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社会科学研究所 2017 年度春季実態調査 

大阪の底力 行程記録 

樋口 博美 

はじめに 

専修大学社会科学研究所では、2017 年度春季実態調査として、2018 年 2 月 28 日(水)~3 月 3

日(土)の 3 泊 4 日で、「大阪の底力」と冠した企画を実施した。その趣意を簡単にまとめておく。 

大阪は、江戸時代から「武士の町」ではなく、「町人の町」「天下の台所」としてその名を全

国にとどろかせてきた。しかし、現在ではかつての「東洋のマンチェスター」の面影も薄く、

さらに近年は大阪からの企業撤退や東京への本社移転が顕著となり、東京一極集中は依然とし

て止まらない。 

そのなかで、今回の現地実態調査は「2012 年の『大都市地域特別区設置法』を背景とした『大

阪都構想』（住民投票で特別区が設置可能）が国家への地方からの異議申し立てになりうるのか、

それと同時に大阪生まれの企業（自動車、薬品、タオル）がグローバル化のなか、どのような

企業戦略で企業経営を行っているのか」を検証すべく企画されたものである（社研研究担当福

島義和所員）。加えて、大阪のマイナスイメージにもなってきた「あいりん地域」の実態と、そ

の変貌ぶりにも触れるべく私たち一行は大阪に出向いた。以下はこれらの行程の記録である（※

文中の写真は筆者が現地で撮影したもの）。全体行程の概要を最初に記しておく。 

全体行程概要 

2 月 28 日（水）  

17：00 研究会 テーマ「大阪の産業構造とその地域的特性」 

講師 髙山正樹氏［大阪大学名誉教授］ 会場：天王寺都ホテル会議室 

19：00 結団式（会場：ホテル内レストラン） 

3 月 1 日（木）  

10：00 横関稔氏［西成区長］によるレクチャー テーマ「西成特区構想」（質疑応答含） 

13：30  武田薬品大阪工場 見学・ヒアリング 



－ 2 － 

3 月 2 日（金） 

10：00 ツバメタオル株式会社（製織）見学・ヒアリング 

13：30 ダイワタオル協同組合（染色整理）見学・ヒアリング 

15：30 泉州タオル館（大阪タオル工業組合）ヒアリング 

3 月 3 日（土） 

10：00 ダイハツ ヒューモビリティワールド 見学 

14：00 あいりん地区 視察・ヒアリング・質疑応答（NPO の案内による） 

17：00 現地解散 

実態調査の行程とその記録 

第 1 日目：2 月 28 日(水) 

14：00 以降、今回全日の宿泊先となる天王寺都ホテルに参加者 19 名が次々とチェックイン

をし、17：00 には全員がホテル 5 階の会議室に参集、2 時間ほどの研究会が始まった。今回の

実態調査の現地事前研究会である（写真 1）。研究会の報告テーマは「大阪の産業構成の歴史的

展開と地域的特性」、講師は大阪大学名誉教授の髙山正樹氏をお招きした（写真 2）。 

写真 1：初日研究会の様子 写真 2 ：髙山正樹氏 

まず古代、近世、近代の地図をもとに、天下の台所と呼ばれた大阪の商都としての歴史、「水

の都」としての歴史について、さらに近代以降の明治・大正期の繊維工業を中心とした発展の

様子についても、さまざまなデータをもとに解説いただいた。戦後には化学産業のウェイトが

大きくなってくるとのことであったが、今回の実態調査の目玉でもある繊維産業が大阪府に

とっていかに重要であったかを事前に改めて確認することができた。講演の後半は、大阪経済

衰退についてであった。製造品出荷額で見れば、化学、石油・石炭、鋼鉄、金属、生産用機械、
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輸送用機械工業といった臨海部（埋め立て地域）の産業がまだまだ大阪を支えていること、ま

た他府県に比して事業所数は多いものの規模が小さく生産性が低いこと、そして全体的に製品

の付加価値が低いことが現在の大阪における産業の特徴である。大阪経済の再生のためには、

グローバルビジネスに向かなくなっている大阪産業（ゆえに東京への移転が起きる）の高度化

（製造からサービスへという意味だけでなく、第二次産業も第三次産業もそれぞれに高度化）

の必要と基盤産業の育成が必要であり、そのためには都市計画によるまちづくり、人が魅力を

感じて集まる場となることがとても大事である、として髙山氏の講演は括られた。直前事前研

究会として大変有意義なお話をいただくことができた（※髙山正樹先生には、同号に当日の講

演内容についても寄稿いただいた）。 

 研究会終了後には、講師の髙山氏にもご参加いただき、同ホテルのレストラン内で結団式を

行い参加者同士の親睦を深めた。 

第 2 日目：3 月 1 日(木) 

ホテルロビーに 8：50 集合、9：00 に阪堺電車の駅に向かって天王寺の街並みを見ながらの

徒歩での出発となった。「新今宮」駅から阪堺電車に乗車し（写真 3）、4 つ目「北天下茶屋」で

下車すると、西へ向かって魅力的な商店街（写真 4）を抜け、さらに南海本線天下茶屋駅も突

き抜け、15 分ほど歩いて西成区役所に到着した。 

写真 3：社研ご一行様貸し切りの阪堺電車内 写真 4：魅力的な地元天下茶屋商店街 

訪問地１：大阪市西成区役所 

 西成区役所では、区長の横関稔氏から大阪市西成区とあいりん地域の概要について、そして

西成特区構想についての説明を受けた。使用された資料『私たちのまち にしなり』という西成

歴史・地図帳によれば、かつて上町台地を境に東側を東生（ひがしなり）、西側を西生（にしな
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り）と呼んでいたそうで、天保期の西成郡はかなり広く、現在の新大阪、梅田、難波、天王寺

