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は じめ に

本稿では,断片的な形になるが,私の専門とする繊維産業及び衣服産業に関し,主題,論点,参

考文献,参考資料を書き留めたい｡私が担当する演習の受講生は予備知識となる世界史的背景とし

て理解してほしいし,受講しない学生には歴史及び経済史の醍醐味を堪能してほしい｡また,経済

学を勉強するに当たり,China,Europe,USAの3地域からの影響を考え,過去と現在にわた り

3地域を意識してほしい｡また,後述のマデイソン推計から,近代というものの終わりを意識した

視点が必要となろう｡確かに近代はEuropeが中心となったが,もはや,私の専門とする日本経済

史学だけでなく経済学全体が,Europe中心史観から脱却する時期に来ている｡

1.経済学の抱える問題点

さて,日本経済史を勉強していると根本的な悩みに付きまとわれる｡本来,経済とは国境を超え

る運動だが,日本という枠組みで地域が限定されるという矛盾を日本経済史 (及び各国経済史)と

いう学問分野は持っている｡近年,経済学が目覚ましく凋落の一途を辿っているのは,国家の次元

で語ってきた経済学が機能不全に陥っていることの表れだと私は考えている｡

(1) 日本経済史の抱える問題点

日本経済史という学問は,数十年来,大きく二つの論点が捷起され続けてきた｡一言で言えば,

Japanか Englandの研究に固執する余り,2項対立の限界に直面しているのが当該分野の欠陥な

のである｡

この2点を少し詳 しく見よう｡ 1点目は,日本が開国以来,欧米への catchupに遇進 し,20世

紀前半には一定の工業化を果たし (実際は繊維依存だったが),戦後は1950年代に復興を遂げ70年

代まで急速な高度成長を実現させた,という日本人努力説や日本人優秀説であった｡しかし,この

論点に固執する人々は,日本経済が衰退した現在に,この論点が無効になるということを考えな

かった｡過信が学問を停滞させたのである｡過去の日本人が優秀だったと言ったところで,20代の

就職事情は何も変わらない｡

また,このような論点は,プロト工業化論という分野にも導入され,江戸時代に一定の産業発展

があったと見る研究に利用されている｡開国をせずとも私たちは成長していたのだという自己愛に

満ちた説である｡しかし,鎖国時代の日本が独立的に経済成長を遂げたという考えは,中近世の境

目である17世紀転換期の世界情勢を見落としている｡当該時期は,当時の世界秩序で最大の影響力

を持っていた中華帝国に変動があった｡すなわち,明朝の倒壊と清朝の建国である｡これによって,

明朝政府側に仕えていた漠族の職工たちが,博多市及び堺市,やがては京都方面へ移民として大量

に来たのである1)｡このとき,明朝で培われた織物技術が大阪や京都で普及することとなった｡日

1) 飛鳥 ･奈良時代に貴族階級で流行していた ｢締｣と呼ばれる練絹の絹織物が17世紀前半の日本で沙綾 ･

鍛子として再普及した｡これには,中国の明王朝滅亡後に大量の職工と技術が大坂の堺で展開し,後に京

都西陣-普及したことが考えられる｡その後,いわゆる慶長小袖が考案され,織物デザインにおける区画

の抽象性が変化し,山形や雲形等の具象性へ変化した｡これは広幅織物が生産可能になったという変化が

ある｡しかし,日本経済史や日本衣服史では,単なる変化として捉え,中国からの影響を無視 している｡

以上,本文の記述 も併せて,沈 仏文編著 『中国古代服飾研究』上海事店出版社,2002年,607頁｡及/
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本が鎖国したのはその後の事である｡日本絶賛論には中国からの影響を無視するという欠陥がある｡

2点目は,Europeから膨大な技術を吸収した点を高評価し特に Englandの経済を研究し,産業

革命論を延々と議論する観点であった｡この観点は1点目の前座としての役割を果たすが,対象が

Englandに集中したため,USAの20世紀にみる覇権主義に繋がる様な議論に接続できなかった｡

(2) 経済活動と経済学とは,いずれも境界を要求 しない

経済学は本来,国境を超える,あるいは,国境とは関係なく動 く｡関税措置といった形で政府及

び国家の役割は確かに存在するが,物と金は国家的政策を超えて移動する｡これは現代だけの特徴

ではなく,古代から見られたことである｡政治及び政治学に国境は大切であるが,経済及び経済学

は越境が重視されるべきである｡

経済学発祥のEnglandでは,EnglishEastIndiaCompany(England束インド会社)との貿易を

通じた貿易理論によって経済学が発展 した｡Calico(キャラコ)と呼ばれるインド綿布を輸入する

ことによって England内でどのような被害が生じるのか,具体的には,毛織物業か麻織物業のど

ちらが被害にあうのかという問題が議論された｡また,いまだ大きな影響を与えている比較生産費

説の提唱者 DavidRicardo(デヴィッド･リカー ド)はEnglandに移住 してから貿易理論を深化さ

せた｡もちろん,AdamSmith(アダム ･スミス)のように国内工業を modelとして社会的分業に

着目した人物もEnglandに存在 したが,社会的分業そのものが,いずれは地域経済を超えて,国

家経済を超えて,地球規模に膨れ上がる端緒であった｡

2.国際秩序の推移

(1)紀元2000年間における5カ国の GDPの推移

以下では,AngusMadison(アンガス ･マデイソン)の精力的な研究から簡単に GDP大国を確

認し,私がこれまで勉強してきた知識を元に世界の首都の推移にも触れてみたい｡

まず,図1は,時系列 (Ⅹ軸)にばらつきがあるものの,マデイソンの試算 した GDPのうち,

England,USA,Japan,China,Indiaの5カ国を Graphにしたものである｡

USAや Englandが1500年まで計上されていないのは,文字史料がほとんど存在しないからであ

る｡逆に言うと,China,India,Japanに関してはそれだけ豊富に史料が存在 していた｡すなわち,

文明の深み (歴史の深さ)が USA･EnglandとAsia3地域では比較にならない｡

この図を見て私が驚 くのは,まず,1500年までは Indiaが 1位,僅差で Chinaが 2位であった

という大国の長期性である｡Europeの産業革命以後も,成長曲線は緩やかだが確実に上昇を続け

た｡

次に驚くのは,England産業革命の18世紀にUSAの方が急増 しているという点である｡1700年

を起点に1世紀の間にEnglandに迫る勢いがある｡この間,USAの Englandからの独立戦争を

経て農工業やインフラ整備が大きく進展 した｡1870年にはEnglandを追い抜き,日本以外の4カ

国が括抗した｡1870年とは,アヘン戟争によって Englandが Chinaに勝利した,たった30年後の

ことである｡アヘン戟争自体,18世紀からEnglandが望んでいた対中貿易の武力的実現であり,

そこに至るまでの時間は,およそ80年ほど続いたと思われる｡Elizabeth女王の名の下に長年の間

＼び,岡田幸夫 『西の西陣,束の桐生J上毛新聞社,2005年,91ページ.及び,永原慶二 『苧麻･絹･木綿

の社会史J吉川弘文館,2004年.及び,高田倭男 r服装の歴史j中公文庫,79-87ページO
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図1 世界の実質 GDPの歴史的推移 (20カ国と各地域,紀元 0-1998年)
(単位 :100万1990年国際 ドル)

0 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 1998(午)

