
資料紹介

精磁会社（明治12～26年）に関する資料と解説＊

鎌谷

解説

乙乙に翻刻して掲載する資料の意義は別掲

の拙稿「製陶技術の近代化一一精磁会社の事

例について一一一」で簡単に触れておいた。一

部重複もあるが，掲載にあたって最小限の解

説をあたえてお乙う。

精磁会社は明治期において製陶技術の近代

化のために農商務省より資金貸与を得て，日

本で最初の本格的な機械制製陶工場を建設

し，稼働させた。しかし，経営は短期間のう

ちに行き詰まり，改組され， 経営陣は交代し

て終駕を迎えた。それはまた，農商務省によ

る殖産興業策の一事例であるとともに，その

失敗の典型例でもあったといえる。

との精磁会社に関する詳細で貴重な記録が

遺存されており， しかも利用できる乙とで，

日本の技術史に関する資料としては稀な事例

で，価値の高いものとして評価するととがで

きる。そ乙で，重要と恩われる資料を選んで

翻刻し，取極めた本資料はきわめて有意義な

ものと思料する。

掲載した資料は，ほぼ年代JI買に並べ，番号

を付けた。個々の資料の解説は冒頭に一括し

fこ。

文書の翻刻にさいしては漢字は新字体を用

い，古学 ・俗字 ・異字体などは通行の字体に

* 1991年6月5日受理

林東洋大学経営学部

親善＊＊

改め，変体仮名 ・合字は通行の仮名に改め，

片仮名はそのまま用いた。底本の誤記と思わ

れる箇所はあるものは訂正し，あるものはそ

のままとし，意味不明あるいはいず、れとも解

せるものは（ママ）を，疑義のあるものには

（カ）を付けた。欠字または虫喰いなどで不明

の箇所は口とした。補入した字句は（）で囲
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った。

ζの資料作成にあたり，ご高配を賜った松

本源次氏，安達裕之氏，有田町歴史民俗資料

館，佐賀県立図書館に対して感謝したい。

※ ※  

1.深海墨之助ほか「会社願付閥器会社規

則」〔明治8年4月10日付け〕ほか関連文書

佐賀県立図書館蔵。

陶器会社である香蘭社の設立を佐賀県令に

出願したもので，それには香蘭社の会社規則

が添付してあった。きわめて早い時期におけ

る合本組織による会社の一事例であるととも

に，陶磁器製造業の近代化の試みを示すもの

である。乙の合本組織の設立願いは県令を経

由して内務卿大久保利通lζ上申され，会社は

規則の一部文言を訂正のうえ発足した。

2.辻勝蔵ほか「願書」〔明治7年11月付け〕

佐賀県立図書館蔵。

明治 9年のアメリカ ・フィラデルフィア万

国博覧会の出品について指示を求めたもの。



技術と文明

乙れが契機となって香聞社が設立された。

3. 佐賀県令「陶器製造御用辻常明ヨリ之願

書進達ニ付上申」〔明治 8年 4月30日〕 佐賀

県立図書館蔵。

辻常明から佐賀県長官（県令）宛に提出さ

れた「願」を宮内弗Ill＜＝取り次いだもので，添

付されている願では新設の香蘭社lζ引き続き

御用命を請うものであった。

4.深川栄左衛門「陶器製造見込書」〔明治

13年 7月30日〕 大限文書イ 14-A3979

合本組織の香蘭社が解体したのちに深川栄

左衛門が設けた香蘭社の事業を説明したもの

で， 文書の宛先は不詳である。

5. 「香蘭社条約草案」〔明治11年末頃か〕

有田町歴史民俗資料館蔵（なお，以下にお

いて同館所蔵のものはその旨を略す）。

合本組織香蘭社の改組を図ったさいの草案

文書。

6. 「定款」〔明治12年 1月頃か〕

合本組織香蘭社の改組を図ったさいの定款

で，のちに発足する精磁会社の定款となった

ものと推定される。 （以上，本号収録）

7. 精磁会社社員手塚亀之助ほか 「盟約書」

〔明治12年 2月〕

精磁会社発足に際して会社存続期間を10年

とするなどの，具体的内容を約束した文書。

8.辻勝蔵所有設備の賃貸「定約書」〔明治

12年 2月〕

精磁会社のための製造設備として辻勝蔵の

施設を10年間の約束で借用した文書。資料 7

とともに，のち辻が精磁会社を離脱する際の

拠り所となる。

9. 深川 栄左衛門ほか 「香蘭社分離願」〔明

治12年 3月〕

合本組織の香蘭社を深川の香蘭社と手塚等

の精磁会社に分離するための出願書である。

10.手塚亀之助ほか「去々年米国博覧（会）

帰朝後見込之主意左ニ記裁ス」〔明治 12年 3

月〕

先の資料 4の深川の見解lζ対置されるもの
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7巻 l号（90)

といえ，精磁会社を設立させなければならな

い理由を弁明したものである。乙れも宛先は

不詳。

11. 香蘭社と起立工商会社聞の「約条書」〔明

治12年 7月6日〕

香蘭社発足直後における大蔵省商務局の試

売品の製作 ・納入に関して香蘭社と起立工商

会社とが取り結んだ契約書である。

12.香蘭社・起立工商会社「陶器製造趣意書」

付「約定書」 〔明治12年 9月〕

日用什器の製造を重視し，輸出振興を図ろ

うというのであった。そのための両社の扱い

を規定した「約定書」を作成した。資料11と

ともに，製造会社と商社との関係を示すもの

である。

13. 「精磁会社前途ノ目的ニ付フレンチ氏ノ

意見」〔明治14年末頃か〕 松本源次氏蔵。

アメリカ陶器商フレンチが精磁会社に与え

た意見書で，製品の改良策とともに製陶機械

の導入を勧めたもので，洋式製陶機械採用の

契機を与えたものである。

14. 精磁会社惣代手塚亀之助「御用陶器代前

金拝借願」〔明治15年 7月〕

フレンチと契約した輸出用陶器の製作費用

の捻出が苦しい乙とから，宮内省から発注品

の前金の残りをも貸与してもらいたいと宮内

省調度課宛に出願した文書。

15.精磁会社総代手塚亀之助「陶器製造器械

据付資本金願」 〔明治15年 8月〕

製陶器械購入および関連しての工場，なら

びに西洋式焼成窯築造費の農商務省からの貸

与を求めた農商務大輔品川弥次郎宛の初期の

文書草稿と推定されるもの。

16. 「陶器製造予算書」

作成者は精磁会社で， 製作時期は明治15年

頃と推定されるもので，当時における職工賃

金， 需要品代，金利などを知る ζ とのできる

貴重な資料である。

17. 「資本調達 ・運用計画検討案 （仮題）」

明治17年頃lζ精磁会社が作成したものと推
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定される無題のもので， 5か年聞にわたる資

金調達および運用計画を記したたもので，先

の政府からの 3万円の貸与に係わるものとし

て作成 ・検討されたのではなかろうか。

18.精磁会社「御払下願草稿（仮題）」〔明治

17年初頭か〕

つぎの資料19の草稿である。払下願に係る

変遷を知る乙とができる文書である。

19.手塚亀之助ほか 「仏国『リモージュ』府

磁器製造機械御払下願」〔明治17年 8月〕

農商務省を介して製陶機械の払い下げを出

願する理白書と，払い下げ機械の性能，導入

による生産性の向上，機械代価などからな

る。資料18と対比するととによって，購入経

費の削減の経緯も知るととができる。

20. 「製陶機械購入代金拝借に関する交渉文

書（仮題）」〔明治17年 8～ 9月〕

資料19の取扱をめぐり，製陶機械の購入費

用が貸与される ζ とになり，その代金が手渡

されるに至る過程を示す文書。

21. 「製陶機械購入に関する文書（仮題）」

〔明治17年 9月～12月〕

製陶機械の購入は農商務省に依頼するが，

その交渉過程を知る乙とのできる文書。

22.精磁会社機械工場開所式における「手塚

亀之助の答辞」〔明治20年 7月 1日〕

23. 山本五郎「佐賀愛知二県下出張復命審」

『農工商公報号外復命書摘要』 （明治21年） 45 

～50, 58頁。

精磁会社の洋式製陶機械工場の関所式lζ出

席 した農商務技師山本の報告書：で，当日の様

子や機械の性能を詳述していたほか，注文と

異なる構造の砕石機を備えていたととから改

造を勧告しているなど，当時の陶業界の状況

を知るうえで重要な文書である。

24.精磁会社「業務章程」

作成時期は製陶機械工場が操業をはじめた

頃と推定され，機械制工場に相応しい組織が

はじめて整えられたといえよう。

25.精磁会社の商標登録K関する「明細欝」
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〔明治20年 1月〕