近辺も含まれていたようである。大正 14 年に西成区ができると今宮を中心に人口が増加し、住

吉区とともに公園や行楽地がつくられたものの、工場も多く建てられ「煙の都」とも呼ばれる

ようになった地域である。 

その西成区の北東部にあるあいりん地域は、高度経済成長期の労働力需要の高まりにとも

なって全国から単身男性労働者が同地域内に集まってきて以来、バブル経済期まで「労働者の

まち」として活況を呈していたという。資料にはあいりん総合センター（1970 年～）ができる

前のその場所を写した写真（1960 年半ば）が掲載されており、当時の活気が伝わってくる。横

関氏によれば「現場行き」のバスが早朝 30～40 台も出ていたとのことで、2 万 4～5 千人の人

が集まったという。今現在、あいりん総合センターに集まる人々は数百人程度である。 

続いて「西成特区構想」の説明では、バブル経済の崩壊後、求人数も日雇労働者数も大きく

減少する中で失業し、あいりん地域内外で路上生活を余儀なくされたホームレスへの対応（生

活保護利用による生活サポートは進んだが、生活保護受給率と単身高齢男性比率を高めた）と

現在の課題（少子高齢化、不法投棄、治安、結核、野宿生活者）について説明していただいた。

これに対して参加者からは、あいりんの名前の由来に始まり、特区構想に関わるコストや大阪

都構想との関係について等さまざまな質問が出され、活発な議論が行われた（写真 5）。 

写真 5：西成区役所での質疑応答 

訪問地２：武田薬品工業株式会社 

天下茶屋駅から地下鉄に乗った一行は、淡路で阪急線に乗り換えると十三駅で下車。駅近く

で昼食を済ませてから 10 分ほど歩き、13：30 に武田薬品工場株式会社へ到着した。 

武田薬品は、1781（天明元）年に大阪の道修町という薬商の中心地であった地で、薬種仲買

商近江屋に奉公した武田長兵衛が、近江屋喜助家からのれん分けを許され、薬種仲買商として
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別家、独立創業したことに始まる。私たちが訪問したのは淀川区十三にある大阪工場であるが、

現在でも大阪本社と大阪工場地区研究部門は道修町にある。 

ここではコーポレートビジネスセンターの野路弓子氏が出迎えてくれた。見学者への説明の

ための部屋に案内されると、まずは 2011 年に神奈川県に移転した湘南研究所（ドーム 5 つ分の

敷地面積があるという）の共創性と専門性をキーワードにしたビデオの視聴と、大阪工場と製

造部の説明をいただいた。大阪工場は、1915（大正 4）年にタケダの薬作りが始まった重要な

地である。第一次世界大戦によって西洋医薬品の輸入が困難となり、国内での生産が必要となっ

たため、5 代目武田長兵衛がこの十三の地に製造工場を建設したことに始まる。 

15：00 から工場見学となった（写真 6）。案内されたのは 1987 年に竣工したという C70 工場

棟で、武田の固形製剤の主力工場でもある。ここでは、原材料の供給から製剤、小分・包装、

製品出荷の全てのラインがコンピューターによって運転・制御されている。フィルムコーティ

ング錠や一般錠であれば一分間に 4,000～6,000 錠が生産されているそうで、他にカプセル剤や

顆粒剤が生産されていた。写真撮影は禁止であったが、通路からのガラス越しに原料を秤量す

る機械や混合機、製錠機、フィルムコーティング機などの全てを見ることが可能で、野路氏の

軽快な大阪トークのリズムも手伝ってその製造工程をよく理解することができた。特に錠剤の

検査と武田のシンボル ウロコマークの印刷については驚かされるばかりであった。印刷に不備

があれば、検査カメラとつながったコンピューターがチェックをして最後に除けてくれるのだ

という。この錠剤検査は 1980 年代まで目視で行っていたとのことで、見学コースに掲げられた

検査を行う女性たちが写っている大きなパネル写真がその当時をよく物語っていた。現在の完

全自動化の工場内では、働く人たちの姿は、1 時間以上に及んだ私たちの見学中も時折その姿

が見える程度であった。 

 

 

写真 6：熱心な説明と説明に聞き入る参加者 
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工場見学を終えて、最初の部屋に戻ると武田製薬 100 年史「おおきに大阪！」を視聴した。

武田の歴史が紹介されていく中で、生活習慣病に対する新薬への期待が高まった 1980 年代（見

学をした C70 工場が出来た時期）に、現在につながる武田のグローバル事業の拡大が加速した

こと、複数研究体制の確立が進んでいく様子が把握できた。現在では事業基盤が 70 ヵ国以上に

拡大しているとのことであったが、大阪の人たちの感覚からすると、2011 年に大阪工場の研究

部門と筑波の研究部門が統合し、武田薬品旧湘南工場跡地に建てられた湘南研究所に移転した

ことについては今でも違和感があるようであった。ここ十三の大阪工場も 2019 年度中には固形

製剤部門を山口県とドイツへの移転を進めていくとのことで生産体制が相当に整備されるよう

である。その意味で、私たちが C70 の工場を見学できたのは幸運（2018 年 3 月をもって工場見

学終了）だったともいえるが、せっかく見せていただいた工程がここからなくなると思うと残

念な気もした。終始絶妙な話術で盛り上げながら工場を説明してくれた野路氏も、私たちが訪

れた 3 月で“武田人生”を終えるとのことであった。そんな野路氏に玄関口外まで見送られ、

私たちは名残惜しく工場を後にした。 

写真 7：武田薬品工業での記念撮影（左下はご案内いただいた野路弓子氏） 

第 3 日目：3 月 2 日(金) 

8:30 に終日貸し切りのバスに乗車してホテルを出発、すぐに阪神高速に乗ると時間通りの

10：00 に大阪府泉佐野市日根野にあるツバメタオルに到着した。この日は、泉州タオル関連の

事業所や組合計 3 軒を訪問することになっていた。泉州タオルのルーツは手ぬぐいである。ゆ

えにタオルは手ぬぐいとサイズがほぼ一緒なのだそうだが、この手ぬぐい文化を継承し、明治
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20 年に現在の泉佐野市の里井圓次郎氏が発明した打ち出し式の製造法（手ぬぐい製造機械の改