出典 :アンガス ･マデイソン r経済統計で見る世界経済2000年史J金森久雄訳,柏書房,2004年,より筆者作成｡

注 :｢国名 ･地域名｣は現行の慣習優先｡

貿易を望み続けた Englandの外交官たちに対 し,清朝の歴代皇帝は謁見 しないという形で拒否し

てきた｡中国歴代王朝の皇帝にとって,重要であり庇護対象としていたのは,中華体制の下で朝貢

貿易を行なってきた朝鮮,琉球,日本,安南 (Vietnam),Phillipines,Thailand,Cambodiaの 7

カ国であった2)｡清朝にとって Elizabeth女王は,言ってみれば ｢何処の馬の骨か分からん｣とい

う意識があったようである3)0

また,20世紀末に目を転じると,実質 GDPでは日本が既に中国に抜かれていることも本図から

わかる｡ 2010年だったかに日本が中国に抜かれたのは名目GDPであった0

以上,大まかな印象を述べただけだが,近年の ChinaとIndiaの GDPの伸びと世界的な地位関

係は,単に2世紀前の状況に戻っただけという見方も出来るのである｡

(2) ｢世紀の首都｣一覧

次に,GDPの推移やいくつかの著書を意識 しつつ,私なりの世界秩序の推移をまとめたものが

表 1である｡奇妙な表であるが,世界史の著書で記されている都市や国家の印象からすると,全て

を国家名 (王朝名)で統一させるよりも,時期によって都市名も入れるのが,実像に近いのではな

いかと考えた｡

例えば,19世紀の首都の一つに Londonを挙げたが,これは当時の Londonが England産業草

2) 時期によって日本は入出が幾度かあった｡詳細は,閣 立 『清末中国の対日政策と日本語認識一 朝貢と

条約のはぎまで- 』東方書店,2009年を参照のこと｡

3) 辛うじて,清朝18世紀末の皇帝であった乾隆帝は,GeorgeMacartneyの使節団に同行した GeorgeTho･

masStauntonという12歳の少年には謁見した｡ただし,朝貢国の使節団が中国歴代王朝の皇帝に長年にわ

たり行なってきた三脆九叩頭の令をEngland側が拒否し,England風の挨拶を求めた｡乾隆帝はそれを許

可した｡この点に関する詳細は,銭 国紅 『日本と中国における ｢西洋｣の発見- 19世紀日中知識人の世

界像の形成- 』山川出版社,2004年を参照のこと｡
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表 1 紀元2000年間の世紀の首都

時 代 首 都 規模

古代 長安 (磨) 大

13-16世紀 元 一 明 最大

17世紀 清 &Nederland 中

18世紀 清>England 小

19世紀 清くLondon(England)&Paris(France) 小

20世紀 Hallywood(USA) 微小

出典 :以下を元に筆者作成｡間立 『清末中国の対日政策と日本語認識- 朝貢と条約のはぎまで

十 東方書店･2009年o中井久夫 晒 欧精神医学背景剖 みすず書房･1999年OWalterBen･
Jamin｢パリ- 19世紀の首都- ｣(所収は以下の2冊,rベンヤミン著作集6 ボー ドレールj

川村二郎 ･野村修編集解説,晶文社,1975年｡rベンヤミン･コレクションⅠ 近代の意味』浅

井健二郎編訳,筑摩書房,1995年),WalterBenjamin｢複製技術の時代における芸術作品｣(所

収は,r複製技術時代の芸術j佐々木基-釈,晶文社,1999年). PeterJosephCain,Antony
GeraldHopkinsrジェントルマン資本主義の帝国IJ竹内幸雄 ･秋田茂訳,名古屋大学出版会,

1997年｡WelnerSombartr恋愛と賛沢と資本主義』金森誠也訳,講談社,2000年｡
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命の恩恵によって金融機関が発達 したことを象徴させるためである｡同様に,Parisとしているの

は Franceの絹織物業を始めとする消費行動と,商店街 ･百貨店の形成が象徴的にParisで実現し

たからである｡

箇条書きで,上表を簡単に補足 しよう｡特に,eurasializationとglobalizationに注意して読み進

めてほしい｡

(∋ 古

eurasializationが陸運で完遂 (silkroad)｡中国の大航海時代の開始｡世界理解思想の登場

(孔子,陰陽道等),学問 ･技術の蓄積と開放 (日本への伝轍等)0

(参 13-16世紀

eurasializationが中国の政治 ･軍事で完遂｡Europeの大航海時代の開始｡

③ 17 世 紀

Nederlandの金融革命と植物革命｡学問 ･技術形態の変容｡主権国家の登場｡

④ 18 世 紀

England産業革命と海軍力増大｡世界変革思想と経済学の登場｡

⑤ 19 世 紀

USA産業革命｡globalizationが海運 ･鉄道 ･電信で完遂｡主権国家 ･国民国家の暴走と

植民地問題 (帝国主義の時代)｡複製技術の飛躍と特許の出現｡先進国や植民地の都市部

で消費者が出現 (Franceの百貨店形成等)0

(む 20 世 紀

globalizationが空運,電波通信で数度完遂｡Europeの自滅 (第 1･2次世界大戦)と植民

地問題の反動｡USA類似国 (日本等)の大量出現 (世界の USA化)0

(9 21 世 紀

停滞の Europe｡農工商 ･軍事の Balanceに悩む USA｡世界の工場 Chinaの主役期間の
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問題と停滞後の世界的反動の問題｡

