焼津の近代史から学んだこと
山

本

義

彦

イクルを持つべきものでしょう︒そういう点で︑焼津市の近代の中

なのですが︑考えているうちに︑大それたテーマでやると︑焼津市

私は︑この講演の本題が ﹁明治・大正・昭和の焼津﹂ というもの

編さんやその他いくつかの市町村史をやっておりました︒静岡県史

れると︑対応できませんが︒私は︑焼津市史に関わる前に静岡県史

ところであります︒それは︑どの程度社会的意味を持つのかといわ

から学んだ新しい考え方というのがいえれば︑いいかと願っている

民の方々がはるかによくご存知のはずなので︑それはできない︒私

で静岡県内の東︑中︑西︑あちこちの家を訪ねたり︑役所を訪ねた

はじめに・

は控えめに︑この ﹁焼津の近代史から学んだこと﹂ は何か︑という

取り組ませて頂きました︒そういうこともありまして︑色々な市町

りして資料を集める仕事を︑まだ若かったものですから︑精力的に

せていただいて︑たくさんの勉強をさせていただきました︒これも︑

村の顔を見ながら︑焼津を見ることが出来たという点で︑新しい見

お話しがいいかなと思います︒おかげさまで私が焼津市史に関わら

市長をはじめ編さん室と︑市民の皆さんが︑大きなご支援を頂けた

方ができたらいいかと思います︒

それではお話しを次のように進めさせて頂きたいと思います︒第

結果と思っております︒そういう点で︑まずこの場を借りてお礼を
申し上げておきたいと思います︒ありがとうございました︒

ですから経済的諸事実を並べ立てれば︑それですむというわけには

い︒そういうことが経済の歴史︑経済史学の任務だと私は思います︒

してみる︒検証してみた結果︑誤った議論を補正しなければいけな

は︑簡単にいいますと︑経済学で確立された法則を歴史の中で検証

作物化した地域であろうと思います︒やはり︑焼津を調べていても

んが︑静岡全体が︑江戸時代から︑今日に至るまで︑いち早く商品

商品作物の活発な取り組みが行われたのは︑焼津だけではありませ

大学における日本経済史講義のようにならざるをえません︒第二に

実がどのように現れたのかということを見たいと思います︒これは︑

一に産業革命と焼津近代漁業︒焼津では︑産業革命という歴史的事

ゆきません︒要するに人びとの経済的実践を総括して理論化し︑そ

そういう実感を持つ資料にゆきあたります︒それから︑第三に焼津

さて︑私はもともと経済の歴史を研究しております︒経済の歴史

れをさらに現実の場で検証することによって︑補正を加えて行くサ
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に通じる問題ということになります︒この辺りの問題も︑私自身は

てみる︒四つ目が︑﹁焼津水産業と地域社会の変貌﹂ で︑これは現在

面で︑問題を捉えた方がいいかという思いで︑﹁戦争と焼津﹂とやっ

われてくるのでしょうけれども︑私は︑もう少し大きなステージ︑場

けれども︑戦争を考えたとき︑軍事徴用船のこと︑そういう形で行

では︑他の地域と同様に︑戦争という問題が大きな問題であります

たちが農民たちを追っ払って︑土地を放牧地に変えてゆく過程が長

して寒冷地ですから︑毛織物工業は大事な課題です︒封建的な貴族

スでやられていた毛織物工業を取り組んだのです︒ヨーロッパは概

のですね︒毛織物工業をなぜやっていたのかというと︑フランダー

が必要でありまして︑元々︑イギリスは︑毛織物工業をやっていた

形成されると︑ものの本には書いてあります︒しかしこれには補足

に︑イギリスで紡織機械の成立を前提に生産財としての機械工業が

︵2︶

水産業のプロでもありませんし︑漁業の問題の専門家でももちろん

らく進行したわけですね︒放牧地に換えて毛織物工業が始まる︒

︵
4
︶

今でも︑繊維で︑日本語でキャラコという言葉があるではないです

い︒インドから獲得するということにならざるを得ない︒ですから

場合︑イギリスで育てられるのですが︑綿花は豊富にあるわけがな

綿糸紡績工業がなければできない︒綿糸紡績工業となると︑羊毛の

のですけれども︑しかし︑それが爆発的な機械制大工業になるのは

そういう所から︑そもそもイギリスは近代工業化が始まってゆく

︵3︶

ありません︒ですので︑これらについては︑すでに︑若林良和先生︑
大海原宏先生がお話されている︑あるいはお書きになっているわけ
ですから︑私の立場から別の切り口で考えてみたいと思います︒

一︑産業革命と焼津近代漁業
︵1︶産業革命の一般的性格

常に重要なポイントでありますし︑それが機械に置き換えられる時

る︑人間の手作業が機械によって置き換えられるということが︑非

長らく経験しているわけですけれども︒機械によって置き換えられ

なく道具ですね︒こういう段階というのも︑封建制の前近代社会で

クチュアと呼びます︶ の下では︑工場制の手作業ですね︑機械では

れを産業革命といっています︒つまり︑工場制手工業 ︵マニュファ

を支える生産財が共に資本主義的機械制大工業化を達成すること︑こ

ばならないと思います︒通例は︑人々にとって必要な消費財とこれ

うと︑そういう働きがでてくるわけですね︒そういう中から︑機械

くなりますから︑ですから︑機械に置き換えて︑機械でそれを作ろ

い減っているのですね︒だから︑労働力が足りませんし︑賃金が高

件 ︵黒死病︶ があって十四世紀︑ヨーロッパの人口は三分の一くら

こでそれをイギリスで作りたいと考えたイギリスは︑実はペスト事

時のイギリスではとうてい製造できないしろものだったのです︒そ

製品は手織物︒手織りで非常にレベルの高い物が作られていた︒当

物ですけれども ︵轍密に織った平織り綿布︶︑インドで作っていた綿

はヨuS−inと呼ばれています︶ ですね︒キャリコというのは綿製品の

か︒キャラコと言うのは︑インドではキャリコ︵ca−icO︑アメリカで

にそれが大工業化︑従来なら小さな建屋で作った物が︑大きな建屋

に依存した労働が必要上出てくるわけです︒アジアならば労働力が

産業革命とは一般的に何だったのか︑ということから始めなけれ

で作るようになる︒これが︑まず一般的な例だと思います︒具体的
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物の糸と生糸と対抗できるレベルの物にして行きたいというように

のための機械を作ろうとそういうことになる︒糸といっても︑綿織

ですよ︒生糸織物と対抗できる綿製品を作らなければいけない︒そ

地であって暑くない︒第二番目にイギリスが意識したのは生糸なの

なぜ︑そういうふうに作ったかというと︑まずは︑イギリスは寒冷

スの綿製品というのはどちらかというと︑細い薄手の綿製品を作る︒

のだけれども︑どういう綿製品を作るかが問題なのですね︒イギリ

織りで十分やれます︒そうするとイギリスは綿製品を作るのはいい

多いですから︑賃金問題の制約がないので︑労働力を多く使った手

して石炭を輸入している︒

れる石炭を使っていたのではない︒中国 ︵香港︶ から長崎港を経由

ん︒八幡に製鉄所があったでしょう︒官営八幡製鉄所は北九州で採

い︒その石炭の質が高いのも︑日本の国内には残念ながらありませ

炭はカロリーが高くて温度が高くなければ︑いい鉄分を析出できな

ない︒いい鉄は︑中国にしかない︒その次に︑石炭があります︒石

ていたのですけれども︑品質が悪くて︑少量ですから使い物になら

取れませんね︒新潟県の赤貝鉱山があり︑初めここから鉄が取られ

ね︒その原材料としての鉄︒これが問題︒日本の国内の鉄では十分

れるようになることが大変重要な近代工業化のポイントなのです

︵7︶

当時考えられて︑現在に至る綿製品の基本が出来上がる︒それはと

と繊維として意味を持たない︒ベトベトしてしまう︒だから︑厚手

ら︑温度と湿度が高く︑発汗作用が大きいので︑当然吸水性がない

厚手というのは簡単なことで︑アジア社会はモンスーン気候ですか

でも日本でも作っていたわけでして︑それはどちらかというと厚手︒

が高い所でいけるわけですね︒そうなれば︑鉄鉱石から純度の高い

のです︒強粘結炭といいますから︑粘りが強くカロリーも燃焼温度

ら︑炭鉱を掘っているという感じがありません︒つまり露天掘りな

の石炭の採り方はすごいですね︒山そのものが︑石炭です︒ですか

況で︑例えば︑鞍山製鉄所もありますけれども︑撫順の無煙炭︒こ

中国へ行かれた方はお分かりだと思いますけれども︑驚くべき状

の方がいいということになる︒そういう点では︑アジアは機械を使

鉄が取れる︒こういうものが確保できるというのが大変大事です︒

ても手織りでは出来ませんね︒手織りの綿製品は︑どこでも︑中国

わなくて手織りで長らく使われていた︒イギリスの場合︑そういう

この時中国は清国ですから︑清国政府は︑漢冶渾煤鉄廠碗有限公司

︵S︶

道を必要としない︒

というのを作っているのですね︒これは：官営八幡製鉄所と同じ考

機︑紡績機械に依存して近代綿糸紡績企業が形成され︑日清日露戦

く同じで鉄を作る目的で作ったのに︑ここの経営内容を変えてしま

するのです︒確保して︑煤鉄公司のねらいは︑官営八幡製鉄所と全

え方で作ったのです︒日本はこれに目をつけまして︑日清戦争後︑煤
︵2︶ 日本の産業革命と鉄原料確保の意義
後 発 国 と し て の 日 本 と は ど う い う こ と で し ょ う か ︒ イ ギ リ ス の 織 鉄公司に資金融通を国家資金で行いまして︑その経験・技術を確保

