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〔資料7〕

盟約 書

一，結社盟約者満十ヶ年ヲ以テー限ト相定候

事

一，社則者衆議之上専ラ公平ヲ主卜シ，官之

許可ヲ受ケ，各自遵守シ，決而違背不可致

事

一，期限中，縦令如何様ノ情実有之候共，決

而除名脱社不相成候事
（ヵ）

但シ自ラ盟約ニ背キ妄ニ退社スル者罰金

壱千円社中へ可相納候事

一，結社盟約人員者内外之事ニ不限，常ニ同
（カ）

朋兄弟之義務ヲ以，親睦交際互ニ協力補助

可致事

一，臨時社則外ノ事件ハ必 ス各員集議之上可

相定事

以上

右之件々承知結約ニ付而者銘々自己之実印

ヲ押シ，確証之旨ヲ表スル者也

明治十二年夕日二月

* 1991年6月5日受理
林 東洋大学経営学部

手塚亀之助印

深海墨之助印

辻 勝蔵印

深海竹治印

河原忠次郎印
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親 i寄付

〔資料日 〕

定約書

一，建家井地所
τ企：：~

’e;;i:I., 

但シ建家其外附属品別紙ニ記載ス

一，陶器窯 六日

（カ）
但シ竹瓦葺

ー，7j( 般 弐挺付弐床

但シ唐雄三挺付藁葺

〆

布貸賃壱ケ年金弐百五拾円，毎年六月ニ可

相請取事

前記之通明治十二年第二月ヨリ来ル弐壱年

迄，先以満十ヶ年陶器製作所用ニ貸波シ候儀

相違無之候。但シ建物其外修繕之儀者貴社ヨ

リ相整可被成勿論，期限破約之儀有之間敷候。

最モ満期之上，右建物其外可然様示談可仕候。

の而定約書如件。

明治十二年夕日二月

製造所

本人 辻

保証人久富

手塚亀之助殿

深海暴之助殿

其タト

勝蔵印

竜円印



〔資料9〕

技術と文明

香蘭社分離願

長崎県西松浦郡有国香蘭社

深川栄左衛門

深海墨之助

辻勝蔵

手塚亀之助

深海 竹 治

私共儀

去ル明治八年官許ヲ得，香蘭社設立罷在候

処，今般社則改正実際施行ニ付，工商ト分離

致シ，高ノ、深川栄左衛門香蘭社之名目ヲ以テ

永遠ニ維持シ，工ハ深海墨之助， 辻勝蔵，手

塚亀之助，深海竹治合併ー製造所建設シ，専

ラ美術品之陶器製造名誉相求候様勉励仕度，

依テ宮内省御用ヲ始，当節大蔵省商務局ヨリ

御保護相成候試売品ニ付御拝借金，右陶器製

造所名目深海墨之助，辻勝蔵，手塚亀之助，

深海竹治四名へ被命候様，社員中遂示談候ニ

付，工商分離之儀御許可被成下候様，此段通

署ヲ以テ奉願候也

明治十二年三月

深 海 竹 治

手 塚亀之助

辻勝蔵

深海曇之助

深川栄左衛門

商務局長

大蔵省大書記官河瀬秀治殿

〔資料10〕

去々年米国博覧（会）帰朝

後見込之主意左ニ記裁ス

抑々香蘭宇土ハ是迄懇親上ヨリ取結，不規則ニ

シテ，実際有名無実之事而己多ク，其弊不

少。依テネ土之製作ヲ改革シ，辻家ニ合併，一

製造所ヲ設ケ， 改正シテ只管技術之進歩ヲ注

目シ，互ニ励ミ合，有国製作之基礎トモ可相

成様，各尽力仕候通集儀一定仕，各司愈奮発
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7巻2号（172)

即日ヨリ合併取掛ル之際，深川違約云々申出

ラレ候得共，我々ニ於テハ右合併シテ相当之

機械製造ナシ，工作原価ヲ滅シ，世ニ至重ナ

ル名誉ヲ保存シ，会社ヲ盛大ニスルハ合併製

作之有益ナルヨ リ外，可然目的無之処ヨリ シ

テ，再往深JI＼ト応接シ，右之旨弁解熱談ヲ乞

卜量産モ，深川日ク未タ時勢早クシテ向来之目

度ナキヨシヲ主張シ，到底合併会社之無益ナ

ルヲ陳スル市巴ニテ，更々承諾無之，実ニ遺

憾之次第ナレトモ止ヲ不得処ヨリ，四名除名

之儀ヲ申出候共，是以テ承引ナク，段々有固

有志輩之仲裁ヲ以テ自己ノ難渋申立ル而己ニ

テ，更ニ熟和之機無之。然ル央，内国博覧会

出品ニ付拝借金三千円之証書差出候様県庁ヨ

リ御差迫リ相成候ニ付テハ捺印手数之儀四名

丈ハ右云々中ニ村辞退仕候得共，一社員中捺

印無之テハ証書差出難キヨシ困難申立，右紹

介ニ依テ不得止捺印相整申候。其後，内輪云

々丈ニテ官府江除名之手数出来不申。是迄押

返香蘭社ハ表向之名而巴ニシテ深川壱人之物

之様ニナシ，分離ノ姿トナリ，深海兄弟 ・手

塚三名前文之目的ヲ失スルハ遺憾之儀ニ付，

猶精神不変，事業ヲ起シ居候仁コ候。サレト

モ官府江対シテハ表向従前社員ニ有之候処ヨ

リシテ百事不都合而己出来，去述内輪云々互

ニ恥辱ヲ 申上候訳ニ付，諸受引ヲ ナシ官府ヨ

リ之御注文 ・御用等之節ハ従前社員之名目ニ

テ御請申上候

一，去秋手塚上京致候処，前文去々年ヨリ香

蘭社云々相生シ居候ヨリ以来，不都合而巳出

来仕候ニ付テハ右社成立之初発，巨細御存相

成候御方々大ニ御心配有之，従テ如此ニテハ

是迄有名ナルネ土モ廃シテ今日ニ到リ 名分ヲ失

スル而巳ナラズ， 終ニハ有国一山之不幸トモ

移行可申，返ス々々モ遺憾之儀ニ付，意中ニ我

意ヲ押，和熟シテ此節在京中ニ改正規則ヲ以

テ官府江再願御保護ヲ抑キ，向後不都合無之

様有度旨ヲ懇々諸員ヨリ御深切ナル御説得ニ

預リ侯ニ付， 難有E恥入次第ニ候得共，深川在

仏中ニ付帰朝之上ニテ可然熟談仕，合一改正



精磁会社（明治12～26年）IC関する資料と解説（鎌谷）

之儀如何トモ差分ケ出願可仕ナ レトモ，留守

中故ニ，若シ同人不承知之儀モ難計候得者何

分辞退ニ及段，其事情申述猶予ヲ乞候得共，諸

員日ク深川留守中ニ依テ及辞退段一時尤ニハ

侯得共，至重ナル事件ニ付，幸イ上京之機会ニ

是非々々和熟之道相付ケ， 一極 卜ナシ一定仕

候半而ハ，只様有名無実ニ落入札互ニ恥ヲ専

ラ世人ニ知ラシムルニ当ル可シ。就而ハ此社

之初発成立ハ美術上ヨリ取結，各尽力之効幾

分歎相立，海外ニモ声誉ヲ得タ ノレ一社ナルニ，

今更空名トナリ，始アリ終ナ クテハ如何ニモ

可惜事ナラズヤ。第一官府ニ対シテモ弥ケ上

不都合相生シ候訳ニ付，相互ニ我意ヲ去リ，精

神タル名誉ヲ先キニシ，一面目ヲ改メ，厳正ナ

ル規則ヲ定，合併シテ互ニ相助ケ相励ミ，著シ

ク会社之盛大ヲ昔｜ルハ重要之論ナ レノ＼深Jll

ニモ尤欲スル処ナル可シ。同人帰朝仕候半ノ、，

直ニ前文之件々実際其情実ヲ能々説得仕候得

者，第一深川ニモ名誉ヲ好ム性質ナル故ニ，此

改正一儀ニ於テハ決テ違背有之間敷様相考へ

候間，其亘リ懸念ナク社之精神タル見込ヲ以

テ官へ歎願仕，御聞済相成候半ハ是迄之不和

ノ＼却テ薬石トナリ， 一洗シテ向来技術進歩之

目的モ自然ト相立且利益ヲ受ル筋ニモ至ノレベ

ク段，当然理ノ赴ク処ヲ以テ御説諭ニ預候ニ

付， 素リ我々ニモ精神名誉上ヨ リ取結候右社

ナレノ＇・IW~ モ空名ナノレ事ヲ不好， 月二日 ヲ追フ

テ会社ヲ盛大ニ及スハ初発ヨリシテ欲スル処

ニ候得者，再三諸員之御理解御進メニ任セ，兼

テ志願タル目的事情ヲ相認メ，御保護ヲ得度

旨ヲ御局江懇願仕候処，速ニ御間済相成，美術

品御試売拝借御下金相成難有奉存候。依テハ

直ニ手塚生帰山仕， 早速右之件々社員中へ集

儀ヲ遂候処，誠ニ我々之赤心幾分欺官府ニモ

相貫キ御保護ヲ得候段，此上モナク仕合卜殊

之外相悦，奮発不能申ニ，無論大変革ニ取掛

リ，去々年目的之通辻家ヲ以テ製造所トナシ，

両家合併己ニ二月一日ヨリ速ニ開業仕候。然

ノレ処同十三日深川帰宿相成候ニ付，前件香蘭

社改正之一儀，官府ヨリ御保護ヲ 得タル手
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続，有固有志輩之紹介ヲ以テ弁解，合体之示

談仕候共，深川日 ク合併会社ハ到底出来不

申。巳ニ去々年云々之瑚除名被致候人々ナレ

ハ，香聞社名ニ於テハ自分維持スル物ト心得

罷在レノ、，衆人之関係無之筈也。然ルニ自分

留守中社名ヲ以テ願方被致候段，心得カリタ

シ。尚君之製造所ノ、一種之別名ヲ以テ分離致

呉候様返答ニ付，再往和熟之儀ヲ相談仕候へ

共，只々去々年互ニ議論之憤怒而己申立，一

向解タル様子ナク，合体之無益ナルヲ陳スル

マデニテ，更々熟和之機無之，去迎香蘭社名

ヲ問、テ御試売品之御保護ヲ請候上ハ我々之専

断ニテ差分ケ侯儀ニモ不到。素ヨリ宮へ除名

之手数ノ＼無之テモ右香商社名ハ深川壱人之物

ニ帰スベキ欺，如何落着仕候テ宜敷哉。芳困

難罷在候条，奉恐縮候得共，前件之次第格別

之御評議成被下度，此段御伺申上候也

明治十二年夕日三月

〔資料11〕

肥前有国香蘭社員

約条書（写）

手塚亀之助

辻 勝 蔵

深海墨之助

同竹治

商務御局御試売御委托品取扱方ニ付，香蘭社

代理手塚亀之助 ト起立工商会社トノ間ニ取結

ヒタル約条，左ノ如シ

第一条

御試売品製造方ニ関シタル一切ノ件ハ起立工

商会社ニテ其責ニ任ゼザ、ルベシ

第二条

該品商務御局ノ御検査及御委托ヲ差是ルベキ為

メノ手数ノ、起立工商会社ニテ心配スベシ

第三条

街］試売御委托品ハ当地ノ；荷造リ船積ヨリ彼地

ニ於テ売却7 テノ総テ，手数ハ起立工商会社

ニテ負担スベシ

第四条



技術と文明

該品要スル内地運搬費ヲ始，米国ニ至ル運賃

及輸入税保険料其他一切ノ費用ノ、起立工商会

社本支店ニテ無利足ニテ立替置ベシ

第五条

該品ノ原価ハ製品原価エ第四条ノ諸費ヲ凡ソ

見積リ 加算シテ原価 ト定ムベシ

第六条

手数料ハ総テ売価百分ノ十五管目ニ付ヲ起立

工商会社ニテ領収スベシ

第七条

該品販売方ニ於テ損益ヲ生スルトモ，起立工

商会社ニテハ一切其責ニ任セザ‘ルベソ

第八条

該品販売済ノ上ハ売上惣金額ノ内第四条 ・第

六条ノ諸費ヲ引去，其残額ヲ先以商務御局江

起立工商会社ニ於テ上納致置ベシ

第九条

起立工商会社ニ於テノ、販売品勘定書ハ明了ニ

相仕組，逸々香蘭社ニ通告スベシ

右之通結約シタル証トシテ左ノ連名之者其姓

名ヲ 自記シ，併テ調印シ，双方一通ツツ取持

致置候也

明治十二年七月廿六日

長崎県管内

〔資料12〕

肥前国西松浦郡有田村

香蘭社惣代手塚亀之助⑮

東京府内

京橋区木挽町六丁目八番地

起立工商
松尾儀助⑮

会社頭取

陶器製造趣意書

肥前有田皿山ノ陶器ハ三百年来ノ製造ニテ，

内国用ノ品ノ＼己ニ十分ノ度ニ逮セシヨリ，各

国ニ輸出シ，既ニ米国費府博覧会後ノ、一層ノ

声価ヲ得タリト量産モ，未タ輸出 ノ数ヲ増殖セ

シ実効ナ・ン。之レ他ノ原因アJレニアラス。外

国適応ノ品ヲ製造スルハ職工ノ慣習セサル処

ニシテ，徒ニ無用 ノ工手ヲ費シ，且焼立方ニ

7巻 2号（174)
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モ冗費ヲ重ヌノレヨリ，品価不廉ニシテ，到底