3.C川NA,EUROPE,USA

(1-1) 買服にみる東 Asia3地域の力学

(丑 漢代中国の裏鼻十二章

周の時代にまで潮ることができる表見十二章 (こんべん ･じゅうにしょう)は,12個の紋様が附

された皇帝 (天子)の礼服である｡喪服を着用する際に用いた冠 ｢菟冠｣から,中国では表見を単

に ｢晃服｣ とよぶこともある4)｡十二章は以下の通 りである｡ 日 (太陽),月,龍,山,雅子 (華

義),火炎,虎猿,巻龍,藻,粉米,漸 (ふ,斧のこと),敬 (ふっ)0

これらのうち,｢衣裳｣の衣部分 (裏表)には,左肩に日,右肩に月,身の前後に,龍 ･山 ･堆

子 ･火炎 ･虎猿,袖に巻龍,合計 8点が刺繍されている｡下半身の裳部分には,織藻 ･粉米 ･漸 ･

散の4点が刺繍されている｡

さて,中国天子の着用 した表見の場合,裏表の左肩近 くの袖には北斗七星が,右肩近 くの袖には

織女星が配置されている (星座双方はまとめて星辰と呼ばれ,中国ではワンセットで考えられてき

た)｡すなわち,日月だけでなく,北斗七星と織女星もまた,両者 1組と見なされている｡北斗七

星には四方を治める政治が意味されており,国家統治の基となる農事を統べる星という意味も存在

する｡そして,織女星には,機織 りを始めとする女性の労働を司る意味がある｡北斗七星と織女星

の二星が管轄する農耕部門と機織部門は,古代中国においては皇帝と皇后による祖廟祭紀の中心と

されていた｡この点は,伊勢神宮の祭紀も忠実に踏襲している｡天子親耕,皇后献蚕 ･神衣奉織と

いった祭紀に関するピンポイントの表現であるといえる｡

ただし,中国の天子においても,時代別に違いがある｡日月に対し,北斗七星と織女星 (つまり

星辰)が必ずしも対応 しているとは限らないのである｡漠代と惰 ･唐代との決定的な違いは,星辰

が両袖に分けられているか,背中に混在されているか,という点にある｡南北朝期まで,星辰は両

袖に縫われていたが,階朝において,｢肩挑日月,背負星辰｣といわれるように,背中に配置され

てからは,星辰は,袖と背中のいずれかに移動を続ける5)0

(卦 奈良時代日本の豪農十二章

高田優男は,自らの服飾研究で,｢養老令｣の衣服令にみられる服制に言及し,その代表例とし

て,19世紀中期に天皇に即位 した孝明天皇の礼服を引いている｡つまり,高田は,朝廷レベルでの

服制が奈良時代から江戸時代まで変化 していないという前提に立っている｡以下,民俗学 ･民俗史

から,同じ孝明天皇の礼服デザインに着目した吉野裕子の論点を紹介しよう6)0

高田の前提がどれほどの一貫性に裏付けられているかは判断しかねるが,吉野もその前提に立っ

ており,中国天子の礼服と日本天皇の礼服との同一性と差異性に焦点を当て興味深い分析を行なっ

ているので,簡単にまとめてみる｡吉野は,中国と日本の両皇帝の礼服デザインで,唯一異なる点

に着目している｡また,明朝をモデルにしたとされる朝鮮王朝では,表見十二章そのものを模倣せ

4) 竿 梅 『人文中国弔系 中国服飾』五洲伝播出版社,2004年,16頁｡

5) 唐代の鼻服については,ウイキペデイア中国語版 (http://zh.wikipedia.org/)｢菟服｣を参照されたい0

6) 当該箇所は,青野裕子 『天皇の祭 り- 大嘗祭-天皇即位式の構造- 』講談社,2000年,｢第三章 大

嘗祭の実相 Ⅲ天皇の礼服｣に依拠した｡
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表 2 中朝 日の寛服推移想像表
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世 紀 中 華 朝 鮮 日 本
朝廷名か首都名 章 朝廷名か首都名 辛 朝廷名か首都名 辛

紀元前- いろいろ-漢 12 いろいろ-三国 ? - -

7 精一唐 12 新羅 ? 飛鳥-藤原 -

8 磨 12 新羅 ? 平城-平安 12

9 磨 12 新羅 ? 平安 12

10 栄 12 新羅-高麗 9 平安 12

ll 栄 12 高麗 9 平安 12

12 宋 12 高麗 9 平安 &鎌倉 12

13 宋一元 12-→鉱一■■ヽ 高麗 9 平安 &鎌倉 12

14 元一明 址ー12一ヽヽヽ 高麗-李 9 平安 &鎌倉 12

15 明 12 李 9 平安 &室町 12

16 明 12 李 9 平安 &室町 12

17 明一緒 12 李 9 平安 &江戸 12

18 清 12 李 9 平安 &江戸 12

19 清 12 李 9 平安 &江戸-東京 12→血一一一ヽ

20 清一南京等-北京 12-無 李-併合-京城 &平壌 9-虹一一一ヽ 東京 無

出典 :沈 仏文編著 r中国古代服飾研究j上海弔店出版社,2002年.学 梅 r人文中国弔系 中国服飾J五洲伝播出版社,北

京,2004年0号司ヱ号や号尊王 r千句ヱ子牛号専 zi脊dlj2007ti.張淑換 ･原田美佳 r朝鮮王朝の衣装と装身具J淡

交社2007年｡吉野裕子 r天皇の祭り- 大嘗祭-天皇即位式の構造-rJ講談社,2000年.松本郁代 ｢中世の ｢礼服御

覧｣と表見十二章- 天皇即位をめぐる儀礼と王権- ｣(r立命館文学』第587号,2004年12月),より筆者作成｡

ず,簡略化した形で導入している｡以下,3地域による礼服形態の類似性とデザインの差異性を簡

単に述べよう｡

古代日本で表見十二章が最初に明記されたのは,757年の衣服令である｡日本天皇の場合,表見

十二章に,北斗七星と織女星の位置だけは踏襲されていない｡左袖の北斗七星が背筋の上部中央へ

移動 し,織女星は除かれている｡

このデザインの違いは,政治のあり方や国家における天子 ･天皇のポジションの違いをも意味す

る重要なものである｡中国天子の場合,日月星辰の三者の一つ ｢星辰｣として北斗と織女を両袖に

付けており,天子親耕 ･皇后奉織が体現されている｡それに対し,日本天皇には,本人が宇宙神,

すなわち北極星の化身であるとの認識も付加された｡日本天皇は,祭紀者であると同時に被祭紀者

でもあるという役割を,文字通り ｢背負わされた｣ことになる｡

中国天子 ･日本天皇との礼服にみるデザインの違いは,以上である｡9世紀未に遣唐使制度が廃

されて以降,『延書式』編纂頃までには,染料と媒染剤の開発が進み,紫 ･紅 ･黄 ･紺といった中

国の純色に加え,紫苑 ･山吹 ･萌葱などの中間色 (混合色)も多様に利用されることとなった｡ま

た,重色や襲色 (いずれも,かさねいろ)とよばれる衣服習慣も登場した7)0

7) 高田倭男 『服装の歴史』中央公論社,2005年,95ページ｡
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③ 朝鮮王朝の裳菟九章

朝鮮半島における官服の系譜についても,興味深い事態が確認できる｡14世紀末の1392年,李

成桂が高麗王朝を滅ぼし朝鮮王朝が建国され,翌年,自ら太祖となり国号を朝鮮国 (李氏朝鮮とよ

く呼ばれる)と決定 した｡明朝から朝鮮国王の爵位を得たのは1401年のことであった｡以後,大日

本帝国が朝鮮併合を行なった1910年まで維持されてきた朝鮮王朝は,中国明朝の後継者としての立

場を築くことを目標にしてきた｡政治体制をはじめ,服制においても,太祖が明朝から許諾を受け,

官服制度を導入している｡なお,朝鮮王朝の場合,褒菟十二章は九章に簡略化されているが,王室

内には日月を示す鋸物が掲げられていたという｡

④ ま と め

日本の場合は東泉十二章を形式において踏襲し,一部の紋様配置を変更した｡朝鮮王朝の場合,

表見十二章が形式そのものとしても踏襲されていない｡朝鮮王朝では明朝の服制を ｢十二衷旋冠十

二章服｣と理解していたが,導入段階では ｢九真読冠九章服｣として簡略化 している｡また,王の

場合,両肩の日月二星は,金色の刺繍が施された龍に代替されている8)0

3地域にみる表見の配置は以上である｡先に少し触れたが,中国では時期によって星辰の位置が

移動したり,別の紋様で代替されたりすることもあった｡明代に編暮された 『明会典』によると,

1383(洪武16)年の規定では,星辰は両袖に指定されているが,1405(永床3)年の規定では背中

に指定されている｡いずれにせよ,背中に星辰が配置された史料は明代のものが現存するだけのよ

うであるが,その際,特に星座 として措かれていることはなく,日本天皇が背中に北斗七星を背

負ったデザインとは異なっている｡

意味知らずの形式コピー,あるいは憧憶ゆえの形式コピーという日本の性格は,奈良時代に起源

を求めることが出来よう｡

(l-2) 寛服贈与 Ranking(足利義満と豊臣秀吉)