良）によって日本で初めてのタオルが製織された（※泉州タオルの詳細については、同号の石

川論文、神原論文、川村論文、柴田論文を参照いただきたい）。 

訪問地３：ツバメタオル株式会社［タオル製造業］ 

 大正 2 年創業のツバメタオル株式会社は、国内で最大規模の生産工場であり、生産量も日本

で一番の企業である。有機精錬というエコロジーな製造方法でタオル生産をしていることもこ

ちらの会社の売りである。ツバメタオル到着後、建屋 2 階の会議室に案内され、まずはツバメ

タオル代表取締役会長であり、大阪タオル工業組合の理事長でもある重里豊彦氏からお話をう

かがった。タオルが他の繊維と異なるところとして、タオル以外の繊維は輸入が 95％、国内生

産が 5％ほどであるのに対して、タオルは 22％が国内生産である（昭和の終わりまではほとん

ど日本で生産されていたという）という歴史的推移についての話に始まり、製造工程が映像化

された説明ビデオを 15 分程度視聴した上で、参加者が 2 グループに分かれての 30～40 分程度

工場見学となった。24 時間操業という工場内は広く、織り工程（写真 8）を見せていただいた

後、糊抜き・晒し（漂白）・洗浄工程・乾燥・仕上げ工程を終えて戻ってきたタオルの検査と縫

製（ヘム縫製など、ここで初めて切り取られるそう）（写真 9）を行っている現場を見ることが

できた。 

写真 8：工場内の製織工程 写真 9：裁断前のタオル 

再び会議室に戻ってからの重里氏のお話は、四国の今治タオルを意識された内容であり、そ

れを比較的に知り、理解できるという意味でも興味深いものであった。 

タオル製造は大きく分けると二種で、先晒しと後晒ししかない。泉州はもちろん後者であり、

後晒し工程があることが泉州独特の製造方法となっている。ちなみに、四国では 99％が先晒し、



－ 8 － 

大阪タオルは 99％が後晒しである。後晒しの特徴はその吸水性にあるとのことで、重里氏は実

際に後晒しタオルを水に落としてあっという間に沈んでいく様子を実演して見せてくれた（写

真 10）。 

写真 10：タオル実演をするツバメタオル代表取締役会長 重里豊彦氏 

ただ、この「吸水性の高さ」は泉州の業界の人々にとっては長い間あまりに「当たり前の事」

であったため、その宣伝・発信が今治から遅れを取った（「吸水性」が宣伝上の戦略と強みにな

るとは思ってもみなかった）そうで…この話は実直に良いもの目指して一筋にタオル生産をし

てきた泉州の“人となり”ならぬ“地域となり”を物語っているようでもあった。 

訪問地４：ダイワタオル協同組合［タオル染色整理業］ 

日根野のイオンモールで昼食休憩を取った後、一行は午前中に訪れたツバメタオルからは車

で 15 分ほどのところにある泉佐野市南中樫井のダイワタオル協同組合に到着した。タオル協同

写真 11：ヒアリングの様子 写真 12：ダイワタオル工場内見学（左：北川晃三氏）
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組合は 1950（昭和 25）年に泉州の地場メーカーが織るタオルの後晒しの共同加工場として設立

された。タオル漂白、染色整理、新商品・新技術開発、共同購入、販売がその業務内容である。 

ここでは、協同組合の顧問であり、この道 40 年以上という技術者でもある北川晃三氏に出迎

えられ、しばらくお話をうかがった後に、糊抜から乾燥仕上げまで 36 工程あるという工場内の

見学となった。 

写真 13：精錬・漂白工程 写真 14：乾燥工程 

トウモロコシのような天然成分を用いた糊抜きや抗菌加工、無機塩で加工した防炎タオル

（You Tube で防災タオルによる火消し実演をする人が続出して問題になったとのこと）のよう

な高機能タオルの製造を、北川氏を中心に次々と手がけてきた工場である。 

写真 15、写真 16：バクテリアによる汚泥活性処理の様子（屋上） 
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工場見学の最後に案内されたのは、意外にも工場の屋上であり、そこではバクテリアによる

汚泥処理が行われていた（写真 15,16）。 

現在工場内には 90 名以上のスタッフが働いているとのことで、地元の若者が多いようであっ

た。皆、一様に明るく挨拶を交わしてくれるのが印象的であった。 

訪問地５：大阪タオル協同組合 

先のダイワタオルに興味を惹かれた参加者が多かったため、大阪タオル協同組合へは予定よ

り少し遅れての 15：30 の到着となった。組合事務所は泉州タオル館内にあったが、入り口ロビー

には、色も綺麗な優しい風合いの様々なメーカーのタオルが展示されており、購入できるよう

になっていた。買い物の時間を取らねばならない、と思いつつ 2 階の会議室に案内され、ここ

では専務理事の樫井学氏にご対応をいただいた。 

組合で最も力を入れていることは「いかに消費者に知ってもらうか」ということであるとい

う。たとえば、りんくうタウンでも泉州タオルを展開しており、3 年で終了の予定だったが延

長されて今でも人を集めることができている。一方で、異業種との関係を新展開させようとす

る動きもあるものの続けていくのはなかなか難しそうであるし、流通・販売に関していえば、

（ツバメタオルでも重里氏から一部話があったように）泉州では問屋の力が今でもかなり強い

ようで、メーカーと問屋の関係についてその場で深く語られることはなかったものの、メーカー

の生産に影響している現状をうかがい知ることができた。 

現在組合員は後晒しの 4 社で 200 名ほどを占めることになるようだが、900 名程度であると

いう。地域には夫婦で経営する小さな事業所が多く、後継者問題（平成 23 年には少し上向きに

なったそうだが）や、各所の織機も古くなってくること等への懸念があるという。 

 とはいえ、先に訪問してきたツバメタオルやダイワタオルのような、品質の向上と付加価値

を追究してきた人々やメーカーの努力とこだわりが反映され、かつ市場性のある「泉州こだわ

りタオル」（平成 15 年登録）を完成させるなど、生活する人たちにとって身近な地域一体のも

のづくりが目指され、維持されてきたことが樫井専務理事の言葉から伝わってきた。 

第 4 日目：3 月 3 日(土) 

8：30 ホテルを出発し、地下鉄御堂筋線から阪急線に乗り継ぎ、9：30 に池田駅に到着した。

ここからタクシーに分乗し、10:00 前後にダイハツヒューモビリティワールド（Humobility World）

へ到着した。 
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訪問地７：ダイハツヒューモビリティワールド 