精磁会社が製陶機械を導入して量産品を製

造するにさいしての措置のーっとして実施し

たものといえよう。

26. 製陶機械の製作 ・修理に関わる「東京職

工学校関係文書」〔明治20年12月，22年 5月，

22年 8月〕

山本技師が指摘した不備な石砕機（砕石機）

に代わるものの製造，および石砕機の増補製

造に関する文書4点。とれらは東京職工学校

が製陶機械の製作 ・修理lζ当たっていた乙と

を示すものである。

27.精磁会社秘書「本窯 ・錦窯原価調査記」

〔明治20年 9月〕

当時の製陶事業における製造原価を示す貴

重な記録である。

28.精磁会社「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」 〔明治

21年初頭か〕

明治20年，つまり製陶機械を導入して最初

の年の経営状況を明らかにする文書。

29. 精磁会社「拝借金年賦返納願」〔明治 21

年頃か〕

精磁会社設立の事情からはじまり ，製陶機

械の購入による事業展開とともに，経営の苦

境をも述べ，政府からの拝借金 8,000円の返

還を80年賦として欲しい旨を願い出ていた。

30. 精磁会社による第 3囲内国勧業博覧会

（明治23年4月1日～7月31日） 「出品解説書」

（抜粋）〔明治23年初頭か〕

第 3囲内国勧業博覧会のために作成された

出品解説書で，そのう ちの出品目録を除いた

部分。なお，乙のものには異本がある。

31. 「精磁会社明治20年後半期 ・同21年前半

期販売高（仮題）」〔明治21年 7月頃か〕

精磁会社における明治20年後半期および21

年前半期の収支を明らかにする資料である。

32，精磁会社「損益予算表〔自明治20年度至同

25年度〕（仮題）」〔明治21年 9月頃か〕

精磁会社が明治20年度より 5か年聞にわた
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る損益の見通しを計算したもので，佐賀県知

事に提出するための文書の草案と推定され

る。

33. 精磁会社「明治二 ト一年九月ヨリ同二十

二年八月ニ至ル損益計算表」〔明治 22年 9月

頃か〕

表題のよ うに精磁会社における明治21年 9

月より翌22年8月までの 1か年間の損益計算

表である。

34. 「精磁会社々員退社届」〔明治22年 7月〕

精磁会社社員辻勝蔵の社員退社を県知事lζ

届出た文書。

35.深海竹治ほか「願書（写）」〔明治19年 2

月〕

精磁会社が佐賀県に対して資金の貸与を願

い出た早い時期の一例。

36. 精磁会社社長手塚亀之助「返納金之義ニ

付願」〔時期不祥〕

精磁会社が佐賀県からの借用金を宮内省か

らの納入品lζ対する支払金で充当して欲しい

旨を願い出たもの。

37.精磁会社手塚亀之助 ・深海竹治「製造資

金御貸与之義ニ付願」〔明治22年6月21日〕

精磁会社が佐賀県知事に 500円の貸与を願

い出ていた文書で，当時の困窮状況を示すも

のといえよう。

38. 「県庁拝借金ニ付返納見積書」〔作成時

期不祥〕

精磁会社が佐賀県庁から貸与された金額を

明らかにする資料は，管見の範囲では知らな

いが，その一端を示すものである。

39.手塚亀之助ほか「拝借金年賦返納願」〔明

治22年 8月〕

前年の21年にも同一表題の資料29を提出し

ていたが，その後の川原忠次郎の死去，辻勝

蔵の退社などによる一層の窮状を訴え，農商

務省からの拝借金の80年賦 ・1苦手l利引計算法

による返納iとして欲しいと再度願い出た文

書。乙れがどのように処理されたかは詳らか

ではない。

7巻 1号（92)

〔資料1〕

会社願

我々儀

陶品製造井ニ売買ニテ家業致シ来侯処，外国

交易相関候以来追々陶器之景気宜敷，是造之

説話）ヲ致挽回ベキ機会ニ相成候得共，元来陶

器之儀於外国別テ精美ヲ極候品柄之由，目今

理化之諸学益開ケ候半，只管ニ旧慣ニ白ルノ

ミニテハ進歩之見居不相付，是迄仏填両国之

博覧会迄ノ、第J語注褒章ヲ受ケ，乍惇御国誉

之一分 卜相成候処，此後右之名誉ヲ致保続候

儀無党束苦心，此時ニ御座候。此節於米国博

覧会ニ付御趣意ヲ奉鉢認，山中荒々申合セ自

力ニテ出品奉願置侯得共，万国工商之集会ニ

於テ面々恩ヒ々々之陶器ヲ持出ス様ニテハ不

都合之至ニ可有御座，且文明諸国ニ於テハ百
（カ）

術日ニ進ミ分業益繁ク相成， 世界ヲ カケ手広

商法相競候半，一手限之製造商法致居候テハ

次第ニ退歩致衰滅儀眼前ニ付，此節我々同志

中申合セ別紙之通規則ヲ約シ，今ヨリ五ヶ年

閉会社ヲ立テ，内国ハ不及申，外国之貿易マデ

確実ニ相整へ，永久之利益ヲ保続シ，技術之

進歩ヲ同心協力ニテ相謀度御座候間，右規則

等御法則ニ相触候筋無御座候ハハ，会社建立

之儀御認許被下度，此段一同ヨリ奉懇願候。

以上

明治八年乙亥四月十日

佐賀県下有田

深海墨之助

辻 常明

手塚亀之助

深川 真忠

佐賀県令北島秀朝殿

陶器会社規則

的

条

目

款

一
ノ

則

一

第

社

社

第

立

蘭香
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第一陶器ノ質分ヲ精ニスル事

第二 陶器ノ形貌及ヒ画彩ヲ美ニスル事

第三製造ノ冗費ヲ減シ，価ヲ平カニスル

事

第四 焼損シヲ寡クシ，製造ニ成程アラシ

ムル事

第五名誉ヲ保続シ，永久ノ利益ヲ謀ル事

此目的ヲ達スルニハ製造場及ヒ諸器械ヲ合

併シテ協同製造スルヲ要ス ト雄トモ，実際

ノ都合ヲ商量シ，中ヲ折シ，姑ク左ノ規則

ヲ約ス

第二款

第二条

香蘭ヲ以テ会社ノ名号トシ，有国ヲ以テ

本社トナス。仕入 ・売捌ノ為メ各地ニ支社

ヲ立ルトキハ本社ノ規則ニヨルヘシ卜雄卜

モ，又格段ノ規則ヲ約スルコトアルヘシ

第三条

一，本社ニハ会議ヲ起シ，規則ヲ正シ，目的

ヲ進ムへシ

第四条

一，社員トナリタル者ハ巳ムヲ得ザル事故ア

ルニ非レハ退社スルヲ許サス

第五条

一，公挙ヲ以テ左ノ主任ヲ定メ，事務ヲ担当

セシムへシ

支配人一人 会社ノ長トナリ事務ヲ主任

ス

勘定方一人会社ノ金穀及ヒ物件ノ出納

ヲ主任ス

支店ノ名代人 支店ノ事務ヲ主任ス

其他諸方ニ派出シ売捌仕入ノ事ヲ任スル

各代人ハ時々ノ議ヲ以テ定ムヘシ

第六条

会議ノ：規則ハ別冊ニ定ムル通リ守ルヘシ

第三款

第七条

一，社中ノ一人／名ヲ指テ受ケ タル陶器ノ注

文ハ必ス会社ニ持出スへ、ン。此時ハ其引受

ケタル人発議人トナリ ，議案若クハ演舌ヲ
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以テネ土中ニ公量ヲ請フへシ

l稔ハ宮内省ヨリ注文下ルトキハ辻某発議

人トナリテ，御用品ヲ製造スノレニ付至当

ノ公量ヲ社中ニ乞ヒ，或ハ洋人某ヨリ従

来ノ因ミニヨリ注文ヲ深川某へ申来 レハ

深川某発議人トナリ前ノ如ク公量ヲ乞フ

カ如シ

第八条

社中ノ一人若クハ数人ニテ製造セント恩

フ陶品ハ必ス会社ニ持出シ，前条ノ手続ニ

ヨリテ公量ヲ乞ヒ，承諾ヲ受クへ、ン。若シ

社中ノ；承諾ヲ受ケスシテ製造セル陶器ノ＼会

社ヨリ引受ルヲ拒ム権アルへシ

第九条

一，時宜ニヨリ社外ノ人ヘモ注文シテ製造ヲ

頼ムコ トアルヘシ

第 卜条

一，会社ノ注文若クハ承諾ヲ受ケ，社中ノ一

人若クハ数人ニテ公正ニ製造セル陶器ヲ窯

入シ焼上ケノレトキ生セル損失ハ会社ヨリ償

フへシ

第十一条

一，社中ノ一人若クハ数人，会社ノ注文若ク

ノ、承諾ニテ製造セシ メタル陶器ハ其製造ノ

資本ヲ社外ノ人ト同様ニ受取ランコト ヲ望

ムヲ得ノレ。但労力及ヒ利益ヲ算清センコト

ヲ望ムヲ得ス。

第十二条

一，陶器ノ荷作 リハ会社ニテ整フへ、ン。印款

標記ミナ会社ノ名ヲ用フト雌トモ，陶面ニ

打ツ印款ハ製造人ノ自印ヲ打ツ可シ

第四款

第十三条

一，入社スルモノハ労力ノ外ニ入社金百円 ヲ

入社ヨリ一月内ニイル、へシ

第十四条

一，労力ノミヲ以テ入社スルヲ得ルヲ得ス。

入社金ノミヲ以テ入社スルヲ得ス

第十五条

一，会社へ金ヲ入レ製造売買ノコトニ与ラ
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ス，唯利益ヲ共通センヲ望ムモノヲ差金人