日本史の対外関係では,足利義満の場合,日明貿易の促進と倭滝の取締 りが,豊臣秀吉の場合は,

当時の天下範囲における天下統一,大阪城建設 (実際は現在の大阪市が建造したが),朝鮮侵略と

明朝侵略意図の3点が挙げられる｡

政治状況はもちろんのこと,時代そのものの異なる二人の人物を国際的地位から比較することは

難しいが,彼らが存命中だった時代は,いずれも中国で明朝が全国支配をしていた点をヒントとし

て,ある程度の強弱をつけることはできる｡結論からいえば,足利義満の方が明朝からの評価が高

い｡

これを明確にさせるのは,明朝から謹呈された衷服の ｢格｣である｡足利義満の場合,日明貿易

の評価に対 し,｢九章晃服｣を,壬辰成争 (朝鮮出兵)に豊臣秀吉は ｢七族皮弁冠｣と ｢五章皮弁

服｣を,それぞれ明朝から謹呈された9)｡足利義満はちょうど朝鮮王朝が中華帝国から謹呈されて

きた九章服に該当するのに対 し,豊臣秀吉は五章服であった｡七草服の存在を確認できていないが,

足利義満と比較して豊臣秀吉はlRankないしは2Rankは下に位置することになる｡それでも,

8) 朝鮮王朝成立と九真読冠九章服の導入に関し,張 淑換 ･原田美佳他 『朝鮮王朝の衣装と装身具』,12

ページ,181ページを参照した｡

9) 当投落は以下を参照した,沈 乱文編著 『中国古代服飾研究』上海弔店出版社,2002年｡
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明朝に憧れ攻略まで企てた豊臣秀吉が,その明朝から五章服を謹呈されて喜んでしまったのではな

かろうかと,私は推測している｡

(2) 18世紀 Englandの産業革命

さて,話をEuropeに移し,産業革命について従来から述べられてきた膨大な研究に補足的な観

点を記したい｡England産業革命で最も利用されることの多い用語に ｢蒸気機関の開発｣が挙げら

れる｡しかし,蒸気機関を理解しても,それ以後に主流となった風力,火力,電力,原子力といっ

たエネルギー産出の根本的な方向性は説明できない｡原動力に関する産業革命の最大の特徴は ｢蒸

気機関の開発｣よりも,動物を追放し,非動物を導入することに成功した点に求める方が説得的で

あろう｡

原動力が非動物に要求されるようになると,さらなる大量生産と生産速度の上昇が可能となる｡

それとともに,従来の木製機械から,半木半鉄製や鉄製100%に材質が向上し,機械の運転速度の

上昇に伴なう機械の磨滅や故障が減少した｡原動力の速度上昇に,木製100%の機械では短時間で

破壊されてしまうからである｡しかし,忘れてはならないのが,天然繊椎を糸-加工する精紡機,

及び,糸を織物へ加工する織機など,諸機械の構造自体は中国数千年の蓄積を継承している点であ

る｡

ところで,機械の運転速度上昇から生産速度の上昇へといたる England産業革命は,人類に

とって生産活動に無駄を発生させることとなった｡同一時間の生産量が飛躍的に向上する転換は,

不要な製品を消費者が購入する機会を増加させることとなる｡近代,あるいは England産業革命

とは,いわば無駄を大量生産することによって,人類の生活構造を元に戻れない距離にまで変化さ

せることの始まりだったといえよう｡

このような転換によって,新製品の公開速度を上昇させるという圧力に対 し果敢に挑んだ国が

USAであった｡新製品の開発速度においてはEnglandはUSA よりも一歩後れを生じさせた｡繊

維産業を支える生産財は,USAでは精紡機や時機以外に決定的に重要な機械を開発 ･販売 して

いった｡ミシンである｡

(3) 19世紀 USAの産業革命

USA産業革命は,機械の製造を行なう機械 (MotherMachine)の開発 ･製造に成功した点に最

大の特徴を求めることができよう｡これによって,機械の大量生産を行なうためには,USAの

MotherMachine購入の必要が生 じ,特に19世紀後半以降,当時の先進工業国が USAの経済圏域

に包摂され始めていく｡

USA産業革命は,繊雑に限れば特にミシンに着日するといくつかの特徴がさらに明確になる｡

そもそも,USA という地域は,Englandで大量生産された紡績糸と織物を大量に衣料品-と転化

させる期待場所であった｡Englandが産業革命によって織物までの大量生産を可能にさせて以来,

衣料品生産は低賃金労働者層に集中したのである｡これに対抗するかのように,USAでは1850年

以降,ミシンの開発ラッシュが起こった｡世界初の多国籍企業といわれる Singer社は,生産工場

の海外移転と販売店の海外進出を推進し,20世紀初頭には,世界中のミシンの8割が同社製といわ

れるまでに至ったのである10)0

10) この段落は,岩本真一 ｢ミシンのグローバル性 と東アジアの衣服産業｣(大阪経済大学日本経済史研究/
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ところが, ミシンという耐久消費財を産業化に利用した USA,特にSinger社は,20世紀初頭に

はミシンの縫製部分の細部構造を開発し過ぎたために,縫製外機能を持たせる形で ミシンを進化さ

せる方向へ開発路線を変更するようになった｡技術革新が停止し,別の革新方向に進まざるを得な

くなったのである｡USA産業革命は技術革新が最重要な観点であることに間違いはないが,その

革新性はえてして革新する企業にとって高売上を確約させるとは限らない点もUSA経済史から知

ることができるのである11)0

4.木綿を巡る東 AsiaとEurope

ここでは,天然繊維のうち木綿 (Cotton)を取り上げ,その特徴や世界的普及の過程を触れたい｡

16世紀に本州 ･九州を中心に普及した木綿のうち,とくに綿布には2種類の大きな特徴があった｡

(1) 東アジアにおける木綿の普及12)

(訂 中 国 大 陸

当地の棉花栽培は宋代の福建省を中心に展開していた程度であるが,13世紀後半,すなわち元

末 ･明初期になると,江南地帯まで特に東南 Asia由来の南方種が北上し,India由来の西方種は

隣西省まで東進した｡14世紀には,苧麻 ･租絹との代替が完了し,棉花栽培と綿糸 ･綿布生産の両

軸展開が実現し13),棉花栽培は北方諸省 (山東 ･山西 ･河南 ･駅西)で,綿糸 ･綿布生産は南方諸

省で生産されるようになった｡これに伴ない,綿糸及び綿布段階で色を付ける染色業も大規模に展

開し,蕪湖,松江,揚州,蘇州等の地域で市場独占的な優位を占めるようになった｡明の時代には

織物貿易が相変わらず活発で,束南アジア (ミャンマー等)から植物草木の藤葛織物をはじめ名目

上100種以上が到達したという14)｡しかし,織物の名称が余りにも多いため,文字での理解に限界

があり,対応する理解は不可能である｡

(卦 朝 鮮 半 島

当地は苧麻主流の地域であり続け,古 くから麻布が交換手段として発達していた｡しかし,中国

での木綿生産の開始という状況を受け,14世紀後半の高麗朝末期 ･李朝期以後,半島南部を中心に

苧麻から木綿へシフトしていく｡

③ 日本 列 島 (本州 ･九州 ･四国)