ここは、体験型展示を中心に「楽しみながら学び、体験・発見できる施設」として、近隣の

小学校の社会科見学を常時受け入れているという。2 階のガイダンスルームに通された一行は、

ダイハツの現在の自動車生産工程 DVD を視聴の後、同階の「ダイハツの原点」（産業用エンジ

ンと三輪自動車の展示）と、3F の「いつの時代もくらしの真ん中に」の展示を中心にガイドを

していただき、ダイハツ車の変遷（つまりはダイハツの歴史）に照らし合わせながらの私たち

のくらしの変化を追体験した（もっとも、途中からは実体験の振り返りになったわけだが…）。

ここにはファシリティサービス事業部でヒューモビリティワールドの副館長白井智仁氏が付い

て下さり、参加者の個々の質問に応じていただいた。 

ダイハツは、近代工業化の進む 1907 年にエンジンの国産化を目指した「発動機製造株式会社」

の設立に始まる。船舶用から出発して、その後農業、工業を支える企業としての志を持って発

展してきたという。現在の自動車生産につながる最初の製造は、1930（昭和 5）年に誕生した

三輪自動車 HA 型ダイハツ号であった。「大阪にある発動機製造会社」という社名が略されて「ダ

イハツ」と呼ばれていたため、そのままそれを商品名にしたという。当時、道幅が狭く、町や

家が密集している日本の実情にマッチしたものであったこと、特に小口荷物を運ぶ中小企業に

とって使い勝手が良かったこと、さらに当時三輪自動車は運転免許が不要であったことも人気

博す要因であったそうだ。 

写真 17：人気を博したダイハツ号 写真 18：1957 年発売ミゼット  

（HD 型） 小回り利く屋根付き三輪トラック 

参加者の「懐かしい」という声がそこかしこであがっていたのが「いつの時代もくらしの真

ん中に」の展示フロアである。戦後から現在までの各年代の身近なくらしの様子と、当時のダ



－ 12 － 

イハツ車がカラフルな実車で紹介されていた。サラリーマンにも手が届く家族向けの車の登場

（フェロー1966 年）、広く快適で燃費の良い車の登場（シャレード 1977 年）、働く女性が乗り

こなせる車の登場（ミラ 1980 年）、子育てにも便利なお母さんの日常車の登場（ムーヴ 1995

年）…といったように、日本人の生活様式に密着したものづくりが行われてきたこと、その日

本人の家族の変化を意識しつつ、また日本人の「家族」意識に影響を与えつつ、成長してきた

会社であることを感じた（※ヒューモビリティワールドの詳細については同号の鈴木論文を参

照いただきたい）。 

ダイハツヒューモビリティワールドを後にした一行は、池田駅前に戻り、既に予約をしてい

た蕎麦屋で短い昼食休憩を取ると、再び阪急線に乗って次の予定地へと急いだ。 

訪問地８：あいりん地域 

実態調査の最後は、釜ヶ崎のまちスタディーツアー（フィールドワーク）であった（※あい

りん地域の詳細については、同号の飯田論文、福島利夫論文、福島義和論文を参照いただきた

い）。釜ヶ崎のまち再生フォーラムが協力、萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社が受け入れと

なっているフィールドワークであり、ツアーのねらいは「釜ヶ崎的貧困（不安定雇用と社会的

孤立による貧困、及び「男の貧困」）を体感し、そこで暮らしてきた人々の人生にも触れつつ、

長年の不信と対立を乗り越えて内発的まちづくりが進んでいるようすと、市場原理による混乱

状況の両面を観察する（※行程モデル表記載）」ものである。 

大阪市立大学の西成プラザに集合すると、まずは NPO 法人釜ヶ崎のまち再生フォーラム事務

局長のありむら潜氏によるパワーポイントを使った事前レクチャーを受けた。漫画『カマやん』

の著者でもあるありむら氏の描く主人公カマやんが画面に出てきて少し和ませてくれるとはい

写真 19：ありむら氏の話を聴く 
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え、釜ヶ崎の歴史と日雇い労働者や生活保護受給者の厳しい暮らしの様子、そして現在注目を

浴びている釜ヶ崎の「まちづくり」の経緯と現状について、とても深く、濃い内容をものすご

い早さで説明するありむら氏からは、あいりん地域特有の生活意識と地域性がどこからくるの

かをしっかり理解する必要があると同時に、そんな独特なまちの問題点を解決しながら良い面

（「包摂力」だそうだ）を伸ばしつつ「もう一度ふるさとにしよう」という冷静だけど強い思い

が伝わってくるのであった。 

その後、私たちは、ありむら氏と、フィールドワーク立ち寄り先の一つであるサポーティブ

ハウス「おはな」のオーナーである西口宗宏氏がそれぞれ率いる 2 つのグループに分かれ、釜

ヶ崎のまちあるきを開始した。 

筆者が加わった西口氏のグループで案内していただいたコースは、あいりん総合センター（寄

り場、シェルター並び場、労働福祉センター、職安、医療センター）➔NPO 釜ヶ崎支援機構・

高齢者特別清掃事業詰所➔NPO 路木（衣服縫いサービス）➔萩之茶屋小学校跡、西成市民会館

➔サオポーティブハウス「おはな」である。 

「おはな」では、すでに生活保護受給者の方々が私たちとの懇談のために待っていてくださっ

た。75 歳の H さんと 62 歳の G さん、82 歳の H・M さんからその人生と釜ヶ崎へ入ったいきさ

つ、そして今の気持ちについて聞くことができた。皆穏やかではあったが、現代社会の生きづ

らさをダイレクトに受けてきたことを感じるお話の内容であった。これら語り部として応対し

てくれたのは皆「高齢」の「男性」である。そして「建設関係の仕事」の経験者であり、「日雇

い」で生きてきた。まさに釜ヶ崎の象徴のような人々であった。 

ありむら氏と西口氏の熱のある案内にすっかりはまり込んでしまった一行は、その後まだ 30

分以上あるフィールドワークの行程を残しての解散時間となってしまい、一旦そこで、春季実

態調査の終了解散とした。そのあと残った 7 名でフィールドワークを再開し、ありむら氏が案

内についてくれた。後半は、四角公園➔三角公園（炊き出し・野外テレビ有り）➔ふるさとの

家・子どもの家➔難波屋（西成ジャズ）➔ひと花センター（単身・高齢・生活保護受給者の社

会参加と生活支援を行う）・西成保健福祉センター分館➔太子地区のバックパッカータウン発祥

エリアでのホテル見学といった具合であった。18 時近く、筆者が関西に住んでいた 1990 年代

前半～後半のイメージからはほど遠くなっているまちの様子に心底驚いている間にフィールド

ワークは終了した。ありむら氏に感謝の意を伝えて、私たちはあいりん地域を後にし、今回の

実態調査のすべてが終了した。 

 

  



－ 14 － 

おわりに（謝辞） 

今回も行く先々で多くの方々に丁重に対応いただき、とても興味深く充実した時間を過ごす

ことができた。 

ご協力いただきました訪問先の関係者の皆様方にはこの場をお借りして深く感謝申し上げま

す。本当にありがとうございました。 

また、実態調査に先立っては、2018 年 2 月 2 日に事前研究会を開催し、3 名の先生方にご報

告いただいた。まずは、水戸部啓一先生（専修大学経済学部兼任講師、国際環境経済研究所理

事）に「日本の自動車産業を取り巻く潮流と課題」と題した自動車産業の現状について報告を

いただいた。そして、社会科学研究所の長尾謙吉所員には「泉州のタオル産業―生産システム

の特色と縮小下の課題―」を、小池隆夫所員には「（大阪・「西成」～1990 年代初頭以後の 25

年に焦点をあてて」と題し、解説をしていただいた。調査対象地への事前の理解を深めること

ができたことをここに改めて御礼申し上げます。 
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大阪の産業構成の歴史的展開と地域的特性 

