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は じ めに

明治初期における西欧技術の導入による伝統産業の近代化政策の実施lとさい して， 政府自 ら

が官営工場の設立や西欧機械の購入 ・貸与などの方法を採用したほか，民間への資金貸与によ

って洋式工場の建設を援助する施策もみられた。陶磁器業においては後者の方法，つまり政府

資金を貸与する乙とによって民間における近代的な機械制工場の建設を助成する方策が採られ

た。 ζ の方式によって設置されたのが佐賀県有国の精磁会社の洋式製陶工場である。

本稿ではとの精磁会社の設立の経過から概観し，ついで同社の政府資金の借用による製陶工

場の建設，その事業の展開と挫折に関して，資料を中心IC検討を試みたいのである。その理由

としては， 第ーに伝統技術の近代化という課題のなかで間磁器製造部門の検討は欠かせないか

らである。 第こには民間企業の技術史に関する資料は保存状態が劣悪か，遺存されていても閲

覧 ・利用の可能な事例が乏しいなかで， 精磁会社に関係する資料の保存状態は優れており，そ

のうえ利用が可能な ζ とである。第三に，明治前期における民間企業に関する資料として， そ

の遺存状況が良好で，利用できるにもかかわらず， 乙れまでに分析が充分に試みられていたと

* 1991年6月5日受理。製陶技術，明治時代，香蘭社，精磁会社， 起産会社
料 東洋大学経営学部
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は言い難いからでもある。

しかしながら， 精磁会社lζ関 しては早くから関心がもたれ， 調査 ・研究の対象とされ，若干

の論孜が発表されていた。乙れら第二次大戦終了前の著作においては，資料の充分な活用がみ

られなかった。最近における労作では精磁会社に関係する資料の紹介や利用が少なからず試み

られているものの，精磁会社を主要な対象に した著作ではないため， 資料の利用が充分とは言

い難い。ζ のような制約はあれ，先行する諸研究や論孜から本稿は少なく ない示唆を受けてい

る。なかでも，所蔵の関係資料を閲覧 ・利用する便宜を与えられ，高配を賜った松本源次氏，

有田町歴史民俗資料館および佐賀県立図書館に対して感謝の意を表したい。

1. 合本組織香蘭社の設立と製陶機械の導入

明治8年 4月，有国の有力者である深川栄左衛門，手塚亀之助，深海墨之助 ・竹治，辻勝蔵

の5名の出資者（社員とよばれた）によって合本組織の香蘭社が設立され，製陶業の近代化が図

られた。 ζれは伝統的技術をもとにした家内工業から資本主義的企業への脱皮を試みた ζ と

で，一つの画期を創りだすものであった。しかし，乙の合本組織香蘭社の実態は出資者である

社員の事業の連合体であったと言ってよかろう。乙の香蘭社設立に係わって願書が提出された

とき，担当官庁の内務省では内務卿大久保利通の名でもって会社条例を取り調べ中である旨を

述べ， 結社営業は「人民之相対ニ任」せると回答 していた。

ζの香蘭社設立は明治 9年lζアメリカのフィラデルフィアで開催される万国博覧会への出品

計画を進行させる過程で具体化していった。すなわち，有国の有力な陶器業関係者である深川

栄左衛門，手塚亀之助，辻勝蔵，深海墨之助の 4名は博覧会事務局lζ出品の希望を申しでてい

るが，ζれら 4人を中心に して会社設立が図られ， 香蘭社として実現をみたのである。

そして，香蘭社の社員辻勝蔵が宮内省御用達であ った ζ とから，同省か らの注文を引き続き

希求していた。いわば，明治以前から見られた優れた技術を拠り所に しての政府需要に依拠す

る姿勢が会社創立時にも現れていて，乙れは後lζは拡大されて政府の需要，さらには政府資金

(1) 鎌田久明「陶磁器業f（於ける工場制工業の成立過程一一明治時代の前駆的諮工場を中心として一一」，
『経済史研究』第24巻第2号（1940年 8月）' 13～ 28頁。のち鎌田久明『日本近代産業の成立』（ミネル
グァ書房， 1963) fC収録。
奈良本辰也 『近代陶磁器業の成立』 （伊藤書店，1943）。のち『奈良本辰也選集JJjlj巻 ・初期論文集
（恩文閣出版，1982）に収録。

(2) 松本源次『有田陶業側面史（明治編）一一松本静二の生涯一一』（麦秋社，1985）。有田町史編纂委員会
編『有田町史，陶業編JIJ （有田町， 1985）。乙れらには佐賀県立図怠館所蔵の「明治行政資料」や有国
歴史民俗資料館所蔵の百田家文書（写）などの文書が転載されているが，著作の性格から資料が正確に
翻刻されているわけではなしコ。そ乙で，以下において使用した資料は原資料からの翻刻を試み，資料lζ
番号を付けて一括して別掲しておいた。本文の注においてはその資料番号を記しておく。なお，有田町
歴史民俗資料館所蔵の資料についてはその所蔵の旨を省略する。

(3) 「会社殿Jのほか一件， 佐賀県立図書館蔵，資料1。 『有田町史，陶業編E』69～86頁参照。
(4) 「願書」佐賀県立図書館蔵，資料2。
(5) 「陶器製造御用辻常明ヨリ之願容進達ニ村上申」佐賀県立図書館蔵，資料3。
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lζ依存するようになるが，その先例と言うととができる。

ζの宮需への対応にくわえて，社員の事業の一体化や重要視する製品の選定など，会社経営

の方針ーを巡る意見の対立が創立期から内在していた，合本組織の香聞社は社員の企業連合であ

ったともいえる。そのため，対立した意見の顕在化が当初予定した会社の存続期間より l年早

く，会社の終湾を招くのであった。すなわち，社員の深川！と手塚等との聞における会社運営を

巡る意見の対立は明治12年 2月le香聞社を解体させ， 手塚等は新たに精磁会社を設立 し， 深川

は香闘を冠した会社（のち合名会社）を組織し，事業を継続していった。

乙の閣の明治11年末から翌12年はじめ，深JIIはノfリ万国博覧会lζ出張したとき，同万国博覧

会終了後に単身で各地を歴訪し，洋式製陶機械の導入の必要を痛感し，三井物産の斡旋により

博覧会出品の残りの陶磁器を販売した代金一万数千円をもってフランス製製陶機械を購入して

帰国した。乙れらの機械は合本組織香蘭社の再編後の香蘭合名会社において据付られた。すな

わち「製造場二棟ヲ新築シ，又揚石ノ器械ヲ据へ，先ツ試 ミルニ六馬力ノ蒸気ヲ以之ヲ運転」

したという。あるいは 9馬力の蒸気機関と「漉泥 ・絞搾ノ二機及ヒ附属品若干Jを設備してい

たといわれる。乙れは日本における本格的な蒸気機関の導入による最初の機械制製陶工場の出

現というととができる。しかし，最終製品までの全工程に機械を導入したわけではなく，原料

土 （素地土）製造までの，いわゆる製土事業の機械化という限定された内容であった。

香蘭合名会社が洋式製陶機械を設備した時期は詳らかではないが，深JI＼の海外出張と帰国の

時期から推定して明治12年末から遅くても13年早々の ζ とと息われる。と ζ ろが，明治13年 7

月においては「未タ盛大ノ事業ニ至ノレ能ハサノレ」状態であった。そして，導入した製陶機械の
。。

運用K習熟し，市場価値のある製品が出来るようになったのは明治15年頃からともいわれる。

しかし，香蘭合名会社において洋式機械の運用が軌道に乗るのはもっと遅れて明治20年代に

なってからと推定される。というのは，明治18年の繭糸織物陶漆器共進会の講話会でワグネル

は直接名指していない ものの，香蘭合名会社が「製造ノ規模小ニシテ，嚢ニ購入セシ外来ノ機

械ハ日々十分其運用ヲ得サルノミ ナラス，偶々損所ヲ生スルコト アノレモ之カ修繕ヲ加フル者ナ

キカ為メ，是ヨリ其運用 ヲ止ムルニ至ノレ。是 レ利便ヲ求メテ反テ不利ヲ招クモノ卜云ノ、サルヲ
Ull 

得ス」と述べていた。さらには明治20年 7月における精磁会社の新しい製陶機械工場の開業式

(6）深川栄左衛門「陶器製造見込書」大限文書イ 14-A3979,資料4。 『有田町史，陶業編E』95～103

頁参照。
詳細は次項の「精磁会社の設立」において議論する。

(7）深川l栄左衛門「陶器製造見込書」。
(8) 『佐賀県統計書』および、山本五郎「佐賀愛知二県下出張復命害J『農商工公報号外復命書摘要』（明治
21年） 49頁，資料23。

（日）深川栄左衛門「陶器製造見込書」。
側 中山成基『有国窯業の流れとその足おと一一香蘭社百年の歩み一一』（香閲払 1980)43貰。。1) ワグネノレ「陶器ノ説Jf;,'J務局 ・工務局編『繭糸織物陶漆器共進会第四区陶漆器審査報告付録講話会筆
記』（有隣堂，明治18年） 77頁。 乙のときワクボ才、ノレが製陶機械の性急な採用に関して表明していた危倶
は香聞社のみならず，後にみるように精磁会社についても的中したのである。
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IC出席した農商務省技師山本五郎は香蘭合名会社が購入した製陶機械に関して「漉泥 ・絞搾ノ

二機及ヒ附属品若干ヲ有セシカ，種々事情ノ為ニ制セラレテ，未之ヲ利用スルノ場合ニ至ラサ

リキ」と報告していた。

洋式製陶技術の導入は 乙のように容易でなかった。そして，香蘭合名会社が乙の利用 してい

なかった製陶機械の使用に向けて本格的な努力を試みるのは，後にみる精磁会社が完備した機

械制製陶工場を建設 ・操業したのに刺激された結果で，新たに15馬力の蒸気汽缶を購入し，精磁

会社の器械据付人を雇用し，先の漉泥 ・絞搾の 2機を装置してからであったといわれている。

それもまた「漉泥 ・絞搾ノ二機」の採用で示されるように，原料土 （素地土）の製造工程のみの

機械化であった。

2. 精磁会社の設立

深川がノマリ万国博覧会lζ出張して不在中，香聞社の社員である手塚亀之助，深海墨之助 ・竹

治，辻勝蔵は事業の一段の融合を図るために香蘭社の改組を計画し，新たな会社定款ともいえ

る「香蘭社条約案」を作成し，既存の合本組織香蘭社の事業目的を継承し，製品の質をいっそ

う高め，輸出の振興を図ろうとした。そして，出資者には新たに有国出身の貿易商である起立

工商会社代表松尾儀助および政府要人であった久米邦武を追加するととを企図していた。松尾

が世界的視野lζ立つての陶磁器製品の輸出振興のためなら，久米は豊かな見識をもっ経営に関

する助言者であると同時に，大隈重信ら中央政界要人との緊密な関係を確保するための措置に

ほかならなかった。
日目

先の「香蘭社条約案JIC改訂をくわえ，新会社としての香蘭社の定款案を作成した。それは

全23条からなっていた。その第 4条において出資者としての結社の人員には無限責任の社員と

して深川をはじめ，従来通りの手塚等 5名の名前が記されていた。しかし，出資額については

深川の個所のみ空白で，他の社員については 「金三千円，但第四条契約ニ拠リ差出ス物品ノ価

格共」と記されていた。精磁会社の発足に際しては深川の名前が削除され，かわって川原（河

原）忠次郎が加わ り，他の社員同様に 3,000円を出資し，社員となった。川原は明治 6年のヴ

ィーン万国博覧会κ参加したのち，オース卜リアで洋式蹴糠轍，石膏法，匝鉢製作法とそれを

用いた重積法など， 西欧の製陶技術を学び， 帰国後は博覧会事務局御用掛，ついで内務省勧業

寮雇員などを歴任して，洋式技術の導入に重要な役割を演じていたのである。さらに，出資者

(12) 山本五郎「佐賀愛知二県下出張復命書J49頁，資料23。
仰向上。 蒸気汽缶の馬力数は 『佐賀県統計書』によると9馬力である （表 12参照）。山本の復命書と

『佐賀県統計書』のいずれが正しいかは詳らかでtはない。
。4) 「香蘭社条約草案」，資料5。
同 「精磁会社伝記」有田町歴史民俗資料館蔵。
。。 「定款J，資料6。会社の存続期間K関して， 「香蘭社条約草案」はもとより乙の「定款」において

も，明治12年1月より同14年12月までの 3年聞になっているが，つぎの「盟約書Jにおいては「結社盟
約者満十ヶ年ヲ以テー限ト相定候事」 とあ る 乙とから，早い時期~LlO年間と改めたものと推測される。
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としての差金社員には起立商工会社代表松尾儀助，久米邦武，それにもう l名が予定されてい