当地は中国 ･朝鮮の木綿事情を反映した形で木綿が輸入され,やがて綿花 ･綿糸 ･綿布の国産化

が実現していった｡まず,15世紀初頭に朝鮮王朝からの守護大名 ･国人領主への回腸品として木綿

＼所編 『東アジア経済史研究一 中国 ･韓国 ･日本 ･琉球の交流- 』思文閣出版,2010年)を要約 した｡

ll) この段落は,岩本真一 ｢シンガー社 とイノベーション- 競争基盤の変化からみた ミシン多様化の諸相

- ｣『大阪経大論集j第61巻 5号,2011年 1月,を要約した｡

12) 本節は,主に永原慶二 『苧麻 ･絹 ･木綿の社会史』吉川弘文館,2004年を参照した｡

13) 沈 仏文編著 『中国古代服飾研究』上海弔店出版社,2002年,607頁｡以下,明代における木綿産業の展

開については同書に基づ く｡

14) 同上,608頁｡なお,江南 ･江北を結ぶ運河を軸に,大量の木綿が南部へ運ばれ,染色加工を経た後,再

び北部へ最移転されるという縦断がみられた｡綿製品の長距離輸送は不経済であったため,木綿拡大は急

速には実現せず,葛織物などの植物繊維 ･織物のような東南アジア産の繊維 ･織物普及とともに実現 した

と考えるのが無難であろう｡
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製品が急増するようになった｡これは朝鮮の木綿生産の活気を推測させる｡

15世紀後半の応仁の乱以後になると,木綿輸入が活発化し,国産化への関心が増大するようにな

る｡この理由には,戦国時代における兵衣不足 (軍服不足)から,守護大名 ･戟国大名らが,朝鮮

半島へ鋼 ･鉄と引替えに綿布を大量発注したことが決定的な要因として挙げられる｡従来の麻糸衣

料では関東以西の大名が東北 ･北陸で戟いにくいという繊維面での問題もあった｡

やがて朝鮮半島側は,綿布不足を憂慮し公的には対日綿布価格を上昇させたが,両地域の民間商

人によって大量に綿布が流出した (密貿易)015世紀末から16世紀になると朝鮮半島だけでなく明

朝支配下の中国大陸からも綿布輸入が試みられるようになった｡海禁政策 (入貢形式の勘合貿易)

下の明朝でも,江南 ･福建商人,日本商人,琉球商人が関与し,膨大な木綿製品が日本へ輸出され

た｡

16世紀中期以降,棉花 ･綿糸 ･綿布の国産化は,関東から九州全域にかけ同時多発的に開始され

た15)｡やがて中国など海外から輸入された木綿は唐木綿とよばれ,国産木綿との併存状態へ入った｡

鎖国や海禁政策を導入した幕府として広く知られる江戸幕府は,木綿一つとっても上記のように周

辺諸国からの製品 ･技術輸入を踏まえたうえで成立していたのである0

(2) 兵衣としての木綿- 階級差形成力

そもそも,木綿は戦国時代に兵衣として必要とされ,綿花から綿布に至るまで輸入と国産化に

よって兵衣需要を可能にした｡兵衣には麻布が使われていたが,麻布の原料である苧麻に比べ,棉

布は保温性に富んでいた16)｡そのため,国別に組織された兵隊 (武士団)に歓迎され,綿布 (綿織

物)は兵隊ごとに規格化が進行した｡この背景を踏まえるならば,兵衣としての綿布は,武士団ご

との統一性を保証し,武士としての格付けに利用されたといえる｡兵衣としての綿布は階級形成力

を持ち得た｡これが 1点目の特徴である｡

(3) 商品としての木綿- 階級差破壊力

さて,衣服生産は19世紀後半になるまでほぼ全てが自家生産によって行なわれていたから,それ

までの綿布は,絹や麻の織物と同じく最終消費財であった｡古代には苧麻や絹などの繊維 ･織物が

国衝や中央政府へ献上され,その余剰が商布として市場へ出た｡それに対し木綿は,京都 ･鎌倉 ･

室町などの中央政府-の献上品とはならず,自家消費された分を除けば,生産者から直接に流通市

場-放出されることが多かった｡課税については,各地の大名が ｢木綿役｣とよばれる移出税が賦

課された程度でにとどまった｡このようなこのことから,商品としての綿布は普及速度が速く, 1

点目の特徴である階級形成力の半面で,2点目の特徴,すなわち,階級破壊力をも持ち合わせた商

品であった｡

15) 駅西省で栽培が始められた西方種は,黄河流域の大陸北部でも栽培可能であった｡日本の本州の場合,

16世紀中葉,信濃のような寒冷地で栽培が始められている｡

16) 福井貞子 『木綿口伝』第2版,法政大学出版局,2000年,28ページ｡
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(4) 地域差破壊力としての木綿の普及性- EnglandとEnglishEastIndiaCompany17)

① Europeへのインド産木綿の普及

Europe大航海時代の15世紀,他の Asia産出品同様,木綿もアラブ世界を中継地点として地中海

に伝えられたという｡オランダのヴェネツィア商人たちの船が綿糸や原棉 (まだ紡績を経ていない

棉花)を買付けに,シリアノアレッポに赴いたともいわれる｡15世紀 Europeでは,棉花 ･綿糸 ･

綿織物いずれもが生産力が小さく量的に希少であったため,輸入された綿糸や,Europe諸国で棉

花の紡績加工を経た綿糸は,麻糸と交織され,フアスティファン織物 として利用されることが多

かった｡分か りやすくいえば,｢綿100%｣という材質表示は当時の Europeでは不可能であり,17

世紀のEnglishEastIndiaCompany (England東インド会社)設立以降に可能となった｡

17世紀はEurope諸国の Asia認識が開始された時代であった｡Asia認識といっても,それは,

Europe諸国には存在 しない Asia諸国の農産物 ･食料品,繊維 ･衣料品などの獲得という意味であ

る｡以後,Europe諸国は Asia諸国,とくに南 Asia,東南 Asia,そして東 Asiaの諸地域そのも

のを獲得する (侵略する)行動に出る｡

16世紀以降,インドを中心にした Asia産の木綿 (綿糸 ･綿布)が民間交易や国家間貿易を通 じ

て Europeへ輸出されはじめ,Euroasia大陸全域に普及していった｡その後,17世紀初頭,日本で

江戸幕府が成立 した1603年には,既にインド国内において,England資本による東インド会社

(1600年)とオランダ資本による同名会社 (1602年)が開業していた｡他国の東インド会社も含め,

全て国王の認可を受けて会社が設立されているのが共通している｡

インド･東南 Asia産の様々な胡板輸入から始まった貿易は,17世紀後半には綿織物 ･絹織物 ･

麻織物の輸入へと比重をシフ トさせ,England東インド会社からEngland本国へ輸出された織物

比率は,全輸入品額の70%近 くにのぼったという｡キャラコなどインド産綿布の輸入急増は,Eng-

1and国内の毛織物業者,絹織物業者,麻布業者の間で反発を食らいながら,キャラコ論争とよばれ

る業界の最重要課題となった｡どの織物業者がキャラコ輸入によって痛手を受けるのか,同時代の

業者間で活発な議論が交わされ,輸入反対の声が大きかったという｡

17世紀の Englandで高級衣料素材として活用されていたのは圧倒的に毛織物であった｡一部に,

Franceからの技術移転で実現 した絹織物も存在 した｡17世紀 Englandには,高級衣料として毛織

物と絹織物が存在 した｡インド産綿織物 (キャラコ)を東インド会社が Englandへ輸出すること

によって,17世紀の後半には,キャラコは,England国内で普及性の高かった廉価な麻織物 (リン

ネル)との競争に入った｡同じサイズではEngland人の織ったリンネルよりも,インド人の織っ

たキャラコの方が安かった｡キャラコの敵は何かというキャラコ論争の結論は,麻布 (業者)で

あった｡この論争において,Englandでは貿易理論が発展したといっても過言ではない｡貿易輸入

という巨大なイベントが国内産業を破壊するのか,あるいは棲み分けや促進が行なわれるのか,国

家の経済政策として重要な経済行為だからである｡

② キャラコ論争

Englandで表装用にキャラコが使いはじめたのは,束インド会社重役たちと親しかった England

王室宮廷の廷臣 (貴族)たちであった｡輝かしく華美な色調をもつインド伝来のチンツや縞柄の綿

17) この項は,ヨーロッパ-の綿織物普及については,浅田 賓 『東インド会社- 巨大商業資本の盛衰』

｢第三章 キャラコの輸入と重商主義｣を参照した｡
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布は,その後,Englandの紳士 (ジェントルマン)の間に普及した｡また,重厚 ･無地の毛織物衣