争︵明治三十︑四十年代︶を通じて旋盤などの工作機械が製造段階

います︒

そこで︑日本は確保できた鉄や石炭を日本に輸出する機関に置き

︵8︶

に突入しました︒工作機械を作ることが出来ればいいのですね︒工
作機械を作りさえすれば︑旋盤ができるのですから︑旋盤が自ら作
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から買うという︑そういうようになる位ですから︒初めはとても日

リスの最先端の機械のレベルを超えまして︑イギリスが技術を豊田

した︒大体︑豊田の織機が︑一九二九年 ︵昭和四︶ にようやくイギ

紡績機械とかのレベルの高い機械は︑とても日本では作れませんで

うして︑機械工業化の原材料確保をしながら︑イギリスの織機とか

鉄鉱を入れて︑製鉄事業をやった︒そして︑近代工業化をやった︒こ

がないわけではない︒一番近い港が長崎ですから︒長崎から中国の

換えます︒ある意味では︑福岡に製鉄所を置いたというのは︑理屈

が非常に重要なポイントになりますから︒

の場合も似ている︒近代工業化する場合︑輸送経費の節約というの

ども︑初めはどこの国でもその投資から始まる︒日本は︒アメリカ

すごい設備投資で資本回転率は悪い︒利潤率が低い︒低いですけれ

ように何分ごとに走るということは有り得ないわけですから︑もの

ご存知のように︑土地はたくさん必要ですし︑鉄道を通しても今の

しに︑資本主義工業化ができませんから︒それをまずやる︒鉄道は︑

道資本というのも︑とにかく育てる︒運輸ルートを開発することな

ったというのが森さんのお仕事だと思い＼ますが︑こういう民間の鉄

︵4︶産業革命の日本的特賞

本の織機ではイギリスの綿糸紡績織機のレベルに対抗できないわけ
です︒機械を買っていかなければならない︒そんな形で工業開発を
︵9︶

していくわけです︒

日本では︑機械制大工業︑錦糸紡績業︑国営軍事工廠︑財閥系製

が生まれるわけではない︒今でいえば︑大量の無業者と考えること

ギリスの産業革命の時の労働力へと転換していく︒初めから労働者

大量流入させ︑都市流浪民になる︒それが無産労働者となって︑イ

農業生産を作り出す︵借地農業の形成︶︒そして︑離村農民を都市に

換︵土地貴族の資本家階級への転換︶︑鉄器を使用した生産力の高い

生産できるようになって初めて︑日本でも工業開発が自らの力でや

量産される︒主として生産財工業︒こうして︑標準的な旋盤が大量

露戦争の年ですね︒日本での決定版とも言うべき池貝式標準旋盤を

ね︒国産第一号の石油エンジンの製作︒一九〇五年︵明治三十八︶日

第一号機が完成︒一八九六年 ︵明治二十九︶ 日清戦争の次の年です

貝庄太郎により東京芝金杉川口町に池貝工場が創設され︑国産旋盤

鉄︑造船︑これらは何れも外国製機械導入による︒日清戦争後︑一

ができる︒日本は︑明治中期︑一九八〇年代 ︵明治十三年から二十

れるようになる︒ただ重視して頂きたいのは︑綿糸紡績業は︑日本

︵3︶産業革命前の日本経済と松方デフレの意義

三︑四年︶までの間に︑明治の元勲松方正義︑薩摩藩出身ですね︒松

の場合︑初めから大企業なのです︒イギリスは伝統的な手織物工業

九〇一年官営八幡製鉄所設置︑民間の一八八九年 ︵明治二十二︶ 池

方正義が徹底的なデフレ財政政策を行いまして︑地主制を作り出す

から始まって︑綿糸紡績工業へ移っていきますので︑機械制が初め

さて︑イギリスは資本主義工業化を前に︑畑地の羊放牧場への転

こと︑離村農民の都市への流入︑民営鉄道資本を育てること︒焼津

から入っていったわけではありませんから︑元々規模が小さい︒そ

V
弧
円

は︑森信勝さんがお書きになっている焼津−藤枝間の木道線が始ま

して︑糸を作る紡績業と織物を作る織布メーカーは別︒染織メーカー

M
順
n

るといわれているのですが︑これが日本最古の民営の鉄 ︵木︶ 道だ
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もいずれも外国製機械や技術に依存しているわけです︒私が調べた

械はイギリス製を使う︒国営軍事工廠︑財閥系製鉄︑造船︑これら

進められていく︒そのような︑綿糸紡績業が日本的な在り方です︒機

が可能だった︒そして︑熟練を相対的に要求しない労働力によって︑

本は︑はじめから機械を持ち込んだので︑若年女工活用という形態

たから︑労働力についても︑イギリスは男子労働力が基本です︒日

紡ですけれども︑そういう意味では︑早くから機械を持ち込みまし

る︑その最初が三重紡績で同社と大阪紡績を合併して発足した東洋

も別です︒ところが日本は︑糸から織物まで一貫工場として展開す

になる︒

らの醸造業を含めて︑工場制手工業的に経営されていくということ

で綿製品は機械制大工業︒他の物はほとんど近代社会になる以前か

きた工場制手工業のままで日本は生きていた︒国民の日常消費の中

ら︑そういうところまで来るには︑ほとんど江戸時代から繋がって

れは︑今でも長野県岡谷の蚕史博物館に展示されています︒ですか

で︑これで︑戦争が終わりますから︑意味はありませんでした︒こ

す︒だけれども︑それはもはや戦時下で使うわけではありませんの

八年︑一九四三年になって豊田がようやく生糸の織機を作り出しま

す︒生糸は︑機械制大工業になりませんでした︒とうとう︑昭和十

を導入するのです︒これが日本型の特色だと私は思います︒つまり

の力で運営可能です︒ところが︑欧米に追いつけ追い越せとがんば

そうすると何が問題かと言うと︑その他の産業は日本経済の自前

M
劃
円

ことですけれども︑例えば︑三菱造船︒実に多様な国々からの技術

一般的には︑イギリスの企業は︑自国で作った工業技術によって工

業というのは︑日本で作った綿製品をどんどん海外に輸出した産業

った分野はほとんど海外からの輸入に待つのです︒原材料も機械も

技術だけになります︒日本は︑そうではなくて︑いろんな国からの

ですね︒そうすると︑海外輸出型なのでそこで儲けたはず︒綿製品

業化します︒工業発展をしていきます︒そして︑他の植民地国もそ

技術をブレンドしてしまいます︒色んな技術を取り込んでしまいま

会社としては︑儲けたのでしょうけれども︑私が対極的な見方を申

そうです︒ですから︑一部に伝統的な理解がありまして︑綿糸紡績

す︒造船業では︑かなりたくさんの技術を織り込みます︒スウェー

し上げると︑綿製品工業というのは原材料コストを六割方海外に外

れを模倣しますから︑ほとんどイギリス植民地ならばイギリス型の

デンの原動機技術︒イギリスからなど︒色んな物を入れて機械工業

残りが利益︒しかもそのうち製品の半分は︑国内消費に回しますか

化 の 中 で ブ レ ン ド ︵ ハ イ ブ リ ッ ド と も い い ま す ︶ し て い く ︒ そ し て 貨で支払わなければならない︒紡績女工に一割程度の人件費を払う︒
工業開発していきます︒個性を失うという点もあります︒一番レベ

ら︑トータルで見たら日本は戦前︑綿糸紡績工業で輸出と輸入を相

じた時期があった︒これは簡単なことで︑中国向け輸出が伸びただ

ルの高いものを造りやすいということにもなります︒それから︑そ

今いったのは︑機械制大工業ですが︑その他の工業︒つまり︑国

けです︒中国向け輸出が増えても円元パー︵円と元を等価にしてい

殺するとマイナスです︒一九三五年から三六年にかけてプラスに転

民のほとんどの消費生活に関わる分野というのは工場制手工業のま

た︶ ですから︑外貨が獲得できたわけではないので︑意味がない︒

の他の工業︒

まです︑日本は︒その特色という点でいえば︑生糸が最たるもので
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る︒それが一九三〇年代の初め︑昭和五︑六年︵一九三〇︑三一年︶