たが，それには百田恒右衛門が就任した。百田恒右衛門は有国屈指の資産家で，石場頭取の要

職にあって，皿山きつての実力者といわれていた。以上のようにして，新会社の定款は先の香

蘭社条約案の会社名を精磁会社と改め，出資者を一部変更する ζ とによって踏襲された。

さらに，新会社発足に先立つ明治12年 2月には手塚，辻，深海兄弟，川原の 5名が盟約書を

作成し，10年聞にわたる事業の継続を誓約していた。

また，乙れと相前後しての同12年 2月には新会社は手塚亀之助，深海墨之助他の名義でもっ

て，辻勝蔵との聞で，辻の所有する地所，建物，陶器窯，水碓の設備についての賃貸契約の定

約書を取り交していた。

以上のようにして，手塚等は新会社の設立を準備したのち，同12年 3月に大蔵省商務局長河

瀬秀治宛に「香蘭社分離願」を提出している。乙のときに精磁会社は発足したものといえよ

う。しかも，乙の分離願において香蘭社時代lζ宮内省 ・大蔵省商務局からの借用金による仕事

を新会社の精磁会社が継承する乙とをも出願していた。つまり，精磁会社は発足したときから

政府の資金ないし需要に依存していたのである。

発足に先立って，手塚等は相談相手と目される人物lζ対して「去々年米国博覧（会）帰朝後見

込主意左ニ記裁ス」という文書を提出し，合本組織香蘭社を改組して精磁会社を設立せざ、るを

得なかった経過に関して弁明し，製磁会社が独立した妥当性を承認するように求めてい2。

事業を開始するにあたって，精磁会社のために「辻ハ住宅ヲ立退キ，之ヲ本社ノ製造所ニ出

シ，深海モ製造所ヲ廃シテ之ニ合弁シ， 石官型等ノ用具ヲ備へテ，先ツ食卓用ノ皿ヨリ着手ニ
~u 

取係」った。とのようにして，精磁会社は合本組織の香蘭社に較べ，事業の一体化をいちだん

と図っていたのである。

精磁会社が輸出業務を重視していた乙とはすでに見た創立時の文書からも窺えるが，具体化

のために発足直後の明治12年 7月，起立工商会社とのあいだK約定書を交換して，製品の輸出
ω 

lと努めるとととした。

当時，大蔵省商務局は工芸品の輸出販路を開拓するための措置と して，そのための試売品を

関係業者に製作させていた。起立工商会社は大蔵省商務局との交渉で， 明治12年 9月に 3万円

の試売品を製作するよう下命を受け，精磁会社では同12年10月から翌日年9月までに製造して
問

納品する乙とになった。乙のような政府からの注文は，精磁会社が発足するより前の明治11年

間 「盟約書」，資料7。
帥 「定約書」，資料8。
09) 「香蘭社分離願」，資料90 〈吋

（湖 「去々 年米国l等覧（会）帰朝後見込之主意左ニ記裁ス」，資料10。
帥 「精磁会社伝記」。
凶 「約係書」，資料11。
凶 「陶器製造趣意書」，資料12。 「精磁会主l：伝記」。
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12月，香蘭社惣代の手塚亀之助lζ対して内務省勧商局（局長河瀬秀治）から陶器試売用品製造の

注文代金として 5,000円が下付されていた。 ζの製品は香聞社分離願において願い出ているよ

うに精磁会社によって製造される ζとになっていたので，新会社の事業として継承されたは

の間の明治12年l月9自に内務省の勧商局は大蔵省IC::移管されて商務局と改称されているが，局長は河瀬秀

治がそのまま在職）。試売品の製造は順調に進み，予定の明治12年12月を待たずに， 11月末まで

に花瓶，茶器セット，皿，井，コーヒーカップ ・セットなど，合計およそ 5,000円の製品が発
凶

送されていた。

とのような政府の手厚い保護のもとで精磁会社の事業は進展をみせたが，そのさいにも輸出

をいっそう振興させるために努力しなければならなかった。そ乙で，明治12年 9月には起立商

工会社と約定書を取り交し，製造と輸出とに関する責任の分担を明らかに し，輸出の振興を図
関

るζとlζ し7こ。

との趣意書において，アメリカのフィラデルフィア万国博覧会の経験をもとK，需要が好事

家に限定されている高価な工芸品にかえて「爾後製造ノ方向ヲ転ジ，重ニ彼国日用ノ諸陶器ヲ

製造シ，価格ヲ廉平ニシテ輸出」するという経営政策を採るととを明確にした。そして，大蔵

省商務局からの受注品の製造を契機にして一般の日用品の製造で声価を高め，精磁会社と起立
闘

商工会社とは協力して輸出振興を図ろうというのであった。乙 ζで重視するようになった日用

什器の製造では，その製品が注目を浴びる ようになったばかりでなく，そのための洋式製陶器

械の導入による機械制工場の建設が課題となってきたのである。

精磁会社での技術的成果をみると，明治13～14年には深海竹治が良質の耐火粘土lζ恵まれな

い有国で匡鉢の製作K成功し，輸出用大型楕円皿の匝鉢も製造できるようになり，川原忠次郎

がオーストリアで習得してきた臣鉢重積法を実用化したととである。また，深海竹治が中心に

なって研究する ζ とで，ワグネルが提唱したまま放置されていた枠灰粕のかわりに石灰粕を使
em 

用する乙とに，一部の製品については成功していた。

経営面についてみると，精磁会社は発足時から明治14・15年頃までは，凡そ 150名の職工を
ω 

雇用し，年間 3万円の資本を運用して各種磁器を製造する大規模な企業であっ た。その後，明

治15～16年の景気後退の影響をうけ， 17年には職工数は100名を下回る状況になっている（後出

の表ー12参照） 。

精磁会社は創立時の目的を達成するために経営 ・技術の両面で努力 していたが，その成果は

明治14年 3～ 6月lζ開催された第 2囲内国勧業博覧会において現われた。すなわち，精磁会社

はその出品作品に 2等賞牌とt1’状を授与されているが， ζれら受賞の花瓶などの美術工芸品と

凶松本源、次『有田陶業側面史（明治編）』 150頁。
闘 「陶器製造趣意書」，資料12。
帥同上。
間中島浩気 rME!前陶磁史考』（同刊行会， 1936。青潮社復刻， 1985)613. 617頁。
倒 「陶器製造器械据付資本金願」，資料150
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聞

ともに大量需要のある日用什器の製品に対しでも高い評価が与えられていた。なかでも， 日用

飲食器の製品は高い評価を得たのみならず，来日 していたアメリカの貿易商フレンチの注目す

ると乙ろとなり，後に検討するように洋式製陶機械を導入する具体的契機を創り出したのであ

る。さらには，明治16年に開催されたオラン夕、や アメ リカでの万国博覧会にも出品し， 高い評

価を得てい足。そして，前者のアムステJレタム万国博覧会同いては金賞牌を受けるととも

に，派遣 した川原忠次郎は博覧会終了後に欧州各地を視察し， 後に見るようにフレンチの勧告

をもとに，洋式製陶機械の購入計画を具体化するのである。

3. 製陶機械の購入によ る新工場の計画

経済界の景気はζ の第 2囲内国勧業博覧会が終了する明治14年中頃から下降しはじめ，翌年

にかけて一段と悪化していった。精磁会社は大蔵省商務局から発注されていた試売品の製作を

終えたあとで，との不況期への対応に苦しむのであった。第2囲内国勧業博覧会の出品物を視

察するために来日していたアメリカのボストンの陶器商，エ ・ブラム ・フレンチ（フレンヂ）は

出品されていた精磁会社の日用什器に興味をもち，さらにはフ ィラデノレフィ ア万国博覧会で知

りあった手塚亀之助の誘いもあって， 愛知，l岐阜，京都などの陶業地を視察したのち， 明治14
~u 

年10月に有田lζ来て 1か月余り滞在し， 精磁会社の事業lζ関して助言をあたえた。その概要は
自由

「精磁会社前途ノ目的ニ付フレンチ氏ノ意見」 として遺されている。

その文書によると，製造の日用飲食器類の形状と模様を改良し， 製陶機械（器械）の導入によ

るi不土製造と成形工程における歩留まりの改良，それに焼成窯を西欧式石炭窯を参考にして改

良し， 焼成歩留まりを向上するよう提言し，くわえてフランス製品lζ遜色のない品質 ・価格の

実用品を量産するようlとすれば，輸出品として有望である旨を，フレンチは勧告していた。

フレンチは帰国後，自己のアメ リカ店において精磁会社の製品を販売するととを約束した。

そして，帰米してからも助言をつづけ， 「仏国 リモーシュ府之器械ヲ紹介シ， 窯ノ改造等ニテ
ω 

種々ニ気付ヲ与ヘタ」のである。乙の勧告乙そが精磁会社において日本で本格的な西欧技術を

導入した近代的機械制製陶工場の建設を具体化させる契機を与えたのである。

乙の間，精磁会社は有国滞在中のフレンチの指導で 170余点の見本を作製し，好評を得てい

た。輸出に努めていた精磁会社は，明治15～ 6年にはアメリカ向けは起立工商会社を介してフ

レンチ商会に， ヨーロ ッバ向けは円中組のバリ支店lζ製品を送り出していた。

と乙ろが，圏内景気の低迷にくわえ，世界的不況のために製品の輸出は停滞して「品ノ善悪 ・

異同ヲ問ハス，価ノ高下ヲ論セス，ーモ顧ルモノナキニ至リ ，年来製造ノ品殆ン卜三万円ノ資

ω） 『第二回内国勧業博覧会審査報告書』 19～20頁。
側 『有田町史，陶業編JIJI 144～14.5頁。
側 「精磁会社伝記」。
同 「精磁会社前途ノ目的ニ付フレンチ氏ノ意見」松本源次氏蔵，資料130

倒 「精磁会社伝記J。
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金ヲ倉中ニ堆積シ，大困難トナリ，同ljニ製造ヲ
ω 

減シテ当難ヲ凌キタリ」という状況であった。

そ乙で精磁会社は明治15年 7月，宮内省lζ対

しては注文の食器製作費の前借りを再度願いで

たのである。すなわち， 精磁会社はすでにその

製作費の 3分の lを前借りして製造に着手して

いたが，金融の逼迫でフ レンチと契約 した輸出

用陶器の製作資金が苦しい ζ とを理由に，残額
闘

の前借りを願いでた。乙 ζでも精磁会社の政府

依存の姿勢が見られたのである。

政府依存の態度は同時にまた，製陶機械の設

7巻 1号（40)

表－ 1 製陶器械据付製造場建築費見積

一一明治15年8月一一

項 目 価 格

器械代仏国元価 7,000円

附属器械寅求凡見積 2,000 

荷静岡処手数運送凡見積 3,000 

蒸気釜弁石砕器械凡見積 2,500 

器建械築据方付費場凡土見積図井製作場 12,000 

西洋式新規窯塗方凡見積 3,500 

メM'- 計 30,000円

出典 「陶器製造器機据付資本金額」

置に必要な資金の調達において農商務省に対する出願となって現れた。すなわち，経営的に困

窮していたにもかかわらず，精磁会社はフレンチの勧告にあるフォール社製製陶機械を購入す

る計画の具体化を図ったが，それはまた政府に対する必要な資金ないし現物の貸与を働きかけ

る契機ともなった。

明治15年 8月，精磁会社総代手塚亀之助は農商務大輔品川弥二郎宛に「陶器製造器械据付資
関

本金願」を提出した。まず，フレンチの助言をもとに「土捺其他肝要ノ部分ニ器械ヲ据付，之

ニ基ツキテ工場ヲ建テ，製作ノ順序ヲ整正シ，西洋式窯ヲ改築セノ＼今ヨリ一層磁質ヲ美ニシ

テ価格モ欧州ト平均スルニ至ノレ」と，洋式製陶機械を導入する理由を述べていた。そして， リ

モージュの機械製作所に対して問い合わせた返事によると， 「器械皆式原価」はおよそ25,000 

フランであり，とれだけでは不十分で， 「此外砕泥盤，蒸気鐘並運搬費等ヲ加へ，器械場工場

ノ建築並ヒニ窯塗等ヲ井セテ，我紙幣三万円ヲ用ヰハ，右ノ目的ハ略可整頓見込ニ有之候」

と，総額で30,000円の資金が必要な ζ とを説明していた。そ ζで，乙の「器械並ニ工場 ・陶窯

ヲ御装置被下，三ヶ年間当会社へ御貸渡シ相成候様奉願候」と，願い出ていたのである。

乙れに添付されていた別紙によると，諸器械の価格，運送費，工場建設費，焼成窯築造費な
的

ど，個々の価格は表のようであった（表ー 1）。

つづいて「結社以来， 匡鉢，石官型ヲ始メ種々改良経験ニ資本ヲ費シ，爾来百五十名ノ職工

ヲ使役シ，一年三万円ノ資本ニテ製作ヲ保続罷在，最早三周年ヲ経過」したと記していたが，

倒向上。
闘 「御用陶器代前金拝借願」，資料140

帥 「陶器製造器械据付資本金願」，資料150

金額の箇所は草稿では「器械皆式原価凡ー七千弗ニ上ル由。此外砕泥盤，蒸気銭並運搬費等ヲ加へ候へ
ハ約一万弗ニテモ可及鰍。因テ器械場工場／建築並ヒニ窯塗等ヲヲ干セテ我紙幣三万円ヲ用ヰハーー」と
なっており，草稿と最終文書；との価格および費用の関連は詳らかではない。局様な乙とは表 lとの関連
についてもいえる。