彼国好事家ノ翫好ニ供スルニ止リタ レハナ

リ。既ニ費府博覧会ノ際，出張員ノ内起立工

商会社頭取松尾儀助，香蘭社惣代手塚亀之

助，深海曇之助トモニ此ニ見アリテ，名々実

検上ヨリ再応商議セシニ，爾後製造ノ方向ヲ

転シ，重ニ彼国日用ノ諸陶器ヲ製造シ，価格

ヲ廉平ニシテ輸出ナサパ，必ス確実ノ 商業卜

ナリ ，従テ輸送ノ高モ年ヲ逐テ莫大ニナリ， 自Z

度国産ヲ振起シ，順次輸出増殖 ヲ得ヘクト ノ

所見アレトモ，如何セン，製造方ヲ改良セサ レ

ハ，此目的ヲ貫徹シ難ク ，製造方ヲ改良スル

ニハ第一ニ一種ノ品ヲ数万モ製造シ，職工手

慣レサレハ価格廉平ニ至ラス。然ニ， 一種数

万ヲ製造スルニハ原土，絵薬，薪木ヲ始トシ

テ諸道具ニ至迄，一切具備セザル可ラ ス。是

何分自力ノ及フ処ニアラサルヨリ遷延シ，今

日ニ至リタ レトモ，現ニ国産振起ノ途ヲ得ナ

カラ，之ヲ放事11!スルハ遺憾 ノミナラス，国民

タル者ノ義務ニ於テモ亦恥ツベシ。殊ニ起立

工商会社ノ如キハ素ヨリ ，特旨ノ御保護ヲ象

リ成立タルモノナレハ，最モ苦慮 ヲ尽セ シモ

終ニ素志徹底シ，今般商務御局ノ厚キ御保護

ニ依テ，金額三万円余ノ日用品ヲ手塚亀之助

外四人ニ注文シ，内以テ製造 ノ額ヲ増進シ，

価格ヲ廉平ナラシメ ，外ノ＼以テ広ク日用汁器

ノ需要ニ応シ，声価実益相共ニ開進セシメン

トス。愛ニ於テ手塚亀之助外四人ハ此意ヲ体

認シ，製造熟達ノ者ヲ集 メ，資本ノ欠ヲ補

ヒ，従来製造ノ方法ヲ改良シ，西洋及ヒ支那

製陶器ノ価格ニ超過セサルヨウ極メテ価ヲ廉

平ナラシメ，同心協力，輸出増殖ノ 目的ヲ遥

シ，上ハ御保護ノ万分ーヲ奉酬シ，下ハ嵐利

ヲ永遠ニ計ラントス。故ニ此趣意ヲ守ランヵー

為書記シ，各連署シテ双方一冊ッ 、所持スル

モノ也

明治十二年九月

起立工 商 会社固

頭取 松尾儀助 ＠

副頭取若井兼三郎⑮
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肥前国西松浦有田大樽町

手塚亀之助 ⑫ 

深海墨之助 ⑪ 

深海竹治⑫

辻勝蔵⑪

川原忠次郎 ⑫ 

約定書

起立工商会社ト肥前有国大樽町手塚亀之助

外四人卜海外各国適応ノ諸磁製造方ヲ結約

スル条款左ノ如シ

第一条

起立工商会社ノ＼内国諸物品ヲシテ広ク海外ニ

輸出シ，本邦ノ工商ヲシテ益旺盛ナラシムノレ

ヲ義務トスルガ為メ，別紙製造趣意書ニ掲ケ

タル如ク有国皿山陶器ノ 製造ヲ改良シ，価格

ヲ廉平ニシテーノ国産ヲ興サント企図γ，別

紙ノ通各国日用品其他適応ノ品物ヲ注文ス。

手塚亀之助其‘他ノ被求者モ国産振起ニ注目

シ，趣意書ヲ承リ ，求需者注文ノ意ヲ十分満

足セゾムベシ

第二条

求需者ハ被求者ヨリ出シタル製造費用，見積

書及注文品前金受取順序蓄トモニ確実卜見認

メタルヲ以テ，被求者ノ請ノ如ク払渡スモ ノ

トス。故ニ被求者ハ年五分ノ利子ヲ払フベシ

第三条

被求者ノ、求需者注文ノ如ク当十一年 卜月ヨリ

製造ニ着手シ，拾三年九月ヲ限リ，皆製出／

期卜定メ，製品出来ノ度々輸送スベシ

第四条

物品箱代，荷鮮費及横浜迄ノ運搬費ハ被求者

ニ於テ製品元価ノ分ヲ以テ仕払フベシ

第五条

注文品送致ノ節ハ明瞭ナル目録卜船積証書ト

ヲ併セテ被求者ヨリ速ニ求需者へ郵送スベン

第六条

物品運搬途中，非常ノ災害ヲ象リタル時ハ物

品損害ノ代価ハ之ヲ折半シ，双方ノ損耗ニ相

立ベシ。葦シ着荷ノ上求需者ノ過誤，失錯ヨ
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リシテ損害セシハ素ヨリ求需者ノ損失タルベ

シト量産モ，荷詰ノ翁悪ヨリシテ逓送中監損ヲ

生セシハ被求者ヨリ弁償スベシ

右ノ条々結約シタル証トシテ左ノ速名ノ者，

各其姓名ヲ自記シ併テ調印シ，双方一通ッ、

所持致候也

明治十二年九月

〔資料13〕

東京木挽町六丁目

起立工商会社団

頭取松尾儀助 ⑮

副頭取若井兼三郎⑪

有国上幸平町

精 磁 会 社 固

肥前西松浦郡有田大樽町

手塚亀之助 ⑫ 

同 泉山

深海墨之助 ＠ 

深海竹治⑪

上幸平町

辻 勝蔵 ⑫ 

大樽町

川原忠次郎 ＠ 

精磁会社前途目的ニ付

フレンチ氏ノ意見

第一，有国磁器製造用ノ土質ハ其美名兼テヨ

リ間キ及ビシ処，来着後始メテ之レヲ見ニ，

其土質ノ粋美ナルニハ誠ニ驚ケリ。且他所

製造場ニテハ通例各所々産ノ土ヲ集メ調合

スルモノ多シ。然ルニ此有田ノ土ハ天然其

質ヲ有シタルハ他ニテ余リ見ザルモノトス

第二，兼テ諸君ノ御承知之通リ ，余ガ商売ハ

食器道具ノ如キ需用品ノミヲ営業スルヲ以

テ横浜着以来各所陶器製造所ヲ巡回シ，其

製造ノ品ヲ見ルニ，皆美術審イ多物ニシテ，

余力。意ニ叶フタルモノ甚稀ナリ。適々需用

品ニ属スルモノヲ見ルモ，其価ヲ問ハス，

其製至テ組漏ニシテ，英国ヨリ得ルホテル

用ノ安物ニヲトレリ。然ルニ此地ニ来 1)' 
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始メテ貴社製造ノ磁器ヲ見lレニ，其形貌 ・

絵様ハ未タ充分ナラズ卜雌トモ，其質ノ堅

固ニシテ其技巧ノ美ナル，実ニ余之意ニ適

セリ。今此時ニ際シ形貌 ・模様ニ充分御注

意アリ テ，各国製造ノ価格ニ比較シ，能ク

其計算ヲ立テ製造スルニ至ラハ，往々盛大

ノ産出 ヲ見ルコト疑ヒアルマジ

第三，過日来貴社製造法ヲ熟視スルニ，最初

泥土ヲ製スルニ当リ不用物トシテ川中ニ捨

テラル、砂糟ノ如キモノ，至テ多シ。之レ

全ク人力ニテ土塊ノ充分ニ破砕セザルニヨ

ル。又本窯中ニ於テ焼損ノ多キハ，ーハ本

窯築造ノ充分セザルニ基クト雌トモ，過半

ハ泥土或ハ土器製作等ノ皆ナ人力ニ出テ，

機械ノ如ク其製造ノ常ニ一機セザルニヨ ル

ナラン。今此等ニ適応スル機械ヲ使用セ

ハ，其製品破損ノ砂カラザル耳ナラズ，万

事製作ノ都合ヲ益スノレコト多カルベシ

第四，貴社製品ノ絵様ノミナラス，之迄各所

ニテ見受ケタル画付ノ＼現今日本流行ノ商風

カハ知ラネトモ，至テ狼俗ニシテ勢ナク，

如何程精神ヲ込メタル級密ノ画ト難ト モ，

勢ナケレハ死物ト同様ニテ其趣キナ‘ン。依

テ向後ハ無理ニ級密ナルヲ要セス。色合ノ

能クキワダチテ剛胆勢アル画風ヲ主トシ，

欧米人ノ意ニ適スルモノ ヲ得ハ，其上等品

ニ於彼我手業ヨリ成立画様ヲ比較シテ，欧

洲製ヨリ有利タルハ明カナリ 。然レト モ染

付其他通常品ニ於テ機械ヲ用ヒ ，其絵様ヲ

函クノ事業ニ至リテノ、中々日本人ノ及パザ

ノレ所ナリ。能々御注意アリタン

第五，有国従来之本言葉ヲ見jレニ，其築造多年

之経験ヨリ充分全備シタルモ ノト見倣ス卜

雄トモ，焼損ノ他ノ製造所ニ比シテ多キヲ

見レハ，未タ行キ届ザル所ア リテ，火度ノ

一様ナラザルニヨルト見ユ。イ衣テ西洋ノ形

ニ倣ヒ，此ノ不足ヲ補ハ、大ナル便利ヲ見

ルベシ。然レトモ，有国本窯ノ火度ハ他所

ヨリハ余程強ク覧ユルヲ以テ，本窯築造用

ノ瓦ハ過日余ガ諸君ニ依頼シテ試験ノタ メ
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製シタル錬瓦ニテ試ミナリタシ