するのか︑外貨を食った分︑アメリカからしっかりとドルを受け取

すから円安︒円安なのですが︑赤字でどんどん外貨を食ったらどう

資源輸入を基調として貿易収支が恒常的に赤字なのですね︒赤字で

向けですから︑ここで獲得した外貨 ︵ドル︶ が決定的です︒日本は

作ったものを七割位海外に輸出し︑そのうちの七︑八割はアメリカ

の労働力を使い︑そしてそこで作り出したものが全て利益になった︒

大きく転換を始めた︒この力は︑漁業の在り方の変換によるのです︒

りました︒自ら寒村と表現しているのです︒だけどもこの時期から

今見るこのような町にならなかった︒ですから︑﹁寒村﹂と書いてあ

焼津村というのはどの道をいくのかわからない︒小さな村ですよね︒

果たすわけがない︒焼津市史を調べていましたら︑明治の中期まで

ジンの基礎を作る︒これがなければ︑漁業があれだけ大きな役割を

した︒その人物が焼津生産組合にまねかれて来て︑ここで焼玉エン

工が旋盤を最初に作ったメーカーです︒池貝は有能な技術者を見出

す︒赤阪音七が池貝鉄工の技術者であったのが決定的です︒池貝鉄

の初め位までは︑これでバランスが取れていた︒生糸輸出で生き長

これがなかったら︑多分︑焼津はこうならない︒しかも東海道線が︑

文字通り儲けたのは︑生糸です︒生糸だけは︑自国産であり自国

らえた︒明治のしばらくの間はお茶の輸出もあり︑それでバランス

私が調べたところ焼津の人たちが誘致運動をした形跡がない︒焼

偶然︑岡部の方ではなく︑焼津へ来ちゃった︒

占めて︑その後の生糸並みであった時期もあります︒これは︑明治

津村ではやらなかったのだと思うのですね︒鉄道の効果︑意味とい

を取った︒大体︑多いときで明治中期直前で輸出額の一七％程度を

の中期後期に入る頃までですから︑この後はそれほど占めていない

うのがわからなくて︒多分︒現実には︑鉄道が来た︒鉄道の敷設技

当時︑蔦の細道の険しい所をくぐり抜けるのは大変なことですから︒

やって来る︒そこをわざわざ岡部の方を回すというのは︑ないので︒

術からいって︑石部 ︵現在の静岡市︶ からトンネルを通して焼津に

ので︑代わるものは生糸です︒ですから︑生糸というのは︑非常に
大きなバランスシートを取る力なのです︒

︵5︶焼津にとっての産業革命︑そして赤阪音七︑焼津生産組合︑

さに︑日本全土でも︑産業革命の時代︒焼津は︑漁業を中心として

世紀初頭︑明治三十年代の初めとこういうことになりますから︑ま

津の東海遠洋漁業が出来るのもこの時期です︒十九世紀末から二十

換というのが︑ちょうどこの時期です︒焼津生産組合が結成され︑焼

さて︑焼津と産業革命の話ですが︑沿岸漁業から遠洋漁業への転

近海から遠洋へというように︒それと︑鉄道とがマッチングした︒産

に装備することによって︑沿岸漁業から近海漁業︑そしてさらに︑中

津信用金庫の始まりですよね︒これの支えで︑焼玉エンジンを漁船

って大きいのです︒焼津生産組合というのがマル生という︑今の焼

ら︒そういう背景のもとで︑焼玉エンジンというのが漁業発展にと

しても開通していなければならないという︑絶対命令がありますか

しかも︑明治二十二年 ︵一八八九︶ 国会が開設される時には︑どう

地域経済が活力を持ち始める︒これを支えるのに︑池貝鉄工の技術

業革命︑﹁焼津型﹂ というように考えたらいいのではと思います︒

東海遠洋漁業

者であった赤阪音七が非常に重要な役割を果たしたと考えておりま
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った︒これも︑歴史的な意味があることであって︑今︑地方自治体

を作って︑海洋調査をしながら︑情報を流すというようなことをや

そして︑静岡県がバックアップしました︒﹁富士丸﹂という練習船

が︑焼津の産業革命の一つの特色だと思うのですね︒

経営とそれを支える︑県や国のバックアップ．ンステム︒こういうの

ったということが︑結果的には︑焼津の特色ある安定した水産業の

して育てるかということに︑非常に力を注いでいます︒各地に国営

が分かります︒経済史的に見ますと︑官僚機構が地元産業をいかに

ろ︑調べれば調べる程︑戦前というのは意味のある時代だったこと

れども︑実は︑私は戦前に非常に愛着を持っています︒調べるとこ

動機の始動方法を発見し︑漁船機関の発展に貢献する︒一九一〇年

り機械作りの天賦の才能を発揮し︑漁業用としては第一号の石油発

浜︑池貝鉄工所︶ に入職し︑焼き玉機関の製造に従事︒入職早々よ

淡路島洲本町に生まれる︒鉄砲鍛冶などを手がけた後︑鉄工所︵横

のですけれども︑調べると興味深い人物ですね︒一八八一年兵庫県

赤阪音七 ︵一八八一年〜一九五三年︶ は︑余りにも知られている

試験場を作る︒水産試験場であったり︑あるいは繊維の試験場と作

︵明治四十三︶︑運営指導に当たっていた焼津生産組合の機関修繕工

が構造改革でどういう役割を果たすのかわからなくなっていますけ

ってみたり︒そのコピーで県のレベルでも造ります︒さらに︑学校

用内燃機関の開発製造に従事した︒非常に必然的に起こっている過

場の業容が拡大し︑一九二一年︵大正元年︶ 赤阪鉄工所を設立︒舶

私は︑今から十五年はど前︑アジアにおける日本の近代工業発展

程ですね︒もの作りというのは︑短期間で出来るものではない︒小

を作ります︒職業学校を作ります︒みな意味のある施策です︒

の教訓を語るというので国際シンポジウムがあってその話をしたの

さい時からの意欲︑関心と言うのが大事です︒学校教育の在りよう
というのは︑ここから重要です︒

ですね︒アジアの人々やアフリカの人々が学んで欲しいのは︑自国
システムとしてそういうものを作って地域を育てるという考え方を

であった岸信介です︒岸信介の孫が︑安倍晋三︵首相︶さんです︒焼

造の弟吉野信二です︒吉野信二の弟子が満州国商工官僚として有能

課というのが後に商工省になります︒工業官僚の草分けは︑吉野作

それが・大正期後半に農商務省工務課といケ組織ができます︒工務

す︒この当時は︑農業と工業を併せて農商務省といっておりました︒

のも︑ひとえに当時の行政官僚の発想があったというように思いま

当時焼津水産学校が出てくるのも︑県が意識的に ﹁富士丸﹂ を作る

子供がプラモデルを作らないそうですね︒中高年の世代が作ってい

ろから教育されているのですね︒今︑プラモデルメーカーに聞くと

は今も忘れられません︒もの作りの意味というのは︑そういうとこ

木工でマッチ棒や空き箱を利用してトロッコや自動車を作った記憶

に︑木工細工をするのがもっといいのだけれども︒私も子供時代に

いいかというと︑私はプラモデルの方がいいと思いますね︒その前

コンピューターゲームに勤しむか︑プラモデルで遊ぶか︑どっちが

いうのは大事ですね︒小さな話のようですけれども︑小さいときに

赤阪の人物を調べていると︑若いとき︑小さいときからの関心と

津の場合︑特色ある漁民養成制度としての船主︑船頭︑船子組織の

る︒そういう点は重要です︒この人たちがものづくりの高度成長を

いかにして日本が作り出したか︒そこを学んでもらいたい︒まさに︑

継承と安定的な︑漁業労働継承システムをもって富の配分形式を取
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支えた︒

万円納めている︒一九〇四︑五年です︒しかし︑長谷川らの外にも

に︑繊維工業だけの話をすることが多いのですけれども︑それが一

ジン修理を始めたことに遡ります︒普通︑産業革命の話をするとき

所の歴史は一九一〇年 ︵明治四十三︶ に漁業の町−焼津で船のエン

鰹節が当時の品評会の最大の目玉だといっても︑塩蔵物︑蒲鉾︑乾

いうのは︑この時期の一つのトピックスとして重要だと思われます︒

は三万円も納めている︒というわけで︑焼津の缶詰工業の始まりと

も一一六業者五三七万円にも達する状態であった︒この中で長谷川

県内で沼津二業者︑相良一業者が合計四万三五〇〇円︑全国合計で

番分かり易いから︒地域の特色に根ざした大工業化の歴史︑あるい

燥品︑缶詰類がこの時期焼津で発祥する︒これも︑産業革命の焼津

もの作りの原点に︑その生命を支える品質があります︒赤阪繊工

は︑近代産業化の歴史があるということを考えるのも産業革命の重

では︑これから始まったということが分かるのではないでしょうか︒

︵
柑
︶

二︑商品作物の活発な取り組み

要な課題であると思います︒
静岡県練習船富士丸︒第一世富士丸は︑全国で初めての石油発動
機付き漁船として建造され︑漁場の拡大調査に果たした役割は大き

︵1︶大正期の農村生活−大富村通信

られます︒東益津村では︑
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く︑今日の静岡県遠洋漁業の基礎を確立した︒本当は自治体という
のは︑地域の産業活力を支えるための支援事業がありうる︒ある時