師向上。
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側

乙の「運用ノ資本」 3万円による陶器製作予算は，つぎの表によるものと推定される（表－ 2）。

政府の手で器械，工場，それに焼成窯を設置して， 3年間精磁会社へ貸与し，その後に代金

を返納するようにして欲しいという希望はそのまま直ぐには実現しなかったけれど，フレンチ

の助言をもとに したリモージュのフォール社の製陶機械購入に向けて，と乙に具体化の作業が

開始されたのである。

明治16年にオラン夕、、のアムステノレ夕、、ムで，ついでアメリカのボストンで相ついで万国博覧会

が開催された。精磁会社はその出品と製品の販売に関 して， アムステルダムには川原忠次郎を

派遣し，ボストンでは起立工商会社に委託した。不況のために販売はま ったく不振を極めた。

アムステル夕、、ムでの売れ残り商品はフランスのニースの博覧会に回送したが，その余りは円中

組バリ支店に販売を委託 した。乙れらの結果は極めて惨めなものであった。

川原はアムステルダム万国博覧会での残務処理を終えたのち，イギリス経由でリモージュを

訪れた。同地のフォール社と懸案事頃について交渉し，必要な製陶機械の購入に関する仮契約

を結んだ。そして，川原は明治17年早々に帰国した。

購入を予定しているフォール社製の製問機械が日用什器の量産用であった乙とはフレンチの

助言より明確であり，とのような機械の導入も決定済みであったとはいえ，圏内外が不況のと

き，高価な製陶機械の購入lζ社内で強い抵抗があったものと予想される。さらに，政府でも多

額の財政援助は跨踏されたものと推測される。

川原の帰国後，社内においてフォーノレ社製製陶機械を購入するためにさまざまな案が検討さ

れたと思われる。そのなかで，必要な資本を自己調達して運用する乙とが検討されていた。そ

のひとつとして，製造資本金のうちの20,000円がフランス製製陶機械の購入， 7j(浄場と焼成窯
（紬

の建設，および石育型の調達に当てるととが目論まれていた。

検討経過に関しては詳 らかではないが，製陶機械の購入資金は政府lζ依存するととにした。

川原がフォールネ土と締結した契約書は遺されていない。そのため，当初案の製陶機械の価格

や関連する経費を知る乙とができないのは残念である。だが，遺されている製陶機械払い下げ

願書の草稿，それの作成時期もまた明記されていないものの，早い時期に作成されたと推定さ

れるものによると，購入予定の機器は 7馬力蒸気汽缶をはじめとして，砕石機械，粕薬磨磐，

土漉機械，土搾槽，卿H筒，楕円（皿）機械，楕円m地造機械，肉皿機械，削機械，小皿機械，土

練機械，石官製機械の 13機種，および歯（葉）車，鉄棒などの部品からなって おり，代価は

31, 450フラン，紙幣邦貨に換算 して 7,264円95銭であ った。 それらの荷作り費，輸送費，出港

税，保険料など，長崎到着までの費用が 1,468円であ った。機械据付と工場（78.75坪） 建設費

が合わせて 2,862円50銭，それに水浄場用寛楠泥溜その外の費用 404円55銭， 総額 12,000円で

倒 「陶器製造予算書」，資料16。ζれには作成日の記入はない。
側中島浩気『肥前陶磁史考』 633, 642頁。
制 「資本調達・運用計画検討案（仮題）」，資料170
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表－2 陶器製造予算書 （資本金3万円と仮定して）

一一明治15年（推定）一一

第 1号・上等 ・中等陶器製造費

職工費 主影響~~60 日
雲田口 薪木，陶泥，絵具，枠灰等一切，
m周回職工賃金と向額を予定

金利 ・雑費等

内訳職工費 ・需用品費合計の年間利息 l審l

支配人其外給料及諸雑費年1寄l

製造利益年5分

小計

商業上の雑費と商業利益 l割5分

合計市価総計

製作品数 ~~lゐ品目月個
1個平均市価

第2号：中等 ・下等陶器製造費

職工費 占~i~を問360 日
需用品職工賃金の倍を予定

金利 ・雑費等

内訳職工費 ・需用品費合計の年間利息 5分

支配人其外給料及諸雑貨，需用品費の 1jl;IJ 

製造利益職工費，需用品費合計の5分

小計

利益上記小計の 1割 5分

合計市価総計

製作品数苦 言 ゐJ。民？個
l個平均市価

第 3号 ．第 2号より工費を減じ， 多量製造

職工賃 占~i~~閲360 日
需用品職工賃の 3倍

金利 ・雑費等

内訳 職工賃金 ・需用品合計の年間利息 5分

支配人其外給与雑費向上

製造利益向上

小計

利益上記小計の 1割 5分

合計市価総計

製作品数雪~ゐlo~~~®
l個平均市価

出典－「陶器製造予算書」
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16,200円

16,200 

8, 100 

3,240 

3,240 

1. 620 

40,500 

6,075 

46,575円

54,000個

86銭

16, 200円

32,400 

8, 100 

2,430 

3,240 

2,430 

56, 700 

8,505 

65,205円

129,600個

50銭

16,200円

48,600 

9, 720 

3,240 

3,240 

3,240 

74,520 

11 175 

85,695円

194,400個
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仏製製陶機械代価（当初案）

（仏貨4法75サンチームを紙幣l円10銭lζ換算）

格

紙 幣

277円20銭0麗

1. 386 00 0 

352 27 5 

167 47 

612 15 

86 62 

1. 386 00 

173 25 

808 

80 

808 

323 

196 

606 

民
u

n
U
F
h
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
k
u

n
U
R
u
n
U

ハU
R
U
弓
I

民

d
Q
U
R
U
Aヨ

q
u
q
u

価

仏貨
フラy

1,200法

6,000 

1. 525 

725 

2,650 

375 

6, 000 

750 

3,500 

350 

3,500 

1,400 

850 

2,625 

表－ 3

量

l挺

2,625九2

数

砕石機械

蒸気缶7馬力

粕薬磨恕

土漉機械

土搾槽

目印騎

楕円皿機械

同附属

肉皿機械

削機械

小皿機械

土練機械

石膏型機械

葉車鉄棒其他

第 l号

第2号

第3号

第 4号

第5号

第6号

第 7号

第B号

第9号

第10号

第11号

第12号

第13号

7,264円95銭

リモージュにおける荷造賃

リモージュ ・7ノレセーユ運賃

マノレセーユ ・長崎港運賃

長崎港 ・有田運賃

機械据付費凡見積

機械場建設費接見向円見込

231円00銭

577 00 

ハU
n
u
n
u

n
u
n
v
n
U
 

480 

180 

500 

31,450 

1. 000 

計

50 2,362 

11. 595円45銭計メL

"' 
404円55銭1.k浄場用箆桶泥溜其外

12,000円00銭計

出典・ 「御払下願草稿（仮題）」

あった （表－ 3）。

との額は明治15年における見積金額とは厳密には比較できないが，西洋式焼成窯の採用を見

送るなどで，大幅に削減されていたといえよう。

リモージュの製陶工場と製陶機械を導入したときの有田の場合とについて製造工費

~ o 「御払下願草稿（仮題）J，資料18。
乙れらの資料は社内における製陶器械購入IC.関する件を討議するためのものであり，同時κ農商務省

に提出する願書の草稿と思われ，複数の類似する書類が迭されている。そ ζで，初期lζ作成されたと推

定される製陶器械の名称と性能を付した文書こおよび代価の表を掲げておく。
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表－4 リモージュ製製陶機械代価（最終案）

（仏貨4法75サンチームを墨貨 1弗として紙幣1円05銭fC換算）

第 1号砕石機械

第2号蒸気缶

第 3号粕薬磨磐

第 4号土漉Y機械

第 5号土搾槽

第 6号明騎

第 7号楕円皿機械

第 8号同附属

第 9号 （削除）

第10号削機械

第11号 肉 皿 機 械

第12号土練機

第13号石膏型機械

葉車及鉄棒その他

リモージュにおける荷造賃

リモージュ・ ？ Jレセーユ間運賃

出港税

保険料

?Jレセーユ・長崎運漕賃

総計

注．長崎港着までの製陶機械代価

出典：「仏国『リモージュ」府磁器製造機械御払下願」

l挺

1 

表 5 新・旧製法における職工 l人 1日の製造高とその比較

旧法 新法

1.k 簸 350斤 2,232斤

楕円皿成形 20枚 1oot女

円皿成形 100 500 

鉢類成形 70 150 

乾燥品仕上 1,000 1, 500 

皿底鑑削 1, 000 1,500 

石膏型成形 25 35 

粘泥錬手口 1,400斤 3,500斤

高台研磨 200枚 3,500枚

紬薬磨磐 2斗

注： 1日の労働時聞は10時間〔平均〕か。

紙幣価格

265円26銭

1,326 32 

337 10 

160 27 

585 79 

82 90 

1,326 32 

165 79 

77 37 

773 68 

309 48 

187 90 

580 26 

凡 221円00銭

凡 773 56 

凡 123 50 

凡 123 50 

凡 580 00 

8,000円00銭

新法／旧法

6.4 

5.0 

5.0 

2. 1 

1. 5 

1. 5 

1. 4 

2.5 

17.5 

出典 ：山本五郎「佐賀愛知二県下出張復命書」 「農商工公報号外復命害被要』 〔明治21年） 46～48頁。
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表－ 6(1) リモージュ製造場と有国精磁会社との製造工費比較

リモージュ製造場 精磁会社 増減

I裁 工 賃 20, OOO!)f, 7,500円 ゐ 12,500円

職 工（平均人数 90人 100人 10人

1日賃銭 80仙 25銭 企 55銭

土薪修繕等諸費 30, 000弗 22,500円 A 7,500円

製造費（小計） 50, 000！）~ 30,000弗 ふ 20,000円

器械 消却費 2, 500!)f, 2,500!)f, 。
資 本 金 利 子 2,500弗 4, 500~1l 2,000弗

計 5, 000弗 7,000弗 2,000弗

製造品原品原価（合計〕 55,000弗 37,000弗 企 18,000弗

注 1. 仏貨5法を 1円，1円を 1弗に換算。

2. 精磁会社の製造費明細は表－ 6(2）。

3.器械消却資はいずれも製造貨の 5分。

4.資本金利子は リモージュ製造場では製造裂の 5分，精磁会社では 1割5分。

5.手lj溺はリモージュ製造場では製造費の l割，5,OOO!)ll，精磁会社では製造貨の 2割33,5, 000弗換算で l割4分。

表－ 6(2） 有国製造費予算表一一フランス 5万弗の製造との比較一一

項 目 金額

諸職工賃銭 100人分， l人当り賃銭25銭平均 1か年日数300日 7,500円

諸費 22,500 

内訳土代 l, 000斤iζ付 l円 量250万斤 2,500円

薪代 窯 1つに付20円平均窯数400室 8,000 

灰代 窯lと付 4円50銭 400窯分 1,800 

修繕費 窯普請，上薬，石口其外一切 3,500 

会社費 社員給料，会社賄費其他 4,000 

機械消却 費 フランス製造高 5万弗fi'.:倣いその 5分 2,500 

キリ 子 製造高3万円の l割 5分 4,500 

メ日入 計 37,000円

原注：有国の！被工1人1日IC::70個の出来高として， 100人のl除工1か年の出来高210万個，金額lとすれば1個の価格

は1銭7厘 6毛。なお，製造品は食器，肉皿，コーヒー碗，バター皿，大ノトチ＊，蓋物等で，出来高はその平均。

注諸費とその内訳の計は一致しないが，出典の77。

表－ 6(3) リモージュ製造場と精磁会社の製品の比較

フランス・ ヰ育 磁 会 ネ土

リモージュ 現 在 機3械導年入後目

等級 1偲価格 個数 合計金額 個数 合計金額 個数 合計金額

上 等 1円00銭 50 50円00銭 8 8円00銭 25 25円00銭

中 等 70 25 17 50 42 29 40 40 28 00 

下 等 40 10 4 00 30 12 00 20 8 00 

破 損 15 20 15 

メE弘3、 計 100 71円50銭 100 49円40銭 100 61円00銭

合計金額比 100 69 86 
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表－ 6(4) リモージュ製造場と精磁会社の製造高比較