第六，御話シノ如ク貴社御雇ノ職工ハ製造法

ノ改良ニ余程御注意ア リタルト 見へ， 能ク

外国向キノ需用品製作ニ慣熟シ居レリ。 余

始メテ当所ニ来リ，貴社製造所ヲ一覧シ，

諸職工ノ皆ナ食器道具ノ如キ需用品ノミヲ

製シ，ーノ花瓶ノ如キ蒼｛多物ノ製造ナキヲ

見テ，諸君一致シテ能ク此ノ一方ニ御勉励

相成コト，心中ニ於テ感服セ リ。然レトモ

今迄製造ノ品ハ其形状 ・模様余リ好マシカ

ラズ。今ヨリ比二ノ欠点ニ御注意アラハ，

全備シタル需用品ヲ製造ナルコト疑ヒナ

シ。且価ノ見積書ヲ拝見スルニ，仏国製ノ

モノ ニ比スレハ未タ高価ニ当ルモノ多、ン。

此価ニテモ上等向キノ分ハ売捌キ得ルコ卜

疑ナケレトモ， 今少シ安価ノ物ヲ製造シ，

往々盛大ノ輸出ヲ御企テナラノ、，此ノ慣熟

シタル職工ニ適当ナル機械ヲ与ナパ，其製

造ノ便益ヲ加フルノミナラズ，之レヨリ シ

テ製造ノ順序モ整ヒ，御互ニ勉励シテ後来

之栄盛ヲ望マシケレ

〔資料14〕

御用陶器代前金拝借願

当精磁会へ追々洋食御器御註文被仰付，御蔭

ヲ以右器皆式製作ヲ遂候通 リ工技致進歩，殊

ニ先般仏国セーフソレ製金模様洋食御器ノ 見本

御下渡シ，製造被仰付候儀ハ外国ニ対シテモ

名誉ニ有之，且其節代｛面前金拝借奉願候処，

篤キ御評議ヲ蒙，三分ノー拝借被差出，即ヨ

リ製作ニ着手，御厚恩重々難有奉存，勉励罷

在候。此上何歎願立候儀甚奉恐縮候得共，当

会社是造洋食陶器製作ニ苦心鍛錬致シ候ハ御

用弁ノ筋ノミニ無之，是ヲ以テ外国へ輸出 ノ

端ヲ開キ，一廉ノ御国益ヲ興度素志ニ有之。
（カ）

然ル処去年夏米国波士敦ノ豪商「フレンヂ」

氏渡来シ，右ハ数世陶器ノ大問屋ニテ有名ノ

商家ニ有之。其頃御勤務ノ佐野大蔵卿殿，品

川農商務少輔殿御面会ノ節，御国産輸出ニ付

テ御申合メノ儀モ有之候由ニテ，諸府県ノ陶
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器所巡回ノ末有田へ罷越シ，現地ノ製作一見

シ，当会社製造ノ洋食器ハ将来米国へ向ケ盛

ンニ輸出スヘキ見込有之趣ニテ，猶又製作方

ニ改良ヲ加フヘキ廉々懇切ニ相示シ，当秋マ

テニ見本品ヲ荷送致シ候様厳約シ，帰国被致

候。イ衣テ差付ヨリ漸次ニ改良法ニ着手シ米国

へ輸送スル見本品ヲ種々製作相試候処，当金

融必迫ノ時節ニ際会シ，有国ノ如キ山僻ハ猶

更融通ノ道絶へ，言語ニ絶シ候程ノ困難ノ場

面ニ立到 1），夫述「フレンヂ」氏へ違約ニ移

行候テハ，最初ヨリ外国ニ信用ヲ失ヒ，是迄

ノ苦心モ水ノ泡ト相成ヘクト焦心苦配ノ末ニ

御座候。依之甚奉恐縮候得共，御註文ノ金模

様洋食御器代価最前拝借ノ残高金（空白）円，

此際破格ノ御評議ヲ以テ皆式前金拝借被仰

付，即今困難ノ場合ヲ御助勢被成下度，右ハ

是造類例モ無之御儀トハ奉存候得共，前文ニ

申上候通リ外国豪商ノ厚意ニ対シ信用ヲ固ク

シテ，将来外国へ盛大輸出ノ端ヲ啓キ，且製

造法ヲ改良シ，御用陶器満足調進ヲ遂ケ候大

事ノ際ニ用立候資本ニ有之事実ヲ厚ク御洞察

ヲ差是リ，別段ノ御保護奉仰度，勿論御注文ノ

御品目限中無相違調進可仕儀ハ蛇度保証人ヲ

以テ奉願候。尤前文ノ趣意ニ付テハ農商務御

省へモ歎願申上置候ニ付，委細ノ情実ハ彼御

省ヨリモ御照会有之事ト奉存候条，何卒願之

通御間済被下侯様，重畳泰懇願候以上

明治十五年七月

宮内御省調度課御中

〔資料15〕

精磁会社惣代

手塚亀之助印

陶器製造器械据付資本金願

当精磁会社社員儀，以前ヨ リ陶器製造ヲ以テ

渡世致シ，宮内省御用品調進被仰付並外国輸

出品ヲ重ニ製造罷在候処，従来輸出スル所ノ

花瓶香炉類玩好著廃品ニテハ好尚時々ニ変シ

確乎タル商品トナルヘキ見込無之，何卒日用

必需品ヲ製造シ，連続輸出ヲ逐ケ，一箇ノ；御
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国産トナシ度存念ニ有之。先年米国費府万国

博覧会ノ節，彼国へ渡航シ，製造物並ニ商売ノ

景況一覧致シ侯処，食卓用ノ陶器一式ニテモ

年々莫大ノ輸出高 ト可相成見込ニ有之。帰国

後当会社ヲ締約シ，御用品及別段注文品ノ外

ハ専ラ食卓器ノ製作ニ従事スヘシト ，断然方

向ヲ一定致シ，其頃商務局ヨリモ勧奨ヲ象リ ，

直輸販売ハ起立工商会社 ト連合シ， 爾来練土

ヲ以テ匝鉢ヲ製シ，石膏型打ノ法ヲ取用シ，

其他種々ノ改良ニ苦心致シ，頗フル資本ヲ郷

チ候末，去年内国勧業博覧会ニ出品致シ，進

歩二等賞牌ヲ賜リ候。其節米国波士敦府陶器

大問屋「フレンジ」氏渡来シ，会場ヲ観察致

シ候処，是マテ御国陶器ハ惟骨董家ノ好ミニ

供スル品ノミニテ，此節始メテ純粋ノ問器商

人渡来致シ侯処，会場ノ出品中当会社ノ出品

ニハ柳カ見込モ有之由申居候処，其節博覧会

事務官長御奉職ニテ同氏御饗応ノ節，委細御

依頼ニ相成候由ニテ，同氏猶又尾張，京都ヲ

巡回ノ末有田へ罷越シ，当会社ニ於テ日用必

需品ノ製作ノミニ従事スルヲ以テ甚タ喜ヒ，

猶又社員中へ製造ノJi漬序ヲ尋問、ン，改良ノ筋

ヲ陳示、ン，夫カタメニ四十余日間逗留ノ末，

雨後ハ彼店ニ引受ケ，日本陶器ヲ売店ノ一種

ニ備度ニ付，来年迄ニ見本品ヲ送リ，猶呉々

モ製作ヲ整頓シ，品質ヲ美ニシ価格ヲ引下ケ，

向来盛大ノ輸出ニ至ラン コトヲ相互ニ楽ムヘ

キコトヲ約シ，猶文其意見ヲ閣下へ佐野大蔵

卯II閣下連名ニテ呈シ，帰国致シタル義ニ御座

候。抑日用品ノ製造ハ従来一箇人ノ技好ニテ

成ル玩弄蒼麟品トハ相異シ，器形略一定シ価

格至テ廉平ニ有之，品質完良ニシテ幾箇ヲ並

ヘルモ均一ニシテ，且製造連続シ，輸出多量ナ

ラサレハ真ニ貿易ノ端ニ就キ難ク，比主意ヲ

遂クルニハ製造場ノ体面ヲナシ， 数百ノ職工

皆一心同体ノ働キヲナサシメサルヘカラス。

因リテ「フレンチ」氏ノ意見ヲ篤ク及相談候

処，此上猶又土捺其外肝要ノ部分ニ器械ヲ据

付，之ニ碁ツキテ工場ヲ建テ，製作ノJi頂序ヲ

整正シ，西洋式ノ窯ヲ改築セハ今ヨリ一層磁
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質ヲ美ニシテ，価格モ欧洲卜平均スルニ至ル

ヘキニ付，右機械ヲ同人懇意ナル仏国リモー

ジュ府ノ器械製作場へ間合セ候末，去ル五月

返書到来，器械皆式原価凡弐万五千仏ニ上ル

由。此外砕泥盤，蒸気鑑並運搬費等ヲ加へ，

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。型警暴然ル処，前文ノ通結社以来，

匝鉢，石音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，最阜三周年ヲ

経過シ，未タ真ノ輸出ノ端ニ就カス。近年陶

器ノ輸出ー頓シ，本年ニ至リテハ巴ニ半価ニ

低減シ，夫カ為メ製品ハ庫底ニ推積シ，資本

ノ繰回シニ苦記ノ半ニ有之。幸宮内省ヨリ追

々食卓器御用被仰付，其他各会社ノ注文品等

ニテ押々製作ヲ取続キ罷在。本年ハ右「フレ

ンヂ」氏へ向ケ約束ノ通見本品ヲ可差送卜即

今7 テ苦配致シ，可也ニ製造資本ヲ取続候程

ニテ，前陳ノ器械取入レ，工場改造等費三万

円ニ於テハ更ニ調達ノ見居無之。然ル処，右

ハ磁質ヲ美ニシ，製造ヲ敏捷ニシ，価格ヲ引

下ル等，最モ緊要ノ眼目ニ有之。己ニ見本品

ヲ輸送致シタル上ハ是非共其装置ニ取掛ラス

候テハ不相済場合ニ切迫致シ候処，方今内国

金利ノ高貴ニテハ未タ一応ノ経験モ歴スル器

械ノ為メニ過分ノ利息ヲ嵩ミ候へノ、夫カ為

メ価格却テ騰貴スルニモ移行へク，夫述此侭

ニテ経過スレハ本年「フレンヂ」氏へ見本ヲ

仕向ケ候トモ，製作上緊要ノ条々相挙ラスシ

テハ，此後引続キ荷送 IJ致シ彼地ニ販路ヲ開

クニハ至ラス。 却テ同氏へ違約ノ姿ニ相成
〔力）

1），益御国人ノ不信用ヲ外国ニ受クヘク，僅

三万円ノ金額ニ差支へ，此節ノ好機会ヲ委棄
（力）

シテ御国産輸出ノ途ヲ饗キ候節ハ甚苦々敷次

第ニ御座候。依之，此節柄容易難奉願候へト

モ，御省ニ於テ執レノ筋ヨリカ右器械並ニ工

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。左候へハ三年間拝借

使用ノ後ニ至レハ職工練熟シ，且米国販路ノ
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景況モ開ケ，llJl:度利益ノ端ニ相就へク，其上

ニテ代金返納仕，決シテ永ク御厄介相懸間敷

ニ｛寸，何卒別格ノ；御評議ヲ以テ願之趣御聞済

被下候様，重畳奉願候以上

明治十五年八月

精磁会社総代

手塚亀之助

農商務大輔品川粥次郎殿

器械据付製造場建築費見積

紙弊金七千円

右ハ器械代仏国元イ回

全弐千円

右ハ附属器械貿求ノ凡見積リ

全三千円
（力）

右ハ荷排回漕手数運送凡見積リ

企弐千五百円

右ハ蒸気釜井ニ石砕器械凡見積リ

金壱万弐千円

右ハ器械据付場土閤イ井ニ製作場建築方

費迄凡見積リ

金三千五百円

右ハ西洋式新規窯塗方凡見積リ

〆凡金三万円

右之通凡見積リテ御座候也

精磁会社惣代

手塚亀之助

〔資料16〕

陶器製造予算書

有国ニ於テ陶器製造ノ建築器械等ヲ除キ，運

用ノ資本金三万円ト仮定シ，製造ノ予算ヲ立

ル，左ノ如シ

O第一号

是ハ上等中等ノ陶器ヲ製造スノレ予算ナリ

金壱万六千弐百円 一歳ノ職工費

但シ一日ニ賃銭三拾銭平均ニテ百五拾

名ヲ雇フモノトス

比率一日ニ 百五拾工

賃銭 四拾五円
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一月ニ 四千五百工

同 千三百五拾円

一歳ニ五万四千工

同壱万六千弐百円

金壱万六千弐百円 一歳ノ需用品

是ハ前項ノ賃金ヲ以テ雇フタル職工ノ

労作ニ供スル薪木，陶泥，絵具，杵灰

等一切ノ価ヲ賃銭ト同額ニ予定シタル

数ナリ

小以金三万弐千四百円

タトニ

金八千百円 一歳ノ金不I］雑費等

此訳

金三千弐百四拾円

右ハ三万弐千四百円ニ力、ル一歳

ノ利息ヲ年一割卜予定シタル数ナ

金三千弐百四拾円

右ハ支配人其外給料及ヒ諸雑費一

切ヲ同ク年一割ト予定シタル数ナ

金千六百弐拾円

右ハ製造利益ヲ年五分ト定メタル

数ナリ

小以金八千百円

総計金四万O五百円

右ヲ製造陶器ノ原価トス

是ニ運賃及ヒ商業上ノ雑費ト商業利益ヲ

少クモ一割五分ヲ加へテ市場ノ価ヲ定メ

得ルヲ完利トナスヘシ

右ノ 目的ニ因テ製作セル物件ハ種類殊ニ多

ク，員数品位ヲ一定シ難ケレトモ，仮リニ職

工ー名一日ニー箇ヲ成就スルトスレハ総テ五

万四千箇ニテ，平均一箇ノ価指九拾銭内外

トナル

0第二号

是ハ中等下等ノ陶器ヲ製造スル予算ナリ

金壱万六千弐百円 一歳ノ職工費

但、ン一日ニ賃銭弐拾五銭安王長信レ
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平均ニテ百八拾名生長持Zヲ雇フ