を見ておきましょう︒大正

商品作物の活発な取り組

竣工は︑一九〇六年 ︵明治三十九︶ 四月︑総トン数二五トン︑定員

期の農村生活の状況︵資料︶

に金融ばかりで支えたらいいという時代 ︵一九八〇年代采のバブル

二三人︑小さなものです︒建造費九千二百二円九三銭五厘︒これは︑

︵大富村の記録︶を見つけま

みは大正期なのですがこれ

小さな村の一年間の財政規模です︒私が今から二十数年前に調査し

した︒これによって分かる

絶頂期︶ があったのですが︑今のような低金利だと意味がなくなる︒

て書いた袋井市史では︑久努村という村の村財政が九〇〇〇円︒ち

ことは︑まず︑農作物が多

その次︑日露戦争と缶詰工業です︒漁業が水産業としての意味を

農業と漁業の兼業が進む︒

M
弧
円

ょうどこの位です︒高くても一万五〇〇〇円程度です︒

角化しているということ︒

持たせるということです︒缶詰工業が始まる︒焼津の特色です︒日

漁業を本体とする農業の兼

梨園がこの時期︑非常に作

露戦争に際して︑全国各地の製造業者に軍用缶詰製造を要請し︑焼

業という形です︒漁民も年

︵6︶ 日露戦争と缶詰工業の創世

津では長谷川磯五郎外一名がイワシ︑カツオ︑サバ︑削り鰹節を三

大書村通信

益津村で見られます︒兼業というのは︑日本の社会の特色でもある

ちは岡に上がって︑田畑の耕作に従事するとか︑そういう形で︑東

齢が高くなると漁業に直接携われなくなりますから︑そういう人た

結局︑藤枝大手から始まったのですね︒

ていたのですね︒岡部︑藤枝大手というように考えていたのですが︑

なのですけれども︑そんな記録があります︒構想は岡部から始まっ

軽便鉄道というのは︑焼津大富村をかすめるかなあというイメージ

また年末から米価が大きく下落し︑農村の打撃も大きく﹁七円台

のです︒農作物そのものは米が本体ですから︑様々なものを作った
こと自体が兼業です︒それの決定的なものが︑生糸です︒米と生糸

書として伝えられているが︑実は市史でも使いましたけれども︒﹁大

ことです︒村長が恐らく有力者に出す形を取っていて︑原川衛家文

れが︑焼津でも同じような問題がこの時期に活発に見られるという

角化して生きるという必要性を ﹁大富村通信﹂ が示しています︒そ

農村は︑農家経営規模が小さいですけれども︑元々多角化する︑多

作って村内の有力者に配布するのですね︒村長さんの施政方針演説

きでは出来ませんから︑一種の謄写版みたいなもので︑コピー版で

れども︑手書きめいたものでかかれたものなのですけれども︑手書

を付けていて︑第四信に︑今申し上げたことが書いてあるのですけ

ます︒この記録というのは︑原川淳吉殿と書いてありますが︑宛先

待しようというものである︑という記録が村長さんの記録に出てき

の相場は一大苦痛﹂ という状況を迎えたが︑この年こそは繁栄を期

富村通信﹂第六信は︑冒頭に村からの入営者︑退営者の所属などが

みたいなものと考えてもいいかもしれません︒

を両方作っているわけですね︒それで成り立っている︒

記されて後︑昨年の米の収穫はほぼ平年以上で︑十月の本村園芸品

奨励するの要を感じ候﹂ということで︑村長が率先して農産物の奨

の顕著ナルを認め申候と共に農家副産の一要素として愈々益々之を

というような記録もこの時期に既に出てきます︒まさに ﹁その進境

もなく︑疏菜の各種︑大根︑蕪など優良な成果を収めたものも多い︑

いうのがある︒﹁村報﹂ですね︒静岡県内でも各地で手に入りました

てといっていいと思いますけれども︑各村のニュースを作らせると

ったのですけれども︑明治末から大正期というのは︑政府が率先し

たしたと思います︒この時期に︑焼津では見つけることは出来なか

だとか書いてありますから︑村内の細かい生活記録として役割を果

ここで︑軍隊について除隊した人はどうだとか︑所属部隊はどう

励︑様々な副産として梨とかそういったものに広げようという記録

けれども︒村報というのは︑一年間に何回か村長さんの所信を述べ︑

評会も二年前の開催時と比べて︑﹁進歩の長大﹂︑柑橘類は言うまで

になります︒

いたのがこの時期だったのです︒﹁藤相軽便鉄道は藤枝大手より︵岡

沸騰した時期です︒﹁村内電灯点火も正に近付き﹂と村内に電灯が付

うもので過ごしていたかもしれないですね︒﹁大富村通信﹂大正三年

のが︑この時期には︑作られていたはずです︒大富村だからこうい

しょうとか︑今でいう︑﹁広報やいづ﹂︑﹁焼津市政要覧﹂にあたるも

暮らしぶりを示す︑こういうように技術改良されたからがんばりま

部︶ 停車場間開通相成候も村内を貫通する処の駿遠軽便鉄道は干今

七月十四日というのを見ますと︑﹁米価の低落につれ世間一般二不景

﹁狂潤の如き時勢の推移﹂ というのは︑大正期の第一次大戦期の

起工の運に至り申さず前途あまりに楽観すべきこともあらず﹂︑駿遠
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なるもの二有之候﹂︑相当に売れ行きを見せた︒