髙山 正樹 

はじめに 

大阪は商都として「天下の台所」と呼ばれてきた。また、近世以降、河内・和泉で栽培され

た綿をもとにした手紡糸と綿織物は、近代に入ると大阪の主軸産業となった。そのため大阪は

「東洋のマンチェスター」とも呼ばれた。その後、大阪は金属・機械工業、化学工業へと発展

して、わが国の経済中心として地位を確立した。旧通産省の工業統計表結果によれば、少なく

とも 1935 年（昭和 10 年）までは都道府県別に見て、東京都を凌いで、わが国 大の製造品出

荷額を誇っていた。しかし、戦後まもなくの一時的興隆はあるものの、大阪は一貫して経済的

地位を低下させてきた。その復興が叫ばれ、様々なプロジェクトが試みられてきたが、依然と

して回復の兆しは見えない。このことをどのように理解すべきか、そして大阪経済、関西経済

の復興には何が必要なのであろうか。本稿は、これまでの大阪や関西に関する産業・経済の既

往の研究をもとに、大阪における産業構成（ここでは大阪府の製造業を軸に）の歴史的展開と

地域的特性という視角から若干の検討をしたものである。この中で大阪経済の復興という点に

ついても多少のコメントを加えたい。 

具体的な検討を始める前に、まずは大阪という場の地理的環境と歴史を瞥見することから始

めたい。 

１．大阪の地理的環境と歴史的背景 

大阪の現代の産業を考えるにあたって場の持つ地理的環境、歴史的背景について簡単に説明

しておきたい。 

今日の大阪府は旧摂津国、旧河内国、旧和泉国から成る。その地名からも分かるように水と

関わりの深い地名が残っている。また、今日の大阪市は、おおよそ北に淀川、南は大和川に挟

まれた地域にある。中央部に上町台地があり、この台地は南に向かって信太山台地から泉南台

地へと続いている。上町台地の東側は先史時代の河内湾（河内湖）の跡の低地が広がる。そこ

に旧大和川とその支流が注いでいた。今日の東大阪地域であり、大阪湾から 10～20ｋｍ離れて

いるにもかかわらず、海抜 0ｍというところさえ存在する。したがって北部を流れる淀川や南

部を流れる大和川（注 1）の堤が決壊すれば、この東大阪地域は大水害を受けることになる。また、

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009130

http://doi.org/10.34360/00009130


－ 16 － 

大阪市の西側には大阪湾が広がるが、今日では広範に埋め立て地が造られている。しかし、少

なくとも中世までは上町台地のすぐ西側に大阪湾が広がる風景が見られたであろう（図 1 参照）。 

なお、今日の大阪府は大阪市を取り囲んで北大阪地域（豊能地域、三島地域）、東大阪地域（北

河内地域、中河内地域）、南河内地域、泉州地域（泉北地域、泉南地域）に区分されることがあ

る。この地域区分を軸に後述では大阪府の工業の地域的構成について検討したい。 

次に、大阪（大坂）の歴史を簡単に見ておきたい。古代以来、人々が居住してきた場所は地

理的環境からも想像できるように上町台地である。上町台地の北端を旧淀川（大川）が流下す

る（注 2）が、この上町台地の北端部に古代の難波の宮（注 3）が造営された。また、今日の天王寺

駅の北には四天王寺（注 4）が建立されている。近世に至るまで上町台地は大和や和泉との間で交

通が開けていた。また上町台地北部からは淀川や西国街道により京都と交通が開けていた。そ

図１ 6～7世紀頃の摂津・河内・和泉の景観 

（日下雅義（1998）：『平野は語る』、p.21、大巧社） 

（出所）金田章裕・石川義孝編（2006）『日本の地誌 8 近畿圏』朝倉書店、43 頁 
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して中世末には浄土真宗（一向宗）の本山が京都の山科から石山（難波の宮跡、大坂城あたり）

に移された（注 5）。この石山本願寺は畿内の浄土真宗門徒の中核をなす城であり、いわゆる寺内

町として発展した。織田信長はこの石山本願寺と対立し、いわゆる石山合戦が繰り広げられた。

結果的に石山本願寺は落城し門徒は追放される。この石山本願寺の跡に大坂城が造られるとと

もに町家が整備された。豊臣秀吉の時代には今日の東横堀あたりまで町家が広がったと考えら

れる。 

中之島を挟む堂島川と土佐堀川（大川＝旧淀川）と道頓堀川の間の今日の都心と言ってよい

地域は徳川の時代になって掘割が開削されるとともに町家が形成されていった。この掘割の各

所にいわゆる船着場（船場）が作られ、全国各所から米をはじめ種々の商品が集められ、ここ

から全国に商品を流通させる商都大坂が形成されて行った（図 2 参照）。多くの掘割が作られた

ことで大阪は「水の都」（注 6）とも呼ばれた。そして大坂城と結ぶ東西の道は「通り」と呼ばれ、

これら通りを南北に結ぶ道が「筋」と呼ばれている。 

さらに現在の都心の西側には近世以来続く埋め立て地が広がる。そして堂島川と土佐堀川が

合流し、木津川へ変わるあたりの川口に明治初年に大阪港が開かれるとともに外国人居留地が

設置された（注 7）。また、この木津川沿いには近代工業の嚆矢される大阪紡績所（注 8）や大阪鉄工

所（現、日立造船）なども立地した（図 2 参照）。今日では戦後に埋め立てられた地域が大阪湾

に張り出している。このような臨海部の産業や土地利用などについては後述することとしたい。 

図２ 大川筋並びに入堀筋の船着き（天保期） 

（出所）豊田武・藤岡謙二郎・大藤時彦編（1978）『流域をたどる歴史五<近畿編>』ぎょうせい、22 頁 
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２．繊維工業から金属・機械工業へと発展 