モノトス

此 率 一 日 百八拾工

賃銭 四拾五円

一月 五千四百工

賃銭 千三百五拾円

一歳六万四千八百工

賃銭一万六千弐百円

金三万弐千四百円 一歳ノ需用品

是ハ第一号ニ全、ン。但シ其価ヲ賃銭ノ

一倍ト予定セリ。陶器ノ品位劣ルニ従

ヒ需用品ノ倍碇スノレハエヲ施ス捷疾ナ

ルヲ以テナリ

小以金四万八千六百円

此金額ハ増加スト錐モ，陶器劣レハ売口

広ク商業モ同ク挺疾ナルヲ以テ資本ノ運

用高ハ却テ滅ス。従来内国向キノ品ハ伊

万里ニ商事ヲ遂ケ，平均年ニ三回ノ運転

ヲナス。今愛ニ二回ト定メテ左ノ如シ

（第一回金弐万三千六百円

第二回金弐万三千六百円

外ニ

一，金八千百円 一歳ノ金利雑費等

此訳

金弐千四百三拾円

右ハ四万八千六百円ニカ、ル一歳

ノ利息ヲ年五分ト予定シタル数ナ
リ即チ一回二万四千六百円ニ

ヵ、 Jレ一歳ニ一割／手ljナリ

金三千弐百四拾円

右ハ支配人其外給料雑費ヲ第一号同

様ニ定メタル数ナリ

金弐千四百三拾円

右ハ製造利益年五分。第一号ト同

ゾ

小以金八千百円

総計金五万六千七百円

右ヲ製造問器ノ原価トス

右ノ目的ニ因テ製作セル物件ハ種類略一定シ

タレトモ，品位員数ハ予算シ難シ。職工一名

一日ノ成就スル所ノ、第一号ヨリ一倍スルヲ以



技術と文明 7巻 2号（180)

テ，六万四千八百工ノ製スル所ヲ十二万九千

六百箇ト仮定スへシ。即チ平均一箇ノ価五拾

銭ニ減ン？議銭利益ヲ完クスルヲ得へシ

0第三号

是ハ第二号ノ予算ニヨリ更ニ工費ヲ減

シ，陶品ヲ失ハスシテ廉価ニ多分ヲ製セ

ンコトヲ目論見シタルモノトス

此目的ヲ達スルハ資本金ノ力ニヨリテ模

型ヲ多ク製シ，場屋ヲ広メ，茶具食用具及

ヒ房室具等ノ一定ノ形アルモ ノヲ重ニ製

造スルニアリ。因テ予算ヲ立ル左ノ如シ

金壱万六千弐百円 一歳ノ職工費

但シ第二号ニ同シ

此職工ノ製作高ノ、更ニ挺疾ニテ三倍

スルモノト仮定ス

金四万八千六百円 一歳ノ需用品

但シ職工費ノ三倍ト予定スルモ ノナリ

小以金六万四千八百円

此金額ヲ第二号ノ理ノ如ク年ニ両度運

転スルモノ卜予定スレハ一回ノ要スル

資本金ハ三万弐千四百円ニテ満足ナリ

外ニ

金九千七百弐拾円 一歳ノ金利雑費

此訳

〔資料17〕

金三千弐百四拾円

右ハ六万四千八百円ニ力、ル年五

分ノ利息

金三千弐百四拾円

右ハ支配人給料及ヒ雑費等第一号

第二号ニ同シ

金三千弐百四拾円

右ハ製造利益

小以金九千七百二拾円

合計金七万四千五百八拾円

右ヲ製造陶器ノ原価 トス

右ノ目的ニヨリ製造スレハ，職工ー名一日ニ

三箇ヲ成就スノレ理ナレノ＼六万四千八百工 ノ

製スル所十九万四千四百箇ト仮定シ，一箇ノ

価平均四十二銭ニ減ス

此予算ノ外ニ便益ヲ図ルニハ

第一ニ需用品ヲ資本金ニテ時価ノ低落セ シ

トキニ買入レオケノ＼是ニ力 、ル商利及ヒ

金利ヲ少クモ一割五分ヲ減、ン得ルヘシ

比減節スル金七千二百九拾円車失望百三
ヨッテ算定
スノレモノ

第二ニ商業上ヲ敏疾ニシテ一年ニ三回以上

ノ資金ヲ運用スルヲ得レハ，三万円ノ資本

ニテ拾万円 ノ製作ヲナシ得ルヘシ

資本調達 ・運用計画検討案（仮題）

営業期限ハ満五ヶ年ヲ第一期トスベシ

明治十七年十二月
一，初年後期ニ金弐万円ヲ募集スベシ

全十八年六月
一，二年前期ニ全壱万円ヲ募集スベシ

全年十二月
満一ヶ年目 ー，全 後期ニ全壱万円ヲ募集スベシ

全十九年六月
三年前期ニ企壱万円ヲ募集スベシ

企年十二月
満二ヶ年目 ー，全 後期ヲ第壱回計算期トシ，募集金額ニ発スル年壱割£語足利子ヲ金主ニ払

フベシ

イEシ此計算期ニ，若シ金主ヨリ元金ヲ請求スルコ卜アルモ，是ニ応シ返却ス

Jレコト得ス
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:li'il磁会社（明治12～26年）IC関する資料と解説（鎌谷）

満三ヶ年同
明治二十年
四年後期ヲ第二回計算期トシテ募集金額ニ発スル年壱筈Jj弐部之利子ヲ金主へ払

フベシ

但比期ヨリ募集金全額之壱劉ヲ元金消却トシテ金主へ返却スベシ

明治廿一年
満四ヶ年目 ー，五年後期ヲ第三回計算期トシテ募集金残額ニ発スル年壱割弐部之利子ヲ金主へ

払フベシ

但募集金残額之壱割ヲ元金消却ト シテ金主ニ返却スベシ

明治目二年
満五ヶ年同 一，六年後期ヲ第四回計算期トシテ募集金残額ニ発スル年壱割弐部之利子ヲ金主へ

払フベシ

但シ募集金残額之壱割ヲ元金消却ト シテ金主へ返去｜］スベシ

一，満期五ヶ年目 ノ前期ニ至ツテ金主責任者之総会議決ヲ以テ営業第二期ヲ継続ス

ル事ヲ得ベシ

ー，満年後期ニ元金全額ヲ請求スル人ノ、前期之総会ニ申込ミアルト キハ全額之金員

ヲ返却スへシ

ー，満年後期ニ営業五ヶ年間之大決算ヲ起シ，若シ潤益アル時ノ、責任者卜金主之割

合ヲ定メ，各金主之金額ニ応シ，是ヲ配納スベシ

運転日数表農業安~l リ

横浜及神戸 今里及有国

製造盟主説室上ケ 六十日 六十 日

t何怯T廿 撰荷鮮上迄ケ 五日 五日

積出 皇居議室送 五日

運漕 製品 凶十十日日

販三ノ邑じ 荷約若定売迄込 三十日

受金傍受取日 三十日

入金実霊長本社 十日 廿五日

合計 百八十日 九十日

但シ六ヶ月 但シ三ヶ月

主主勢同運転資本之活働

製造日数 一ヶ年回働

有今里国 Y吉" 九十日 二回 金弐万円
資原本 金弐万円

請書売百八十日壱万円 一回 全壱万円

但シ製造日数ニテ一ヶ年ヲZ?:スレハ今里横四浜回（横浜回二回ナリ
然レトモ;ffi＇業初 年ナノレニヨリ今里二回 一）トス

合 計金三万円
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金三万円

金壱万五千円

7~2 号（ 182)

！壱万円前ニ同 九十日
金弐万円 l

l壱万円前ニ同 百八十日 一回半

但シ上ニ全シ。二年目ナノレニヨリ今里三回，横浜一回半ト仮定

三回

技術と文明j

造
買
本

製

E
資

前ニ同シ 九十日

前ニ同シ百八 ト日

但シ前ニ向。三年目ナノレニヨリ今里四回，横浜二回トス

合計金六万円

金四万円

金弐万円

四回

金四万五千円

円

円
万

万

士

官

士

一百

円万弐金

合計

造
宮
本

製

E
資 二回

金四万円

金弐万円

前ニ同九十日

百八十日

前ニ同（壱万円
金弐万円 l

l 壱万円

金六万円

造
吉
本

製

E
資 ／／ ノノ

合計

雲2罪円製造資本運用回途

不動資本

明治十七年十二月
初年後期
第一回金弐万円

内訳

機械代錯鰻重械

水浄場関

建窯五円語手目見込

石膏型響評偲

金壱万千五百九拾五円四拾五銭

全四百O四円五拾五銭

会五千円

円千一一
一全

土代

薪代

絵ノ具其他

職工前金

貯備資本

明治十八年六月
二年前期
第二回金壱万円

内訳

金弐千円

全四千円

全弐千円

全弐千円

明治十八年十二月
二年後期
第三回金壱万円

満一ヶ年目

営業運転資本
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明治十九年六月
三年前期
第四回金壱万円



精般会社（明治12～26年）に関する資料と解説（鎌谷）

此壱ケ年ノ活働

（満二ヶ年目）明治十九年卜二月
三年後JVJ

製造第一回雪高金三万円 寄目録完三目

生望号今基金抗告？ヨ；：毒十率四 卜二互三十百ニO七二／率

比価金三万九千六百円

此金額ヨリ払ヒ出ス可キモノ

金七千五百円

全弐千四百七拾五円

全八千O弐拾五円

製造費 ｛企千八百円

全三千五百廿五円

全三千九百七拾五円

全弐千七百円

合計三万円

［企四千八百円

｜会壱千八百円
利子〈

｜企壱千弐百円

L全六百円

計八千四百円

全壱千百八拾円

合計金三万九千五百八拾円

差引

残金弐拾円

i時三ヶ年目 明治討年十二月
四年後期

製造第二回~~ 金四万五千円
壱万円今里主三回
壱万円横浜ジじ壱回主r.