トス。又社中ヨ リ入社金ノ：外ニ会社ニ入 レ

タル金モ差金トス。差金ハ百円ヲ以テ一株

卜定ム。申入ヨリ十日内ニ差入へシ

第十六条

一，差金人へハ清算ノト キ利益ノ分ケロト分

ノ七ヲ渡スへシ。 若シ利益ナキトキハ分ケ

口ヲ払ノ、サルヘシ

第十七条

一，入社金 ・差金ヲ会社ニ受取レハ証トシテ

券状ヲ渡スへ、／。差金ノ外ノ＼券状ヲ他人ニ

譲リ与フヲ得ス

第十八条

一，差金ノ券状ヲ他人ニ譲リ 与フルトキハ其

時必ス引受人ノ住所姓名ヲ申出，券状ノ裏

書ヲ得テ之ニ与フへシ

第十九条

一，会社ニテ資本過分ト見込 トキハ差金ヲ拒

ムヘシ。又不足ト見込トキハ会社ノ名ヲ以

テ一時他ヨリ借入ル可．シ

但会社ノ名ニテ借用セル金ハ会社ニテ義

務ヲ担当スルハ勿論タルヘシ

第五款

第二十条

入社金， 差金，利益金及ヒ借用金ニテ取

入タル物件ハ皆会社ノ所有物タリ。社中ノ

一人若クノ、数人ニテ其全部或ハ一部ヲ自己

ニ引受クル トキハ入札ニテ寅受ルヘシ

日食ハ仏ノ「セーブル」ョ リ交易セル陶器

ノ内会社ニテ幾分ノ不用アルヲ社中ノ人

ヨリ買取テ自己ノ製作場ノ見本 トセ ンヲ

望ミ或ハ英ノ「ストックトン」ヨリ泥漉

器械ヲ仕入 レ従来ノ器械不用トナリタ ル

ヲ自己ニ買取ランヲ望ムカ如シ

第二十一条

会社利益ノタメ自己ノ所有物ヲ差出、ノ或

ハ会社ノ所有物ヲ自己ニ借受ルトキハ皆借

貸ノ法ニテ授与スヘ、ン。 但社員ノ数人或ノ、

一人会社へ対シ義務ヲ尽スタメニ用ヰルハ

此ノ限ニアラス
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但シ会社卜其人 トノ便利ニヨリ価ヲ出シ

買取Jレトキハ前条ノ規則ニ従フヘシ

第六款

第二十二条

一，支配人，勘定方等事務ヲ担当セシメタル

人ハ給俸ヲ与フヘシ。給俸ノ額ハ会社利益

高ノ幾分ーヲ以テ定ム。但支配人ハ其内幾

分，勘定方ハ幾分トス

職ハ会社ノ資本若干ニテ一ヶ年ノ売口五

万金，此利益平均一割二分ト見込ムトキ

ハ六千金ノ利益トシ，其十分ーヲ以テ支

配人 ・勘定方ノ給料ヲ定メ，支配人へ三

百六十金，勘定方へ二百四十金ヲ渡スカ

如ク，社ノ景況ヲ見積リテ算則ヲ公議商

定スヘシ

第二十三条

一切職務ヲ命スルコトハ会社ノ名ニテ行

フ可シ

第二十四条

一，何人ヲ間ハス会社共通ノ所有物ヲ他人ニ

売渡シ，若クハ書入 ・質入スルヲ得ス。支

配人公議ニヨ リテ右ノ事件ヲ取行フハ此限

リニアラス

但支店ノ共通物件ハ別段ノ規則ヲ名代人

へ委任スルコ トアルヘシ

第二十五条

支配人ト難トモ一己ニテ他人ヲ入社セシ

メノレヲ得ス

第二 卜六条

一，会社中ノ一人若クハ数人職務ヲ引受ケタ

ルト否 トヲ問ハス，不正ナル所業／証アル

トキハ七日間ニ社中ニ公告スヘシ

第七款

第二十七条

名代人若クハネ土中／一人，本社ヲ離 レ，

出先ニテ会社ノ為メ公正ニ義務ヲ尽スニア

タリ，自己ノ金ヲ出シタノレコトアルトキハ

七日間ニ其旨ヲ勘定方ニ証明報告スへ、ン。

勘定方ニテ其報 ヲ受取レハ速ニ之ヲ返済ス

ルカ，又ハ之ヲ借貸l脹ニ記入シ，出金ノ 日
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ヨリ利息ヲ生スヘシ

第二十八条

一，前条ノ トキ報知ヲ忘却スルトキハ利息ヲ

払ハサルへ、ン。又時日ヲ延遷シ確証ナク勘

定方ニテ保認ヲ肯セサルトキハ当人ノ損失

タノレヘシ

第二十九条

一，社中ノ一人若クハ数人， 会社ヨリ引受タ

ル職務ヲ取行フニ付，己ムヲ得スシテ損失

ヲ受ケタルハ会社ヨリ償フへシ

第三十条

一，会社ニ関係シタル無拠費用ノ、会社ヨリ償

フヘシ

第八款

第三十一条

一，会社利益ノ清算ハ毎年十一月十五日限リ

ニ整フへ、ン。其日限ヨリ一ヶ月前マテニ帳

簿ヲ〆テ計算書ヲ作リ， 各地ヨリ勘定方へ

差出スヘシ

第三十二条

一，清算整へハ詳明ニ表ヲ作リ テ社員及 ヒ差

金人ニ公告シ，十一月二十五日迄ニ利益金

ヲ配当スヘシ

第九款

第三十三条

一，凡ソ風儀ヲ傷ルコトハ社員ノ義務ヲ尽ス

ニ於テアルヘカラサルコトト定ム

第三十四条

一，酒食ヲ以テ会社ノ集会ヲナスヲ得ス。若

シ事宜ニヨリテ酒食ヲ用ルコトアルトモ酒

食ノ間ハ会社ノ名ハ除カル、へシ

第三十五条

一，此約ハ乙亥年四月十日 ヨリ始メ，庚辰年

四月十日迄五ヶ年ノ間保続スへシ。年限中

ハ己ムヲ得サル事故アルヲ除クノ外ハ此約

ヲ改訂スルヲ得ス

第三十六条

一，満期後更ニ結社スルトキ，引続キ入社ス

ル者ノ、別ニ入社金ヲ出スニ及ハス。－＿§.解

散シテ一ヶ月以上ヲ編テ入社スル者ノ、更ニ
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入社金ヲ出サシムヘシ

第三十七条

一，会社集議ノ都合ニヨリ此規則ヲ追加スル

コトアルヘシ

会議規則

第一条

社中ノ各員ハ毎月ニ一度若クハ両度集会

シテ法則及ヒ製造ノ進歩ヲ申合スヘシ

第二条

ー，此会議ヲナスニハ議長一人ヲ定メ ，会議

ノ規則ヲ執行セシムヘシ

第三条

一，会議スヘキ件々左ノ如シ

ー，事務方親会雪方ニ定規ノ外ニ票務ヲ目

論見コトアレハ会議ニカケテ協諾ヲ乞フ

へ、ノ

一，事務ヲ目論見コトアレハ其主任一人ヲ

会議ニテ公推シ，支配人ヨ リ申付ルへシ

ー， 事務方ノ常費及ヒ給料ヲ協議スヘシ

一，事務方又ハ主任ノ人ヲ公推セル後ノ、其

人公正ヲ以テ職務ヲ弁スルニ付テ，他ヨ

リ其権ヲ抑フコトアルヘカラス。但、ン人

ヲ雇ヒイル、ニ員数ノ増減ノ＼必ス協議ニ

テ決スへシ

一，入社又ハ差金ノ申入レアルトキハ会議

ニテ協諾ノ上ニテ許スへシ

一，職人ノ給料ヲ増減スルトキハ協議ニテ

決スヘシ

ー，名代人ヲ他方ニ流出スルトキハ委任ノ

件々及ヒ支店別段ノ規則ハ協議ニテ決ス

へ、／

但支配人ノ見込ニテ一時人ヲ他ニ派出

スル等名代人ノ名ヲアタへサルハ此限

ニアラス

社員中社則ニ違戻スルノ所業アルトキ

ハ協議ノ席ニテ説導シ，改心セシムルコ

トアルベシ

一，陶器ノ注文或ハ社員ニテ製造セント欲

スノレ陶器ノ形貌模様ヲ公量シ，会社中ニ
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テ引受ルコ トヲ集議スへシ