料を着用 していた貴婦人たちも,彩色豊かなインド産キャラコを身にまといはじめた｡Englandで

綿布が貴族たちの間で賛沢品として重宝されたのは,高級衣料素材としてではなく,希少性にあっ

た｡Europeでは綿糸 ･綿布ともに少なかったからである｡

キャラコの爆発的ブームは,England国内のリンネル織物など,麻布織物業者から猛反発を食ら

い,17世紀末に,キャラコに対するバッシングが本格的に始まった｡まず,1696年,｢インド織物

着用を禁止する法案｣が議会に上程された｡この法案は否決されたが,法案反対派の議貞が脅迫さ

れるなど反対運動は加熟 し,1700年,｢キャラコ輸入禁止法｣が下院を通過,この法案の正式名称

は,｢ウイリアム三世第11年および12年,王国の諸製造工業の奨励によって,貧民をより有効に雇

用するための法律｣というものであった｡

(5) ま と め

17世紀後半とは,日本でいう元禄期のことであ り,麻布 ･綿布 ･絹布ともに小袖衣料の素材とし

て活用されていた (中国大陸や朝鮮半島でも同様)点を考えると,Europeにとっては木綿が,東

Asiaにとっては羊毛が,それぞれ希少性ゆえに賛沢品とされた理由が分かる｡

Englandを中心にした Europe-の木綿製晶,特に綿織物の輸出と流行 ･普及は,東 Asia諸地

域 (中国大陸 ･朝鮮半島 ･日本列島)への普及に比べ,早 く見積 もっても100年は遅れていた｡17

-18世紀の Englandや Franceでは,新 しさと希少さゆえに,当初は,綿製衣服が自己顕示的に利

用され,高級衣料として機能した側面もある｡

キャラコという用語について簡単に触れておくと,語源的には,インドのカルカッタ産綿布をポ

ルトガル語で表現した音韻に求めることができる｡キャラコは,技術的用語であ り,利用繊維にも

とづいた用語ではなく,絹 ･綿 ･麻のいずれの素材にも利用された織物用語であった｡

なお,約200年後の話になるが,19世紀末にEnglandのキャラコ工場へ視察 (工場見学)に行っ

た福井県出身の代議士杉田定一が,帰国後,織物業における ｢機械化｣に関心をもち,その報告書

を2点まとめているが18),このことを踏まえると,種々のインド産織物の England国産化が,こ

の200年間のいつかに行なわれたと理解することができる｡Englandのキャラコ国産化は,産業革

命期に行なわれてお り,17世紀に Englandが知ったインドの手機によるキャラコ生産とは異なっ

た事態に入っていたことがわかる｡

5.19世紀の首都 Parisの栄光と衰退

(1) 19世紀の首都 Paris

19世紀の間にParisは自身の主力産業を織物産業からモー ド産業へ転換させた｡当時の新興工業

国であった Europe周辺諸国と中国 ･日本が絹織物産業で Franceに迫る勢いを見せており,服飾

品産業へ転換することによって,織物で培った従来の知的 Brandを服飾品へずれ込ませる戦略に

出たわけである｡具体的には鉄道を組み込んだ百貨店 ･商店街の形成と,消費者の発生が実現 し,

街の風景や人間の歩き方を一新させることとなった｡

以下,WalterBenjamin(ヴァルター ･ベンヤ ミン)の論文か らParisの百貨店形成の特徴を箇

18) 杉田定一 『欧米羽二重商況視察報告』農商務省,1897年｡同 『海外絹織物調査報告』農商務省,1901年｡
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条書きで抽出する｡

① Benjaminの論文か ら- 繊維製品 ･百貨店19)と鉄製品 ･機関車20)-

･"DieMehrzahlderpariserPassagenentstehtindeanderthalbJahrzehntennach1822.Die

ersteBedingungihresAufkommensistdieHochkonjunkturederTextilhandels.Diemaga-

sinsdenouveautbs,21)dieerstenEtablissements,diegr6LSereWarenlagerimHauseunterhal-

ten,beginnensi°hzuzeigen."22)(パリのパサージュの大半は1822年以降の15年間に建設され

る｡パサージュが生まれてくる第一の条件は,繊維商業界の好景気である｡流行品店,つま

り史上はじめて相当量の在庫を備えた商店が出現しはじめる｡デパートの前身である)23)0

･"DiezweiteBedingungderEntstehensderPassagenbildendieAnfangedesEisenbaus.‥

ErstmalsinderGeschichtederArchitekturtrittnitdenEiseneinkunstlicherBaustoffauf.

ErunterliegteinerEntwicklung,derenTemposi°himLaufedesJahrhundertsbeschleunigt.

SieerhaltdenentscheidendenanstrLSalssichherausstellt,daLSdieLokomotive,nitderman

seitEndederzwanzigerJahreVersucheanstellte,nuraufeisernenSchienenverwendbar

ist."24)(路地成立の第二条件は,建築に鉄が使用されはじめたということである｡-中略-建

築史に大工の建築材料が登場したのは,鉄をもって噂矢とする｡鉄は,世紀を通じて加速度

的にテンポを早めて行 く,ひとつの発展の波に乗る｡20年代の終 りから試作されていた機関

車が,鉄の上しか走れないということが明らかになった時,この発展には決定的な動因が与

えられる)25)0

(塾 私 の 補 足26)

･19世紀に繊練製品を中心として ｢在庫｣という事態が発生したので,商店街や百貨店が勃興

19) 百貨店の欧米語を紹介しておくと,departmentstore(部門別店舗,英語),Warenhaus(商品の家, ド

イツ語),grandmagasin(巨大店舗,France藷)｡なお,France語の magasinには ｢倉庫｣の意味もあり,

英語の magazineには ｢雑誌,(銃の)弾倉｣の意味がある｡

20) 19世紀と20世紀との違いは,① 天然繊維-化合繊 (&綿糸),② 百貨店-ファッション雑誌 (-カタロ

グ通販)-ネットショッピング,③ 蒸汽機関車-電車- リニア ･モーターカー,の3点がキーワー ドにな

る｡

21) 3-4階建て建築,ショー ･ウインドー,照明 ･街灯を装備 した ｢マガザン･ド･ヌヴオテ｣(流行品店)

は,正価販売,現金販売,大量仕入,ウインドー ･ショッピングなどの商業革命をもたらした｡もっとも,

19世紀前半の Franceには既製服の浸透が浅く,大量生産 ･大量仕入 ･大量販売が噛み合った意味で,本格

的な百貨店の登場は1853年の ｢ボン･マルシェ｣を得たねばならなかった｡百貨店が一つの街を誘致 (請

発)させ,ファッションの情報発信基地となる経緯については,鹿島茂 『デパー トを発明した夫婦』講談

社,1991年を参照のこと｡

22) WalterBenjamin,,Paris;dieHauptstadtdesXIX.Jahrhunderts̀,1935,"DasPassagen-Werk,Gesammelte

SchrzftenBandV･1",suhrkamptaschenbuchwissenschaft,1991,S.45.