望3九五号右主2毒十三塁 四十二喜 廿七 百ニO七五（ノ率）

此価金六万千八百円

此金額ヨリ払出ス可キモノ

｛金四万五千円

製造費 ｜ 
｜全六千円

利子 〈
｜全五千円

元金消却 ｜

I f全壱千八百五拾円

合計金五万七千八百五拾円

差引

残金三千九百五拾円

工場賃銭

土代

薪代

械
切

機
一費

備

代

繕

資

常

灰

修

社

非

第一回 弐万円／利子
年壱＊＇l二歩二ヶ年分

第二 回壱Z円／利子一ヶ年半

第三 回壱Z内／手仔一ヶ年

壱万円ノ利子
第四 回全 長I＇ケfF

荷f有及販売￥＇t高／三土佐

明細ハ前ニ悶シ

五万円一ヶ年壱割二歩
壱ケ年分

五万円ノ一割

荷作費及販売~'l高／三歩
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技術と文明 7巻2号（184)

構図ケ年目 明治廿一年
五年目後期

製造第 三回目三金六万円 寄目皇室売盟

~~~ぷ~~上等ニ毒十八幸四十二五廿二百ニ付O七九ノ率
此価格八万六千九百円

比金額ヨリ払出ス可キモノ

製造費

金六万円

全五千四百円

明細ハ前ニ同シ

四万五千円資本金
年壱芸評jニ歩一ヶ年ノ利子

四万五千円ノ一割

荷作及販売賀高ノ三歩

利子

田

川

田

川

円

円

百

百

百

百

五

四

五

六

千

千

千

千

弐

四

四

弐

万

万

全

企

七

引

壱

ー
ーー、

金

差

金

却

計

残

消

合
金一克

満五ヶ年目 明治tJ・二年
六年目後期

製造第四回；~ （金）六万円

前ニ同

比価八万六千九百円

此金額ヨ リ払出スヘキモノ

［金六万円

製造費 ｜ 
｜全四千八百六拾円

利子 〈
｜企四千O五拾円

元金消却｜

l：全弐千六百円

合計金七万千五百拾円

差引

残金壱万五千三百九拾円

三年目後期第一回運転資本金三万円ニ発スル

製品数弐百拾万個

イEシ備工百名内壱名一日ノ出来高七拾個
平均ニシテ壱年三百日修業ノ寄l也

壱万円今皇室四回
壱万円横浜ンU 二回

明細前ニ同シ

四万O五百円資本金
年壱割ニ歩一ヶ年ノ利子

四万O五百円ノ一割

荷イ乍及販売費高ノ三歩

比製品ヲ仏国比例
撰定ノ率百ニ付七二個数百五拾壱万弐千個ト成ル
之格ニ〆正味ノ個数

同第一回資本三万円
之製品ニ仏国ト比例金三万九千六百円ト成ル
ノ価ヲ売価ト仮定〆

此金額ヲ正味個数前ノ百五拾壱万弐千個（ニテ）苦手lレハ

壱個之価

金弐銭六厘壱毛九

但シ此品類ノ平均ハ
＋《ママ3

肉皿菓子皿ノfン皿 ネ加非碗塩入食器類

鉢去皿類小井ま奈良茶碗湯呑徳利類

76 
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〔資料18〕

御払下願草稿（仮題）

我陶磁器ハ欧米人ノ希望ヲ生シ，輸出物ノー

トナリ シコ ト久シ。有国ニ於テ是マテ勉励シ

テ輸出ノ増多ヲ謀レトモ，其効ヲ見サルノミ

ナラス，近年ニ至リテハ内外国ノ需要益衰滅

シ，殆ト利益ノ目的ナキニ迫レリ。其原因種

々アレトモ，第一ハ製品彼ノ希望ニ適セス，

第二ハ其質重量悪ニシテ高価ナルニ由ノレ。我精

磁会社柳カ此ニ見アリ。皐寛，是マテ輸出品

蒼燦翫奔品ヲ製シ，美術精巧ヲ以テ巨利ヲ獲

ンヲ望ムニヨリ， 多クハ彼ノ希望ニ適セサル

品ヲ製シ，従フテ価モ平当ヲ失フヲ以，向後

ノ、彼国日用器ヲ製シ，各国同一ノ価格ヲ以テ

輸出ノ正門ヲ開カン卜志シ，彼国食卓器ニ熱

心シテ輸出ヲ試ミル多年ナリシニ，西洋ノ工

費ハ我ニ倍シテ，其製品ノ価格ハ猶我ヨリ安

価ナルヲ以テ，種々其原因ヲ研究シ，今度阿

蘭陀博覧会へ社員川原忠次郎派出ノ序テニ，

幸工商会長松尾儀助巴家へ波来ニ付，同人へ

申談シ，一同仏国「リモージュ」府製造場ニ

就キ実地ヲ取調へシニ，彼国ノ製造ノ、最初土

鮮へヨリ器ヲ摸製スルマテ，機械備ハリテ工

力ノ敏疾ナル我ニ四五倍シ，而シテ其質ハ粋

美ヲ極メ，之ヲ撰定シテ価格ヲ定ムルニ至レ

ハ，我半費ヲ以テ製シタノレ品モ， 其価彼ニ比

スノレヲ得サル所以ノ理ヲ洞悉スルヲ得タリ。

然レハ我陶磁器ヲ輸出スノレニハ先ツ機械ヲ備

フヨリ始メサルヲ得ス。委細ノ、次ニ具載スル

カ如シ

注 。以下の機械の説明は後出資料19の「jJの「仏国

リモージュ府製磁機械説明書」 と同文である。

なお，明らかな誤りは後者により訂正した。

第一号砕石機械

利石， 磁石，石膏等ヲ破砕細末スJレニ要用ナ

従来有田ハ此諸色ノ土石ヲ細末スルニ水碓

ノ専業者ニ託ス。 1.1<.維ハ天然ノ渓流ヲ引

キ，至ツテ簡便ナレ卜モ其破砕力甚タ弱
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ク，土石ノ大半ハ用ニ供セス。又橋lJ薬 ・磁

石ノ質種々ニシテ製造人ノ調合モ亦タ各異

ナリ ，若シ我カ需用スル所ノ粉土払底ノ時

ハ仮令少量ニテモ細末スル時日ヲ待チ，至

急ノ用ニ供スル能ハス。之カタメ製造ノJI煩

序ヲ組踊シテ期日ヲ誤マリ ，或ハ夏秋耕作

ノ頃ノ、水常ニ乏シク，加フルニ早天ニアへ

ハ職工休業セシムル等ノ困難，往々砂カラ

ス。是砕石機械ノ：最モ必需ナル所ナリ。且

第四号以下ノ機械中ニ損所アツテ運転スル

能ハサルカ或ハ製造ノ都合ニヨリ一二機械

休止スルコトアル時ハ，蒸気ノ余力ヲ此機

械ニ用ヒテ煉土ヲ蓄蔵シ，数年ノ後チニ之

ヲ磁器ニ製スル順序トナレノ＼磁器大ニ改

良善美ニナル等ノ便ヲモ備フ

第二号蒸気缶七馬力

第壱号ヨリ第十三号迄ノ機械同時ニ運転セ

シムルニハ四馬力ヨ リ五馬力ノ上ニ超エ

ス。但シ汽缶ヲ永ク保ツ為メ，七馬力ノ缶

ヲ用テ余力ヲアマスナリ

第三号粕薬磨盟

陶器製造三大重事ハ第一磁泥調製，第三和i

薬調和，第三火度定認、ナリ。此三ツノ内ー

ヲ誤レハ，窯中数千ノ器尽ク此害ヲ免カ

ル、コト能ハス。然ルニ，我従来ノ粕薬調

合ハ至ツテ迂澗危険ノ；業ニシテ，到底改良

セサル可カラス。之ヲ研究改良スルニハ首

ニ粕石ノ細末ヲ徹密ニスルヨリ始ムへシ。

今仏国ニ用ユル粕薬ヲ見ルニ，始メ一度ニ

水浄、ンタルモノヲ再ヒ此磐ヲ以テ三昼夜間

摺擦ス。我レ試ミニ之ヲロ中ニ合ミ，歯上

ニl関ムモ，其何ニモノタルヲ弁セサルニ到

レリ。其磁膚ノ晶美ナルコト，是ニテモ知

ルヘ‘ン。文従来我カ磁膚ニ多ク小孔点ノ珪

ヲ現ハスハ種々原因スル所アレトモ，ーツ

ノ、細石細末ノ組ナルニ関スルナリ。是レ此

機械ヲ用ユルノ必要ナル所ナリ

第四号土漉機械

第五号土搾檎ニ白泥水ヲ注入スノレ前ニ浮盛

ノ：有機物ヲ除クタメニ此機械ヲ要用トス
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第五号土搾槽
調和ノ白泥水ヲ此楠／ rpニ注入シ，木綿／
袋ニテ圧搾シ，粘土トスノレ機械ナリ

我カ有国ノ磁泥ヲ製スルノ＼本器ヲ焼タル

窯猶ホ温カナノレ際ニ， 窯ノ外面ニ調和ノ白

泥水ヲ流シカケ，水分ヲ発散吸収セシムル

慣習ナリ。故ニ此窯再ヒ本器ヲ焼クニ至ツ

テ初メ吸収シタル湿気ノ為メニ過量ノ薪ヲ

浪費スルノミナラス，窯中ノ器ミナ粕薬ノ

光沢ヲ失シ，又調和ノ泥ニハ雑土混入シ，

其痕ヲ現ハス等ノ弊害アリ。今仏国「リモ

ージュ」 陶器製所ニテ調製スルヲ見ルニ，

始終一点ノ雑土等ノ混入スル憂ナク，又之

ヲ貯蔵スル穴蔵ヲ見ンコトヲ請ヒシニ，先

ツ戸外ニ於テ観客ノ衣服ヲ掃ヒ，沓ヲ脱セ

シメテ後チニ誘導シテ蔵ニ至レリ。其注意

ノ鄭重ナル，我カ有田卜雲泥ナリ。我カ磁

泥調製ヲ改革スルニハ此機械ヲ要ス。此機

械ナケレハ温窯ニ乾カス弊ヲ除クニ由ナシ

第六号 明日筒

第五号土搾槽ニ白泥水ヲ注入スルニ必要ナ

第七号楕円機械

此機械ハ食器中ニ用ユル大小楕円ノ皿ヲ通

常円皿ノ如ク糠蔀盤ヲ以テ製スル機械ナ

リ。今我社ニテハ内型ヲ石背ニテ製スル故

ニ形チハ正良ナレトモ，外面ハ手ヲ以テス

ルニヨリ，自カラ正則ナラス。且ツ内外ノ

形チ平均ヲ失ヒ， 窯中ニ粕薬溶化ノl療ニ苦

蹴ミ，完全ノ器ヲ得ル甚タ少ク，又一人ニ付

一日ノ出来高二十枚ニスキス。此機械ハ近

年「リモージュ」ノ発明ニシテ，是レ（ヲ）

以テ製シタル品ノ、形チ正シク，而シテ一人

一日ノ出来高凡百枚余ニシテ，我カ五倍／

上ニ出ツ。 「リモージュ」ョリハ多ク米国

へ輸出ス。此機械発明以降，米国人此機械

ヲ以テ製シタル品ヲ希望スルトナリ

第八号楕円皿地造機械

第七号楕円機械ノ附属ナリ

第九 号 肉皿機械
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7巻 2号（186)

従来我社ニテ製スル肉皿一人一日ノ出来高

百五十枚ニスキス。此機械ヲ以テ製スル数

ハ七百ヨリ八百枚ニ上lレ。殆ント我カ五倍

ノ上ニ出ツ。比機械ノ、三年前仏国「リモー

ジュ」ノ機械師「フヲールス」氏発明ニシ

テ，臼用安価ノ品ヲ多数製スルニハ欠ク可

カラサル機械ナリ

第十号削機械

我国ハ手術ノ敏捷ナルヲ以テ，従来玉子コ

ップ，盃，茶碗ノ如キ石膏型ヲ用サル製ノ

小器ハ皆ナ我得意トスル所ナリ。然ルニ仏

国ニテ此機械ヲ以テ製スルヲ見ノレニ，始メ

煉土ヲ持担スル技術ハ至ツテ遅鈍ニシテ児

戯ニ等卜シク，甚タ拙ナケレ共，一度ヒ之

ヲ乾シ，此機械ヲ以テ外面ノ形ヲ削リ製ス

ルヲ見ルニ，我カ用ユル処ノ蹴車ニ比ス レ

ハ数十倍速ノ回転ニテ，コ レニ鏑ヲ接スレ