しかりしは遺憾の事に候ひし︑かくして︑二番の発芽は反対二良好

並物三円位二売れ行き候へども発芽殊の外宜しからず︑減収の甚だ

人切望 罷 在り候 処幸にして前年二比志幾段の好調を保ち居り︑

気の歎声二満たされ︑せめては製茶の売れ行き良かれかしと︑我れ

局二鑑み九月二十六日動員下令当日を以って奨兵会を組織志﹂︑出征

逃がれられず︑米価の低落による本村農民の苦境を語っている ﹁時

思いますね︒﹁軍国のための頑張り﹂をしてはいるけれども︑不況は

ジが非常に強い文章になっているのですね︒村長さんのカラーだと

十月十日付一九一四年︑第一次大戦ですね︒この時期は軍国のイメー

に伴いて納税の如き臣民の負担の増大︑亦免るべからざるもの二有

させてゆくというのは︑課題だったかと思います︒﹁今や世運の向上

といったら農業ですからね︑大富村の場合︑農業の発展ぶりを告知

ね︒袋井市史を調べたときにも︑ありましたから︒第一〇信といっ

れるでしょう︒第二次大戦中もこの類のものがあったと思われます

村からも布団の貸し出しに協力している︒皆さんご記憶の方もおら

この外に隣村静浜村に一五師団が秋季遠州で宿営することになり︑本

者全部に対する慰労会︑家族保護金の贈呈などを行っている︒また

之候﹂と指摘することも忘れてはいない︒﹁一村の生命は農業こして︑

た手紙のような書きぶりもあるのですね︒

つまり︑村長さんというのは村政を預かっているのですが︑村政

其発達如何は︑やがて一村の盛衰に関する次第︑極力︑当事者の奮

り渡れりとの報は︑終に現実とは相成り︑世界の列強﹂ が砲火を交

の時期の特色です︒大戦というのは︑大戦が起こると同時にブーム

時期になると︑米価が上がりすぎるということですよね︒これもこ

第一次大戦中は戦争に動員される人はそんなに多くはなかったは

える状況となった︑その余波は東洋にも及び︑﹁我帝国と独逸国との

が来るのではないですね︒しばらく経済情勢は沈滞するのです︒沈

励を望む次第﹂ という激励を送っているのですね︒第七信︑大正三

間己国交断絶の今日国民の血は湧き肉は踊って挙国尽忠の決意固﹂

滞するというのは︑将来の見通しが立たない︒物資の流れに波及し

ずですが︑一生懸命︑そういう流れを作っていたという風潮はあり

める状況にある︒奮励努力というのが︑躍動的に見える︒色々な記

ないのでしばらく沈滞する︒そのうち︑ブームになる︒そういうこ

年九月九日︑﹁残暑耐え難き折柄益々ご健勝に渡らせられ一意軍国の

録がありますけれども︑村内の経済情勢を伝える︒政治状況を伝え

となので︑農家一般というのも︑すぐに乗ったわけではない︒﹁何れ

ますね︒一九一五年︑大正四年七月五日の第二二信を見ても︑この

る︒農民たちは毎日汗水たらして︑農村生活をしているのですから︑

の町方も不景気の歎声二充たされ居り候﹂ ﹁小学校で不祥事が発生し︑

為め御尽痔の御事と慶賀﹂ し︑﹁欧州の天︑戦雲むら立ちさつき張

そこまで意識がなかなか進まなかったかもしれませんね︒

も動員下令がかかったので︑村長はこの人々に見舞いを行っている︒

稲も根付きが良い﹂ という農村情勢も︑多少出てくるのですけれど

いうことがあった︒一方で ﹁農産物事情ではきうり︑茄子が好調で︑

懲戒処分者をみたことが記されている﹂︑何か分かりませんが︑こう

その実数は二十名にも及んだ というわけでこの通信では村の状況報

も︑この時期︑かなり戦争のことを描いていることが多い印象を受

第八信というのがありますけれども︑ 戦争のために本村内住民に

告はもっぱら戦争動員の状況説明に終わっている︒第九信大正三年

−110−

けました︒

のが︑出てきま

せることになっていた︒この時期︑﹁自治体﹂ということばが出てく

る︒農事では害虫駆除に努め︑夏季休暇中に小学生に駆除協力をさ

準備の訓練が始められた︒大嘗祭にもこの祝祭が行われる予定であ

が予定されていて︑小学校教員にこれにあたらせることとしてその

堂も竣工︑開館は即位式当日を予定された︒当日には神社での祝祭

工﹂︑この年︑大正天皇の即位式をしているのですね︒奉祝記念公会

ために︑高くな

日露戦争推進の

的に高くなり︑

金が非常に全国

後を通して︑税

日露戦争から戦

動というのは︑一

す︒地方改良運

る︒戦後の自治体こそ自治体なのです︒戦前は ﹁自治体﹂ という言

った税金が下が

一九一五年︑大正四年九月十四日第一四信﹁奉祝記念公会堂も竣

葉宜当たらないのですけれども︑つまり︑官の従属物ですから︒と

らないままそのままで大正期に入ります︒ですから︑赤字国債を大

く︒すると地方が疲弊する︒それで地方改良運動という住民統合組

ころが︑﹁自治体﹂ という言葉が出てくる︒これは︑大正デモクラ

制町村制には ﹁自治﹂ という言葉が出ておりますが︑戦後の住民自

織化が行われる︒地方改良運動なので︑﹁地方改良月報﹂というのが

量発行していたのです︒日露戦争の戦費の六割は英国債︑イギリス

治とは異なります︒行政的文書の中でも︑時代を反映するのですね︒

地域によって作られる︒﹁本年四月から各町村農会に専任の監督を置

シーの産物です︒大正デモクラシーの時代ですので︑﹁自治﹂ ﹁住民

デモクラシーとあって︑民主主義とは書かない︒民が主ですから︒ご

いて普通の農事はいうまでも無く︑茶業︑柑橘︑蚕糸業︑木炭︑畜

に外債で発行しているわけですから︑結果的には︑日露戦争で非常

存知のように︑大正デモクラシー期の旗手であった︑東京帝国大学

産等の組合の事務も皆農会で取り扱ふ事になりましたから之等の技

自治﹂ という言葉が自然に使われる︒デモクラシーという言葉も公

吉野作造教授は︑民本主義という言葉でこれを作り変えましたね︒民

術上の事は勿論其の他の事務についても遠慮なくどしどし農会へ申

特別税という形で︑大増税した︒そのレベルをそのまま下げずに行

主を避けて︒民を本にする︒君主主義であったから︑民主という言

出る様になさい︒稲苗代︑柑橘︑梨の病害予防︑肉牛買上︑茶業︑養

用文書に出てくる︒もっとも明治二十一年︵一八八八年︶ 四月の市

葉は︑禁句ですね︒たまに民主と使われるときもある︒こんなふう

蚕︑木炭の各項目について︑それぞれの課題別に解決のための方策

続いて︑﹃静岡県志太郡勧業計画﹄産業奨励二関スル件︑諭告第二

の副業産物です︒

を掲載﹂する︒だから︑柑橘︑梨が重要ですね︒木炭も重要な農業

に︑断片的な事実からでも︑たくさん出てきます︒

︵2︶農業生産の多角化への取り組み−﹁農場日誌﹂
農作物の多角化という観点では︑﹃志太郡地方改良月報﹄という
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号︒
わらないけれ

二土地ノ面積卜人ロト二比シ産額割合に少ク品質亦概シテ良好卜云

幸モ不幸モ一二農業ノ成績二カカル二於テヲヤ⁝⁝他郡卜比較スル

然り︑況ンヤ本郡ノ如ク農業ヲ以ツテ最モ大切ナル生業トシ郡民ノ

商工業発達スル二生産物農業ハ益々肝要トナレリ︑一国一県二シテ

歩スルトモ其原料ハ凡チ農家ノ生産物二仰カサルへカラス︑サレハ

ね︒国民の自

かと思います

のエピソード

モクラシー期

時期︑大正デ

これが︑この

ども︑自治︒

フベカラズ︑又農民ノ覚悟︑耕種栽培ノ方法︑農具ノ選択︑耕地労

治思想を喚起

﹁古来農ハ国ノ基ナリト言ヘリ︑文明弥々進ミテ商工業如何二進

力及資本ノ利用等二於テ改良ヲ要スル点頗ル多シ﹂ ということで︑

する︒だから︑

在の日本の政治問題だ︒

﹁公共心と共同心との滴蓑を図り﹂としていますね︒これはまさに現

農業技術改良というのは︑この時期大事なポイントになっている︒こ
れは︑全国的にもそうです︒
私が︑強調したいと思うのは︑もの作りというのは大変大事なん

ていいじやないか︒そうかなあ︑と思いますね︒﹁郡民諸君へ﹂の呼

うね︒どうするのでしょうね︒少子化だから食べる人が少なくなっ

一貫して下げている︒まだ︑下がりますよ︒三〇％台にいくでしょ

で変わって来ている︒今までは︑下がっていたのです︒日本だけが︑

す︒フランスも一〇〇％越えています︒これは︑全部ここ四十年位

げてゆく国なのです︒ところが今︑先進国は︑引き上げているので

そうですけれども︒．先進国の中で︑日本は自国資源依存度をまだ下

ればならなくなってしまう︒これだけです︑本当は︒エネルギーも

諸国で日本が最低です︒だから︑どこかの国のいうことを聞かなけ

本が大変なのは︑食料自給率が四〇％を切っていることです︒先進

で奥さん方がやっていた︒この日誌をご覧になると︑農業練習生が

いうのはこの時期︑当然農村の仕事でした︒そして︑それは夜なべ

岡の地域は︑横浜開港場に藁製品を輸出︒同じようなことで︑藁と

城県黒石に次いで多いのです︒黒石は︑小樽のサケマス漁業に︑静

は︒これらの三駅の藁製品の東京向け輸出というのは︑全日本で︑宮

掛川・磐田︒その各駅︑昔は堀之内駅といっていたのですね︑菊川

って︑藁からロープを作ったり︑包装物を作ったり︒静岡は︑菊川・

藁仕事というのは︑重要なのですね︒農村にとって︑米から藁を作

に記録されています︒藁仕事して︑色々なことをしているのですね︒

場日誌です︒こういう形の簿冊なのですね︒そこに︑実にきめ細か

読んで頂くといいのですけれども︑簡単にいうと疏菜園に関する︑農

あとは︑桜井家の農場日誌というのを︑コピーして配りましたので︑

びかけというのがありますけれども︑やはり︑自治という言葉を使

見学に来ている︒雨の日は︑室内藁仕事とか︒

だということです︒農業をおろそかにする国は︑大変です︒今︑日

う︒この時期はしきりに︑自治という言葉を使うのです︒制度は変
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農場日誌（焼津市歴史民俗資料館所蔵）

この時期は︑どんな肥料を入れたとか︑これが︑次の世代へと引き

当時︑こういう形で記録して︑毎日毎日のように何人で働いたとか︑

う動きがあるということを見ておきたいと思います︒凡帳面ですね︒

ナリオを作ってきたということもこの家の特色であります︒こうい

成場で南瓜を作る︒こういう形で商品的な農業を発展させてきたシ

いますが︑﹁曇りで室内藁仕事﹂というような記録が出てきます︒促

津の隣接として︑その経済活動を焼津に依存することになった東益

治後期の発動機船の登場以降︑沿岸漁業から遠洋漁業へと拡大し︑焼

在戸数二戸当たり田畑三反歩余り︑女子によって営まれている︒明

業八分︑農業二分を生業としている︒この東益津村は︒農耕地は現

れは︑東京帝国大学農政学研究室が調査したものです︒そこでは漁

和三年 ︵一九二八年︶ 七月二日から七月八日の調査であります︒こ

農業と漁業の兼業地域︑東益津村の状態というのがあります︒昭

︵3︶農業︑漁業兼業の村−兼益津村の状況

継がれていくわけですよね︒こうして農業技術改良というのが進ん

津村は︑その漁業だけでは食えない︒そこで︑農業に女子供が従事

これも︑資料に入れましたから︑後で見ていただけるといいと思

で行くのだと思うのです︒全国的にもこういう努力が随分行われて

するという報告が出ています︒これも︑興味深いことがたくさん出

﹁役場事務報告﹂を見ますと︑このようなものが見られます︒﹁八

加えると七三％が漁家︒この時期︑専業としての漁業をやるという

てきます︒この当時︑専業漁家は︑二二％くらいです︒半農半漁を

︼
飾
M

います︒

月十四日米価暴騰二ヨリ町民二不穏ノ形勢有り﹂として︑米騒動で

一八戸のうち漁業を兼業したのは

のは︑東益津村では︑大変ですね︒だから︑こんなふうになったの

役場二於テ十六日ヨリ向三日間廉売ヲ行フ旨ヲ達シ︑町ハ別二適当

兼業したのは二戸︑漁業を兼業したのは九戸︒農業を本体にしてい

すね︒米騒動の騒ぎがあったということで︑﹁人心鎮撫﹂することが

ノ救済策ヲ建テ一万二ハ教唆扇動相応するが如キ不穏ノ騒擾二雷同

るか︑漁業を本体にしているか︑という調査が東京帝国大学農政学

だと思います︒漁業七九戸のうち農業を兼業したのは六六戸︑農業

スルガ如キ事無之様︑区民へ急告ス︑八月十五日午后六時すり本町

研究室がわざわざ調査していることを︑報告しておきたいと思いま

必要だ︒ということが出てきます︒﹁当町︵焼津町︶ノ米穀商組合ハ

二騒擾突発シ挙動極メテ狩悪を極ム︑三時間後警官ノ来援二ヨリ鎮

す︒全国どこもかもやれるわけではないので︒所得の話もあります

一戸︑その他一五戸では漁業を

静スルコトヲ得タリ﹂ 騒ぎがあった−という記録が役場の事務報告

けれども︑ご覧いただければと思います︒東益津村浜当日地区の飯

原川

﹁青年団日誌﹂がありますけれども︑満州事変の時期の状況で︑青

自給及び購入が四二％︒全部購入しているのが二一％︒

米自給状況というのがありまして︑全自給が三七％︒昭和の初めで︒

に出てきます︒こんなこともこの時期の状況でしょうか︒
役場職員の給与の引き上げというのもこの時期に何度も行われま
す︒そうでないと︑間に合わない︒そのたびに税金を引き上げるの
です︒間に合わない︒ということが行われております︒