一，各国各地ノ売買ノ況景ニ注意シ，会社

利主主ノ目途ヲ集議スヘシ

一，陶器ノ質分 ・形貌，絵様及ヒ顔料，陶

油，焼損ノ原由，製造ノ雑費等ヲ吟味シ，

目的ヲ進ムルコトヲ協議スヘシ

第四条

事務方ニテ取扱フ帳簿ハ会議ノ節社員ヨ

リ検閲スルノ権アルヘシ

第五条

一，事務方ノモノハ会議ノ時其引受ケ取行フ

タル事務ニ付テハ社中ニ対シテ答弁ヲナス

ノ義務アルヘシ

第六条

一，社員ノ社則ニ違戻シ説導ヲ受ケタルモノ

ノ、会議ニテ見込ヲ陳スルヲ抑止スル（コト）

アルヘシ

第七条

一，差金人ノ、集会ニ預ルヲ得ルト雌トモ，計

算ニ力、ルコ トヲ除クノ：外ノ、見込ヲ陳スレ

トモ，之ヲ決スノ権ナカルへシ

第八条

一人発言中他ヨリ発言スルヲ禁ス

第九条

見込ノ、議長へ述フへ、ン。相互ノ議論ヲ集

会ノ席ニ於テナスヲ許サス

第十条

一，議論ハ同意ノ多数ヲ以テ決スヘシ

右之通ニ御座候也

明治八年四月十日

佐賀県有国深海曇之助 印

辻 常明 印

手塚亀之助 印

深川真忠印

別紙深川真忠外三名ヨリ願

出陶器会社之義ニ付上申

当県下肥前国各地ニ於テ製造陶器之儀ノ、兼テ

御国産有名之一種ニテ，外国ニ於テモ別テ之

ヲ称誉シ，既ニ先年仏填両国之博覧会ニテハ
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第一等之褒主主ヲ受ケ，一層之名誉ヲ増シ， 実

ニ御国勧業之一大美事ニテ，随テ専業之者共

モ勉励製造罷在。尚這回米国博覧会ニハ自費

出品致シ，将来御国産之名誉ヲ保続シ，万国

之輸出ヲ盛大ナラシメン為メ，県下松浦郡有

田山陶器専業深川真忠外三名協議ヲ遂ケ， 新

ニ会社ヲ設立致度趣，別紙之通規則相添願出

候ニ付， 取調候処実際井規則上不都合之義モ

無之， Eハ此ノ如ク会社ヲ設ケ，協毅工業ニ

従事候義ノ＼即今之急務ニシテ，勧業之一端ト

モ可相成候条，御詮議之上至急御許可被成下

度別紙相添此段上申イ土候也

明治八年四月十七日

佐賀県令北島秀朝

内務卿大久保利通殿

再イ申，本文米国博覧会自費出品之義ノ＼御省博

物館ニ於テ兼テ御承知之義ト存侯条，為念此

段副テ上申仕候也

書面伺之趣ノ、当時一般ノ会社条例取調中ニ

付，追テ何分之儀相達候迄別紙付築之廉々取

直サセ候上，結社営業候ノ、人民之相対ニ任セ

候儀ト可相心得事

但本文改正候へハ浄書一冊弁当節下ケ候分

共一同追テ差出可申事

明治八年五月九日 庁τ~
同務鯛lf

内務卿大久保利道 ｜大久保｜
｜利道印｜

問器会社々則之儀ニ付上申

本年四月十七日当県陶器会社専業深川真忠外

三名社則之儀ニ付上申候処，同五月九日当時

一般之会社条例御取調中ニ付云々御指令有

之。将又御付築之廉々取直シ浄書ヲ併セ両冊

可差出旨承了仕候。則其節御下ケ被成候分井

浄書壱冊相添此段上申仕候也

八年六月十八日

令代理佐賀県参事野村維章

内務卿大久保利通殿
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〔資料2〕

願 書

来ル明治九年米国費位地費博覧会ニ付而は於

御園も諸物産出品之義御決議相成居候旨拝承

仕候。附而は我々儀，佐嘉県有田陶器製作並

ニ外国輸出商方相営罷在侯義ニ付，此節非常

之勉励を以て乍不及新案之器物製出いたし供

展観度志願有之候得共，御上之御趣旨御規則

等不相弁候故，如何着眼可仕哉，甚懸念仕候。

凡そ人工諸製品之中，陶器之義は別ニ製造方

意外之過失も有之候事故，一日も早く着手不

仕候而は非凡之名器製出難相成事，尾張 ・美

濃 ・西京 ・薩摩其外之諸陶山と離も同様之義

lζ御座候条，御用御多端之御央恐縮之至ニ御

座候へ共，前件之事情御賢察被成下，速に御

指令相降候様偏lζ奉懇願侯。恐々謹言

明治七年十一月

博覧会事務局

佐嘉県下有国

辻勝蔵

深海墨之助

手 塚 亀 之 助

深川栄左衛門

出品願書

来ル明治九年米国費投地費府大博覧会ニ付，

我々協力ヲ以テ家産之陶器出品仕度，志願之

旨趣ノ＼｜日十一月 中内願仕候通ニ御座候。然処

出品規則並ニ心得害等御下渡相成委細奉拝謂

候。因之出品目録概略別紙ニ相認、差出申候。

附市ハ一日モ速ニ製造着手仕度，且自費ヲ以

テ非常之勉励仕候儀は勿論ニ御座候得共，尚

於御上モ乍恐一層被為尽御考案，器ノ形体，

画様而己ナラズ，万端之御秘訣御教諭被成下

度，此段偏ニ奉懇願侯也

明治八年亥一月

佐賀県下有国

深海墨之助

深川栄左エ門
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博覧会事務局

願書

辻勝蔵

手塚亀之助

来ル明治九年米国費世地費府大博覧会有之候

ニ付，私共家産陶器出品仕度奉存候。因之別

紙目録並ニ願書差出度候条，其筋江御副書被

為下度，此段奉願候也

明治八年亥一月

佐賀県下有国

深海墨之助

深川栄左エ門

辻勝 蔵

手塚亀之助

佐賀県御出張所

米国博覧会ニ陶器出品願之趣聞届候。形状，

商様等は其掛官員ヨリ委詳可及差図ニ付，承

合可申事

明治八年一月廿九日

〔資料3J

米国博覧会事務局判

陶器製造御用辻常明ヨ

リ之願書進達ニ付上申

当県下肥前国松浦郡有田山ニ於テ製造之陶器

之義ハ御国産有名之一種ニテ，右専業人之内

辻常明へハ兼テ御省御用ヲモ御申付有之次第

ニ候処，追々製造之工妙ヲ尽シ既ニ先年仏壊

両国ノ博覧会ニテモ第一等之褒章ヲ受候ニ

付，向這回米国博覧会ヘハ自費出品一層之名

誉ヲ増シ，永ク御国産ノ名誉ヲ保続セン為メ，

該地専業之者共即今協議ヲ遂ケ香蘭会社設立

候ニ付テハ，爾後御省御用之器物モ右会社ニ

於テ製造シ，精美ヲ極メ調進致度云々別紙之

通会社規則相添願書差出候ニ付取調候処，事

実相違無之。尤モ会社許可之義ハf![l今内務省

裏議中ニ候得共，不取敢別紙願書ハ進達候条，

宣敷御詮議被成下度，此段敢テ上申仕候也

明治八年四月十七日
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佐賀県令北島秀朝

宮内卿徳大寺実則殿

別紙願之趣朱書之通指令候僚此旨可相心得事

但当今諸御用品共其者ニ限リ申付候義ハ

無之候僚此旨兼テ可相心得，就テハ当省

御用 ト記載候標本L等相掲候義決テ不相成

旨為念可達置事

明治八年四月三十日 開

願

第五大区十二小区有田
宮内 省 御 用 陶 器 師

辻 常明

私儀

同区陶工深川真忠外二名ト申組候陶器会社願

御聞届被成下候上ノ、別紙歎願書並ニ会社規則

書 トモ

宮内省調度司御役所へ御進達被成下此段奉願

上候以上

明治八年四月

辻 常明印

佐賀県長官宛

歎願書

私イ義

旧佐賀藩之時先祖以来

禁裏献上陶器琶焼被申付白手焼其外柳家伝之

筋モ有之私迄代々相勤罷在候処，当御一新ニ

テ追々廃藩立県地方献上御差｛亭之末不相替

宮内省ヨ リ御用陶器調進被仰付冥加奉存相動

罷在候。然ル処当御時節柄ニ相成候テノ、御註

文之向モ重ニ西洋式之品柄多ク，右ハ兼テ家

伝之筋モ恰好ニテ且傍ニハ外国向ヲ家業重ニ

焼立罷在候儀ニ｛寸，是迄ハ格別御不都合無之

様調進仕居侯得共，一鉢陶器ハ於外国取分ケ

精美ヲ極メ候品柄之由， 然ルニ有田山陶品ハ

先年仏壊両国之博覧会ニテ第一等之褒美ヲ受

候ニ付外国人之受ケ宜敷，就テハ

宮内省御用品モ外国人権fJ接待ナドニ付テ殊ニ

l鹿目可致卜 尚又精良之品相揃様乍惨苦慮罷在
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候半，幸此節於有国兼テ製造同業之人々伎伺