ノ、瞬間ニ形ヲ整ハノレ。其神速ナル驚クヘ

シ。而シテ此車ノ緩急ハ自在ナルヲ以テ我

旧法ノ製造ニ用ユルモ其功大ナル可シ

第十一号小皿機械

此機械ヲ以テ三寸ヨリ五す五分造ノJiilヲ製

スルニ九百枚ヨリ千枚ニ上 リ，且素人ニテ

モ惟タニ旬モ従事スレハ製スルコトヲ得

ル。至ツテ簡便ニシテ利用ハ第九号ニ同シ

第十二号土燥機械

従来我製品ハ初メ粘土ノ：煉熟タラザルニヨ

リ空気ヲ合蔵スル事多ク，是カタメ地造ヨ

リ焼上ケニ至ルマテ破損多ク，又小孔点ノ

斑ヲ生スモ，ーツハ是等ノ原因ニアリ。故

ニ此機械ヲ以テ十分ニ煉ラサルベカラス

第十三号石官製機械

石膏型ハ一個ノ父型ヲ以テ数百ノ母型ヲ製

スルニ，厘毛ノ差違，厚薄アルヘカラス。

若此製型ニ粗漏アル時ハ製造器尽ク不同ヲ

生シ，精正ノ品ヲ得ルコト砂カルベ、ン。又

瑳アル古型ヲ再ヒ削リ正シ，或ハ形チヲ改

メテ再ヒ迫ヒ用ユルニ，此車ヲ用サレハ能

ノ、サノレ要用ノ機械ナリ
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甲号
仏国
有国製造工費比較表

リモージュ製造場

職工賃弐万弗
仏貨五法ヲ
壱円トシテ

平均人数 九十人
職工一日賃銭 八十仙 仏1'fニテ四1よ

土薪修繕等諸費 三万弗

製造高~~－ 五万弗

タト

器械消却費 弐千五百弗製m造高ニ五分ヲ
フモノトス

資本利子 弐千五百弗

合五千弗望号需品－；1r1;1
製造品売価 五万五千弗

乙号有国製造費予算表

但仏国五万弗ノ製造ニ比較ス

金七千五百円 諸職工賃金

但シ百人ノ職工論議撃均
一ヶ年
日数三万日

金弐万弐千五百円 諸費

内訳

金弐千五百円

金八千円

金千八百円

金三千五百円

金四千円

〆

金弐千五百円

千斤ニ付壱円
土代 品弐百五拾万斤

薪代事録詰窯数四百室

一議ニ付四円五拾銭
灰代 四百員長分

修繕費受賞吋薬石日

会社 費 量 需 給 料 会 社 制

機械 仏国製造高ニ五万円ニ
消却費倣7五歩ヲ加モ／トス

有国精磁会社

七千五百円

百人
弐拾五銭

l珂klllハ

減壱万弐千五百円
壱弗壱円ニシテ
増拾人
減五拾五銭

弐万弐千五百円 乙表ニアリ 減七千五百円

三万弗 減弐万円

弐千五百弗 向上 。
四千五百弗伊喜言語新党是 i首弐千~iJ

製弗造高ー－1!;1j=三一，割l五四万分合七千弗 ニテ長支レズ 増弐千弗

三万七千弗 減壱万弐千弗

此価欧米千ニ迷シテ
五万五弗ノ品ニ敵ス

金四千五百円 利子知事号じ自l五分

合計 三万七千円

我製造職工一人一日ニ七十個ノ器品出来

トシテ，百人ノ職工一ヶ年出来高弐百拾

万個上ノレ。是ヲ此金額ニ割レハ

壱個価壱円七厘六毛一九

但シ食器，肉皿，カヒー碗，塩入，
パタ血，大小井，蓋物等平均

金壱万弐千円

内訳

金七千五百円

金弐千円

金弐千五百円

十三号機械代

同省百二三ユヨリ運賃等

機械場建築代

製 品撰定比較 表

仏国リモージュ撰定格 有 田我社撲定格
等級 壱個価格

個数 」日λ 計 個数 」日弘、 音，.

上等 壱円 五十 五拾円 八 八円

中等 七拾銭 二十五 拾七円五拾銭 四 卜二 弐拾九円四拾銭

下等 四拾銭 十 四円 三十 拾弐円

合 計 八十五 七拾壱円五拾銭 八十個 四拾九円四拾銭

増減 減五個 減弐拾弐円拾銭

破損物 十五 二十
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前表ノ如ク仏国ニテハ製品百個ヲ撰定シテ価

七拾壱円五拾銭ヲ収ム。 今其法ノ如ク，我従

来ノ製品ヲ撰定スルトキハ品等ノ愈悪ナルヲ

以テ僅ニ四拾九円四拾銭／価ヲ収ムルニ過キ

サルへ、ン。此七拾壱円五拾銭ト四拾九円四拾

7巻 2号（188)

銭卜ノ比較ノ率ハ左ノ如シ

百 六十九

比比較ノ率ヲ以テ甲表製造高ヲ比較スル卜左

品、此率ヲ仏／援定価ニ乗シ
／京日／タ Jレヲ有回／撰定価トス

個

我

弗

円

円

万

万

万

五

三

二

弗
高

差

万
レ

五
ス

高
国
対

造
仏
ニ

製

同 売価 撰定価
円

円

円

千

千

千

五

七

弐

万

万

万

五

三

壱
差

五万五千弗

三万七千九百五卜円

差 九百五十円

此ノ如ク我有回ニテハ三万円ノ製造ヲ以テ仏

ノ五万弗ノ製造ニ敵スルヲ得ルト雄トモ，之

ヲ撰定シティ函ヲ収ムルニ至レハ僅カニ九百五

十円ノ余計ヲ見ルニ過キス。而シテ之ヲ欧米

ニ輸送スル運賃 ノ増加ハ連モ九百五十円ノ余

計ノ償フ所ニアラス。然レハ我従来ノ製造法

ニテハ到底欧米ニ輸送シテ利益ヲ競争スル目

的ナシ

斯ク製品ノ品等懸絶スルハ第一最初ノ土捺へ

ヨリ製造ヲ遂jレ7 テ，器械ノ欠乏シタルニ因

ル。今別紙十三号ノ器械ヲ備へテ製造スレハ

仮令仏国製造 ノ熟燦整頓ニ及ハサルモ猶其製

品ノ品等ヲ善良スルヲ得スヘキハ疑ヒヲ容レ

ス。今仮リ ニ仏国撰定ノ表面ニヨリ上等品ハ

其半ヲ得テ下等品ハ猶倍スルモノトシテ比較

スル，左ノ如シ

上等二十五 中等四十 下等二十破損十五

価弐拾五円 価弐拾八円 価八円 0 

合計価六拾壱円

此六拾壱円ヲ仏ノ七拾壱円五拾銭ニ比較シタ

ル率ノ、

百 八十六

比率ヲO八六卜シテ前法ノ如ク五万五千（弗）

ニ乗スレハ撰定価四万七千三百円ヲ得へシ。

是ヨリ三万七千円 ヲ減シ去リ，猶壱万余円ノ

余計ア 1）。以テ欧米へ輸送スル運賃等ノ増加

ヲ補フモ，猶ホ必ス余潤アルへシ

我製品ノ欧米ニ~i命送シテ利益ノ呂的ニ乏シキ

ハ其原因種々アリト雄トモ，第一ニ器械ノ欠

乏ニヨルコ卜，是ニテ明白ナルへ、ン。他ノ事

務整頓シタルトモ，製品ノ品等愈劣ニテハ市

場ニ競争ノ勝ヲ得難シ。今必要ノ器械十三号

ヲ備フレハ己ニ壱万円ノ余計ヲ生ス。以テ競

争ヲ欧米ニ試ミ，遂年ニ工業ヲ整頓熟煉シ，

金利ヲ滅シ，又運賃其他ノ事業進ムトキノ＼

終ニ三万弗ノ製造ヲ以テ彼ノ五万弗ニ敵スル

ヲ得ルニ至ラン。然レハ仮令我ト欧米 卜ノ距

離遠隔ナルトモ，猶四 卜五ト ノ比較，即チ彼

／一弗ノモノヲ我ハ八十仙ニ売ルモ猶利潤ノ

目的ヲ存スルノ＼我陶器ヲ以テ彼市場ニ第一

ノ売高ヲ占ムルヲ得ンコト， 亦疑ヒヲ容レサ

ルモノ トス

製陶機械代価

第一号砕石機械 壱挺

価仏貨千弐百法

紙幣 弐百七拾七円弐拾銭

第二号蒸缶 壱挺

価仏貨六千法

紙幣 千三百八拾六円

第三号粕薬磨磐 壱挺

｛函仏貨千五百二十五法

紙幣 三百五拾弐円弐拾七銭五j豆

第四号土漉機械 壱挺

価仏貨七百弐拾五法

紙幣 百六拾七円四拾七銭五厘

第五号土搾槽 壱挺

価仏貨弐千六百五拾法

紙幣 六百拾弐円拾五銭

80 



精磁会社（明治12～26年)IC関する資料と解説（鎌谷）

第六号 l関)I筒 壱挺

価仏貨 三百七拾五法

紙幣 八拾六円六拾弐銭五厘

第七号楕円皿機械 壱挺

価仏貨六千法

紙幣 千三百八拾六円

第八号同附属

価仏貨七百五拾法

紙幣 百七拾三円弐拾五銭

第九号肉皿機械 壱挺

価仏貨三千五百法

紙幣 八百O八円五拾銭

第十号削リ機械 壱挺

価仏貨三百五拾法

紙幣 八拾円O八拾五銭

第十一号小皿機械 壱挺

イ函仏貨 三千五百法

紙幣 八百O八円五拾銭

第十二号土煉機械

価仏貨千四百法

紙幣 三百弐拾三円四拾銭

第十三号石膏型削機械 壱挺

イ函仏貨 八百五拾法

紙幣 百九拾六円三拾五銭

薬草鉄棒其外 二千六百廿五キロ

価仏貨弐千六百二十五法

紙幣 六百O六円三拾七銭五厘

合計仏貨三万千四百五拾法

紙幣七千弐百六拾四円九拾五銭

タト

仏貨壱千法 イム園イ可「リモージュ」
ニテ造リ費

紙幣弐百三拾壱円

紙幣五百七拾七円

運賃 「リモージユjヨリ
「7 ）レセール 7テ

紙幣 四百八拾円

運賃よノレセール」ヨリ
崎港7テ

紙幣百八拾円運賃若宮町リ

紙幣五百 円 機械据付費凡見積リ
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一，紙幣弐千三百六拾弐円五拾銭

機械場建築資
壱坪ニ付三拾円見込
坪数七十八坪七合五勺

総合計金壱万千五百九拾五円四拾五銭

ー，紙幣 四百O四円五拾五銭鶏鶴其外

〔資料19〕

仏国「リモージュ」府

磁器製造機械御払下願

我々儀旧来有田磁器製造営業之者ニ有之。宮

内省御用品調進井ニ貿易品製造専業罷在候

処，追々外国貿易広7 ルニ従ヒ，猶文磁質ノ

改良ヲ研究シ，輸出上一廉ノ御国産ヲ増サン

コトヲ希ヒ，種々尽力ノ；末，去ル明治十二年

精磁会社ヲ創設シ，爾来協同一致専ラ該製造

ニ従事罷在候義ニ御坐候。抑モ右協同之趣意

ハ，従来本邦ノ磁器製造者タル外国ノ実況ヲ

知ラスシテ，漫ニ粧飾翫弄品ヲ以テ巨価ヲ得

ンコトヲ目的トスルヨリ，其製品多クハ彼国

ノ晴好ニ中ラス，随テ其価直モ平当ヲ失ヒ，往

々販路ノ停滞ヲ来ラスヲ憂健致シ，外国必需

ノ日用飲食器ヲ製造シ，各国ニ譲ラサルノ価

格ヲ以テ貿易ノ正門ヲ開カントスルニ在 1）。

設ニ十四年内国勧業博覧会ノ節，米国彼土敦

陶磁器ノ大商人「フレンチ」氏渡来致候処，

御国ノ陶磁器ハ皆ナ粧飾翫弄品ニテ，同氏ノ

商寅ニ上Jレヘキ連続製出ノ品無之欠望之際，

我々ノ製造ニ注意シ，巡歴ノ末有田へ来リ，四

十余日間逗留，実地飲食器製造方巨細伝習被

致，是ニテ始メテ満足ノ製作ヲ遂ケ候端緒ニ