年団の日誌というのは格調の高い内容です︒
昭和七年十月支部日誌記ス
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通り一辺の事では断じて其の打開は出来ない先決問題として自力

へば︑かけ声ばかりで有る︒内外の紛乱其の局に達して居る今日︑

運はない︒何故ならばそれは唯表面的行為のみで有り︑極端に云

た事は極めて結構な事である︒しかしその結果は何等見る可き気

ヲ発揮スル二致し候︒首相自ら街頭に進出シ自力更生の運動をし

政府モ救済としては ﹁自力更生あるのみ﹂ と称シ自力更生ノ気分

を受け自力更生

事多端なる此之時二生る青年は一層奮励努力して国難二ヤマル事

一︑現在社会ヲ見るに思想経済人口食糧等外二満州上海事変等多

らの流入が更に追い打ちをかけた︒

支払い延期を行った︒﹁豊漁貧乏﹂ の一時代︒以下に述べる南洋か

陥った︒三二年︑焼津地区の明治銀行など三行が金融機関も預金

同商店は経営危機に陥り︑幹部職員への給与支払いも一時延期に

理能力の限界が︑魚価維持を困難にさせた要因の一つ︒この時期︑

業であったためにフル操業でも追いつかない状況︒このような処

に近い下落︒当時は冷蔵機能も十分ではなく︑加工業はなお手作

三市場は水揚げ量の史上空前にも拘わらず︑総売上高では一〇％

界は︑一九三一年初夏から空前の大漁肝を迎え︑魚価大暴落︒〇

宇宙一細胞としての自分の力これを小さく云へば神の生める日本

節製造の経験ある沖縄県人が製造に参加して︑優良で安価な南洋

節が国内に流入︒南方では一年中がカツオの漁期︒これには沖縄

一九三三︑三四年には南洋パラオ︑トラック島方面の安価な鰹

の一国民としての力吾等が細絶たる事を目覚して運動は宇宙の本

節を製造することを可能にした︒一九三七年農林統計では︑国内

更生の意義を明確に認識しなければならぬ自力とは何ぞや

源力︑神たる親への脈絡が当然すぎる程︑相通づるのである︒此

鰹節生産高二五五万貫︑南洋節五〇万貫︒業界は南洋節の輸入規

一九三四年神奈川県横須賀に⑬出張所を︑三七年には東京築地

ンナが大いに使用されていた︒

物資欠乏時代の一九三九︑四十年頃は鰹節全盛時代︒けずりカ

ただし善八は焼津工場の支配人となる︒

人となった︒三四年同社は後藤缶詰に実質的に経営権が移った︒

缶詰㈱が設立されるのに魚商・鰹節製造業者と共に 二名の発起

一九三二年五月︑マグロ油潰缶詰製造を目的に善八は焼津水産

を行っていた︒

面との協力関係を結び︑山川で現地生産︑現地市場への切り込み

られず︒その後軍需景気で三十〜四十年には好調︒㊦は︑鹿児島方

制を政府に要望したが︑南洋拓殖は国策であったために受け入れ

の力が認識することが出来ぬ現代となって居るが故に現在の崩壌

原川亀次

運動が起て居るのである︒支部青年奮って此の国難を救ふ事を希
ふ 支部員

こんなレベルの教養をみんな持っていたということになると︑す
ごい教養だと思うような文章が出てきます︒青年団というのは︑当
時力があったということだと思います︒
イワシとならんでマグロの油漬け缶詰の製造というのも昭和初期︑
この時期から始まる︒これは︑考えてみたら︑地元の技術と水産政
策︑漁業政策の関係で出てきたことだと思いますけれども︒それで
は柳家本店㊦の社史記録からこの状況を辿っておきましょう︒
昭和恐慌期二代目村松善八のマグロ油漬け缶詰製造・焼津漁業
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に㊦富士屋本店を開設︑横須賀は海軍軍需部納入が主業務︑東京は
関東地区の販路拡大拠点︒富士屋本店は村松正之助が統括︒四二

16 5

焼津／県下

26．
9
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56

17．
3
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3

6
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1
カマボコ
ナマリ
養 殖
鰹 節 マグロ節 フカヒレ
イブシ チ ク ワ ウナギ

54 ．
3
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焼津／県下

3 1．
4

72．
8

4．
6

98 ．
2

ういうことになります︒小作がそんなに高いともいえません︒大富

ですか︑四二％もあるのは︒あとは︑自作兼小作︒あるいは小作︒そ

で捉えたときに︑自作人の比重はそんなに高くないです︒東益津村

七〇％︒全体としては︑農村的です︒ただ︑自作人と小作人の関係

和田村が七七％位︒小川村が九二％︒東益津村が七二％︒焼津村が

七五九で圧倒的ですよね︒九三％本業です︒大富村が九一％本業︒

んなものを獲っていたのかを計算してみたのですけれども︵右の表︶︑

然ですけれども︑沿岸に焼津は遠洋漁獲︒という形で見られます︒ど

ことが分かります︒地区別漁獲種類の比重というのを見ますと︑当

他の食用農産物その他があり︑そこそこに生産されている︑という

を計算してみたのですけれども︒米が本体なのですけれども︒その

を借りているということです︒一九二七年農産物金額構成というの
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年四月の米軍の本土空襲からまもなく閉鎖︒焼津本店は軍需納入

ア ジ

11．
9

として鰹節角切︒外交員による直販システムや通信販売を導入し

1，
74 0

沿岸漁獲物は︑焼津が県下の比重をどれだけ占めているかという統

19 27 年静岡県統計書より作成

各方面の市場めがけて攻勢︒戦前の㊦鰹節店の従業員構成は︑年

サワラ

17．
7

期奉公人や焼津水産学校︑沖縄県立水産学校からの実習生なども

タ イ

ブ リ

サ バ

受け入れ︑鹿児島県山川︑枕崎への技術指導も行っていた︒

34 ．
1

861

三︑戦争と焼津

4 1．
9

焼 津 町

︵1︶昭和大恐慌と焼津地域

24

東益津村

﹁農村不況実態調査﹂というのがあります︒静岡県農会が出した

7．
1

小 川 村

ものです︒私は﹃静岡県史﹄でも︑また最初の取り組みであった﹃袋

92．
9

和 田 村

井市史﹄他の市町村史でも︑農村不況調査というのを使っています︒

279

大 富 村

焼津町商工経済統制というのもこの時期の問題ですけれども︒戦争
と犠牲者の悲劇︒焼津地域の恐慌現象というのは︑地域によってさ
まざまなのですけれども︒次の表に示しましたように︑昭和の初め

34 2
8 17

自作兼小作

村を除けは︒自作兼小作というのが︑高い︒自作でありながら土地

の焼津地域の農業経営構成︒豊田村の農業者総数八一七うち本業が

19 6

1，
7 35

58

1，
23 2

759

2，
2 15

自作人

1，
90 5

副 業

豊 田 村

カツオ

沿岸漁獲 イワシ

小 作
業
本
農業者総数

数、％
192 7 年 の焼 津地 域農 漁業 の状況

節は七三％︒非常に大

鰹節は三一％︒マグロ

ボコ・チクワ一八％︒

マリ節が九八％︒カマ

計表です︒焼津は︑ナ

が五カ年計画できているわけです︒

ずに質素に︒そういう類のお金が掛からない方法︒後は︑増産計画

仏に礼拝しなさい︒貯金は奨励しましょう︒葬式結婚は華美になら

多い︒奉仕的事業をしましょう︒納税は期日どおり払えよ︒毎朝神

活習慣をきちっとしましょうとかそういうことを訴えていることが

すと︑これはなかなか

工業主要生産額を見ま

てきます︒焼津地域の

四％︒こんなふうに出

と信用販売組合︑㊧が出てきて︑あるいは︑焼津には地域銀行がたく

ったのですね︒これは︑名古屋にあった銀行の支店です︒焼津漁業

域性として余り大きく不況が見えなくなる︒明治銀行が焼津にはあ

水産業とか︑この時期に猛烈に発展してきますから︑そうすると地

も多いのですけれども︑地域によって︒焼津の場合︑遠洋漁業とか

一般的に不景気だ︑不景気だといっても︑不景気に見えないこと

難しいのでなんともい

さんありました︒焼津銀行というのがあったり︑焼津商業銀行とい
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きな力です︒サワラ五