フランス ・ 精 磁 JコLヌ 社

リモージュ 現在 3年後

製造高 50,000弗 30,000円 30, 000円

売 価 55,000 37,000 37,000 

選定価 55,000 37,950 47,300 

選定価と売価の差 。 950 10,300 

注 ：製造高（数量）はいずれも 2,000, 000個。

出典：「御払下願草稿（仮題）」および「仏国『 リモージュ』府磁器製造機械御払下願」

表 7 精磁会社における磁器製造収支予算ならびに機械代金上納方法案

支出の部

製造資本金

内訳 5万円の金額凡 1か年間1.5回の運転

職 工賃銭 細工，窯方，紬薬方，其他100名，

同 染付方向100名

同 錦方向150名

磁 土代 1円に付300斤 150万斤

石育代 100斤lζ付2円 1万5,000斤

染付方絵具代 本窯 1間K付 7円 420窯

灰 代本窯1聞に付6円 420窯

薪 代 1窯分素焼共25円平均 1,000窯

錦窯分同 l窯に付2円50銭平均 1,000窯

本窯道具補費 1窯l乙付3円 420窯

本窯修繕費 1窯fC付 5円 420窯

鞘器補費 1窯lζ付 1円65銭 420窯

錦 方 純 金代

同彩色具代

錦 窯 修 繕費

掛員給料

汽鐙師年給

汽鐘用石炭 l日IC2円 1か年300日

汽鐘火夫年給

事務所諸費賄費

機械修繕費

工 場 修 繕費

荷務 費

販売費ならび旅費

臨 時 費 工場小間道具一切

諸職工病気災難救助料 賃銭の 5歩

税其外諸掛り

合計

其他払下機械代価

46 

75, 777円50銭

1名25銭，平均 1か年300日 7,500円

7,500 

11, 250 

5,000 

750 

2,940 

2,520 

10, 500 

2,500 

1, 260 

2, 100 

700 

5,000 

1, 500 

750 

3,000 

500 

600 

250 

2,200 

700 

500 

2,500 

1,500 

800 

l, 312 50 

150 

75, 782 50 

8,000 



収入の部

製品売上代

内訳

白生

対L

""' 
染

支収比較金

収益 金

其他支出金

製陶技術の近代化（鎌谷）

地 皿類，コーヒー碗，井，花碗，蓋物，j慌類，食器類
但し 1個価2銭 5厘平均取合50万個

イ寸 器品は前に同じ
但し 1個価4銭平均同100万個

錦器品は前11'.同じ
但し 1個7銭平均向50万個

機械代拝借金返納分機械代8,000円の凡4分の 1. 4年間毎年

不動産資本（除機械） 30,000円の利子年l割2歩

運転資本50,000円の利子 年1割2歩

合計

差引 残金

注・支出の部製造資本金と内訳合計は一致しないが，出典の？？o

出』l!・「仏国 rリモージュ』府磁器製造機械御払下願」

の比較，有固における製造費予算表，製品選定比較表を作成していた。

87,500円

12,500 

40,000 

35,000 

11, 717円50銭

2 000 

3 600 

6 000 

11, 600 

117円50銭

社内での討議の結果か，あるいは農商務省との下交渉によるものなのか，その聞の経緯は明

らかでないが，上記のいわゆる当初の予算案を圧縮したものが作成されている。工場建設費の

ほか，機械類では小皿機械で代替できる肉皿機械（第9号機）を削除し，製陶機械価格と輸送費

を合わせて 8,000円の規模となっていた（表－4）。

ついで， 農商務省に対する願書も整理し， 「仏国有田製造工費比較表」および「有田製造費

予算表」を削除し， 「製品選定比較表」以下を「製磁機械説明書」に合綴して「仏国リモージ

ュ府製磁機械説明書 甲号」とした。ついで， 「仏国リモージュ府製磁機械代価附 乙号」お

よび「磁器製造収支予算 ・機械代金上納方法書 丙号」からなる添付文書を作成した。そして

ζれらの冒頭lζ 「仏国『リモージュJ府磁器製造機械御払下願Jを付けて，明治17年 8月付け

の願書を作成していたのである。

ζ の「仏国『リモージュ」府磁器製造機械御払下願」の主文においては，まず製陶機械の購

入を必要とするに至った経緯を述べたのち，製陶機械によって事業の拡張を図り，輸出振興に

貢献したい旨を記していた。そのさい，必要な資金を欠くので，ついては製陶機械を農商務省

で購入し，払い下げて欲しいと願いで，その機械の代価は払い下げの年より無利息 3年間据え

仰向上草稿。
附 「仏国『リモージュ』府磁器製造機械御払下殿」，資料19。
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置き， 4年年賦で返納したいというのであった。

製陶機械の購入代価は当初案より削減され， 8,000円となっていた（表－4）が，乙れらの機械

を採用する乙とにより，能率は 4～5倍の向上が見込まれていた。乙の内容については新製陶
ω 

工場の開業式に列席した農商務省技師山本五郎の報告が詳しく述べていた（表－ 5）。

つぎに製陶機械の導入による製造費および設備後の状況に関しては，当初案にもあった表を

合め， 「仏国有国製造工費比較表」（表－6(1)), 「有田製造費予算表」（表－6(2)), 「製品選定

比較表」 （表－ 6(3））および予想される利益（表－ 6(4））が算定されていた。つまり， リモージュ

製の製陶機械を採用する ζ とで着実に成果が得 られる乙とを数字でもって示し，とくに 3年後

には西欧lζ輸出できるようになり，充分な利益も挙げられるようになると主張していた。最後

に，乙のような収益の挙がるととを前提Kして，精磁会社における事業の収支予算案および機

械代金返納計画案（表 7）を提示していたのである。

4. 新工場の建設

明治17年 8月，手塚亀之助はとの 「仏国 『リ モージュ』府磁器製造機械御払下願」を携えて

上京し， 農商務省工務局に陳情した。

農商務省工務局では精磁会社の出願を容れた。そして，太政官lζ上申したが，差 し戻される

など処置が問題となったためか，願書に記載されているような磁器製製造機械を購入して払い

下げる方式に応じる ζ とができなかった。かわって，購入代金 8,000円を佐賀県庁を経由して

貸与する乙とにした。同17年 9月はじめ， ζのような決定の指令が下された。そとで， 9月14

日付けで手塚亀之助は県令鎌田影弼iζ 「磁器製造機械買入費御下渡ノ儀ニ付願書」を提出した。

製陶機械の購入代金の貸与のさいの条件は無利息 3年間据え置き， 4年間で返納するという

もので， 8, 000円が金券で下付された。 手塚は乙の金券を同17年 9月24日付けで受領した。

との聞の明治 17年 9月 17日， 手塚は「仏国リモージュ府磁器製造機械御買入ノ儀ニ付御願

書」を提出し，自分達は海外の事情lζ通 じていないので， 農商務省において当該機械類を購入

して長崎に向けて送って欲しい旨を願い出ていた。製陶機械の購入代金の貸与ばかりか，購入

にまで担当官庁の手を煩わせたのである。

製陶機械の購入のために吉田健作（身分は詳らかではなく，今後の調査課題である）が派遣され

た。同17年11月末にノfリに到着 した吉田は，かつて川原忠次郎がリモージュを訪ねたときに機

同 山本五郎「佐賀愛知二県下出張復命書」 46～48頁，資料230

~5) 「仏国『 リモージュ』府磁器製造機械御払下願J，資料19。
同 「御届J，「製陶機械購入代金拝借IL.関する交渉文書（仮題）」， 資料201L.合綴。
仰 「磁器製造機械買入賞御下渡ノ儀ニ付願書」ほか， 資料2UL.合綴。
同 「受領書J，資料201C:合綴。
制 「仏国リモージュ府磁器製造機械御貫入ノ儀ニ付願書」外， 「製陶機械購入lζ関する文書（仮題）J ' 
資料210
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回

械購入の取調依頼をうけた諏訪某を介して，フォール社との商談を進めていった。成約iζ至る

が，その時期や内容については詳らかで、はない。

明治18年 8月に製陶機械は長崎港に到着した。そのとき，長崎ではコレラが猛威を振るって

いたために検疫が厳重で荷揚け、できず，それの流行が収束ic:向かった11月になって漸く有田lζ

引き取るのであった。工場建設の着手は翌19年春に持ち越され， 1年以上の歳月をかけて工事

は進められ，その聞には「職工欠乏且不錬塾等」のために意外に時間が掛かり ，明治20年 6月

にようやく試運転を開始した。そして落成式を同20年 7月 1日に挙行した。 3,000坪近い広さ

の敷地に新工場が建設されたのである。新築当初の工場建物の規模は明らかではないが，明治

22年末頃の建物は間口16間 ・奥行45聞であった。 建設費用は 7,250円で，機械代金（輸送費を合

む）は 8,000円，合わせて15,250円であった。

多数の来賓の出席のもとに催された開業式には農商務省の技師山本五郎や佐賀県知事鎌田影

弼等が出席した。乙れら出席者が述べた祝辞は詳らかでないが，精磁会社を代表 して社長手塚
回

亀之助は答辞を述べ，日本で最初の本格的な洋式製陶機械工場としての発展を誓っていた。

農商務技師としてこの製陶機械の購入le関与し，今回の開業式に列席した山本五郎は，その

出張復命書において開業式が参加者数百名に も及ぶ盛大なもので，機械の採用による生産の向

上を期待し，称賛していた。主要陶業地の愛知や京都からも関係者が参加し，製陶機械の効果

に注目している ζ とを指摘していた。すでに触れたが，香蘭合名会社も刺激されて15馬力蒸気

汽缶を購入し，放置 していた 「漉泥 ・絞搾ノ二機」を稼働させるζ とにしたと， 報告してい
閃

た。また，精磁会社の購入した砕石機が不備であるから，改造するように勧告もしていた。

製陶機械の購入資金を貸与したうえ，買付交渉も担当し，さらに工場の開業式には技師を派

遣した農商務省にとっては，乙の精磁会社の機械制工場の建設は民間企業の保護 ・育成政策の

典型例であるばかりか，その機械制製陶工場を模範工場として位置づけた，伝統産業である陶
ω 

磁品製造業の近代化 ・振興政策の試みであったといえよう。

ともあれ， 磁器製造事業の近代化を目指した精磁会社は，明治15年に機械の導入を意図 して

側吉田健作からの明治17年12月4日付け農商務省宛の書簡（写），資料2Hc合綴。
日工場建設に着手するに先立ち，明治19年2月ICは佐賀県令鎌田景弼IC対して営業資本30,000円の借用

方を， その結末は詳らかではないが， 出願している。 「願書（写）」，資料350 「拝借金年賦返納願J，資
料29。松本源次『有国陶業側面史（明治編）』 187頁。第3囲内国勧業博覧会「出品解説書J,資料33。
「明治二十一年九月ヨリ同二十二年八月ニ至ノレ損益計算表」，資料33。なお，新築I時の工場規模は不詳。

(52) 「手塚亀之助の答辞」，資料220 t.叫三源次『有田陶業側面史（明治編）』 188～189頁。 『有田町史，陶
業編IIJ 112頁に答辞の草稿が掲載されている。

(53) 山本五郎「佐賀愛知二県下出張復命書J45～50頁，資料230
同前田正名「興業意見」 （定本，明治17年12月允可） 巻25，佐賀県の部iζおいて陶磁器業の振興策とし
て「今一層之カ進歩ヲ図ノレニハ良好ノ器械ヲ据へ，陶器ヲ改良シ，其製造ノ費用ヲ省キテ，廉価ニ売捌
キ，位ニ需用多キ品物ヲ製出jするととを提唱しており，さらに巻28「方針」の項における陶磁器の改
良策として「日用必需ノモノニ恰当スノレノ器皿ヲ製出スル／；術未タ完カラサノレニ拠ノレカ如シ。是レ目下
改良ヲ必要トスノレ所以ナリ」と，日用什器の製造法の改良のために器械の導入を提示していたといえよ
う。 大内 ・土屋編『明治前期財政経済史料集成』第20巻（明治文献資料刊行会， 1964)283, 696頁。
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から 5年固にして，漸く機械制近代工場の稼働に溜ぎ付けたわけである。機械をフォ ール社に