就候得共，猶価格ニ於テハ英仏諸国卜比較致

シ兼候ニ付，猶又機械ヲ備フヘキ事等忠告致

シ被罷帰候。然ル末，去ルト六年間関陀ニ於

テ万国博覧会有之。幸ノ折ニ村， JI＼原忠次郎

渡航致シ，開場ノ後，仏国「リモージュ」府磁器

製造場ニ至上実地ニ就テ其製造ノ様子ヲ委

敷ク検察質問ヲ遂ケ候処，彼国ノ製造ハ最初

土鮮へヨリ器ヲ摸製スルマテ機械具備シ，工

力ノ敏疾ナル我ニ四五倍シ，而シテ其質粋美



技術と文明

ヲ極メ，之ヲ撰定シテ上中下価格ヲ定ムルニ

至レハ，我国ニテ工費半価ニテ製造シタル品

下劣ニテ，価格ヲ彼ニ比スルヲ得サル所以ノ

理ヲ判然洞悉致シ候。委細ハ別紙甲号ニ記載

仕候通リ ニ御座候。依ツテ勘考仕候処，是迄

我国ニ於テ専ラ手術ノミヲ侍ミ，外国ニ輸出

ヲ試ミ候義ハ実ニ危険ノ業ニテ，仮令何程工

カヲ尽シ候共，陶磁器普通一般ノ機械ヲ備へ

サレハ，彼国市場ニ於テ真正ノ価格ヲ以テ販

売セントスルノ 目的ハ更ニ無之，因ツテ右機

械取調候処，其価ハ別紙乙号ノ通ニテ，仏国ヨ

リ長崎迄ノ運賃等ヲ加フルモ，尚ホ八千円ニ

シテ具備可致候。然ルニ去々年来内外商況一

般ノ不景気ニテ，我々如キノ、殊ニ甚シギ伝達

ヲ象リ，去年阿蘭陀博覧会モ案外ノ不商ニテ，

輸送ノ荷物ノ、過半仏都巴里府某氏ニ委托シ帰

国仕候程ノ不幸ニテ， i虫モ機械購求之資力無

之，適用廉価ノ物品ヲ製造スノレノ目的不相立，

進退維谷ル場合ニ御坐候。就テハ農商務省ニ

於テ仏国「 リモージュ」府ヨ リ製造機械一式御

買入ノ上，更ニ御払下相成候道ハ御坐有間敷

哉。左侯得者機械本邦へ到着ノ上ハ海関税其

他陸上ケ費等悉皆自弁ヲ以テ夫々据付，漸次

事業拡張可仕ト存候。尤モ機械払下価ノ義ハ

可成迅速上納仕度候得共，前述ノ通リ何レモ

資力ニ乏キ者ニ候得ノ、，特別ノ御詮議ヲ以テ

機械御払下ケノ年度ヨリ無利子三ヶ年置据，

向四ヶ年賦上納ノ義御許可相成候様致度。右

代金完納ニ至ルマテハ機械ハ勿論抵当トシテ

差出置可申，万一上納延滞仕候節ハ如何様ノ

御処分相受ケ候共， 明カ苦情申上間敷候間，

何卒願意御聞届ケ被成下候様其筋へ御開申被

下度，因ツテ別冊丙号其他書類相添，此段違

7巻 2号（190)

署奉願上候。以上

追テ本文機械代価万一八千円ヲ超過致候節

ノ、其超過之分ノ＼御差図次第前以弁納可仕

候。此段為念申添候也

明治十七年八月

佐賀県下西松浦郡有国皿山

平民手塚亀之助

平民深海墨之助

平民 辻 勝蔵

平民深海竹治

平民川原忠次郎

仏国リモージュ府製磁機械説明書

甲号

製磁機械説明書

第一号砕石機械
（注以下の機械の説明で酬18の草稿と
同山崎し吋山関連市）
項を（〕内iζ注記する

第二号蒸気缶七馬力（略）

第三号粕薬磨磐 (I硲）

第四号土漉機械 （略）

第五号土搾糟 （略）

第六号明帽 （略）

第七号楕円機械 （略）

第八号楕円皿地造機械（略）

第九号 （草稿待費益隷：）

比機械ハ第十一号ト大同小異ナルヲ以テ，

之ヲ除ク

第十号 削機械 （略）

第十一号 肉皿機械
（注草稿での名称は小皿機械。その説明は草
稿の第九号肉皿機械に同じであるので略す

第十二号土煉機械 （略）

第十三号石膏型機械（芸膏謀議は）（略）

製品撰定比較表

等級 壱個価格
仏国「リモージュ」撰定格

個数 合計

有田我社主翼 定格

個数 合計

上等 壱円

中等 七十銭

汁

世
2

二

五十円

十七円五十銭

J¥ 

四十二

八円

二拾九円四十銭
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下等 四十銭 卜 四円 三十 十二円

合計 八十五 七十一円五十銭 八十個 四十九円四十銭

増減 減五個 滅二拾二円十銭

破損物 十五 二十

前表ノ如ク仏国ニテハ製品百個ヲ撰定シテ価

七十一円五十銭ヲ収ム。今其法ノ如ク，我従

来ノ製品ヲ撰定スルトキノ＼，品等ノ麗悪ナル

ヲ以テ僅ニ四十九円四十銭ノ価ヲ収ムルニ過

キサルベ、ン。此七十一円五十銭ト四十九円四

十銭卜ノ比較ノ率ハ左ノ如シ

百 六十九

比ノ比較ノ率ヲ以テ製造高ヲ比較スル，左ノ

如シ究諮ら号室里高千三

売価 撰定価
弗

円

円

万

万

万

五

三

二

鋪

差

製
箇

ハ
万
同

へ
百

例
二国仏

我

差 壱万二千円

此ノ如ク我有田ニテハ三万円ノ製造ヲ以テ仏

ノ五万弗ノ製造ニ敵スルヲ得ル卜雌トモ，之

ヲ撰定シテ価ヲ収ムルニ至レハ僅ニ九百五十

円ノ余計ヲ見Jレニ過キス。而シテ之ヲ欧米ニ

輸送スル運賃ノ：増加ハ連モ九百五十円ノ余計

ノ償フ所ニアラス。然レハ我従来ノ製造法ニ

テハ到底欧米ニ輸送シテ利益ヲ競争スル目的

ナシ

斯ク製品ノ品等懸絶スレハ第一最初ノ土f存へ
ヨリ製造ヲ遂ルマテ器械ノ欠乏シタルニ因

ル。今，若シ乙号器械ヲ備へテ製造スレハ，

仮令仏国製造ノ熟煉整頓ニ及ハザルモ，猶其

製品ノ品等ヲ善良スルヲ得ルヘキハ疑ヒヲ容

レス。今仮リニ仏国撰定ノ：表面ニヨリ上等品

ハ其半ヲ得テ，下等品ハ猶倍スルモノトシテ

比較スル，左ノ如シ

上等二十五 中等四十 下等二十破損十五

価二拾五円価ニ拾八円 価八円 。
比六拾壱円ヲ仏ノ七十一円五十銭ニ比較シタ

ル率ノ、

百 八十六

此率ヲO八六トシテ，前法ノ如ク五万五千

（弗）ニ乗スレハ撰定価四万七千三百円ヲ得へ

シ。是ヨリ三万七千円ヲ減シ去リ ，猶壱万余

円ノ余計アリ。以テ欧米へ輸送スル運賃等ノ

五万五千円

三万七千円

五万五千弗

三万七千九百五十円

差 九百五十円

増加ヲ補フモ猶ホ必ス余溜アルベシ

我製品ノ欧米ニ輸送シテ利益ノ目的乏シキハ

其原因種々アリ卜E在トモ，第一ニ器械ノ欠乏

ニヨル事，是ニテ明白ナルへシ。他ノ事務整

頓シタル共，製品ノ品等麗劣ニテハ市場ニ競

争ノ勝ヲ得難シ。今乙号ノ必要器械ヲ備フレ

ハ己ニ壱万円ノ余計ヲ生ス。以テ競争ヲ欧米

ニ試ミ ，遂年ニ工業ヲ整頓熟煉シ， 金利ヲ減

シ，又運賃其他ノ事業進ムトキノ＼終ニ三万弗

ノ製造ヲ以テ彼ノ五万弗ニ敵スルヲ得ルニ至

ラン。然レハ仮令我ト欧米トノ距離遠隔ナレ

共，尚四ト五トノ比較，即チ彼ノー弗ノモノヲ

我ハ八十仙ニ売ルトモ，猶利潤ノ目的ヲ存ス

レハ，我陶器ヲ以テ彼市場ニ第一ノ売高ヲ占

ムルヲ得ンコ卜，亦疑ヒヲ容レサルモノ トス

仏国「リモージュ」府製磁機械代価附

乙号

仏国「リモージュ」府製磁機械代価
但シ仏貨四法七十五サンチム，墨貨
壱弗ニシテ，紙幣壱円O五銭ニ当ル

第一号砕石機械 壱挺

紙幣価金二百六拾五円廿六銭

第二号蒸気缶 壱挺

価金千三百二拾六円三十二銭

第三号 紬薬磨磐 壱挺

価金三百三十七円拾銭
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第四号土漉機械 壱挺

技術と文明 7巻2号（192)

価金百六十円廿七銭

第五号土搾槽 壱挺

価金五百八十五円七十九銭

第六号明噛

価金八十二円九十銭

第七号楕円皿機械

壱挺

壱挺

価金千三百二十六円三十二銭

第八号同附属 壱挺

価金百六十五円七十九銭

第九号

此機械ハ除ク

第十号削機械

価金七十七円三十七銭

第十一号肉皿機械 三ツ組壱挺

価金七百七十三円六十八銭

第十二号土燥機械 壱挺

価金三百O九円四十八銭

第十三号石膏型機械 壱挺

壱挺

価金百八十七円九十銭

葉車及ヒ鉄棒其他

価金五百八十円廿六銭

震

J

リ
送

ユ

ヨ

速

J

I

J

迄

税

料

ト

悼

ん

り

港

険

い門叫
引

ペ

り

出

保

引
い
一
門
銭
ト
ト
同
同

国
於
占
ハ
ト
ル

仏ニ

十

日－
7

銭

銭

五

宿

｜

十

十

円

円

五

五

壱

三

円

円

拾

拾

三

三

弐

七

十

十

百

百

二

二

弐

七

百

百

凡

凡

凡

凡

〆

金

金

金

金

金凡五百八十円 同「7 ）レセーノレ」港ヨリ
長崎迄運漕資

総合計金八千円

右者長崎港着ノ機械代価ニ御坐候也

磁器製造収支予算品

機械代金上納方法国

丙号

磁器製造収支予算井機械代金上納方法書

支出之部
製造

金七万五千七百七十七円五十銭資本金

但シ五万円ノ金額凡一ヶ年ニ壱回半ノ運転

内訳

金七千五百円 職工賃銭
細工，窯方，紬薬方，其イ也百名
一名甘五銭，平均一ヶ年三百日

間七千五百円 同染付方向百名

同壱万千二百五十円同錦方向百五十名

〆

同五千円

同七百五拾円

斤万十五百

代
付
－
代

土
ド
一
山
菅

磁
軒
ヨ
石

空白ニイサ 壱万五千斤

同二千九百四十円 染付方絵ノ具代

室宅両閲ニ付四百廿窯

同二千五百二拾円 灰代

上ニ問シ
金六円 同シ

同壱万O五百円 薪代

三空室欝昔四百甘窯

同二千百円 錦窯分 間
一窯ニμ
二円五十銭平均千窯

〆

同千二百六十円

同二千百円

同七百円

同五千円

同千五百円

同七百五十円

同三千円

同五百円

同六百円

同二百五十円

同二千二百円

同七百円

同五百円

同二千五百円

同千五百円

同八百円
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本窯道具補費

＝青ニ付 四百廿窯

本窯修繕費
一窯ニ付 回

五円 門

鞘器補費

一窯ニ付 回