相勝候者申合香蘭会社取立製造之進歩貿易之

永続ヲ可申合奉願置，私ニモ右手土ニ加入仕候

ニ付，前文之通

宮内省ヨリ私へ向ケ御用被仰付候品々，右会

社ニテ猶又衆知ヲ合セ互ニ長技ヲ尽シテ調進

仕候ハヘ抜率之御品可相揃ノミナラズ御便

利之筋ニ可相成ト奉存候。勿論私儀モ右会社

中ニ加入罷在候上ハ主卜ナリ申合柳農相之儀

無之様精々可申合候間別段御差支之筋無御座

候ハぐ右

宮内省御用品於会社焼立之儀筋々被遂御評議

御免許被下候様別紙相添此段奉懇願候以上

明治八年四月

佐賀県下有田

辻 常明印

〔資料4〕

陶器製造見込書

栄左衛門謹言ス。陶器ハ我邦名誉ノ物産ニシ

テ既ニ海外各国ノ貴重スル所タルハ亦論ヲ待

タサルナリ。栄左衛門カ家，此業ニ従事スル

麦ニ六世ナ リ。栄左衛門学識ニ之ク又見聞ニ

狭シ。然レトモ幸ニ父祖ノ業ヲ継キ，此無窮

ノ隆治ニ逢遇ス。庶クハ国家海獄ノ鴻恩ニ報

答スル者アラムト。是ニ於テ往年香蘭会社ヲ

設立シ，田各其規則ヲ創定ス。此時ニ当テ米国

費栓地費府ニ於テ万国博覧会ノ挙アリ。のチ

社員某ヲ派出シ海外ノ形勢ヲ観察セ シム。 尋

テ又仏国巴里斯府ニ於テ亦万国博覧会ノ挙ア

リ。是ニ於テ朗自ラ彼地ニ渡航シ，各国工芸

ノ進歩ト陶器製造ノ沿革 トヲ推窮シ，又各国

好l害ノ異同アル源由ヲ詳察シ，窃ニ以為ク，

陶器ノ；業ハ勉テ其精巧ヲ喝シ，又務テ其価格

ヲ平ニシ，之ヲシテ求メ易ク，又用ヒ易カラシ

ムノレニアラサレノ、，各国ノ製造品ト其雌雄ヲ

争フ能ハサルナリ卜。既ニシテ博覧会其局ヲ

了シ，莱年某月有田ニ帰到シ，益陶器ノ業ニ従

事シ，遂ニ製造場二棟ヲ新築シ，又揚石ノ；器

械ヲ据へ，先ツ試ルニ六馬力 ノ蒸気ヲ以之ヲ
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運転シ，未タ盛大ノ事業ニ至ル能ハサルモ，

製造旧習ヲー洗シ，無益ノ人力ヲ滅省シ，物

品ノ価格ヲ平ニシ，所謂求メ易ク，用ヒ易カ

ラシムルノ実効ヲ奏スノレハ日ヲ期シテ待ツヘ

キナリ。市テ去年ヨリ本年ニ至リ内国常用品

ノ注文亦梢盛大ニ赴キ， 随テ製スレハ随テ出

ツ。是実ニ旧習ヲ一新スヘキノ秋ニシテ，亦

各勉励自憤セサル可カラサルナリ。今ヤ各県

ニ於テ陶器製造所ノ輿ル，実ニ前日ニ荏倍ス。

之ヲ シテ互ニ薄利ヲ争ヒ，其価額ヲ賞フセハ

内国ノ適用ニ於テ独リ支障ヲ生スノレノミナラ

ス，或ハ各国ヨリ我日用品ヲ模造シ，却テ将

サニ我ニ輸入セムト為ス。是勢ノ最モ視易キ

者ナリ。 故ニ今日陶器ノ業ニ従事スル者，海

外ノ形勢ニ注意スヘキハ論ヲ待タス。文能ク

内国ノ事情ヲ洞察シ，所調求メ易ク，用ヒ易

キノ一点ヲ以製造ノ基礎トシ，傍商事上ノ区

域ニ進入シ，広ク内外ノ利ヲ製スルニアラサ

レハ，決テ陶器ノ業ヲ盛大ス可カラサルナ

リ。 是，栄左衛門カ一山ノ同職ニ先立チ蒸気

器械ヲ運転シ，人力ヲ減省スノレ所以ノ主義ナ

リ。抑方今甲乙両者ノ論説ア リ。 栄左衛門ニ

於テ未タ申立ク之ヲ可否スル能ハス卜!ilffi，甲乙

両説陶器ノ製造ニ関係スル最モ至大ナリト為

ス。其大要ヲ録スノレ。左ノ如シ

甲者ノ説ニ日ク。陶器製造人ハ輸出ノ品ニ

注意セサル可カラス。而テ輸出品ハ唯美術

ノ製造品ニ限キル者卜為ス。抑美術ノ；製造

品ハ固ヨリ多ク獲へキ者ニアラス。故ニ一

品ノ価千円或ノ＼二千円以上ニ至ノレ者極テ多

シ。果テ然ラハ雑品千箇ヲjl！命出セン ヨリ美

術品拾箇ヲ輸出スルノ利アルニ如カス。且

各国海関税ノ重キ実ニ至甚ナ リトセリ。加

之海上運賃ノ費用亦頗ル巨額ニ至ノレ。且各

国ニ於テ陶器製造所ヲ設立シ，各其業ニ従

事シ，其製造スル所ノ雑品園内ニ充満シ，

之ヲ外国ニ輸出セント スル者比々皆是ナ

リ。然ルニ我雑品ヲ運輸シ， 海関ノ重税ヲ

納メ，海上ノ雑費ヲ弁シ，仮令物品ハ完全シ

テ彼地ニ達スルモ， 彼地ニ在テハ至貴ノ物
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品タリ。主i：至貴ノ外国品ヲ買ヒ轍ク之ヲ日

用ノ雑品ニ使用セ ンヤ，蓋シ雑品ヲ以海外

輸出ノ目的トスルハ海外ノ事情ニ冨セサル

者ナ リ。是故ニ勉テ美術品ヲ製造シ，極テ

其｛面ヲ貴夕、ン，我固有ノ品位維持スルヲ以

其目的トスルハ是今日ノ職務ナリト云々

乙者ノ説ニ臼ク。陶器製造人ハ其製造ヲ精

巧ニセサル可カラス。又其価額ヲ正当ニセ

サル可カラス。各国ニ於テ我美術品ヲ愛玩
（カ）

スル殊ニ甚シク，一品ノ価数百金ヲ郷テ之

ヲ寅フ。然レトモ之ヲ買フ者多ク各国貴族

ノ手ニ1±1，旧年巴里新府博覧場ニ於テ尺余

ノ花餅一対ニシテ千円或ノ、八百円ヲ出，之

ヲ買フ者アリ。然ルニ閉場ノ後ニ至リ其概

数ヲ算スレハ美術品ニシテ外国人ノ手ニ販

スル者僅々拾余箇，市テ通常品ノ販売実ニ

美術品荏ニ倍セリ 。果テ然ラノ入 所調輸出

ハ美術精巧ノ物品ニ限キルト謂フ，量ニ其

理ナランヤ。且位界ノ広キ人民ノ移キ，我

邦ノ陶器ヲ好ム，未タ必ス（シ）モ所謂美術

品ニ限キ （ノレ）可カラス。今実際ニ就テ之ヲ

観ルニ凡外国人ノ我陶器ヲ好ム必ス之ヲ貴

重シ，尋常ノ飲食具及ヒ尋常ノ花餅ト雌，彼

ニ在テハ必ス貴賓ノ用ニ供シ，或ノ＼之ヲ坐

右ニ陳列シテ朝暮之ヲ愛玩ス。我日用品ト

視倣スモ彼地ニ在テハ 自ラ美術品 卜問視

シ，一盃一椀ノ如キモ皆之ヲ貴重セリ 。故ニ

日用ノ器具 卜雌トモ， 製造ヲ美ニシテ其価格

ヲ平ニセハ必ス多ク各国ニ輸出セン。而テ

輸出ハ独 リ美術精巧ノ物品ニ限ルト調フ。

是自ラ限キリ自ラ小ニスル者ナリ ト云々

以上甲乙ノ両説ハ栄左衛門ニ於テ鞠ク可否ス

ノレヲ得不ト雌，甲者ノ説ハ我香蘭社説立ノ主

義 ト全ク相反対セリ。乙者ノ説ハ我主義 ト大

同小異，方今ノ形勢ニ適スル者ナリ。且栄左

衛門現ニ外国ノ事情ヲ観ルニ凡各国ニ於テ我

陶器ヲ買フハ唯外国品タルヲ以，殊ニ之ヲ愛

玩スルノミ。価格ノ高低ヲ詳ニシ又製造ノ新

旧ヲ弁スル者議シ鮮、ン。偶外国ノ商人我地方

ニ来航シ，イ並々数品ヲ買ヒ携テ彼地ニ到リ ，
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其価ヲ百倍シテ之ヲ売ノレ。其之ヲ買フ者数百