発注してからでも 3年近いの歳月が過ぎ，機械が長崎港に到着 してからでも 2年聞が経過して

いた。当時における外国機械の採用がきわめて時閣を要するととを示す一事例でもある。

5. 機械制製陶工場の経営

精磁会社がフランスから製陶機械を取り寄せている閣の明治 18年 4月 1日～ 6月 20日， 農

商務省主催の繭糸織物漆器共進会が上野で開催された。乙のときの審査員は塩田真で，川原忠

次郎とともにかつて博覧会事務局に勤務 し，江戸川製陶所の経営に携わっていた。塩田が審査

報告において「精磁社ノ出品ハ錦彩青掌相半シ，内外需用ノ器血ヲ蒐集シテ遺漏ナキモノ、如

シ。市シテ此社ノ技何ヲ観ル可キモノハ素磁精ニシテ，苦緬少ナキ多数ノ肉皿ト新奇ノ形象ヲ

以テ組成セル西洋食器ノ素磁ニアリ」と述べているように，伝統的工芸品とともに伝統技法と

洋式蹴磯櫨を用いて肉皿や洋食器を製造していた。なかでも，フレンチの勧告にしたがい日用

什器の製造に重点を移しており，とれが「従来装飾ヲ主 トスル迷夢ヲ覚破シ，広ク日用器血ヲ
関

製シテ内外ノ需給ニ充ンコトヲ企図」 しているとして， 高い評価を与えていた。

乙の共進会の会期中Iζ催された講話会において，当時農商務省顧問であったワグネルは 「陶

器ノ説」と題して講演し， 製陶業振興のために分業が急務である ζ とを説き， 匝鉢や石膏型の

使用を勧め，伝統的な焼成窯の改良，粕薬として石灰の使用なども主張していた。ついで， 園

内需要への対応を重視すべき乙とを挙げ，機械の導入においては分業との関連で砕石機や圧土

器械（土搾槽）の使用， それらによる製土事業の実施を勧めるが， 国外輸出との関連において

「外国ヨリ大機械ヲ購入シテ一意改進ヲ図ルハ良策ハ良策ナリ卜雄トモ，成功ノ目的ヲ達スル

者多カラサル可シ」として，香蘭合名会社の事例をあげて， 製陶機械の採用にはきわめて慎重
側

な姿勢を示すのであった。農商務省工務局が精磁会社lζ対 して採っ た措置とは対瞭的な見解と

いわねばならない。後にみるように製陶機械の導入に関してはワグネルの危恨ーが的中する乙と

になるのであった。

精磁会社にと って日用什器である肉皿や洋食器の製造において精度や品質を高め，生産性を

向上させる措置の一つが製陶機械の導入であった。同時に，機械を採用する ζ とで，それに相

応した業務体制を確立する必要があった。 時期は明らかでないが，乙の頃lζ新しい「業務章程」

を作成し，責任の分担体制を明確に し，円滑な運営を図ったものと推察される。すなわち， 製

造部門においては製土 ・旧法製器 ・焼窯 ・製型 ・新法製器 ・捻製 ・利薬 ・図面 ・染付錦彩画 ・

錦窯の各掛の10業， 管理部門は精選荷造 ・庶務 ・会計の各掛の 3科から構成されていた。その

間 『繭糸織物陶漆器共進会審査報告陶器之部』（有隣堂，明治18年） 143頁。
側 ワグネJレ「陶器ノ説」68～84頁。鎌谷親善「明治初期における陶磁器業の近代化政策」『化学史研究』

1986年，第2号，49～71頁。
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各掛iζは主任と補任が配置されていた。

さらに製品の性格を強調し，販売を促進するために， ζの明治20年 1月に商標を登録してい
凶

ード』 。

製陶機械のうち砕石機は開業式lζ参列した農商務技師山本五郎が復命書で指指していたよう

に欠陥があった ζ とから，東京職工学校に依頼して製作していた。発注は明治20年の12月で，
関

見積価格はおよそ 390円であった。乙れの完成 ・据付 ・稼働の｜時期は明らかではない。

精磁会社は製陶機械が稼働しはじめた明治20年 9月，本窯と錦窯との製品lζ関する原価調査
ω 

を実施していた。その結果は当時の製陶業の実態の一端を窺わせる貴重な資料といえよう。

精磁会社が洋式製問機械を採用した初期の状況について，農商務省宛に作成したと推測され
品目

る「貸下金実況取調書（明治廿年分）」で眺める ζとにしたい。

精磁会社の新工場は稼働をはじめたものの，当初は「職工不熟練ナルヲ以テ，凡ソ一ヶ月余

ハ練習ノ為ニ日子ヲ費」 して，ようやく「八月中旬ヨリ充分ノ事業ヲ執ル」 ζ とができるよう

になった。それからは「職工ハ日ニ月ニ熟練シ，増々多数ヲ製造シ得ルニ至ル」 といわれるよ

うに， 職工が製陶機械に習熟するという課題は時聞が解決してくれたのである。

職工が熟練し，生産は増大していく が，そのさい旧来の機械と新しい洋式機械とを並行して

稼働させた。新機械を用いた部門では量産品である日用什器を，つまり「宮内庁御用品ヲ始メ

西洋食器，肉皿，丸皿類，楕円鉢，茄非碗，ヂ｜ニ其他，内国諸日用品ヲ専ラ此蒸汽機械」によっ

て製造した。乙れに対して旧来の方法である「従来ノ蹴寧機械ニテハ花瓶類，茶器等，総テ形

変 リノ品等」の工芸品を中心に製造していたのである。

雇用する職工は 120名内外で，消費する原料は60万斤（ 1斤＝160匁，360トン）であった。

そのさい，新たに導入された製陶機械により生産性は向上した。肉皿の製造に関していえ

ば，およそ 5倍の増加が予測されていたのに対して， 「職工ー名一日ニ成シ得ル程度，従来ノ

蹴車機械ト蒸汽機械ノ比例ハート八」といわれ，具体的には従来の「蹴車中等細工人一日一人

ニテ丸皿類肉皿類百枚ヲ製造スル」のに対して「蒸汽機械ノ方ノ、中等細工人一日一人ニテ同類

八百枚ヲ製造シ得ル割合」という， 8倍もの優れた生産性を発揮していたのである。

つぎに販路に関してみれば，肉皿類，丸皿類，茄非（羽岡ド）碗のような食卓器および花瓶等

の輸出品は横浜と神戸で，丸皿類，井類，茶器その他の園内向けは伊万里を経て，売り捌かれ

た。 ζの明治20年の 1年間の売り上げは 2万円近かったのである。

最後に，経営のきわめて重要な指標である利益IC:関して見てみよう。機械の導入で生産性

を高め，製闘機械と従来の蹴糠憾とによる製造の分業体制の確立とによって，さらには景気の

間 「業務章程J，資料240

旧日 登録商標の「明細書」，資料250

(59) 「東京滅工学校関係文書」，資料260

（印） 「本窯・錦窯原価調査記」， 資料270

(BU 「貸下金実況取調書（明治廿年），付明治廿年開業第二年事業景況要領」，資料280
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表－ 8(1) 精磁会社の総勘定（貸借対照表）一一明治20年 1～12月一一

イ昔 方 46,844円60銭

農商務省拝借金 8,000円00銭O厘

資 本 金 30,000 

借 入 金 7,000 

前期繰越金 1, 655 72 8 

当期利益金 188 87 2 

貸 方 46,844円60銭

製 造 磁器 22,544円00銭O厘

家屋工場 3,944 87 2 

蒸汽機械 9,500 

従前製磁法機械 6,350 

開業費未償金 2, 505 72 8 

未収入 金 730 

預 ケ 金 1,270 

表－8(2）精磁会社損益勘定一一明治20年 1～12月

入の部

日用器製造品売却代

上等器製造品売却代

前期繰越金

出の部

税其他諸掛

社員及職工給料

錦方職工及荷方費

製 造 諸費

会 社 賄費

差引利益金但後期へ繰越高

内前期繰越金

当期純益金

出典 「貸下金実況取調書（明治廿年）」

21, 107円83銭8厘

10, 759円35銭O厘

8,692 76 

1, 655 72 8 

19,263円23銭8厘

1, 844円60銭

680円00銭O厘

11,176 21 

3, 271 07 

3,538 60 

597 35 8 

1, 655円72銭8厘

188 87 2 

好転にも助けられて事業内容は向上した。それにもかかわらず「蒸汽機械据付ニテ種々多クノ

費用ヲ要セシ卜，据付後一時職工ノ不熟練」 とlζよって，利益金は前期よりも減少していた。

高性能製陶機械の採用で生産が拡大 しでも，その販路が確保されず，投下資本を回収できる体

制の構築ζそが最大の課題であった ζ とを窺わせるのである（表 的。

洋式製陶機械の使用において，職工の熟練は時間が解決してくれたが，もっと重要な課題と

(62) 向上。

52 



製陶技術の近代化（鎌谷）

なったのは機械部品や損傷品の補給，あるいは機械の修理であって，それに伴う多額の出費の

処置であった。 「場舎ヲ建築シ，運転練習ヲ遂Jレマテ色々不幸ニ遭ヒ，時日ヲ睦欧スルニ従ヒ

費用モ増加シ，夫ノミナラス機械ノ運転スルニ従ヒ欠乏品ヲ生シ，或ハ不完全ナル分モ有之，

夫是ヲ補完スル等，我々応分ノ資力ヲ尽シタル金額ハ最初ノ予算ニ倍加シ，随分困難ヲ凌キタ
側

ル情実ノ＼御洞察ヲ蒙リ度」と，嘆かざるを得なかった。

乙れらを合めて，初期の苦悩は精磁会社が明治21年 5月の拝借金の第 l回返納時期が近づい

てきた ζろ，農商務省宛lと提出すべく作成されたと推測される文書 「拝借金年賦返済願」から
側

窺う乙とができる。すなわち，それには会社設立の経過，事業の展開と苦悩が記されている

が，最後は拝借金 8,000円の返還を80年賦とし， 1割利引でもって返納できるよう，条件の大

幅な変更を願い出ていたのである。

乙のような苦況にはあったが，明治23年 4月 1日～ 7月31日に東京で開催された第 3囲内国

勧業博覧会には出品した。乙の 「出品解説書」 lとは明治22年末から翌23年はじめの精磁会社の
附

設備，磁器製造状況などが簡潔に示されていた。

それによって製造場の状況をみると， 7馬力蒸気汽缶を据付けている本場は間口16間 ・奥行

45間で建坪 720坪と， 明治17年当時の計画の10倍近い規模であった。それに附属建物8棟をも

っていた。焼成窯に関しては洋式の窯は採用しておらず，伝統的な本焼窯（登窯）を使用してお

り，それは高さ 2間，幅 2.5間， 奥行（深さ） 3聞の部屋が 6個連続した もので，乙のような登

窯を2筋もっていた。素焼窯は高さ1.5間，l国1.5間， 奥行 2聞のもの 3基，それに錦窯の大 ・

小の 3基を本場の内に建設していたというのである。

第 3回内国勧業博覧会には総数 148個の品物を出品していた。との目録は当時における精磁
閥

会社の活動を示すものであった。

乙の審査報告において，審査官（主任山本五郎）は個別企業に関 して言及していないが，最近

の陶磁器製造業が「化学的部分ニ於テ漸々歩ヲ進ムト雌モ，機械的部分ニ於テ尚薦蕗スルカ如

シ」という一般的な傾向のなかで「機械的作用ノ梢著シキハ僅々佐賀県ノ洋式皿ニ止マ」ると

して，精磁会社や香蘭合名会社による洋式什器の製造を高く評価していた。そして「自今機械
間

的部分ニ着眼スルコト最モ緊要ナリ」と強調していたのである。つぎに検討するように，農商

務省が新しい試みとして資金援助し，技師の山本が少なからず尽力して製陶機械を導入した精

機会社は皮肉な乙とに，乙の時期lと存廃の岐路lζ立たされていたのである。言葉を替れば， 農

商務省の新しい施策もまた，その意味が問われていたのである。

側 「拝借金年賦返納願」（明治21年頃か），資料290
仰向上。

附 「出品解説書J，資料30。奥本があり，製造場に関する記述が異なる。
側 「出品目録」有田町歴史民俗資料館蔵。
（開 『明治廿三年第三囲内国勧業博覧会審査報告』（第三囲内国勧業博覧会事務局，明治24年） 123～124 
頁。
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6. 精磁会社の破綻