大阪が「東洋のマンチェスター」と呼ばれたように明治期以降戦後に至るまで、綿工業は大

阪を代表する製造業であった。その源は本稿冒頭で述べたように近世以来の河内と和泉を中心

に作付された綿にある。それぞれ河内木綿、和泉木綿と呼ばれてきた。それら原綿をもとに農

家で製糸、製織が行われきたが、明治になり工場での製糸（紡績）と織布が行われるとともに

河内、和泉では農村工業としての織布業が成立することになる。 

明治初期までは国産綿も利用されていたが、次第に中国綿やインド綿に置き換えられる中で、

河内、和泉は綿の産地としての意味はなくなったが、今日でも和泉では綿織物工業やタオル工

業や毛織物工業などの繊維工業が存続している。この点については拙稿「泉州綿織物工業の存

立構造と地域的変容」（内山幸久編『地域をさぐる』、古今書院、2016 年、107～125 頁）を参考

にされたい。 

それでは近代以降の大阪の工業について見ていきたい。武部善人『大阪産業史』（1982 年）

の 38 頁に示された表によると、明治初期（明治 7 年）の大阪の物産の生産額は、穀類が 477

万円と多額の生産を示す（全体の 31.9%）ものの、次に多い糸綿麻類および縫織物類附縫裁加

工という繊維製品は合わせて 266 万円（全体の 17.8%）を示し、他の生産物に比べ繊維（綿）

に特化していた。また、同書 47 頁の表に示されている明治 16 年状況でも米の 860 万円（全体

の 40.4%）に次いで実綿など綿生産物は 356 万円（全体の 16.7%）と多額の生産を誇っている。

さらに、同書 81 頁の明治 40 年の状況が示された表で、全国の中での大阪の工業製品の生産状

況をみると、綿紡績糸は全国一の 32.1%、メリヤスは同じく全国一の 63.3%を占めていた。また、

木綿織物は全国第二位の 12.4%（第一位は愛知県）と繊維工業を中心としてわが国有数の工業

県であったことを示している。 

このような繊維産業を軸にした大阪工業の中で規模の大きな工場（従業者数 200 人以上）が、

どこで操業されていたかを明治中期（明治 24 年）の状況で見たものが表 1 である。この表から

分かることは、これらの近代的工場は今日の大阪市内で操業されていることである。ただ工場

数で言えば小規模の農村工業も多く存在したことは留意しておく必要はある。特に表 1 中の従

業者数の多い工場が紡績工場であることにも注目したい。また、今日では生産を中止したと言っ

ても良いマッチ工業がかなり行われていたことにも注意しておきたい。 

次に大正期・昭和（戦前）の大阪府の製造業の状況を見ることにしよう。表 2 は大正 11 年に

おける大阪府下の市郡別の工業生産状況を見たものである。これによると大阪工業の生産額の

75.5%は大阪市が占めている。次いで泉南郡・堺市・泉北郡と今日の泉州地域における生産額は

合わせて 16.6%である。当時、大阪市を除くと工業生産の中心は泉州地域あったことが分かる。 
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表１ 1891 年（明治 24）当時の大阪の主要工場（従業者数 200 人以上） 

名称 業種 所在地 

（当時の行政区画による）

創業年月 資本金 

（千円） 

従業者数 

（人） 

大阪紡績会社 紡績 西成郡三軒家村 1883 年(明治 16) 6 1200 3970 

摂津紡績会社 紡績 西成郡難波村 1889 年(明治 22) 4 1000 1474 

浪華紡績会社 紡績 西成郡伝法村 1887 年(明治 20) 4 750 1200 

飯井造船所 造船 西成郡川南村 1891 年(明治 24) 3 1.5 1200 

製燧社 マッチ 東成郡天王寺村 1881 年(明治 14) 3 50 1080 

天満紡績会社 紡績 西成郡川崎村 1887 年(明治 20) 3 450 929 

金巾製織会社 綿織物・紡績 西成郡川北村 1889 年(明治 22) 4 1200 870 

第二日清社 マッチ 西成郡豊崎村 1889 年(明治 22) 5 7 800 

平野紡績所 紡績 住吉郡平野郷村 1889 年(明治 22) 5 500 790 

堂島紡績所 紡績 北区堂島浜通３丁目 1885 年(明治 18) 12 185 678 

大阪鉄工所 造船・機械 西成郡川北村 1881 年(明治 14) 4 250 376 

泰興舎 マッチ 西成郡上福島村 1886 年(明治 19) 10 8 320 

大阪毛糸会社 毛糸・毛織物 西成郡伝法村 1891 年(明治 24) 5 100 317 

田辺甚三郎製造所 皮革・靴 西成郡今宮村 1887 年(明治 20) 4 80 310 

大阪太陽社 マッチ 北区天神橋筋４丁目 1889 年(明治 22) 7 30 309 

大阪摺付木製造会社 マッチ 西成郡川崎村 1886 年(明治 19) 12 16 300 

大阪盛業会社 ブラシ 西成郡下福島村 1888 年(明治 21) 9 50 300 

分銅社 マッチ 西成郡今宮村 1886 年(明治 19) 12 5 300 

永井佐兵衛製造所 マッチ 西成郡上福島村 1890 年(明治 23) 3 2 300 

天満織物会社 綿織物 西成郡川崎村 1890 年(明治 23) 4 80 290 

大阪阿部製紙所 製紙 西成郡川北村 1891 年(明治 24) 11 600 250 

小田新助製造所 三徳鍋 西成郡上福島村 1881 年(明治 24) 5 3 250 

日本綿繰会社 綿繰 西成郡伝法村 1887 年(明治 20) 8 250 235 

重松武右衛門製造所 マッチ 西成郡難波村 1889 年(明治 22) 3 2 230 

弘陽館 マッチ 西成郡北野村 1887 年(明治 20) 1 5 200 

旭昇館 マッチ 東成郡天王寺村 1890 年(明治 23) 10 3 200 

注： 大阪府「大阪百年史」478 ページによる。 

（出所）河野通博・加藤邦興（1988） 44 頁 
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表２ 大正１１年大阪府下市郡別工業生産状況 （単位：万円） 