金ヲ都テ自ラ怪マス。近世ニ至リ，各国相追

テ万国博覧会ノ挙アリ。我陶君主毎ニ場内ニ陳

列スルヲ得，而テ外国人ノ之ヲ買フ者始テ其

価ノ定度アルヲ知リ ，亦器物ノ日用ニ供スヘ

キヲ知ルニ至レリ。故ニ栄左衛門カ目的ノ、乙

者ノ説ニ基キ，美術品ヲ以自ラ限キラス，併

テ通常品ノ製造ヲ精巧ニシ，文其価格ヲ至当

ニシ， 0住之ヲシテ求メ易ク，用ヒ易カラシメ

ハ，陶器ノ業益盛大ニ赴キ，輸出ノ道又日ニ

増加スルニ至ルハ決テ疑フ可カラサルナリ

甲者ノ説ニ日ク。陶器製造人ハ各其門戸ヲ

張リ，旧株ヲ固守スルノ宿弊アリ。故ニ其

習弊ヲ一洗シ，至大ノ製造場ヲ建築シ，各

製造人ヲ一場ノ中ニ衆メ，之ヲシテ各其長

スル所ノ業ニ従事セシメ ，外国ノ注文ノ＼総

テ之ヲ該場内ニ受領、ン，衆力ヲ合シ，万国

ノ求メニ応セノ、，功速ニシテ，利随テ多カ

ラン。而テ陶器ノ製造従テ盛大ニ赴ク，亦

疑フ可カラサルナリト

乙者ノ説ニ日。陶器製造人ハ宜ク確実ノ会

社ヲ建設シ，衆智ヲ合シ，衆力ヲ併セ，広ク

内外ノ求メニ応スヘキナリ。然レトモ凡会

社ヲ訂スル強テ衆智ヲ合ス可カラス。又強

テ衆力ヲ併ス可カラス。互ニ相信スルノ厚

キ自ラ相来リ遂ニ始テ該社ノ組織ヲ為スヘ

キナリ。陶器製造ノ如キ各種労力ノ均カラ

サル者アリ，製造品ノ美悪同シカラサル者

アリ。故ニ最モ相信スルノ厚キニアラサレ

ノ＼強テ之ヲ衆合ス可カラサルナリ。且各製

造人ヲ衆メーノ大製造場ヲ新築セハ其費用

少ナキモ拾五万円ニ下ラス，多キハ廿万円

ニ至ル可シ。他県ハ姑ク措テ論セス。有国

一山ノ如キ窮僻ノ寒村ニ在テハ其所有ノ田

地山林ヲ膏キ其費ニ充ルモ，決テ其半額ニ

至ル可カ ラス。若シ官費ヲ以之ヲ建築セハ

弊害百出，必ス救フ可カラサル者アラン。

現ニ官費ヲ以製造場ヲ建築シ，官賞ヲ以器

械ヲ運転シ，官費ヲ以陶工ヲ使役セハ，陶工

ハ俄ニ其利益ヲ海。陶工ノ、俄ニ利益ヲ得ル

100 

7巻 1号（100)

ニ乗シ怠慢ノ情従テ生シ或ハ華奪ヲ極メ，

加之其製造スル所ノ陶器ハ之ヲ官府ニ委托

シテ其売捌ヲ為シ，仮令陶器ノ：未タ売捌ケ

サルモ陶工ハ轡キニ借受クル所ノ官金ヲ以

自ラ其引合ヲ為ス。而テ該製造陶器ハ勢必

ス官庫内ニ停滞スルニ至ラン。好商比機ニ

乗シ，其停滞物品ヲ運搬スルヲ以テ名卜シ，

遂ニ手ヲ外国人ニ借ルニ至ノレ。是亦勢ノ最

モ観易キ者亦注意セサル可カラサルナリ。

故ニ陶器製造ノ会社ハ宮費ヲ以集合セシム

ルヘキ者アラス。唯官ノ保護ヲ何キ，該社

ヲ意図ニスルヲ是要センノミト云々

以上申乙ノ両説ハ栄左衛門ニ於テ轍ク可否ス

ルヲ得スト雄，甲者ノ説ハ我香蘭会社設立ノ

主義ニ反対セリ。乙者ノ説ハ現今我香蘭社ニ

於テ将来ノ目途ヲ立，預メ有国一山ニ於テ必

ス五社若クハ八社或ノ、九社ノ会社ヲ組織セン

ト企望スル所ニシテ，亦能ク時勢ニ適スル者

トセリ。然レトモ此会社タル着実ニシテ萄モ

盛大ナルヲ要セス。労力ヲ重シテ有モ虚飾ニ

馳スルヲ要セス。加之明治初年ヨリ今日迄ノ

履歴ヲ考フルニ，仮リニ一会社ヲ結ヒ，一製

造所ヲ建築、ン，官府ノ資本ヲ仰キ，内外陶器

ノ事業ヲ振起セント欲セハ一山ノ人民必ス此

ニ競争シ，之ヲ賛成スル者十ノ七八ニ下ラス。

是其事業時勢ニ適当シ，人心ニ感触スル所ヨ

リ発出スル者ニ非ス。唯宮府ノ資本ヲ仰クヲ

以皆之ニ競走シ，唯其僕倖ヲ要スルノミ。栄

左衛門，此流弊ヲ察シ犀企テ屡止ム。蓋シ旧

俗ノ未タ洗除、ン能ハサル所アレハナ リ。今甲

者ノ説，索ヨリ著実ノ事業ヲ要スル如キ者ア

リトfilffi，所謂官府ノ資本ヲ仰クノ風，既ニ其

慣性ト為リタル次第ナレハ，実施ノ際旧弊再

ヒ生セサルヲ保チ難シ。是最モ注意セサル可

カラサル者ナリ

以上，甲乙ノ両説ニ付ーキ意見ヲ開陳スル大要

新ノ如キニ過キサルナリ。此外一二ノ事件ア

リ。 其要点ヲ開陳スル左ノ如シ

一，陶器ノ製造ハ素ヨリ遅速アリテ其製造ノ

期限或ハ確ク定シ難キ場合アリトE在，預シメ



事＇i磁会制（明治12～26年）に関する資料と解説（鎌谷）

一定ノ規則ナカル可カラス。徒ニ期限ヲ噴過

シ年月ヲ遷延スルカ如キハ内外ノ苦情ヲ招ク

者往々有之。窃ニ其実況ヲ考フルニ或ハ職工

ノ怠慢ニ出或ハ予備金ノ不足ニ係ル者アリ ト

!ilffi，其旧弊害ノ生スル所， 別ニ原因アリ。世人

唯之ヲ察セサルノミ。 凡陶窯ハ長サ三拾（間）

許，幅拾間許，数窯ヲ連接シテ之ヲ設ク。俗

之ヲ陶器釜ト調フ。陶器ヲ其窯内ニ入レ，松

薪ヲ以之ヲ焼ク。一窯ニシテ一次焼ク所ノ陶

器三千円ヨ リ乃至八九千円ナリ 卜為ス。而テ

有国一山ノ内陶工突7罪焼キハ必ス此釜ヲ所有

ス。然レ トモ一人ニテ之 ヲ所有セス。必ス

三名或ハ四名五名ニテ之ヲ共有ス。故ニ陶工

懇 ニ於テ各地方ノ注文ヲ受ケ，其製造品ノ

至急ヲ要スル場合モ他ノ陶工讐ニ在テ，未

タ製造品ノ整頓セサル場合ノ、強テ火ヲ其窯内

ニ入ルコトヲ許サス。 他ノ陶工ニ於テ至急ヲ

要スル場合，我ニ於テ未タ整頓セサル際ノ、又

同ク其期ヲ遷延ス。 是年月ヲl蹟過スル至大ノ

ー原由ナリト為ス。 栄左衛門カ協同釜ハ客年

ヨリ去年ニ至リ ，幸ニシテ火ヲ入ル一年間九

度或ハ十度ニ至Jレ。是実ニ十年来絶テナキ所

ノ盛事ナリ。其他閏年ニシテ五次或ハ六次ヲ

以常例 ト為ス。故ニ至急ヲ要スル器物ナリ卜

雄，三月或ハ四月ヲ閲スルニアラサレハ決テ

其結果ヲ見ル能ハサルナリ。故ニ今日ノ急務

ハ有田山中各会社ニ於テ別ニ陶窯一箇所ヲ建

築シ，其至急ヲ要スル陶器ノミハ之ヲ其各社

ノ陶窯ニ於テ焼立ハ，期限ヲl腐過スル弊害ナ

カル可キナ リ。今栄左衛門ニ於テ誠ニー箇ノ

小窯ヲ建築セリ。他日比説ノ虚ナラサルヲ証

ス可キナリ

一，職工賃金ノ日ニ貴騰ニ赴ク亦時勢ノ然ラ

シムル所，人力ヲ以之ヲ制止ス可カラスト雌，

問器ノ価格上ニ在テ其欝影ヲ生スル，之ヨリ
（カ）

甚シキ者ナシ。且甲ニ於テ之ヲ雇ハン卜欲シ，

乙亦之ヲ雇ハント欲シ，互ニ其賃銭ヲ競フニ

至ル。窃ニ各地ノ景況ヲ観ルニ西京，勢介し

紀州， 尾州ノ：地方，大略其賃金伯仲スルカ如

シ卜fill，西京ヲ以最卜為ス。伊州，尾州之ニ

次ク。紀州之ニ次ク。加州及ヒ備前ノ地方ハ

賃銭梢減シ，奥州ノ地方ノ＼亦最モ（誕し。而テ

我有田ハ西京ノ次ニアリト為ス。然レ トモ人

情ノ赴ク所，強テ之ヲ制止ス可カ ラサルナリ。

栄左衛門ニ於テ客年ヨリ雇人積金ノ方法ヲ設

置シ，雇人質銭ノ内ヨリ之ヲ積立，雇主ニ於

テ之ヲ保管セリ鞍戸製必要ニ 而テ雇人ノ陶

器ニ従事スル者，皆能ク安堵スルニ至ル。加

之今般陶器学校ノ設アリ。生徒学業ノ進歩ニ

従ヒ信lラ賃銭ノ差等ヲ定ム。而テ互ニ競争ス

ルノ宿弊従テ洗除スル者アラン。是亦注意セ

サル可カラサル者ナリ
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一，醇金価格ノ貴騰スル実ニ驚嘆スノレニ堪エ