精磁会社がフォール社の磁器製造機械で事業を軌道lζ乗せはじめた明治20年の後半から景気

は好転し， 翌年も好況のうちに過ぎたが， 明治23年にはいると凶作のために不況となった。乙

の景気変動のなかで，個々の陶磁器業者をみると景気に伴って業績が変動したわけではない。

精磁会社に関して明治20年 1月～12月の営業活動を損益勘定書からみると，販売高が16,452円

であり，支出もほぼ同額で，当期純益は 189円であった。好況であるにもかかわらず，成績が
側

振るわなかった乙とはすでに指摘しておいた。

明治20年後半期（ 7～12月〉と翌21年前半期（2～6月）についての販売高 ・諸入費の計算表

が遣されており，乙れをみると明治20年後半に較べて21年前半のほうが製陶機械による製品で

ある 7寸皿および小判形肉鉢の造立高 ・焼上高がともに増加し，生産性も向上し，それにとも

ない販売高は l.6倍と大幅に増大している。出費をみると，原料の土や糊薬，薪などの経費は
闘

もとより給与その他も増加している （表－9）。

精磁会社は新工場が稼働をはじめでほぼ 1年後の明治21年中頃，農商務省に「拝借金年賦返

納願」を提出し，磁器製造機械購入の拝借金 8,000円を80年賦 ・1害1J利引計算法による返納に

変更して欲しい旨を出願し，一部が容れられて，貸付金を明治 20年 9月か ら向乙う 3年据置
間

き， 3年賦返納lζ改め られ， 危機を回避していた。乙れとの関速においてか， 明治21年 9月lζ

農商務省拝借金の返済計画を合む，明治20年度から 25年度に至る6年間の損益予算表（年度は

9月から翌年8月迄）を作成していた（表ー10）。

乙れの明治20年 9月～21年 8月の予算表をみると，年間売上を26,000円としており，初年度

で工場建設や製陶機械購入などの出費額が大きい乙ともあって， 600円の欠損を見込んでいた。

ζれらを考慮すると，明治20年はもとより 21年前半の販売の不振は著しかったといえよう。

精磁会社が輸出を委託していた円中組は明治21年末に倒産し，多額の委託品の売掛金は回収

不能となった。精磁会社はとの明治21年 9月～22年 8月の間，会社創立から新機械購入までの

累積欠損 5,800円にくわえて，乙の年度lζ円中組倒産による損失 7,000円とアメ リカに送付し

た試売品による損失 2,000円，計 9,000円が追加されていた。 売上代金は増加 したものの，赤字

決算であった。そのために借入金も増加して，明治20年末の 7,000円が 22年 8月末には18,000 
問

円l乙膨張していた（表ー11）。

先の明治21年 9月作成の損益予算表と較べると，業績が当初計画と大きく事離していたとと

側 「貸下金実況取調書（明治廿年），付明治廿年開業第二年事業景況要領」，資料28。 『佐賀県統計書』。
両者の数字とは異なる ζ とを付言しておく。

側 「精磁会社明治20年後半期 ・同21年前半期販売高（仮題）J，資料310

間 「拝借金年賦返納願」（明治21年頃か），資料29。 「拝借金年賦返納願」（明治22年8月），資料390

(7]) 「損益予算表（仮題）」，資料32。
問 「明治二十一年九月ヨリ同二十二年八月ニ至ル損益計算表J，資料330
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表－ 9 精磁会社の販売高・諸入費表一一明治20年後半期 ・同21年前半期一一

明治20年後半期 明治21年前半期

6カ月分製造品販売高 6, 750円 10, 725円

内 7す皿平均数 4, 158円 6,825円

造立高 198,000枚 300, 000枚

焼上高宮品説号室5麗売 118, 800 195,000 

小判形肉鉢平均数 2, 592円 3,900円

造立 高 14,400枚 20,000枚

焼 上 高 畠古品壱正個味撰売平方均30銭 8,640 13,000 

諸入費

土井帽子土代 590円 840円

薪 木 代 1, 750 2,450 

諸職工賃銭 1, 970 2, 760 

石膏代並形椿賃 370 510 

絵 薬 代 430 600 

灰代並上薬代 300 420 

本窯焚方普請一切 400 560 

諸払 一切 340 470 

支配員給与 900 1, 260 

元入資本金利 600 840 

附属小機械購求 350 490 

吾｜ 8,000 11, 200 

出典 ：「精磁会社明治20年後半期 ・同21年前半期販売高（仮題）」

はいうまでもない。

精磁会社がフォール社製製陶機械を据付けた新工場を建設して新たな事業展開を図っていた

明治22年は，手塚 ・深海兄弟 ・辻・川原の 5名が結社盟約を誓って同社を創立してから満十年

という節目の年であった。

と乙ろが，とれより先の新工場建設途上の明治19年 2月，深海墨之助が死去していた。深海

兄につづき， 製陶機械の購入，新工場の建設，その後の操業において会社の中心にいた川原忠

次郎が明治22年 1月に病死した。 乙のよう にして精磁会社が技術面の枢要な人材を喪失したと

とは，とく に川原のように当時にあって製陶機械に通じた技術者の代替者を求める乙とが不可
間

能であっただけに，経営にとって大きな痛手であった。

間 「拝借金年賦返納願」（明治22年），資料390
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表－10 精磁会社一一明治20年 9月～26年 8月損益予算表一一

期間（明治年・月～年・月） 20.9～21. 8 21. 9～22.8 22.9～23.8 23.9～24.8 24.9～25.8 25.9～26.8 

借方元入資本

農商務省拝借金 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円

元入資本金 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

諸方借用金 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

〆 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 

内農商務省拝借金ノ内返納（累計） 2,660 5,320 8,000 

諸方借用金ノ内払（累計） 550 1. 250 1. 250 2,450 4,000 

貸 方 財 産 高

従地来型用其他ヒ来財産リ高シ工場建家場所製造道具 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

新井築ニ長セ崎シ仏ヨ国リ機運械送据費付海建関税築資購入場所一代切紫 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 

仏国機械原価 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8, 000 

〆 27, 750 27. 750 27. 750 27. 750 27. 750 27. 750 

現運今輸東中京／横物価浜神戸外国送荷 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

メ日入 計 42, 750 42. 750 42. 750 42, 750 42. 750 42. 750 

損益勘定

入之部

上等品製出高 12,000 13,000 14,500 15,000 15,800 16,500 

下等品製出高 14,000 16,900 19,800 24,000 31, 100 40, 100 

〆 26,000 29,900 34,300 39,000 46,900 56,600 

出之部

諸費職ス工ベ賃キ金薬社等員代給製料造井道具ニ製損造料其ニ付他消 19,000 21. 000 23,600 26, 100 31,500 39,000 

金利営繕費諸税一切 6, 100 6,850 7, 750 8,870 9,500 10,400 

製造道具年々貫入ノレベキ一ヶ年見積リ 1,500 1,500 1. 750 1,850 2,000 2, 100 

〆 26,600 29, 350 33, 100 36,820 43,000 51,500 

差 引

損 益 金 企 600 550 1, 200 2, 180 3,900 5,100 

前期ヨリ繰越金 10, 250 9,650 9,650 10, 150 9,670 9, 710 

差引 10,200 10,850 12,330 13,570 14, 810 

諸方借用金15,000円ノ内払 550 700 1,200 1, 550 

農商務省拝借金8,000円ノ内返納 2,660 2,660 2,680 

差引後期ニ繰越ス 9,650 9,650 10, 150 9.670 9, 710 10,580 

出典 「損益予算表〔自明治20年度至同25年度〕（仮題）」。
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表一11 精磁会社損益計算表一一明治21年 9月～22年 8月一一

イ昔 方 56,000円

農商務省拝借金 8,000円

元入資本金 30,000 

諸方借用金 18, 000 

此 払 47,550 

内 従来の工場建家地所製造器具其他一切 12,500 

新機械据付K係る地所建築費其他一切 7,250 

新機械原価格井運搬費等 8,000 

会社創設以来新器械購入前損失未消却高 5,800 

東京横浜神戸へ送荷中の売品代 5,000 

バ リ円中組閉鎖Kよる損失 7,000 

米国試売品の売捌損失 2,000 

差引残 一一運転資本一一 8,450円

出の昔日 25,900円

内 社員給料諸職工賃製造原品代諸器具損料等一切 16,500円

借用金の利子井家屋修繕費諸税金旅費其他会社諸雑費 7,600 

製造諸器具新調代 1, 800 

入の部 25,000円

内上等品製出高 8, 000 

下等品製出高 13,000 

米国送荷物品売払代 3,000 

米国試売品売払代 1, 000 

差引損失 900円

右を運転資本金より差引

残 金 7,550円

他日収入予定高 5,000 

二口合計 12,550 

内物品現在高 5,000円

負債消却初年分 3,600 

後期運転資金 3,850 

原注 ．物品現在高と後期運転資金の後期繰越しがあるものの，民商務省拝借金のほかに14,400円の負

償，さらに砕石器再調代l,000円の支払が必要なので，これらを支払う と負債6,550円を残す。

注・二口合計の内訳の数値は出典の＂＇＜＂＇＜ 。

出典 ：「明治二十一年九月ヨリ間二十二年八月ニ至Jレ損益計算表」
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同じ明治22年の 1月末には精磁会社が発足する際lζ取り交わした結社盟約の期限であり，辻

勝蔵と締結 した工場の貸借契約もまた満期となった。辻は乙の時期に退社を求めており，それ

は精磁会社の将来に関する意見の相違ないし見切りを付けたものといってよい。会社に残る手

塚亀之助等は会社の業績が「挽回容易ナラザ、ルヲ悟ワ ，社員辻勝蔵ハ不埼ニモ退社ヲ申出」た

として，厳しい態度で対応 した。 そのさい，精磁会社の存立基盤を反映してか， 手塚は上京し，

東京在住の関係者を巻き込んで調停を試みている。そして「紛議ノ結果，時ノ農商務書記官山

本五郎，元宮内省大書記久米邦武，起立工商会社長松尾儀助杯仲裁ノ結果，無条件ニテ退社ヲ

許可」したのである。周辺年7月， ζの結論をも とに「社員辻勝蔵一名無拠事故有之，示談ノ

上」退社したとして，佐賀県知事に「精磁会社社員退社届」を提出していた。

辻勝蔵の退社は精磁会社lζ提供されていた製陶施設の返還を意味していた。精磁会社はすで

に磁器製造機械を 設備した 工場を建設 ・操業 していたので，辻の工場を保有する必要性はな

く，工場の返却で賃借料が不要となり ，経営上の負担は軽減されたといえる。しかし，創業に

関与した中心的な人材で，技術的lζ優れた辻の離脱は，精磁会社の経営的危機の顕在化や社会
倒

的信用の喪失とともに， 技術面でも少なくない損失で，その影響は大きかったといえよう。

辻勝蔵は精磁会社から返還された工場をもとに独立して事業を再開 し， 明治36年 1月には辻

合資会社を設立し，それは後に辻精磁会社となった。

乙の明治22年には財政面からも苦しい事態に立たされていたと思われる。それに先立って明

治21年中頃に「拝借金年賦返納願」を提出し，貸付金の返済条件が変更吉れ，一時的に危機を

回避できた乙とはすでに述べた。 明治22年には宮内省から一万数千円の受注に成功し， しかも
rm 

前金 5,000円の貸与を受けていた。 それでもなお巨額の負債に苦しみ，ζの明治22年 6月には
側

佐賀県に「製造資金御貸与之義ニ付願」を提出し，500円の拝借を願い出ていた。

つづいて，明治22年 8月には「拝借金年賦返納願」を農商務大臣井上馨宛に手塚亀之助と深

海竹治代理松尾英太郎の 2人の名儀によって提出し，前年の願いと同様な方法，すなわち磁器

製造機械購入の拝借金 8,000円を80年賦 ・l割利引計算法による返済にして欲しい旨を再度出

願していた。そのさいの理由として，前年と閉じく円中組の倒産による7,000円余の損失，洋式

製陶機械の採用に伴う数千円の出費などによる財政的危機に陥っている乙とを挙げていたが，

乙れに深海墨之助につづく川原忠次郎の死去，および辻勝蔵の退社によってもたらされた窮状

同 手塚栄四郎 「自叙伝（稿本）」（1937年稿）。有田町歴史民俗資料館蔵。
問 「精磁会社々 員退社届」，資料340

問手塚栄四郎「自叙伝（稿本）」。
間同上0

(78) 「製造資金御貸与之義ニ付騒」，資料37。精磁会社は佐賀県に対しでも早くから資金貸与を出願して
いた。 「願書（写）」（明治19年），資料35。また県は少なくない資金を貸与しており，明治20年10月には
「返納金之儀ニ付願J，資料36を提出し宮内省の支払金で拝借金の返納を申し出ていた。「県庁拝借金
ニ付返納見積書（作成時期不詳）」，資料381とは県庁総拝借金として 2,494円が記されている。
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を加えていた。 ζ の願いがどのように処理されたかは詳らかではないものの，そこには当時の