えないのですけれども︑

うのが出てきたり︑あるいは︑明治銀行が焼津銀行を合併して︑小

関も多い︒大富永盛社というのが︑大富銀行になって島田銀行にな

焼津町はあらゆる領域

でも︑他の地域は地域

って︑後に焼津銀行になります︒このように︑銀行群が多いのも水

川銀行が水産投資事業を継承して焼津水産銀行になったり︑金融機

的個性があって︑焼津

産業の中心地だということだと思う︒そして︑お手元に表がありま

を何とか作っている︒

市全体の特色はという

すが︑ほんとうにたくさんあります︒狭いところに︒

︵3︶不況と焼津地域の金融事業

焼津生産組合︑信用組合︑信用金庫の活動実績というのがありま

ていなかったのが︑一気に増えるのが大戦後です︒協同組合事業の

す︒全体としては︑組合員数が︑焼津㊧が第一次大戦中までは増え

︵2︶兼益津村の経済更生計画

じような流れを作っている︒

一環になって入ることによって組合員が増えた︒これは︑戦後も同

の実行組合というのが出てくるのですが︑これを見ると︑非常に︑生

﹁東益津村経済更生計画﹂ というのがあります︒この中に聞方区

の焼津町の職業構成を図示しておきます︒

限り︑全体がみえないということになります︒参考までに戦時直前

別地域別にどういう個性を持っているかというのを明らかにしない

のは︑なかなか言いづらいというのが私の言いたいことです︒地区

焼津町の職業構成

焼津信用金庫というのがありますよね︒これは︑東海遠洋漁業が
一九〇七年︑日露戦争後にできて︑有限責任焼津生産組合が次の年

55

に出来て︑それを踏まえて焼津信用購買生産組合に改称されて︑こ

ハ／■

れが焼津信用販売購買利用組合のちに東海遠洋漁業と合併して︑昭

ヽ

和漁業となり︑そして︑戦後︑焼津信用組合焼津信用金庫というふ

■ヽ

疇責島20

うに展開してきた︒

■■

竜か

︵4︶ 焼津地域の戦争犠牲者と戦争の意味
さて戦争と犠牲者の話をしたいと思います︒焼津市の戦争犠牲者
はこのような流れなのです︒つまり︑焼津市六地区の戦病死者数と

ヽ
ヽ．

YlI′
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′

デモ∧ご70
ヽ

いうのは︑極めて多くなるのはこの時期です︒太平洋戦争の終結直
前です︒終結直前に大量に死ぬのです︒十九年のこの時期︒昭和二
十年八月十五日までの時期︒この時期に圧倒的な人が死んでいるの
です︒これは︑日本の戦争指導がいかにおかしなものかということ︒
ほとんど敗北するのを分かっていたと海軍将校がいったのは︑ミッ

．マーシャル18

0●

ドウェイ海戦︒昭和十七年ミッドウェイ海戦︒敗北は確実だと後に
なってから釈明した長官がいるのですね︒止めればよかったのだけ
れども︒止められないどころかこの後の犠牲者が多い︒ここが特色
です︒海軍もしかりです︒やっぱり︑ミッドウェイ海戦が昭和十七

■一

ヽ●■

ー・＿′一一

ノ
ヽ−叫、．

年ですね︒その後︑ガナルカナルとか南方洋上での決戦で︑死んで
いて︑フィリピンで大量に死んで︒この時期の死者が多い︒これを︑

一

ノ

−︼r

．．／

∴二戸、∴

不鮮 8
ヽ
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別の角度から見ますとつぎのようになります︒
死んだ場所︵下図︶︒焼津地区の陸︑海軍戦病死者七九五人につい
て見ると︑中国が二割︒中国東北というのが四・七％︒二五％位は
中国戦線で死んでいる︒フィリピンが二〇％︒後は︑南洋が一四％︒

二了ち
ヽ

焼津地区の陸、海軍戦病者の場所
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0

1．000

だから︑まとまった戦争行動で死んだのが多いのは︑中国本土とフ

100，000

ィリピン等︒それは何を意味するかというと︑あの戦争は︑日中戦
7．000
80．000

争でもあり︑太平洋戦争でもあった︒決してアメリカに敗北したわ
けではない︒日本は︑大量に中国で敗北している︒中国で敗北した
ので戦域を拡大して︑太平洋戦争で最後のとどめをうたれた︒そこ
について︑歴史を学ぶときに︑私たちは︑太平洋戦争といっていた
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両漁協統計により制作

のですが︑あまり︑太平洋戦争というのは︑適当ではない︒アジア
太平洋戦争というのが︑一番正解かなあと思います︒戦争で誰がど
こで死んだかという所まで捉えていった場合︑その意味というのを・
考える必要がある︒これを地図に落とすとこうなる︒中国全体で一
六四人死んで︑中国東北で三七人死んで︑シベリアで強制連行され
て三六人死んで︑日本列島で死んだのは戦死ではないですよね︒病
死でしょう︒沖縄戦二七人︑フィリピン一七〇人︒このように︑死
に場所を図面に落としてしまうと︑これは︑戦病死と書いてあるけ
れども︑病死が多い︒戦死者は少ない︒四割方は病死︒ですから︑餓
死です︒餓死と病死です︒ここも︑戦争の実相を考えるときに︑重
要な問題だと述べておきたいと思いました︒これは︑大富地区の陸
軍戦没者です︒これも非常に明快です︒一九四四年 ︵昭和十九︶ の
時期︑フィリピン戦でだめになっている︒こういうことですし︑海
軍も同じです︒

四︑焼津水産業の発展と地域社会の変貌
︵1︶焼津漁業の発展状況
戦後は︑戦後の焼津を考える時に︑戦後も漁業水産業というのが
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小川港漁獲金額

一｛ト 焼津港漁獲金額 十

左：焼津、右：小川
焼津と小川漁協の漁獲金額比較100万円

ることによって︑焼津地域は産業発展にそれなりに︑役割を果たし

り︑さらに水産化学工業のようなものまで作っていく︒多角展開す

単に魚を獲っていたという時代からそれを加工して缶詰その他を造

1一七二︶︑雇われが

雇われが主 ︵六九六

︵四六四1二一六︶︑

1二一︶︑雇われのみ

漁業が主 ︵六五1四

てきたのではないかということかできるだろう︒そういう点で︑地

従︵二二二1一〇五︶

重要な役割を果たしたというのが︑皆さん実感をされている所だと

域の産業発達史を考えるときに︑この地域の個性というのが重要な

というのもこんなふ

業も人口がかなり減ってきて︑六八年︑七八年の十年間だけでとっ

た地域なのだということを改めて認識しました︒そういう点で水産

減している︒だから︑

れが主としても︑激

激減している︒雇わ

静岡県商工労働部「静岡県企兼立地動向従業員30人以上」から作成

．■ ．

．1

●
：
●
■ 二

三︶︑漁業が従︵三七

役割を果たしますから︑その個性というのを考えることなしに︑一

うに変わっていきま

てみても︑これだけ水産業が減っている︒年齢が相対的に高くなっ

これからの焼津は何

1 1 二二

3
2

思います︒そういう中で︑やはり水産業が多角化したといっていい︒

般論を語っているのはいけないというのが︑私のいいたいことです︒

す︒時系列的に落ち

ら二〇〇三年の漁業

ていることも特色ですね︒ですからその点も︑焼津がこれからどう

で生きていくのかが
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焼津漁業の発展というのを今度の通史の中で書いておきましたけ

焼津漁港の水揚げ量と金額で行くと︑五十年代には水揚げ量の伸び

経営についても︑ご

ていっていますから︒

がすごく高い︒金額的にはそれほどでもない︒金額的に高まるのは

覧ください︒漁業従

れども︑こうしてみると焼津は水揚げ高の上昇と小川の水揚げ高の

七〇年代に入ってから︒だから︑単価が上がって収益が上がってい

事者が六〇年の四二

焼津の一九七八年か

る︒その後また落ち込む︒そういう点では︑今︑水産業はそんなに

〇〇から二〇〇〇年

上昇がある︒一九八〇年代初めまで上昇です︒その後下降している︒

らくではない︒

いう生き方をするか︑水産業の直接の労働者はもう日本人でなくな

課題になる︒就業構

の一六〇〇人程度に

りつつあるということですから︒年齢別にみても︑年齢は高くなり

成で見ますと︑焼津
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以上のようなことから︑焼津というのは︑水産業を中心に発展し