ス。而テ陶器製造上ニ在テ其響影ヲ生スル亦

甚シ卜為ス。何トナレハ陶器ノ製造醇金ヲ用

ヒサルヲ得ス。而醇金ノ価格貴騰スレハ陶器

ノ価格亦従テ貴騰セサノレヲ得サレハナリ。故

ニ今日ノ急務ハ外国輸出品ニ注意シ，支那ノ

棒金或ハ外国ノ金貨ヲ用ヒ， 海外各国ニ輸出

スル商品高ノ 内ヨリ一割或ハ両者lハ必ス金貨

ヲ以其取引ヲ為シ，之ヲ実用ニ施行セノ＼我製

造スル所ノ、紙幣ニテ有田山中ノ圭土ヲ堀リ ，

有田山中ノ職工ヲ使役シ，而テ其製造器物ヲ

以，金弊ヲ得ルハ一時ノ急ヲ救フ良策ト謂フ

可キナリ。是亦注意セサル可カラサルナリ

以上開陳スル所ノ外，細小ノ事件アリト filffi,

復葱ニ賢言セス。凡我邦ノ物産，漆器，間器，

茶，蚕糸，蚕卵紙及ヒ織物ノ類，幾拾種類ニ

下ラス。然レトモ，茶，蚕糸，蚕卵紙ノ始キ

年々豊凶アリ，相場ニ変動アリ ，利ヲ制スル

実ニ難シ。銅器ノ、豊凶ナシ 卜難，陶ノ価原既

ニ至質，而テ各種ノ物品ヲ製造スルカ故，其製

造品亦従テ貴シ。漆ハ至貴ノ物質卜調フニア

ラス。然 レトモ，必ス他ノ物質ヲ借テ各物品

ヲ製造ス故，其品亦従テ貴シ。独リ陶器ハ員lj

然ラス。ーノ宝土卜加留基質ノ物質ヲ以各種

ノ器物ヲ製造ス。而テ価ノ生スル所，乃チ労

力上ニアルノミ。之ヲ無価ノ物質ヲ以有価ノ

器物ヲ製造スト調フ。決テ謹ヒサルナリ。故

ニ今日我邦ノ人民ニアリテハ此陶器ノ業ニ従
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事シ，広ク内外ノ須要ニ供セハ庶ク国家鴻恩

ニ答フル者アラン。是栄左衛門カ勉強シテ自

ラ止マサル所以ナリ。唯実際ノ運用上ニアリ

テ政府ノ保護ヲ仰カサルヲ得サル者ア リ。伏

テ葉クハ政府ノ此点ニ留意セラレンヲ。 是実

ニ望外ナリ。敢テ取捨セラルレハ幸甚ナリ

明治十三年七月叶日

深川栄左衛門謹言

主主：筆者の深川栄左衛門真忠は通説では8代目と

いわれている。中島浩気 『肥前陶磁史考』574

頁。

〔資料5J

香蘭社条約草案

資本金

但シ一株ニ付金百円ッ、ト定ム

此内

深川栄左衛門

三拾株 深海墨之助

三拾株 同 竹治

三拾株 辻 勝 蔵

三拾株 手塚亀之助

拾株 薮希望松尾儀助

拾株 久米邦武

拾株 人性追テ相定ムベシ

（注 ・株数欄は深川のみ空白）

右ノ資本ヲ以テ明治十二年一月ヨリ同十四

年十二月マテ三ヶ年間再度ノ結約ヲ定ムル

左ノ如シ

立社ノ目的

第一陶器ノ質ヲヨクスル事

第二陶器ノ形ヲヨクスル事

第三陶器ノ絵ヲヨク スル事

第四 中外ノ I警好ニ投スル事

第五工費ヲ減シ，価ヲ平ラカニスル事

第六 名誉ヲ保続シ，永久ノ利益ヲハカ

ル事

以上ノ目的ニ惇ルコトハ社中ニ於テ取用セ

サルヘシ

此結社ハ互ニ懇親ヲ以テ相約セル一所ナ
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ルヲ以テ入社金ヲ発ス。但シ社員ノ、年限中

ニ除名スルコ トナキヲ約ス

一， 年限中ニ資本ヲ増シ或ハ株ヲ分チテ社員

ヲ増スコ卜アルヘシ。其侍ノ＼社中三人以上

承諾ノ上タルヘシ

一，資本金ニテ賀入レタル物品ハ会社ノ所有

物タルコ卜勿論タルへシ

一， 陶器製造ニ関シ婆用 ノ隣舎器械等ヲ社中

ニテ所有セルモ ノハ会社利益ノタメ年限中

ハ差出シ置コトヲ約ス。但シ右ノ＼物品目録

ヲ製シ一々ニ公正ノ評価ヲシテ書載シオ

キ，其価ヲ算シ株金ノ内ニ立置，不足分ヲ

新調スヘシ

一，右物品ヲ会社ニテ使用中ニ段損シ或ハ修

覆ヲ加フ等ノ変化アルトキハ時宜ニヨリ 会

社ヨリ買求スルコトアルへシ。其時ニ猶前

条物品目録へ記載 ノ価ヲ不公正卜看認ルト

キハ更ニ評価ヲナスコ卜アルヘシ

一， 資本金ハ有国ニ於テ身元憶力ナル人ヲ択

ヒ預置，仮ニ銀行ノ務メ ニ当ラシムヘシ

一， 有国ヲ以テ本社ト 定 メ，本社中ニ製作

方 ・会計方ノ両科ヲ分チ，各主務一人ッ、

協議ヲ以テ定メ置へシ

一，製作方ニ於テハ専ラ製作及ヒ職工ノ懸ケ

引，給金ノ支給等責任ニアタルヘシ

一， 会計方ニ於テハ専ラ売買及ヒ銀行ノ受払

ヒ，用度ノ調理責任ニアタルヘシ

一，製作 ・会計ノ主務者 トナリ及ヒ専ラ製作

売買ニ従事スル社員ニハ相当ノ給金ヲ定メ

渡スヘシ

一， 株金ニ付テ利益ハ毎株均一ノ配当タルへ

、ノ

一， 製造 ノ品物ヲ定ムルハ社員中ニ公議ヲ尽

スへ、ン。就中製作 ・会計ノ主務者ニ於テ前

条ニ定メタル目的ニヨリ考量ヲ尽、ン，売口

ヨクシテ利益ヲ広マリ，務メテ損失ナキ様

ニ注意スへシ

一，一己ノ見込ミニテ製造スルコ卜ハ禁止タ

ルヘシ。但シ社員ノ承諾ヲ受，試焼スルコ

トアルへシ
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東京ニーノ支店ヲ置へ、ン。 其他横浜，長

崎等ニ於テ用途ヲ定メオクコトハ時宜ニヨ

リネ土中協議ヲ以テ定ムへシ

一，本社モシクハ支店ニ使用スルタメ社外ノ

人ヲ傭入ル、コトアノレヘシ。但会計ノコ卜

ニ関シテハ社員ノ監督ヲウクヘシ

一，時宜ニヨリ社外ノ人へ注文シテ製造セシ

ムルコトアルへ、ン。但シ会社ノ名誉ヲ損ス

ルコトナキ様ニ注意スルハ勿論タノレヘシ

一，銀行卜会計方トノ間ニテ金銭ノ支払ハ必

ス三人ノ証印ヲ受取ノレヘシ

但三人ノ証印トハ銀行ト会計主務者卜ノ

外二社中ヨリ一人ノ立会印ヲ受取ヲ云フ

ー，荷物送リ状， 荷物仕切目録ノ根帳及ヒネ土

名ニテ金銭ノ貸借ニハ必ス三人ノ証印ヲ受

取ルヘシ

一，会計方ノ小払，製作方給金支給等凡テ各

主務者ノ権内ニテ受払ヒスル金銭ハ二人ノ

証印ニテ苦シカラス

一，会社ト銀行卜ノ間ニテ金銭ノ受払ヒハ毎

月末ニ総計表ヲ作リ，其写シヲ社員ニ示ス

ヘソ

一，会計方ノ小払，製作方ノ受払及ヒ職工手

問高給金支給， ミナ毎月末ニ総計表ヲイ乍リ

社員ヨリ見留印ヲ受取オクヘシ

一，毎六ヶ月ニ荷物及ヒ仕切荷ノ総高ヲ総計

シ，帳簿ノ仕切総計表ヲ製シ，社員ニ示ス

＂＂、／

一，年末大仕切ヲナシ，利益ノ算計ヲ定メ，

配当ヲナスヘシ

ー，会社利益上ノ実際ニヨリ此条約ニ追加ス

ルコトアルヘシ

〔資料 6〕

定款

第一条

本社ノ名号ハ香蘭社卜称シ，本店ヲ肥前国松

浦郡有田町ニ設置シ，支店ヲ東京府下ニ設ク

可シ。尤！待機ニ寄リ横浜， 長崎等ニ代理人ヲ

置クコトアノレ可、ン。

第二条

営業ノ目的ノ＼陶器ヲ製造シ，中外諸国ニ販売

シテ其利益ヲ得，且ツ製造ノ陶器ハ其質ヲ

良好ニシ，其形チヲ善美ニシ，其画ヲ精巧ニ

シ，工費ヲ節減シテ価格ヲ平準ナラシメ，中

外人ノ稽好ニ応シ，益！：＜声価ヲ得ンコトヲ専

要トス

第三条

社中結約ノ人員及ヒ資本金高等左ノ如シ
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但第四条契約ニ拠 リ差出ス物品ノ価格共