精磁会社が置かれていた苦境が的確に述べられていたといえよう。

すなわち， 「拝借金年賦返納願」 において「本年一月又々不幸ニモ器械部ノ担当者川原忠次

郎儀疾ニ擢リテ死シ，之カ為メ器械ノ運転不十分ニテ，往々注文者ニ欠望ヲ抱カシメ差支不少

候際，去七月中辻勝蔵儀無余義事故ニテ分離致シ，製造上更ニ許多ノ不都合ヲ生シ，芳以テ多

量ノ；製出ヲ為シ難ク，殆ント事業保続モ無覚束程ノ悲境ニ陥リ候次第ニ有之。乍去，私共ニ於

テハ仮令如何ナル困難ニ出合候共，最初ノ目的ヲ貫キ度精神ニテ，且ツハ是迄御省御保護ノ；御

主意ニ背カサラン ヲ期シ，非常ノ勉励ヲ以テ日夜挽回ヲ計 リ， 製造ニ従事致候得共，如何ニセ

ン製造上ニ要用ナル人物ハ一朝ニ之ヲ養成致シ難ク，巨額ノ負債ハ僅々歳月ノ償還ス可キニ無

之，私共進退是窮リ侯間，此際出格ノ御寛典ヲ・・ー」と述べており，拝借金年賦返納出願の大

きな理由が川原の死去と辻の退社によ って生じた会社経営の窮境によるものだとしてい男。

以上のようにして，精磁会社を創設し，事業の中枢にあって経営と技術の両面から支え， 事

業を推進してきた主要人材のうち深海墨之助が明治19年に死去したのにつづいて， 22年には川

原忠次郎が死去し，辻勝蔵が退社した乙とで，残された 2人の創立以来の社員である手塚と深

海竹治が辛うじて会社を支えていたのである。なかでも，技術面に関していえば深海竹治は伝

統工芸品の製作技術には卓越していたものの，近代的機械技術には疎遠な存在であった乙とか

ら，技術部門における弱体化は著 しかったと言える。 乙の状況は会社の意図，とくに近代化を

目的に製陶事業の洋式製陶機械を導入して実現しようとした企図，およびそのための体制が崩

壊 した ζ とを意味する。 そとで， 明治22年「此歳精磁会社が解散するに至っ た」とさえいわれ

ている。 ζれは同時に農商務省の新しい施策が破綻した乙とを示すものにほかならない。

精磁会社は翌23年，東京で開催された第 3囲内国勧業博覧会に出品していたが，同時に不況

にも見舞われていた。そのためもあってか， ζの年には経営の中心にいて， しかも販売に携わ

っていた社長手塚亀之助はその活動を拡張するために東京支店に赴任したと推定されている。
関

そして，過労もあって明治26年には患っていた眼疾のために失明し， 明治33年は死去している。

ζ の23年には創立以来の社員で有国に残っ たのは技術者の深海竹治ただ 1人となってしま っ

た。そのため， 差金社員であった百田恒右衛門がとの時期よ り経営面での実質的な責任者にな

的） 「拝借金年賦返納願」（明治22年），資料39。
旧日 向上。
制 中島浩気『~~前陶磁史考』 653頁。ほかにも， たとえば寺内信一「有田磁業史」 （1933），復刻 『陶器
全集』第 1巻（思文閣出版， 1976)34頁では「精磁会社は相次いで有力の社員を失い，ネ士連の円滑を欠
色分散後は出資の関係上百回恒右衛門の所有」となったと述べている。小野賢一郎編 『陶器大辞典』
巻三（富山房， 1935)368頁の「精磁会社」 の項においても明治19年の深海草喜之助の病死， 22年lζ川原忠
次郎の死去で「技術員を失ひ，社員の意見協はず，漸く衰運lζ傾き，資本の関係上工場は百田恒右衛門
の所有に帰した」と寺内信ーは記している。

側 松本源次『有国陶業側面史（明治編）』 200頁。中島浩気「肥前陶磁史考』 666～667, 699頁。手塚栄四
郎「自叙伝（稿本）」。
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表 12凶精磁会社と香蘭合名会社の推移

精磁会社 香蘭 合名会社

明治 資本 金 製 出高販売高 職工数（人） 馬力数 資本金製出高販売高 職工数（人）
馬力数

（千円） （千個） （円） 男女計 （千円） （千個） （円） 男女計

17 18 150 16,500 67 25 92 （人力） 99 250 18, 700 75 25 100 （人力）

18 13,316 15,984 

19 117 13,270 199. 1 14,873 

20 2,648俵 13,316 4,263俵 15,984

21 35 2,497俵 13,293 7 48 4, 123俵 15,429 9 

22 245 23,600 7 

23 30 78 7 25 125 9 

24 18 84 7 50 91 9 

25 18 203 24,015 85 7 50 350 32,946 90 9 

26 8 230 24,245 80 7 25 380 33, 116 85 9 

27 210 22,000 50 25 75 395 36 100 65 20 85 

28 215 22, 140 55 30 85 613 37,050 71 28 99 

29 10 120 23, 100 55 30 85 450 39,200 71 28 99 

30 600 27,500 50 13 63 

注 明治17年は年間延人員を360で除して算出した値。 記載のないときは空欄。

精磁会社は明治26年12月から精l滋合資会社。

出典 『佐賀県統計書』明治17～30年。但し，明治22年の精磁会社は 「出品解説書」による。

闘

ったものと推定されている。乙の体制のもとで手塚が販売面を，深海竹治が技術面をそれぞれ
側

担当して「獅子奮迅ノ努力ヲナセシモ，時利アラズ，益々悲運ニ遭遇セリ 」 といわれている。

会社の財務面を詳らかにする資料は遺されていないが，当時は借入金が巨額に達し，利子の

支払も容易でなく，代金の支払で提訴され，銀行利子の支払督促に対応して徹宵するなど，企
関

業としての信頼性も喪失し， 「廿二年以降両三年間ハ実ニ苦境モ甚シ」と回想されていた。

明治23年から合資会社に改組される26年までの事業展開lζ関しては詳らかではない。苦しい

経営状況から脱却できなかったものの， 精磁会社は製造 ・販売活動を継続し，有田のもう一つ

の有力会社の香蘭合名会社と相並ぶ機械制製陶工場をもっ企業として存続していた。だが，両

者のあいだの懸隔は明治23年段階においてはさほどではなかったが， 25～26年になるとかなり
側

顕著になっている。 とく に，著 しい較差が製造 ・販売高に現れていた （表ー12）。

明治26年12月 1日付けで精磁会社（資本金 3万円）は 「仕法 卜更生ヲ計ルタメ」，精磁合資会

個3）松本源次『有国陶業側面史（明治編）j203頁。

(84) 手塚栄四郎「自叙伝（稿本）」。
(8日同上。

18日 『佐賀県統計書』。平野耕輔 「有国磁器工業報告書（稿本）」（明治27年），名古屋大学経済学部図書館
蔵。なお，数値によっては他の資料と異なる乙ともあるが，原則として出典の77とした。
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精磁会社と香蘭合名会社表－12(B)

明治29年(3) 明治24年下半期（ 7～12月）(1) 

香蘭社

役員

従業員

10人

23 

19 

2 

20 

7 

71 

2,525個

48, 730 

250,600 

8,620 

310,475 

8,321円

2,325 

10,646 

精磁合資会社

人

詳
J
l

nノ
ω

不

15 

10 

5 

51 

50,000個

20,000 

70,000 

2,900円

2, 100 

5,000 

市
山の

類

皿

人

工

方

そ

仕

壷

・

類

口

問

内

出

井

器

工

械

肝

計

恥

・
言

細

画

器

荒

荷

花

鉢

電

雑

国

輸

90人

9,209円58銭

226,080個

222, 100 

189,500 

32,600 

9,242円00銭

5, 160 00 

4,082 00 

香 聞社

内

職

工

製

販

精磁会社

84人

5, 785円50銭

111, 100個

89 400 

43,800 

45,600 

7,535円00銭

3,895 00 

3,640 00 

数

費

高

官

両

地

国

価

地

国

工

場

造

売

内

外

販売代

内内

外

製造高

「窯工会誌』 第3号（明治25年4月〕 40～41頁。出典．

明治26年下半期（ 7月～12月）(2) 

販売高

香 蘭ネ土精磁会社

出典 ：『有田町史，陶業編E』4～5頁。

原』l!は『佐賀新聞』

300,000斤

350,000斤

70匁

60,000斤

750,000斤
表－13 精磁合資会社の出資者と出資額

一一明治26年12月 1日の会社設立時

出資金額

3,000円有限

1, 400円有限

1, 400円有限

1,400円有限

1,400円有限

1, 400円有限

百 田恒右衛門

百回健三郎

百 田理三郎

深海竹治

中村亀

手 塚栄四郎

者資出

510,000斤

800,000斤

85匁

65,000斤

800,000斤

3, 100斤

8,543円48銭

288, 773個

256,345値

9,921円99銭

花瓶 ・壷類 ・

鉢井・電信器具

4, 775円00銭

107,650個

94,600個

6, 770円00銭

皿類 ・花瓶

原料消費高

磁石

画具

金銀 地

石炭

薪材

作灰

工場費

製 造 高

販 売 高

販売代価

主 要製 品

出典 ．平野耕輔「有国磁器工業報告蓄（稿本）」

年10月提出）

（明治27

注・中村包ーは百回恒右衛門の甥。

手塚栄四郎は手塚亀之助の次男。

出』l!：粉磁合資会社主正記簿謄本。

松本源次『有国陶業側面史（明治編）』 204頁．

10, 000円計

社 （資本金 1万円）に改組された。会社の事業目的は「陶磁器製造及ヒ販売，搾土及灰井ニ絵ノ

業務担当社員は百四恒右衛門 ・深海竹治 ・中村亀ーであ

それに深海竹治，手塚亀之助にかわって次男の
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技術と文明 7巻 1号（62)

栄四郎が提供してい；；＿ （表ー13）。出資金をみたとき百田恒右衛門とその一族が圧倒的な割合を

占めており，乙の改組によって更生した精磁合資会社は百回の同族的な企業lζ変容していたの

である。

精磁会社は合資会社となって更生を図り，旧会社の借金の返済などの跡始末には手塚栄四郎

が努力した。事業は以前とほぼ変わりなく，暫くは続けられていった（表ー12参照）。

精磁合資会社tζ残っていた深海竹治は，兼ねてから懸案であった有田徒弟学校が明治28年10

月lζ新設されたのにともない，乙の学校の教師に就任して会社を去った。そして，間もなくの
倒

30年 1月に死去している。

明治30年 2月には「精彼会社ノ大体ノ始末モ終了」したとして， 手塚栄四郎は同社を辞任
曲目

し，関西貿易会社に入社した。同じ30年には精磁合資会社は製土機械を除き，製陶機械一式を

同社の業務担当社員である中村亀ーに譲渡した。乙れをもとに中村は中島孫四郎の屋敷に工場
闘

を設け，宮内省御用品を製造するが， ζの事業も明治37年頃には廃止されたといわれている。

他方，百田恒右衛門の手lζ残された工場では製土機械を用い，原料土の製造などの事業を継

続した。乙の製土事業も明治38年8月の大風雨害lζよる工場の倒壊で，廃業している。

以上のようにして，精磁会社は明治22年中には実質的に解体し， 26年には別会社に改組され

た。後継事業も30年には再編され，同年代後半ないし日露戦争期には終駕を迎えたのである。

洋式機械を導入しての製陶事業の近代化において，ワグネノレは本格的な製陶機械の導入によ

る事業のもつ危慎を警告し，砕石や土漉などの陶土処理工程に機械を導入した製土事業の創始

を勧めていた。乙の勧告にしたがってか，精磁会社の洋式製陶機械による事業が行詰りをみせ

た乙ろ，有国では機械を採用した製土事業が創始されはじめたととを付言し，簡単にその状況

を見てお乙う。

明治23年10月，起産会社（資本金 4,500円，社長田代呈ー）が発足している。すなわち，有国で

は燃料としての松林を乱伐したために水源が枯渇し，水碓小屋が激減するなかで，ワグネルの

示唆をもとに田代呈ーと精磁会社に勤めていた徳見知敬（半之助）が発起人となって陶土製造
問

機械および蒸気機関（25馬力）による原料土の製造会社の設立を図ったのである。

明治24年の操業状況は，役員 2名，汽纏師 l名，使用者10名で，年間の石粉携上高が約 184

万斤，とれを洋式水簸槽，ついで粘土圧搾器で処理して素地土 （粉土）約四万斤を製造してい

(87) 手塚栄四郎「自叙伝（稿本）」および「精磁合資会社登記簿」。
闘中島浩気『肥前陶磁史考』 692, 695頁。
(89) 手塚栄四郎「自叙伝（稿本）」。
（制中島浩気「肥前陶磁史考j694頁。
(91) 大日本窯業協会編 ・干Jj『近世窯業史』第 3編，陶磁器工業，下巻 (1922) 1475頁。
閲 「窯工会誌、』第3号（明治25年4月） 46～49頁。

