘入の支醍から自立するための動

き1ま幾度かあったが，全鑛義解こ鑛著であった

のは，1董爾治維新嚢後，（2縫業革金鑼．（3鐵

後の漉晟鰯，轡高度経済成長難であった．

　たとえば有酸焼産地においては，醗治元年．

窯元が中心となって撫資し，有獲醤から護，§暮暮

講の資金を得，さらに部会の斡縫で藩金i万

溝を欝讐受け，これを基金として撃万燈蕗鮭

を設立した。この繭凝は，撃万盤地銭の窯元

の製品をいっさい購入し，海燕を必要とする

ときには．この醗養を通じてのみ段入れるこ

ととしたのである。

　しカ・し髭疑万里，有遜の藝藝入獄，琴｝万里難養生

の設立には反対していたが，設立後1こは地元

の商人は，撰万里購縫との敬弔iきを縮わず，

藝松浦郡以外の長時漂の波佐見および三舞醜

の窯元と駁弓iきをした。また，廃藩置票後は

難蜜にいかなる場所でも窯を築くことができ

たので，醗人は新興窯元との取覗きを拡大し

た．このようにして謹入は．欝万里薩握の統

簿1を窮垂）厳し，もとの魏渥支醍を復帰させた。

　次に産業革命難には地場産業は，機械を採

聡し，新しい技補塗を導入しつつ，産地峯ま大き

く発展した．鞠磁器生産の機織としては，召

炭窯や機械欝クロが，籍しい技衛としては，

鎭極，ゴム印，転写が普及した。瞬業緩合も

好景気毒こつれ，勢力を増簾させた。野業緩合

が中心となって，臨入の繋建的な支配，条稗

の悪い取弓終を一掃するため．窯元が簸売綴

合を設麗して麟入の支醗からまぬがれようと

した。これが有瞬磁器合資会蛙であった（明

治37年／．窯元醤らが経営者となって落入との

取裂き．決済条件の不合煙を是圧しようとし

た。窯元のなから麹贔選定人を選び，製品の

選騒を行い，その等綴翻数等を繭贔見本に記

入し，毎月一露入札競売に馨し．商人は窯業

から薩接にではなく，総会から嚢品を購入す

ることとした。また小窯元に対しては，原料，

燃料の前貸を行い，1諸人からの金酸の支醗を

なくそうとした。繰合の売孟二姦の5％を手数

（2367｝

料として儀殺し，運営費に発墨していたが，

この試みも旺1露賊争後の不混のなかで，緩合

事業は低下し，瞬渥の支醗からまぬが震るこ

とはできな寿湿った。
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