金三千円 深海 墨之助

但前同断

金三千円

但前同断

金三千円

但前同断

深海竹治

辻勝蔵

金三千円 手塚亀之助

但前同断

金三千円 川原忠次郎

但前同断

以下差金社員
起立工商

差金高千円 会社代理松尾儀助

同金千円 久米邦武

金千円

合計金

第四条

百田恒右衛門

本社ノ資本ハ社員各自所有スル所ノ陶器製造

ニ要用ナル建物，器械等ヲ差出シ，之ヲ本社

ノ共有卜為シ，以テ各自差出ス可キ資本金額

ニ充ツルコ トヲ約諾セリ。イ衣テ右建物，器械

等ハ公平ニ評価シテ価額ヲ定メ， ]jlJ冊財産自

録ニ掲載シ置ク可シ

但本条ノ物品天災等ニヨリ耗失スノレコトア

ルトキハ都テ本社ノ損失タル可シ

第五条

前条同様ノ物品本社存続中差出シ其物品ノ利

用す阪暗記欝設造又ハ所得豊富品若干長

I~義先持雲ザニノミヲ本社ノ共有ト為シ，
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以テ利益高幾分ノ配当ヲ得ルコトヲ約諾セ

リ。依テ右物品ノ、社中総員ノ協議ヲ以其物品

ノ利用及ヒ所得ニ応シ，利益配当ノ歩合ヲ予

定シ，別冊出品目録ニ掲載シ置可シ

但本条ノ物品天災等ニヨリ耗失スルコトア

ルトキハ都テ所有主即チ差出タル社員ノ損

失タル可シ

第六条

本社存続ノ年限ノ、明治十二年一月ヨリ同十四

年十二月 7 テ三ヶ年間トス。尤満期ニ至リ社

中総員協議ノ上尚継続ヲ要スルトキハ更ニ約

定ヲ取結フ可シ

第七条

毎年十二月総勘定ヲ為シ，精算ノ上利益ヲ配

当シ又ハ損失ヲ割合フ可シ

第八条

利益ノ配当方ハ歩合予定 物品／利用又ノ、所得ニ応
J 配当ス可キ歩合ヲ予定

廷す／ノ分ノ＼其歩合ニ応シ配分シ，其他ハ各

自差入レタル資本金額炉7差入本社／共有ト為
タモノハ其物品ノ価額

二準シテ之ヲ配分ス可シ

第九条

損失ノ割合方ノ＼利益ノ配当ト同様タル可、ン。

万一非常ノ損失アリテ資本金額ヲ以テ償却ス

jレ能ハサル場合アルトキハ差金社員ハ其差金

高ニ隈ルモノトシ，其他ノ社員ハ各自ノ身代

ヲ尽シテ其損失ヲ弁償スルモノトス

第十条

社員一同相信シ相約スル所ノ結社タルヲ以テ

存続年限中ハ退社セサルモノト ス。万一社員

ノ中不幸ニシテ死去スルモノアルトキハ其相

続人ヲシテ依然此契約ヲ履行セシメ本社ヲ保

続ス可シ。文ネ土中総員ノ承諾スルニアラサレ

ハ後来新ラタニ社員ヲ加入ス可カラス。但差

金社員ハ自余ノ社員ノ承諾ヲ得テ其差金高ヲ

他ニ譲リ渡シ退社スルコトヲ得可シ

第十一条

本社ノ業務ノ、差金社員ヲ除クノ外，各自同等

ニ取扱フモノトス。但主務者ヲ選任シテ委托

シタル事件ノ、比限ニアラス

第十二条
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差金社員ハ各社員ノ所為ヲ視察シ，其利害ヲ

忠告シ或ハ時々諸帳簿ヲ点検シテ，其主務者

等ヲ監督スルヲ得可シ 卜雄トモ，本社ノ業務

ヲ管理シ或ハ社外人ニ対シ社名ヲ以テ契約シ

及ヒ其証書等ニ署名スル等ノコ トナカノレ可シ

第十三条

凡社員タルモノハ本社ノ為メニ専ラ尽力勉励

シテ其利益ヲ共受スルモノナjレヲ以テ，製造

陶器ノ新形，新画，其他薬加減，土合セ等ヲ

発明スルコトアルトキハ其新形，新画等ハ先

ツ本社ノ製品ニ用フ可シ。之ヲ本社ノ製品ニ

用ヰスシテ私業ニ用フルコトナカル可シ

第十四条

本社ノ＼第二条ニ掲載スル事業ノ外一切他業ヲ

営ム可カラス。又社員ハ本社ノ承諾ナクシテ

一己ノ利益ヲ謀ノレカ為メ本社ニ於テ製造セシ

陶器ノ新形，新画，其他薬加減，土合セ等ヲ

私ニ模製スルコトヲ禁ス。若シ背クモノアル

トキハ相当ノ償金ヲ差出サシム可シ

第十五条

総テ社名ヲ以テ金銭ノ貸借ヲ為ストキハ社員

強ま員三名以上ノ証印 ヲ要ス可シ

第十六条

本店又ノ、支店ニ於テネ土外人ヲ傭入シテ使用ス

ルコ トアルトキハ其人ヲシテ取扱ノ、シムル業

務ノ；権限，給料ノ金高及ヒ監督スル方法等ヲ

定ム可・ン。又各地ニ代理人ヲ置ク卜キモ同様

タル可シ

第十七条

存続年限ノ満期ニ至ルカ又ハ年限中万々不得

止事故アリテ社中総員ノ同意ニヨリ本社ヲ解

散スルトキハ，先ツ本社ヨリ社外人へ仕払フ

可キ金額ヲ完償シ，諸計算ヲ結了シタル後ニ

アラサレハ，仮令残余ノ金額アルトモ，之ヲ

社員ニ引取可カラス

第十八条

本社中製作方，会計方ノ主務者各一名ヲ選定

シ，製作主務者ニハ専ラ陶器ノ製造，職工ノ

使役，其給料ノ支給方等ヲ担当セシメ，会計

主務者ニハ専ラ製造陶器ノ売却方及ヒ金銭ノ
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出入， 雑費ノ遺払等ヲ担当セシム可シ。但此

主務者ニハ相当ノ給料ヲ定メテ支給ス可シ

第十九条

陶器ヲ製造スルトキハ会計主務者ニ於テ売先

ノ景況，利益ノ有無等ヲ考量シ，製造ス可キ

陶器ノ種類等ヲ定メ，社員一同勢ザノ協

議ヲ経テ其製造ニ着手ス可シ。但僅カノ物品

ヲ試製シ及ヒ社外ノ製造人等へ注文シテ製造

セシムル トキモ同様タル可シ

第二十条

本社資本現金ハ有田町身元髄カナル人ヲ選ミ

其金員ヲ預ケ置，入用ノ時々受渡スノレモノト

ス。此資金預リ主 卜会計主務者ト金銭ノ受渡

スルトキハ其時々会計主務者ニ於テ自余ノ社

員号譲歩員一名以上ニ告知シ，其検印ヲ要ス

可シ。而シテ毎月末日預ケ金受渡表ヲ製シ，

社員一同ニ報知ス可シ

第二十一条

会計主務者ハ毎六ヶ月毎ニ荷物及ヒ仕切荷ノ

総高帳簿ノ仕切総計表ヲ製シ，社員一同ニ報

知ス可、ン。又雑費ノ遺払，職工ノ給料等ハ毎

月末日総計表ヲ製シ， 自余ノ社員号譲歩員一

名以上ノ検印ヲ要ス可シ

第二十二条

社員ハ何時ニテモ諸帳簿其他ノ証書類等ヲ閲

覧スルヲ得可シ。尤不明瞭 卜思考スル廉アリ

テ其主務者へ質問スルコ卜アルトキハ其主務

者ニ於テ之ヲ弁明セサル可ラス

第二十三条

此定款中重要ノ条件ハ社中総員同意スノレニア

ラサレハ更改セサルモノトス。故ニ後来集議

ニ当リ，出金ノ多少ニ拘ラス，可トスル社員

多数ナ リト モ，否 トスル社員ノ少数ヲ束制ス

ルヲ得サル可シ

右条々約定ノ証トシテ社中総員記名調印スル

モノ也

明治十二年月 日

肥前国松浦郡有田町 深川栄左衛門

同国同郡同町 深海墨之助

同国同郡同町

同国同郡同町

同国同郡同町

深海竹治

辻勝 蔵

手塚亀之助

助

武

某

儀

邦
尾

米
松

久

何

商
理

町

江
北

什川

4
i斗
f

m起
会

区橋
十
口
小

ム
口
小東

注 ：；本資料の「定款」は加筆修正されており，乙

こに掲げたのは，加筆修正後のものである。

そのさい，第三条では社員l乙川原忠次郎を，

差金社員lζ百回恒右衛門を追加し， 修正してい

たが，末尾の記名調印のと乙ろではζの追加・

修正がお乙なわれていない。

第三条の資本金高・ 氏名の個所で，深川栄左

エ門の金高の欄，および合計金の欄は空白であ

る。
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