工業生産価額 同比率 （a) の内訳 （工業種別）

計（a) % 染織工業 機械器具工業 化学工業 飲食物工業 雑工業 特別工業 

大阪市 78,987 75.5 21,749 19,804 12,373 7,598 10,073 7,390 

泉南郡 9,419 9.0 8,653 184 163 323 96 - 

堺市 5,383 5.2 1,535 551 1,330 485 1,475 7 

泉北郡 2,503 2.4 2,152 6 109 47 189 - 

三島郡 1,980 1.9 224 207 238 1,176 135 - 

岸和田市 1,779 1.7 1,324 153 185 25 83 9 

中河内郡 1,719 1.6 726 125 289 19 154 406 

北河内郡 1,291 1.2 988 106 30 82 85 - 

南河内郡 1,065 1.0 589 21 148 192 97 18 

豊能郡 489 0.5 136 3 140 156 54 - 

総計 104,615 100.0 38,076 21,160 15,005 10,103 12,441 7,830 

生産割合 100(%) (36.4) (20.2) (14.3) (9.7) (11.9) (7.5) 

（注）(1) 生産価額の多い市郡順に配列した。 

 (2) (   )内は比率％を示す。 

 「大正大阪風土記」の資料による。 

（出所） 武部善人（昭和 57 年） 117 頁 

また、業種別に見ると大阪市は繊維工業（染織工業）が も大きな工業であるものの、機械工

業、化学工業など各種工業から成り立っていることが分かる。一方、泉州地域は極端に繊維工

業（染織工業）に偏っているが、河内の各地域でもそのほとんどが繊維工業（染織工業）であ

る。ただ、大阪北部の三島郡、豊能郡では飲食物工業や化学工業が卓越している。 

また、昭和初期の工業の実態について見たものが表 3 である。工場数で見るのと生産額で見

るのと多少の違いはあるものの、 大の業種は依然として繊維工業（紡織工業）である。つい

で金属工業、機械工業、化学工業などが大きな割合を占めている。わずか 5 年間の変化ではあ

るが、前者の繊維工業（紡織工業）がその割合を低下させている。これに対して、後者、とり

わけ金属工業・機械工業の成長を読み取ることができる。まさに大阪工業は大正期から昭和期

にかけて繊維（綿）工業からの脱皮をしていたことが窺われる。 

後に戦後の大阪の製造業の状況を見ておきたい。表 4 は 1955 年から 1996 年までに 6 時点

における大阪と全国のそれぞれの製造品出荷額全体に占める各業種の構成比である。大阪は全

国に比べ繊維、衣服、化学、鉄鋼、金属では全国より高い比率を示している。これら業種は大 
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表４ 戦後の大阪府工業の業種構成（製造品出荷額に基づく） (%) 

1955 1960 1970 1980 1990 1996 

繊維工業 大阪 18.1 13.5 7.6 5.7 3.8 1.9 

全国 16.2 11.1 6.4 3.7 2.5 1.3 

衣服・その他＊ 大阪 2.1 1.7 1.7 1.7 2.2 2.7 

全国 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 

化学工業（ａ） 大阪 11.2 8.6 8.8 10.2 10.0 10.9 

全国 10.9 9.4 8.0 8.4 7.2 7.5 

鉄鋼業（ｂ） 大阪 11.1 11.5 12.2 10.6 8.6 7.2 

全国 9.6 10.6 9.5 8.3 5.6 4.4 

金属製品（ｃ） 大阪 7.4 7.0 9.3 9.6 10.4 10.8 

全国 3.2 3.9 5.4 5.0 5.8 5.7 

一般機械（ｄ） 大阪 6.7 10.2 13.1 11.3 13.4 13.4 

全国 4.6 7.8 9.9 8.2 10.3 10.0 

電気機械（ｅ） 大阪 4.9 11.8 13.1 11.3 13.4 13.4 

全国 3.7 8.3 10.6 10.4 16.7 18.4 

輸送用機械（ｆ） 大阪 4.1 5.9 4.1 4.2 4.6 4.3 

全国 5.5 8.5 10.5 11.6 14.4 14.4 

精密機械（ｇ） 大阪 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 

全国 0.8 1.1 1.3 1.6 1.6 1.3 

重化学工業（ｈ） 大阪 45.8 55.5 61.3 57.9 60.9 60.6 

全国 38.3 49.6 55.2 53.5 61.6 61.7 

* 衣服・その他の繊維製品

（注）h（重化学工業）＝a+b+c+d+e+f+g 

原資料：通商産業省『工業統計表』 

（出所）安井國雄他（2003） 21 頁 

表３ 大阪府の工業構造（昭和 5・10 年） 

昭和 5（1930）年 昭和 10（1935）年 

工場数 生産額(千円) 工場数 生産額(千円) 

紡織工業 1,879 23.9 274,879 29.5 2,197 17.5 443,323 25.8 

金属工業 1,212 15.4 135,254 14.5 2,116 16.8 396,911 23.1 

機械器具工業 1,107 14.1 133,783 14.3 2,392 19.0 282,210 16.4 

化学工業 674 8.6 164,717 17.7 922 7.3 273,681 15.9 

窯業・土石 315 4.0 26,502 2.8 385 3.1 50,741 3.0 

製材木製品 378 4.8 21,451 2.3 639 5.1 27,115 1.6 

印刷製本 315 4.0 44,949 4.8 469 3.7 48,113 2.8 

食料品 880 11.2 79,884 8.6 1,056 8.4 97,354 5.7 

その他工業 1,118 14.2 51,296 5.5 2,404 19.1 99,313 5.8 

計 7,878 100.0% 932,715 100.0% 12,580 100.0% 1,718,761 100.0% 

（備考）ガス、電気を除く。また、生産額には「加工賃及修理料」は除く。 

（注）大阪商工経済研究所編『大阪経済の基本統計」より作成。 

（出所）衣本篁彦（2003） 32 頁 
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阪に卓越した業種（いわゆる特化係数が高い業種）であることを示している。これに対して、

一般機械を除いて各種機械工業では大阪は特化係数が低いということになる。このような実態

をその変化で見ると、特化係数の高い業種で、歴史的に大阪を代表する繊維工業や化学工業、

鉄鋼業ではその割合を下げている。とりわけ大きくその比率を下げたのが繊維工業である。一

方、金属工業や各種機械工業はその割合を高めている。つまり、繊維産業から金属・機械工業

へとの工業構造の変化が見られる。ただ、繊維工業は府下の構成比で見れば大幅に低下してい

るが、全国的に見ればなお意味のある業種とも言いうる。なお、大阪工業の現状はまとめの中

で触れることとしたい。 

 

３．工業の地域的特性 

 