23) ヴ7ルター ･ベンヤミン 『ベンヤミン著作集 6 ボー ドレール』川村二郎 ･野村修編集解説,晶文社,

1975年,11ページ｡

24) WaiterBenjamin,op.cit.,S.45-46.

25) ヴァルアー ･ベンヤミン,前掲書 (晶文社),ll-12ページ.

26) 19世紀と20世紀 との趨勢の違いは,① 天然繊維-化合繊 (&綿糸),(参 百貨店-ファッション雑誌 (-

カタログ通販)-ネットショッピング,③ 蒸汽機関車-電車-リニア ･モーターカー,の 3点がキーワー

ドになる｡
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した｡在庫の発生は,産業革命の生産力上昇によって製品が余るようになったためである｡

･商店街 ･百貨店の建築材料に鉄が利用された｡鉄は溶解すると変形可能で小分けができる｡

ただし,錆びる (汚す,しみを付ける-stain)という短所があった｡したがって,20世紀の

建築資材は,鉄の代替品開発から始まった｡課題は ｢錆びない｣という点にあり,鉄よりも

軽量の素材が開発された｡stainless27)である｡

(2) 19世紀末 France市場におけるマクルスフィール ドと福井県

ここでは,19世紀末 Franceの有名な絹織物市場 Lyonの実情について,Englandと日本の絹織

物産地交替の様子から概観する｡

きっそ く,England絹織物の名産地 Maccles丘eld(マクルスフィール ド)の絹産業を紹介 しよ

う28)0 Englandチェスター州マクルスフィールドは,絹貿易と絹産業が長期にわたって展開した地

域である｡地の利を活かし,17世紀には Franceやフランドルと同時期に蚕がもたらされ,養蚕業

をもとに絹ボタン産業が勃興した｡その後,1740年代にはイタリアから水力紡績機が導入され,絹

紡績業が勃興した｡マクルスフィールドの絹糸は,当時高品質の絹織物産地とされていたロンドン

東端スピタルフィールズの織工たちに提供されたという｡国際的認知を得た18世紀中期から世紀末

にかけては,手織機による絹織物業が展開し,当地の労働者を大量に雇用した代表的産業へと発展

した｡地域特色として,広幅織物のギンガムやダマスクが有名である｡染色部門でも無地染 ･柄染

が展開した｡1810年代に9,000人近かった人口は,20年間で23,000人まで増加 した｡

1820年代に力織機が紹介されたが,これは,絹織物よりも綿織物の方が早 く導入された｡力織機

を絹製織に適応させる初歩的問題があったからである｡ジャカー ド製織のメカニズムは,遅くとも

1830年代に知られるようになった｡Franceのジャカー ド製造会社 Devogeがマンチェスターに進

出し,直後にマクルスフィールドの織物工場数社とビジネス提携を結んだ｡

織工たちは当地の貴族たちのステータスを支える製品を産出し続けた｡しか し,19世紀初頭には

手織工たちの労賃は頭打ちを経験 し,週当たり7-10シリングに対 し,他の労働者たちは14-15シ

リングという開きをみせた｡地域の代表産業における労賃が低下傾向に入るということは,当該地

域の家計を直撃する事態を意味する｡

手織工たちに優位を占めたのが,1838年当時は小数に留まっていた力織機の導入であった｡力織

機は膨大な産出量をものともせず,絹織物の量産が実現した｡とはいえ,マクルスフィールドの絹

織物産業は輸入未加工原料と不安定市場に依拠していたため,結局は緩やかな低下傾向を示しはじ

め,その間,雇用者たちは労賃を削減させたり,給料の天引きを行なったりした｡

アイルランド移民や,田舎出身の没落木綿商には,抵抗する術がなかった｡織工たちは,木賃宿

や小店舗へ離散しはじめた｡もし彼らが抵抗すれば,織物工場主たちは,田舎の家計補助的な低質

27) ｢特殊鋼のうちの耐食鋼の-｡クロム鋼やクロム-ニッケル鋼など｡不鋳 (ふしゆう)鋼｣(ステ ンレス

ーこう ーかう 05【一鋼】-goo辞書)より引用.

28) この項目は以下を参照 した｡GeorgeLongden,"LlfeandLabourinVictorianMacclesjield",Neil

Richardson,1983.LouanneCollins&MoiraStevenson,"Silk,SaTTSanetS,Satins,SteelsandStripes",Mac･

cles丘eldMuseumsTrust,1994.LouanneCollins,…MacclesjieldS2'lkMuseumsrAtLookaEEkeColleci2'ons",

Maccles丘eldMuseumsTrast,2000.DorothyBentleysmith,"PastTimesofMacclesjield",VolumeII,

LandmarkPublishingLtd,2005.
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金労働力を利用して織物生産を委託しただろうし,マクルスフィールドの労働者たちの最低賃金よ