『近世窯業史』1481頁と中島浩気『肥前陶磁史考』 652頁の蒸気機関の馬力数には疑義がある。
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収 入

粉土 売却 代金

支 出

内磁石使用代

石炭焚演代

役員給料

汽缶師給料

伎役者賃金

帳場経費

営業税及諸税村資

会社敷地借地料

器械用種油代

器械用牛油代

事業用 品

器械修繕費

雑 費

差引損耗金

株 金

設 備 費

差 51 残

製陶技術の近ft化（鎌谷）

表－14 起産会社 明治24年収支計算笹一一

2,298円30銭O厘

2,298円30銭0厘 樋上石粋61,288箱（ 1箱5升入.1斗量30斤入）
との粉土 919,320斤

2,517円46銭6厘

661円91銭O厘

774 51 7 

216 00 0 

96 00 0 

539 75 0 

219円16銭6厘

18 81 5 

24 50 0 

19 80 0 

47 62 5 

21 46 3 

46 40 8 

19 92 6 

30 75 3 

4,500円00銭O厘

3,615 93 4 

884 06 6 

但， l,000斤の売却代2円50銭

磁石 l,838, 640斤

但.l, 000斤につき銅採代金36銭

石炭 516,345斤

イ＇.§.， l, 000斤につき代金 1円50銭

役員2名

但，1名月給12円，l名月給6円

汽缶師 l名

但，月給8円

伎役者10名，事業日数 317.5日
但． 1名 1日賃金17銭

種油 190升5合（ 1日IC6合使用）
但，1升につき代金25銭

牛油 165斤 l合（ 1日lt:5.2合使用）

iEl. l斤につき代金13銭

但，l株50円， 90株

機械購求並据付＇｛＆及家屋建築費とも一切

注 ：磁石10,000斤からの石粉は 9,800斤，乙れから得られる粉土は4,900斤，つまり石粉の 5掛。

出典 「窯工会誌』 第3号（明治25年4月） 48～49頁。

側

た。乙の売上代価は凡そ 2,300円，支出金は凡そ 2,500円で， 赤字であっ た （表ー14）。

明治27年の状況は職工 11名，臼の数32，粘土圧搾器 2台で， 素地土を 1日平均約 5万斤 （24
凶

年と同じ操業日数とすると年産約1.600万斤）製造してお り，製造量は大幅に上昇していた。

起産会社の経営は当初か ら困難で，その後も好転せず，明治30年には解散し，泉山磁石組合
闘

が設備を譲り受けて事業を続けた。乙の乙とや百田の製土事業の破綻は機械制製土業の移植さ

え容易でない乙とを，つまりワグネルの助言を実現する乙とさえ困難なととを示唆する一例と

いえよう。

(93) 『窯工会誌』第3号（明治25年4月）46～49頁。
削平野耕輔「有田磁器工業報告容（稿本）」。
附中島浩気『肥前陶磁史考』 652頁。
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お わ りに

明治12年 2月lζ発足した精磁会社は，明治20年 7月に日本において最初の本格的な機械制製

陶工場を稼働させたととで，特記すべき企業である。 しかし，製陶機械（磁器製造機械ないし製

磁機械）の導入で，経営を軌道に乗せるための努力をはじめなければならない新規事業の創始

期において，それが当初の定款で規定されていた会社の存続期限，つまり会社創設から10年自

に当たっていた乙とも関係するが，明治22年は機械導入に伴う膨大な資本投下による財政面か

らの圧迫に加え，その時期に企業創設以来の社員である川原忠次郎の死去，つづいて辻勝蔵の

退社による中枢人材の喪失によって，企業としての活動を維持する乙とが困難になり，実質的

に崩壊したといえよう。そのさい，人材の欠如，なかでも近代的製陶機械を運用できる力量を

もっ技術者の喪失，および機械の修理や損傷部品の調達などに円滑さを欠き，機械が本来もっ

ていた役割を発揮させる乙とに失敗した乙とが会社瓦解の大きな要因であったといえよう。

そ乙で，製陶機械をいち早く採用した香蘭合名会社と比較するとき，資料が充分でない ζ と

から制約があるものの，香蘭合名会社が段階的に製陶機械を採用したのに対し，精磁会社では

当時世界の先端lζ位置していたフランスのフォール社製の製陶機械一式を導入する乙とで一挙

に機械制工場の完成を図ったため，既存技術との聞の較差があまりにも大きく，導入技術の消

化を困難にした乙とは否定できない。さらには，フランスと較べたときの日本人職工の低賃金

が有力な武器となり，製陶機械導入は国際市場における競争で日本製品を優位に立たせ得る乙

とが主張されたけれど，乙の条件は導入した洋式機械を充分に駆使できるときにはじめて実効

を伴うものとなる。と乙ろが，機械の運用が円滑さを欠くときは逆に，乙の製陶機械の導入の

ために膨大な資本を投下したととが経営を資金面から圧迫し，苦況に追込む ζ とで，精磁会社

を解体lζ導く大きな要因に転化したといえよう。 このような危慎はワグネルが指摘していた

が，不幸にも精磁会社iζ関しては的中した。

関連して付言しておくならば，製陶業の分業問題も係わるが，原料素地土の製造を洋式機械

の導入で実施するという，機械化された製土事業も容易に実現しなかった。共通して伝統産業

としての陶磁器製造業に機械を導入しての近代化を実現するさいの条件として，技術者の確保

とともに機械の低廉な価格での入手とそれを容易に補修・維持できる体制の整備が必要な ζ と

を示唆している。そのさい，製品販売体制の確立が前提であるととはいうまでもない。

つぎに精磁会社の経営を見たとき，創立時からの宮内省や大蔵省，農商務省といった国家機

関，それに佐賀県から製品の買上，代金の前払い，資金貸与などの手厚い保護や助成措置を与

えられていた。乙のような公的機関からの支援を受ける ζ とに慣れ，自らの経営努力を怠り，

危機に対処できる能力を福養しなかった経営体質が，精磁会社を破綻させた最大要因であった

といってよいだろう。事業における自立した経営努力の欠如が明治10年代にみられた官営工場

や政府購入機械が貸与された工場における破綻の要因であったととは既に理解されていたが，
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政府の手厚い援助や保護が精磁会社f［も同じ欠陥を創りだしたととで，精磁会社の破綻の最大

の責任は政府にあったといってよい。

工部省の官営工場を軸にした殖産興業政策を批判して，民間企業の保護育成政策を根底に据

え， しかも伝統産業の近代化を重視した政策を採用した農商務省が，輸出産業としての育成を

も目指して近代化を図った陶磁器産業において，精磁会社の要請を容れ，洋式製陶機械購入代

金を貸与し，その購入によって機械制工場の建設を助成した乙とは，民間企業の主体制を尊重

した助成策であり，産業振興策の一つの事例として注目すべき ものである。同時に，乙の精磁

会社の新製陶工場には陶磁器製造業界における模範工場としての意味も込められており，乙れ

を先例lとして製陶技術の近代化をも目論んでいたといえよう。しかしながら，機械制製陶工場

が技術者の欠如と経営陣の内紛で僅か 2ヶ年閣の操業で挫折してしまうが，その主要な原因が

企業の側にあれ， 農商務省の政策の失敗をも意味していたととは否定できない。そのさい，技

術面からは，技術者の圏内での養成が緊要な課題であり，機械工業が未熟なために機械制工場

の存立の基盤が整備されていなかったばかりか，既存の製陶事業との較差もまた過大であった

ζ とを再び指摘せざるを得ない。資金を貸与した企業の実態はもとより，乙のような産業の状

況と技術的条件を配慮しなかったと ζ ろに失敗の要因を求めるととができる。当時の産業界の

事情を勘案して，当時農商務省顧問であったワグネルの指摘は製陶機械の導入による性急な近

代化に警告を発したものとして評価できるのである。したがって，農商務省の施策は二重の意

味での失敗であったと言えよう。

明治20年代初頭における精磁会社の農商務省からの資金貸与による西欧製製陶機械の導入の

挫折，つづいて京都府知事の勧奨策に応じて設立された京都陶器会社の製陶機械と洋式焼成窯

の導入の試みにおける失敗は，陶磁器製造業における近代化において伝統的技術の漸進的な改

革の途を選ばせ，本格的な近代機械制工場の出現まで， 20年近い歳月を必要とさせたのである。

明治38年には精磁会社の後継会社が完全に没落するが， それと入れ替わるようにして日本陶器

合名が明治37年に創設されたのである。しかも，乙の森村組一日本陶器合名会社による新しい

企ては政府の助成を受ける乙 となく 実施され，しかも成功を収めた乙とで対際的であった。

Modernization of Manufacturing Technique for Porcelain: 

The Case of Seiji Kaisha 

by 

Chikayoshi KAMAT ANI 

(Toyo University) 

Systematic effort has been well und巴rway since the b巴ginningof th巴 M巴ijiperiod, 
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to moderniz巴 th巴 potteryindustry, on巴 of the traditional industries of Japan. They 

have been introducing new techniqu巴sfrom the West, although modernization itself 

had been continuing since the last days of the Tokugawa r巴gim巴. In particular, 

machines for porcelain making were introduced at the same time as, steam engines 

into the manufacturing process in the 12th year of the Meiji Era at Koran-sha (Koran 

Porcelain Co.) in Arita. Th巴 us巴 ofth巴semachines and engin巴swas limited, however, 

to crush巴rsand screens: that is, only for preparing the body for pottery. Furth巴rmor巴，

they did not work well until the 20s of Meiji 

The case of Seiji Kaisha (Fine Porcelain Mfg. Co. ) , established in th巴 12thyear 

of Meiji, was as follows. Chujiro Kawahara, an engine巴r who had trained in 

Austria, following the recommendation of a for巴ignmerchant made a tour of insp巴ction

through European countries. He planned to install a modern porcelain factory巴quipped

with machinery and steam engines imported from France. The plan was authorized 

and financed by the Ministry of Agricultur巴 andCommerce, and Seiji Kaisha started 

to operate th巴 newlyequipped factory in July of the 20th year of Meiji. Thus th巴

first full-scale Western style porcelain plant in Japan was started. 

Before long, however, the new factory came to a deadlock, becaus巴 saddled with 

a larg巴 debtfor installation costs, it could not make the expected profit. Furthermore, 

the founder, Kawahara died through illness in the 22th year of Meiji, so on top of 

the financial difficulties, there was a conflict of opinions on management among th巴

top executives of the company. 

The company was reorganized with personnel changes among the higher executives 

in the 26th year of M巴iji.However the newly-born company, Seiji Goshi Kaisha 

(Fine Porcelain Mfg. Co. Ltd.) also came to a deadlock, and it sold off its tab！巴－ware

manufacturing machinery in the 30th year of Meiji, deciding to d巴vot巴 itself only to 

the manufacture of the body for porcelain. Even this limited business came to an end 

in the 38th year of Meiji. 

The br巴akdownof Seiji Kaisha was also due to the failure of the policy of the 

Ministry of Agriculture and Commerce. Eager to modernize th巴 traditionalpottery 

industry, they too hastely encourag巴dprivate pottery enterprises to introduce Western 

machinery. As if takin,g the plac巴 ofthe unsuccessful Seiji Kaisha, Nihon Toki Kaisha 

(Japan Porcelain Mfg. Co. Ltd.), establish巴din the 37th year of Meiji, was to make 

a success of the pottery business by introducing west巴rnmanufacturing techniques and 

installing a modern factory. The success of th巴 latterwas, it can be said, achieved 

through learning from th巴巴xperienceof the mistakes of the Seiji Kaisha, which was 

the pioneer in Japan. 
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