ますし︑焼津漁業の経営というものを見ても︑専業 ︵四〇1一九︶︑

焼津の企兼立地 従業員30人以上 件数
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9

8
7

6
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4

焼津のような手狭なところで︑これだけ立地してきた︒というのは

あとは︑そんなに増えません ︵図を参照︶︒そういう時代ですから︒

件︶︒だいたい八〇年代初めがピークです︒︵八一−八五年で二四件︶

いて拾ったらこんなに出てくる ︵一九五六年から二〇〇二年で八一

大事です︒静岡県の企業立地動向から従業員三〇人以上を焼津につ

からいうと高い︒きわめて高い︒高いのは健全です︒ものづくりは

これは︑大きな役割を果たしていると思う︒これは︑全国的な水準

三％︒漁業が一％︒もうこんな状態︒製造業が三一％ありますから︑

も大きな役割を果たしている︒これは︑二〇〇〇年では︑農業が二・

の一九六〇年は農業が大きなウエイトを占めている︒同時に製造業

のサービス提供の中身はということになる︒このことが︑多分︑問

うのはどこにあるのだろうかということです︒市町村住民にとって

村合併がさけられないとしても︑私の理解は︑では市町村単位とい

も︑財政危機ということと無縁ではない︒問題は︑財政危機と市町

とは趣を異にしていることは事実です︒しかしとはいっても︑今回

ろん今回は地方分権化法制と一体で推進されている点ではこれまで

革の精神を一応継承している︒現在︑平成大合併が行われている︒む

自治体の規模を拡大することによって︑能力を高めるという戦後改

ということがきっかけで合併が行われた︒その場合の合併の根拠は︑

和初期︑昭和不況の時代に合併を行った︒一九五三年地方財政危機

八年︵明治二十二市制町村制が入ったどきに合併が行われる︒昭

︵24︶

すね︒確実に︒一般的にサービスを低下します︒これは不可避のよ

われている︒市町村が合併すると︑例えば︑サービス低下するので

大きな意味を持つ︒

︵2︶漁業と水産加工業

もある︒これが焼津の特色です︒水産業の︒水産化学などいろいろ

で練り製品の比重が一四％︒その下に︑飼料肥料というのが四八％

こで支えるか︒例えば︑IT技術による支えやNPO事業とかいろ

うことも出来ない状況にある︒それに変わるサービスというのは︑ど

サービスは出来るだけ手近かに得られるのが望ましい︒それは︑願

うです︒しかし他方で人口は確実に高齢化します︒高齢化すると︑

なものが出てくる基盤になってくる︒それによって︑全国標準より

いろな形の支え方を新しく構築しないと︒だから︑そういう意味で

水産加工業の構成で興味深い点をいっておきますと︑二〇〇〇年

は高い︑特化している︒これが特色︒特化しているところで︑次の

は︑総合的な認識としてもので支えるとか︑金で支えるとかソフト

います︒

な支え方を考えていくというのが↓ 今の時代かもしれないなあと思

展開が出来るのではないでしょうか︒
原材料がマグロからカツオにシフト︒マグロの高騰で原材料をカ
ツオに変化しました︒

今︑求められている課題というのは︑市長さんたちも見えられて︑

ているのは︑おそらく︑どのように人々の自治とサービス提供とバ

二市二町合併問題は色々な動きがありますけれども︒お困りになっ

これからの焼津地域の問題︒地域自治と市町村合併の歴史︒全国

ランスが取れるかというところ︒財政的にはどこまでサービス提供

︵3︶ これからの焼津地域︑自治体とは何だろうか

的に見ても焼津で見ても︑ほぼ同じことがいえるのですが︒一八八
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かせて頂きましたけれども︑大変苦労されているということがわか

合併を止めることへの説明会︵二〇〇五年二一月︶があったので︑聞

う︑小さくない問題があるのだろうと︑焼津市長さんが︑二市二町

を続けていくことができるか︒出来ない場合はどこで補うのかとい

構造を変えないとなかなか地域を支えられない︒そういう点での構

択肢かなあという気もします︒ただ︑それをしようとしたら税制の

考え方でやっている︒だから︑それも一つのアイディアかなあと︑選

なることは明白です︒明治期の昔の自治体は統合せずに連合自治の

何と数名以内です︶︑それだけに自治体は一層住民から縁遠い存在に

造改革は絶対に必要でしょうが︒

りました︒アメリカでは︑市町村合併はやっていない︒．私が六年前
︵サンフ

の町を例に取りますと︑

に在住したカリフォルニア州サンフランシスコ湾の東対岸
ランシスコ市は湾の西河岸にあります︶
BART︵BayとeaR阜dTra5．公共鉄道︶という大変便利な地下鉄

し︑その後の経済史学の基本にされました︒その後の研究では

︵1︶ カール・マルクス﹃資本論﹄第一巻一八六七年がそれを明確に

て︑日本で言えば︑島田駅から静岡駅までの距離でも三ドル程度で

工業の変革に先んじて︑イギリスの農業で鉄車輪の開発による

がサンフランシスコ空港あたりから︑湾岸をぐるっと取り巻いてい

す︒その距離の中にサンフランシスコ市︑エミリビル︑オークラン

農業生産力の拡大を重視する見方が登場しています︒

と表現しました︒

︵3︶トーマス・モア﹃ユートピア﹄一五一六年は﹁羊が人間を食う﹂

北海に面する地域︒かつてフランドル伯の領地︒

︵2︶ ベルギー西部を中心にフランス北部からオランダ南西部を含む

ド︑バークレー︑アルバニー︑エルセリット︑リッチモンド市とい
う多くの市が並び︑ほぼ駅ごとに市が存在しています︒エルセリッ
ト・デル・ノルテからサンフランシスコ中心地︵パウエル・ストリー
ト︶ までハイスピードのこの鉄道で約三十分︑駅の数が一一ですが︑
三・六〇ドル程度で︑大変安いのです︒その周辺にまたケンジント

同様に大きな自治体合併などは行われていないのです︒要するに自

に再訪している状況からも何らの変更はありません︒ヨーロッパも

れぞれ独自の自治体として機能しています︒この状況は最近︑同地

︑︑叫びe富むq Oヽ︹一旦︑QU 等吋払ヨ叫ヽ札−JapaコeSe Ciくi−izatiOコ

JapaコSpOt−ightY ZOく．＼Dec．︸ pp．心の−全㌣

聖宣旨qChざ1P−1apaコeSe Ci＜i−izatiOコ ︵Part Ne︒

︑︑苔打切註e bJ軋むb C〇︑︑Ob旨qChぎ1写すeq OC︑ひ七註e

︵4︶ 大塚久雄﹃欧州経済史序説﹄ ︵時潮社︑一九四四年︶︒

治観念の歴史的な相違と︑自治機能に対する住民の期待の相違が厳

︵parこeLapa⊃SpOtニgTt．Mar．＼Apr．もp．や﹁−∽P

ンその他小さな市があり︑小さな市ではグループを組織して消防や

然として存在しているのではないでしょうか？当然自治体の数を減

浜下武志／川勝平太 ﹃アジア交易圏と日本工業化15001

︵5︶ 川勝平太﹃日本文明と近代西洋﹄ NHK出版︑一九九一年︑

らせば住民の意思の反映機構を縮減させますから ︵実際にも浜松市

1900 ︵新版︶﹄ ︵藤原書店 二〇〇一年︶︒

教育機関︵公選制教育委員会︶の相互協力を図っているに過ぎず︑そ

が一一市町村大合併した結果︑旧市によっては代表する市議割当が
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修しました﹃静岡県鉄道写真集﹄郷土出版社︑一九九三年では

︵12︶森信勝﹃静岡鉄道興亡史﹄︵静岡新聞社︑一九九七年︶︒私が監

九八九年︶︒

︵11︶大石嘉一郎﹃自由民権と大隈・松方財政﹄︵東京大学出版会︑一

び﹃産業革命と小経営の終焉﹄︵未来社︑一九七一年︶︒

︵10︶武居良明﹃イギリス封建制の解体過程﹄未来社︑一九六四年及

︵9︶田中忠治﹃豊田佐吉伝﹄トヨタ自動車工業︑一九五五年︒

︵8︶安藤実﹃漢冶渾煤鉄公司﹄アジア経済研究所︑一九六七年︒

君夫他﹃日本資本主義再生産構造統計﹄︵岩波書店︑一九七三年︶︒

も貿易商はほとんど外商によって支配されていたのです︒塩沢

基地にして欧米への輸出と輸入が行われていたからです︒しか

︵7︶近代日本にとって香港との貿易は重要です︒それは同港を中継

︵6︶山田盛太郎﹃日本資本主義分析﹄︵岩波書店︑一九三四年︶︒

︵23︶柳屋本店社史編集委員会﹃かつお一筋に生きる﹄︵柳屋本店︑一

年︵昭和八︶八月︒

︵22︶東京帝国大学農学部農政学研究室﹃漁村経済の研究﹄一九三三

年︶︒

︵21︶宮地正人﹃日露戦後政治史研究﹄︵東京大学出版会︑一九七三

二一年三月︒

︵20︶静岡県水産試験場﹃指導船富士丸卜陸地無線電信ノ施設﹄一九

︵9
1︶赤阪鉄工所編﹃赤阪鉄工五〇年史﹄︵赤阪鉄工所︑一九五九年︶︒

bQヽ専吋ミqヽb訂．cbbnくQ叫︑認旨︑Qkbむb認巧へ好b︑︑恥︑︑叫声

ScientistsゝhhQC︑む︑︑Qb3Vqへ︾むヽbC︑吋ヽhQヽ3Vq︑b︑ヽQnビC︑︑Q

INASIA︵ECS↓A︶SessiOコB．−ゆりひ．

ANDC○○PERA↓lONOFSC−ENCEAZD↓ECHZOrOGY

︵8
1︶↓HEIN↓ERZA↓lOZArSYMP01SIUMOZEXC

︵7
1︶日本銀行﹃明治以降本邦主要経済級計﹄一九六六年により算出︒

︵13︶東洋紡績株式会社東洋紡績七〇年史編修委員会﹃東洋紡績七〇

として記述しました︒ここに訂正させて頂きます︒

ブックレット︑二〇〇七年︒

︵24︶保母武彦﹃﹁平成の大合併﹂後の地域をどう立て直すか﹄岩波

九八六年︶︒

．−A1−ひ．Japan

AZGE

この事実が明らかでなかったので︑豆相人車鉄道を最初の路線

年史﹄︵東洋紡績︑一九五三年︶︒
︵14︶山本義彦﹃戦間期日本資本主義と経済政策﹄第三章︵柏書房︑
一九八九年︶︒
︵5
1︶野呂栄太郎﹃日本資本主義発達史﹄一九三〇年︹﹃初版日本資
本主義発達史﹄上・下として大石嘉一郎解説︑山本義彦注解で
一九八三年に岩波文庫から刊行︺︒大石嘉一郎編﹃日本産業革命
の研究﹄上・下︵東京大学出版会︑一九七五︑七七年︶︒
︵6
1︶西川博史﹃日本帝国主義と綿業﹄︵ミネルヴァ書房︑一九八七
年︶︒
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