一円六十五銭円J

錦方純金代

同彩色具代

錦窯修繕費

掛員給料

汽鍵師 年給

汽翻石炭二良三塁日
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

販売費井旅費

臨時費 量買土器



精磁会社（明治12～26年）IC関する資料と解説（鎌谷）

同千三百拾二円五十銭

諸職工媛救助料主主ノ

同百五十円 税其外諸掛リ

〆七万五千七百八十二円五十銭

外ニ

金八千円 御払（下）ケ可相成機械代価

収入之部

金八万七千五百円

内訳

製品売上代

皿類，茄ヨE碗，井，
金壱万二千五百円 自生地鉢.~抗議物，

瓶類，食器類
但シ壱個価二銭五厘平均 取合五拾万個

周囲万円 染付器品前ニ同シ

イ旦シ壱個価四銭平均 同百万個

同三万五千円 染錦器品ハ前ニ同シ

但シ壱個価七銭平均 同五拾万個

〆八万七千五百円

支収比較金壱万千七百拾七円五十銭収益金

内

金弐千円 舗益金I~二鰐た芸’四ケ
同三千六百円鮮民草諸f；動資本三万円／
同六千円 華著書至芸万円ノ利子

〆壱万六百円

差引残金百拾七円五十銭

右ハ機械御払下後三ヶ年間ノ、工場建築機械据

付等ノ為メニ時日ヲ費シ，且ツ是等諸般ノ計

画巳ニ緒ニ就クモ，尚ホ執業上不熟ノ廉多ク

シテ，収支相償フノ予算相立難ク候。因テ四

ヶ年目ヨリ四ヶ年間ヲ平均シテ，一ヶ年ノ計

算ヲ記載仕候也

〔資料20〕

① 

製陶機械購入代金拝措lζ

関する交渉文書（仮題）

御届

仏国リモージュ府磁器製造機械翻l払下ケ願書

県庁筋ヲ以テ奉願上候義，四人一同ヨリ何事

モ一切私ヱ委任致シ来候ニ付，右御用之節ハ

85 

左之住所ニ御達被成下度，此段御届奉申上候

也

明治十七年八月十八日

京橋区加賀町 卜五番地松尾英太郎方

深海墨之助外三名総代

手塚亀之助 ⑫ 

農商務省工務局御中

② 書簡（仮題）

先般仏国陶器製造器械御買入御貸下之儀，県

庁筋ヲ以テ農商務省へ願出之末，本田農商務

省御呼出ニ付罷出候処，右器械ニテ御貸下シ
（カ）

手順ニナレハ太政官上申其外色々手数相摂レ

急ニ将明兼侯ニ付，代金八千円県庁へ御下

渡，県庁ヨリ我々へ貸渡シ，我々ヨリ買入候

手順ニ御取計可相成御評決之白，右ハ吉田健
（カ）

作ト申人庶器械買入之為来月下旬迄洋行相成

ニ付，其人へ合越御買入之筈ニテ時仁二コ工

務局ヨリ県庁へ照会ニ成リ ，至急仁二コ上京

相成侯様懸合相成タル由，右ハ全御手数之都

合ニテ，願意 トハ致変化侯迄ニテ， 事実ニ於

テハ一向相変 リ侯事ニ無之候。依テ諸君ニモ
（カ）

其意差合，猶文県庁へ御依頼急ニ属官御上京

之運ヒニ相成候様御周旋可被下候，此段為可

致御意如斯御座候

注：上京中の手塚から有国の同輩あての書簡の写

しと推定される。

③ 磁器製造機械買入賞御下渡ノ儀ニ付願書

私共

最ニ磁器製造機械御払下ノ儀奉願候処，特別

ノ；御詮議ニヨリ，更ニ該機械買入費トシテ金

八千円御貸与可相成旨御指令ノj也謹承｛土候。

就テハ機械買入都合モ有之候間，右金額至急

御下渡シ被成下度，此段奉願上候也

明治十七年九月十四日

佐賀県西松浦郡有田平民

深海曇之助外三名総代

手塚亀之助

佐賀県令鎌田景弼殿



＠ 

技術と文明

記

金八千円也

但シ農商務省ヨリ磁器機械買入代無利

足三ヶ年据置向四ヶ年毎年五月限リ御

返納御下ケ金分

右金額切手ニテ正ニ請取仕候也

明治十七年九月二十四日

佐賀県西松浦郡有田

精磁会社四名惣代

手塚亀之助印

佐賀県令鎌田景弼殿

〔資料21〕

製陶機械購入に関する文書（仮題）

① 仏国リモージュ府磁器製造機械

御買入ノ儀ニ付願書

私共

重要ニ仏国製磁機械一式御賀入ノ上，吏ニ年賦

ヲ以テ御払下ケ被成下候様奉願上候処，今般

特別之御詮議ヲ以テ，更ニ該機械質入費トシ

テ金八千円御貸下被下御指令ノ旨，一同謹承

難有仕合セニ奉存候。因ツテ早速機械ノ購求

ノ手順相運ビ，一日モ早ク製造ニ着手致シ度

候処，何レモ海外ノ事情ニ通ゼサル者共ニテ，

右購求方ニ於テ殆ント・当惑罷在候。就テハ重

々御手数何共恐縮ノ至ニ候得共，農商務省ニ

於テ別紙廉書ノ機械類仏国リモージュ府フヲ

ールス氏ヨリ至急御買入ノ上，直々御園長崎

港へ向ケ御輸送被成下候義ハ相成間敷哉。尤

モ器械貿入費ハ御沙汰次第直ニ上納可致候

間，特別ノ詮義ヲ以テ願意御聴許被成下度，

因ツテ別紙絵図面相添へ此段奉願上候也

明治十七年第九月十七日

佐賀県下西松浦郡有田皿山平民

深海墨之助外三名総代

手塚亀之助

佐賀県令鎌田景弼殿

追テ機械類価格ノ儀ハ先般機械御払下ノ願書

之付属書面ノ通リニ有之，且別紙絵図面ニ閥
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号有之候義ハ委細口頭陳述ノ通リニ有之候

間，此段添テ申上候也

注：；本願書の別紙の絵図は欠く。

② リモージュノ機械学兼造家学士

「ホール」君ノ書翰ノ写

一千八百八卜四年三月廿八日附

拝啓過日ハ河原君製造ノ見事ナル物品御送附

被下御厚意ノ段奉謝候。何卒貴君ヨリ宜敷御

鶴声ノ程相願フ。迂生同君ノ製造品ヲ得候

ハ，実ニ大慶不過之事ニ御坐候

扱テ右等諸君ノ為メニ御所望相成候機械図弐

高命ニ任セ早速調製刷取セシメ，即チ御送附

致候。若シ猶御入用ニ候ノい、御申越次第直ニ

御送附可仕候。機械代価ノ義ノ、葱ニ明細書ニ

副申候間，御覧被下度候。御貫入ニ相成候節

ハ代価百分ノ五ヲ手数料トシテ御留置相願ヒ

候心得ニ御坐候。文右衛l注文被下候場合ニ

ハ，別ニ明細ナル図弐相添可申，然レバー見

シテ容易ニ機械ノ装置方，相分リ候事ト被存

候

此図弐果シテ右諸君ノ検閲ヲ経テ適当 卜御認

メ相成候ハヘ御採用被下度。併シ目今是非

トモ必要ノ器械ト云フニモ非レノペ執レ貴方

ノ便宜ニヨリ御取捨可有之，先ハ貴君答ヲ得

度且ツ右諸君井ニ貴君ニ御礼努々如此ニ候

不宣

「ホール」

巴理ノマツミー街五十六番館ニ至ル

諏訪君

③ 吉田健作書簡の写（仮題）

一翰呈上致候。主主御壮栄被為成御坐候御義卜

奉遼察候。次ニ小生等去月廿三日馬耳塞港着

船，翌廿四日全港出発，途中鳥渡リヨ ン府ニ

過リ，甘六日無事当府へ来着致居候間，乍悦i

御放慮可被下候。 扱テ兼テ蒙命ノ事務着手順

序ノ義ニ而熟考候処，先ツ最初ノ製磁機注文

ノ談判ニ取懸リ候方，JI頂序可然ト決心罷在候。

然ルニ右機械購求方ニ付テハ当府在留諏訪某



粉般会社（明治12～26年）IC関する資料と解説（鎌谷）

ヲ雇役可致， 尤モ其雇役上ニ付総々御内諭ノ

旨モ有之侯故，其心得ヲ以テ既ニ過日来数度

諏訪子ニ面会，篤卜示談ヲ遂ケ候処，本人返

答ノ結局ハ

右機械代総額上壱割引ケト申事ハ到底談判

相整申間数，尤モ先般有国製磁会社々員河

原某来府ノ朔，右機械購入方取調依頼棺受

ケ候節彼是談判，既ニ充分ノ尽力ヲ以テ其

代価積書受取候義ニ有之候。勿論，若シ他

日注文相受ケ候節ハ右積書ノ中機械代ノ五

分引ケ，否其五分相当ノ金額ヲ以テ「コン

ミッション」即周施料トシテ可差上候ハ既

ニ該機械製作人ヨリ申出居（候）得共，右機

械代積書中ヲ尚滅省可致様ノ約束ハ致居不

申候

趣ニテ其節製作人ヨリ諏訪予へ相送リ候書

簡，即別紙写ノ通ニ有之候処，右寄中ニ於テ

モ彼ノ「コンミッション」即周施料ノ義ハ前

述諏訪子ノ口上通リ記載有之候得共，壱害1J引

杯ノ義ハ相見へ不申。己ニ右様ノ次第ニ有之

候ニ付，彼是配慮ノ；末，先ツ眼目ノ機械代ハ積

リ書通ニテ購入ノ筈ヲ以テ，諏訪子へ充分ノ

尽力為致，同子へノ報酬ハ前述五分ノ「コン

ミッション」ヲ以テセパ，別段積書外ノ出費

モ無之，殊ニ比度ノ機械購入上ニ諏訪子雇役

スシテ， E![lチ売買上ノ慣例ニ候得者，到底購求

者ハ直段ノ相当ハ紫ヨリ ，製造方且ツハ荷作

等ニ充分ノ信切為相尽候義，最モ肝要ニ有之

候間，其辺ノ注意完全ニ行届キ，随テ諸入賞

モ兼テ御渡相成居候積書ヨリ滅省ハ暫ラク置

キ，増加不為致義モ目的ト定メ，先ツ諏訪氏

ノ含望ニ任セ，同子ヲ伴ヒ不日該製機所， E!P

チリモージュ府へ向ケ出発ノ心得ヲ以テ，製

造人許へ其在否ヲ間合セ候処，幸ヒ本日ハ外

用ヲ以テ出府ノ旨返答有之候間，先ハ本人ノ

来着ヲ待チ，面談ノ後注文，結約等ノ義ハ実際

出発張ノ上ニテ整理可致積リニ御坐候。扱テ

又御園出発ノ際御渡相成候製磁会社々長ヨリ

指出候為替券五百法ハ諏訪子ヲリモージ府へ

全件ノ談示相整候節，手当トシテ特別ニ先ツ

其半額相渡候様御内諭ニ有之候処，同子此度

該府へ出行可致筈ニ相成候処，留守中家内ノ

手当必要ニ有之候趣ニテ懇請ノ旨モ有之候ニ

付，右金員全額一度ニ相渡候様取計候間，御

承知置キ可被下候。何レ談判ノ結末被是・・ー・

（注 ．こζで文章は中断している）

明治十七年十二月四日

在イム京巴里

吉田建作

農商務省宛

ヲ必要トスルトキハ勢モ右五分ノ「コンミッ 右書翰ハ工務局山本五郎君ヨリ拝借ノ来簡ヨ

ション」ノ金額ノ、同子ノ所有ニ不致テハ，彼 リ写書セシナリ 明治十八年一月廿三日

是不都合モ不砂，其上畢寛「コンミッション」 注 ．本文cjJIι 「告筒，即別紙写」とあるのは，前

ナノレモノハ物品売却人卜購求人卜ノ問ニ存セ 掲②の諏訪氏あて羽簡のζとと推定される。
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