りも低い賃金でそれを行なっただろうからである｡

このように,1840年頃まで,マクルスフィールドの織工たちは,手織 りと機械織 りとを問わず,

市場変動や原料輸入という不安定要因を理由に,雇主に低賃金で働かされていたという状況にあっ

た｡

労働事情は決して良好ではなかったものの,産業としてみた場合,マクルスフィールドは,19世

紀前半を通じて成長を遂げ,完成品織物の輸出をはじめ,絹の紡績 ･織出 ･染色といった各工程の

中心としても卓越した国際的地位を占めた｡1851年のパリ万国博覧会では,男性向けに,バンダナ,

ハ ンカチーフ,ベステイン,サーセネット,女性向けに,ベルベット (ビロー ド),サテン,

ショール, トリミングが出店された｡

しかし,マクルスフィール ドの衰退を決定づけたのは,この19世紀中期のことである｡19世紀の

始まりとともに当地-の移民は増加したが,1860年代には,植民地への移住奨励策が導入され,自

由かつ補助金のつく移転が本格的に開始された｡マクルスフィールドの多数の家族が向ったアメリ

カ合衆国ニュージャージー州パターソンはアメリカ絹産業の中心地となった｡ しかし,マクルス

フィールド出身のジョン･ライル (JohnRyle)がアメリカ産業の保護貿易運動の先頭に立ったた

め,ここにアメリカとの関係が絶たれたマクルスフィールドの運命は衰退へと向かい始めた｡20世

紀初頭には,絹織物メーカーが人造絹糸の試作段階に入ると同時に,マクルスフィールドの諸工場

は,新たなプロセスや技術に革新的 ･適合的な体質へ転換した｡第2次世界大戟中,当地の諸工場

はパラシュー ト用の絹織物を製織するなど軍需産業に着手した｡そして,20世紀後半の50年間も当

該産業は衰退を続け,外国製造会社に匹敵することは不可能な状況にある｡今日ではごく小数の工

場が,紡績,染色,製織,捺染 (プリント),刺繍などに従事するに過ぎない｡

(3) 世界絹織物市場の中心 Lyon

既に触れたように,20世紀転換期日本の多数の地域では,織物業の機械化が重要課題に挙げられ

た｡

福井県出身代議士の杉田定一の場合,19世紀末に2度にわたり行なわれた海外視察期における焦

点は,France絹織物市場において,旧勢力の Englandのマクレスフィールドに対 し,日本の福井

県が,どの桂度,Franceの Lyon市場,しいては世界の絹織物市場に浸透力を持ち得るかという

ものであった｡

以下では,杉田が捷起した絹織物業部門における機械化と輸出対策案とを紹介する｡杉田の収集

した国内絹織物業史料は外国の織機カタログ収集や織物 ･染織工場視察時のインタビューなどに比

べ意外に少ないが,残存史料から判断するに,国内絹織物産地の模範地域として念頭に置いていた

のは,西陣と桐生であった｡もっとも,彼の戦略には,両地域以上の輸出高を誇る福井の工業化と

いう文脈ではなく,むしろ,両地域との製品棲み分けにもとづいた形での羽二重輸出化にあったと

いえるのだが｡

当時 Franceの Lyonは絹織物の販売基地としてだけでなく,織物デザインにおいても,世界的

水準に達していた｡すなわち,デザインの流行市場として Lyonは,世界の絹織物市況を調整でき

たのである｡杉田の Lyon理解は,以下のようになる｡｢噂好流行は時々変化,本年の物は去年の

品に似ず今月流行する所の物は来月廃たり｡一定Lがたきを以って予言しがたし,併し能 く新奇の
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流行を案出し人の晴好に投ずるは仏国里昂にして,実に里昂は世界流行の根本地と云ふも敢て過言

に非ず｣29)0

流行市場の管轄が Lyonである以上,福井県からLyonへ向けた絹織物 (羽二重)輸出は,デザ

イン面を除去した無地織物が妥当であると杉田は述べている｡｢将来日本に於て里昂を凌駕するの

新機軸を案出し世界の信用を博するに至るに非るよりは,万里の異域に在 り四時変化する所の彼の

流行を遂ひ時好に投ずること頗る至難なり｣30)という杉田の認識は,絹織物輸出化において Eng-

1andや中国に後れを取っていた日本の絹織物業の具体的な展開策を考慮するに的確な認識であった

といえる｡

さらに,高評価を与えるべき杉田の視察は,絹織物業のメッカ ｢里昂｣における ｢里昂製｣ブラ

ンドの実態に迫ったことである｡彼は,Lyonにおける絹織物の輸入 ･輸出の実態について,以下

のように記している｡ すなわち,｢我邦白羽二重の如き多くは里昂製造人の加工を経,新形新流行

品となりて他へ再輸出する者にして,其人気を博する一例を挙んに,或国等にては里昂の加工を経

ざるも経たる者と唱へ,日本品なるも仏国産の印を付けて売却するを実見したり｣31)｡すなわち,

Lyonにおいては,Lyon絹織物でも,Lyon以外の輸入絹織物で も,いずれの織物に対 しても,

｢仏国産の印を付けて売却｣していたのである｡今でいう偽造ラベルの問題は,19世紀末 Franceで

常態にあったとみることができよう｡

以上の通り,杉田の輸出対策案は,流行支配が困難ゆえ精製品より半製品として輸出すること,

すなわち,LyonをはじめとするFrance諸地域で最終加工を経るべきであるということ,そして,

福井羽二重の品質を考慮し,生羽二重より練羽二重に販売力があると呪んだこと,この2点が輸出

対策案として意義深いものであったといえる｡この結論は,第2回絹織物視察にあたる1900年の渡

欧においても,繰り返し強調された事柄であった｡

(4)Franceという知的 Brandの創出と諸問題

① 偽造問題 ･偽装問題等 (Franceや Italyの場合)

先述したように,Lyon (France)は19世紀の世界的な絹織物市場の代表地であったが,madein

JapanもmadeinFranceも,全て後者の Labelで USAへ輸出されるような事態があった｡何ち

現代の中国だけで偽造 ･偽装問題が生じているわけではないのである｡したがって,問題を当該政

府及び企業へ求めるだけでは済まない｡歴史的観点も重要となる｡

たとえば,20世紀中期 Italyでは,FranceのBrandBagの偽造販売問題が頻発し,Italyの失業

者 2万名を救済したという功績がある32)｡しかしながら,Franceの Colbert委貞会による摘発 ･

調査によって,壊滅的打撃を被った｡ちなみに,20世紀後半 Italy33)では,GiorgioAm aniや

Versaceらが,Collection (展示会)の優遇で賄賂を積極的に活用することで世界的な Brandへ成

長した｡

29) 杉田定一関係文書 ｢欧米羽二重商況視察報告 (草稿)｣｡杉田定一関係文書として収められている資料群

は大阪経済大学図書館のWebpageから閲覧が可能である｡

30) 同上｡

31) 同上｡

32) ロジャー ･メイソン (RogerMason)『顕示的消費の経済学』高哲男他訳,名古屋大学出版会,2000年｡

33) 同上書｡
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こうした経緯を振 り返ると,｢何が本物か?｣,｢健全な企業は存在するのか?｣といった問題を

再考していく必要がある｡

② 児童労働問題 (誘拐,拷問,無償労働等)

これも現代中国だけがや り玉に挙げられているようだが,19世紀中期 Englandの劣悪労働につ

いては,既に,FriedrichEngelsが "TheConditionoftheWorkingClassinEnglandin1844"で詳

細に告発しているし,20世紀初頭日本の劣悪労働では,農商務省 『職工事情』1903年,細井和書蔵

『女工哀史』1925年,山本茂実 『ああ野麦峠』1968年,といった書籍が断続的に刊行され,その実

態の一部が垣間見えた｡さらに,1970年代日系企業による村東南 Asiaでの劣悪労働強制について

は,塩沢美代子 『メイドイン東南 Asia- 現代の女工哀史- 』(岩波書店,1983年)で報告され

ている｡

労働問題については,とくに綿糸紡績業の健康問題などを念頭に,広 くは公害問題を包摂する視

野と,｢工業化とは生産力の増大と労働者の撲滅である｣という観点でとらえ直す必要がある｡同

時に,産業革命以来,このような諸問題はEnglandを起点に,現代中国に至るまで貫通してきた

問題であった｡日本も例に漏れず,諸問題を抱えた工業化を遂げた｡そして,先進国は,目下工業

化にまい進する国を指さし,公害,劣悪労働,偽造 ･偽装,少数派 (民族間題や出自差別,Eng･

landの場合は対 Ireland)を罵倒し続けるのである｡数年後,ないし数十年後の中国が,その時の

世界の工場に対しバッシングを行なうことは容易に推測できる｡

お わ り に

以上,駆け足で,日本経済を取 り巻く背景 ･条件について列挙した｡20世紀 USAからの根幹的

な影響については,時間も字数も取れなかった｡この点については,私の専門分野の論文でいくつ

か示しているので,そちらを参照されたい (後の参考文献に入れている)0

また,ここで記した諸論点について,学生諸君には ｢鵜呑み｣にせず,今後の問題点の喚起とし

て,いわば ｢踏み台｣として利用して欲しい｡
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