近代以降の大阪工業の特徴は全体としては繊維工業が中心であった。それが昭和以降になる

と金属・機械工業さらに化学工業へ発展してきた。ただ、後述のように京浜地域や愛知県など

と比べると、繊維工業は今日でも大阪を特徴付ける工業である。既述にように河内木綿や和泉

木綿の歴史のなかで近代以降の繊維工業は、今日まで大阪市と泉州地域を中心に展開すること

になる。ただ、明治期の近代工場は今日の大阪市に立地していた。表 1 で示したように明治 24

年における主要工場のほとんどが大阪市にあり、紡績業の持つ意味が大きかったことは指摘し

た通りである。また、その後も主要工場は大阪市に立地しているが、表 2 で示したように、大

正 11 年時点においても大阪市の工業生産が府下の 75%を占め、大阪市の役割が大きいことを見

て取ることができる。ただ、昭和以降には、泉州地域をはじめ、次第に大阪市周辺部や東大阪

地域に新たな工場が展開することとなった。戦時下の特殊な状況を経て戦後の復興、さらに高

度経済成長期へと展開することになる。 

では戦後の工場立地はどのような状況であったであろうか。まず戦後の高度経済成長がはじ

まるとされる 1955 年の状況を表 5 で見ておきたい。明治以降の工業化の中で大阪市の役割は大

きく、この時点でも工場数、従業者数、出荷額のいずれの面からも大阪市は府下のおおよそ 65%

を占めている。ついでこれまでと同様に泉州地域、さらには東大阪地域の持つ意味が大きい。

北大阪地域と南河内地域はほとんど工業化していないことが理解できる。この状況は後述の今

日の状況と似ている。 

図 3 は高度成長期（1970 年）の大阪府の工場分布を見たものである。この図から、大阪市臨

海部と泉北臨海部の埋め立て地に金属工業、機械工業など素材型大規模工場が立地する一方で、

淀川流域および上町台地東部の城東地区の低地には機械・金属製品などの加工組立型工業や各

種工業などが立地していた（注 9）。加えて淀川流域にも多くの工場立地を見ることができる（注 10）。 
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表５ 1955 年の大阪府工業の地域的構成 

  工場数 従業者数 出荷額等 

大阪府合計 33,996 件 591,562 人 844941 百万円 

大阪市地域 67.1% 63.2% 63.5% 

北大阪地域 2.5% 4.2% 5.5% 

東大阪地域 11.1% 10.5% 10.2% 

南河内地域 3.1% 2.4% 1.6% 

泉州地域 16.1% 19.7% 19.2% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 

（資料）大阪府統計年鑑（昭和 27 年版）より筆者作成 

 

 

図３ 大阪府における業種別・規模別工場の分布（1970） 

（「全国工場通覧」により日本地誌研究所作成） 

（出所）日本地誌研究所編（1974）『日本地誌第 15 巻 大阪府・和歌山県』二宮書店、52 頁 
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表６ 1970 年の大阪府工業の地域的構成 

工場数 従業者数 出荷額等 

大阪府合計 57,200 件 1,128,175 人 7858790 百万円 

大阪市地域 53.6% 46.3% 42.9% 

北大阪地域 4.2% 9.4% 11.7% 

東大阪地域 21.7% 23.7% 25.0% 

南河内地域 2.7% 2.2% 1.8% 

泉州地域 17.8% 18.4% 18.6% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 

（資料）大阪府統計年鑑（昭和 46 年版）より筆者作成 

また、堺市では大規模な金属・機械工場が立地しているが、堺市以南の泉州地域では繊維工業

が卓越していることを見て取ることができる。このような高度経済成長期の工業の地域的構成

について、表 5 と同様に府下 5 地域区分で見たものが表 6 である。表 5 の高度成長期が始まる

時期に比べ大阪市の割合が低下する一方で、北大阪地域と東大阪地域でその割合を高めている。

特に北大阪地域では工場数の割に出荷額の割合がかなり大きいことは、工場規模が大きいこと

を示している。また、南河内地域や泉州地域では地域的には工業化が停滞していることを示し

ている。 

また、図4は昭和36年～昭和46年の10年間に近畿圏で新規に立地した工場の分布図である。

明らかに工場用地の確保が出来る場所、輸送上の利便性の良い場所、住宅地や商業用地から離

れた場所に立地展開していたと考えられる。すでに工場立地は大阪市、大阪府を越えて近畿圏

にまで広がっている。とりわけ滋賀県の湖東から湖南、さらに淀川流域から阪神間から播磨へ

と工場立地が進んでいる。特に国土軸ともいえる国道 1 号線や名神高速道路沿いに多くの工場

が立地している。このように大阪市の工業は、戦後高度経済成長期には工場用地を求めて、臨

海部の埋め立て地のほか、郊外へと移転、新設を行ってきた。この背景には国民経済の規模拡

大、産業の高度化とともに、既成市街地での工場等の立地規制や郊外への移転促進の法制度の

中で工場の分散（注 11）が進められた。さらには国内の遠隔地へと工場立地は進んだ。ただ、高

度経済成長終焉以降、臨海部の素材型大規模工場は操業を停止し、工場跡地の活用が課題となっ

た。この跡地利用のため土地利用制限が緩和され、住宅地やユニバーサル・スタジオ・ジャパ

ン（USJ）のような遊興施設に利用されたりもしている。目下、議論が進んでいる IR（総合リ

ゾート施設）もこの臨海部の遊休地に計画されている。加えて、大阪市・大阪府が進めている

2025 年の万博誘致の会場は臨海部埋め立て地を予定している。 

では現状の工業の地域的構成について表 7 で見ておきたい。高度経済成長が始まる時期に比 
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図４ 特定工場設置届出分布図 

昭和 36 年 9月～昭和 46 年 12 月 

（出所）大阪市立大学文学部地理学教室都市構造研究会編（1980）『工業地域の成立と再編成』、18 頁 
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表７ 2014 年の大阪府工業の地域的構成 

  工場数 従業者数 出荷額等 

大阪府合計 17,501 件 443,634 人 16529164 百万円 

大阪市地域 32.7% 26.6% 22.0% 

北大阪地域 8.9% 13.1% 13.6% 

東大阪地域 34.1% 33.0% 24.2% 

南河内地域 6.3% 5.9% 3.9% 

泉州地域 18.0% 21.5% 36.4% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 

（資料）大阪府統計年鑑（平成 28 年版）より筆者作成 

 

 

べ大阪市の割合が大幅に低下し、代わって東大阪地域と泉州地域の割合が高くなっている。た

だ、東大阪地域では工場数の割合に対して出荷額等の割合が少ないことは小規模の工場（町工

場）が多いのに対し、泉州地域では工場数の割には出荷額等の割合が大きいことは規模の大き

い工場が多いことを示している。実際には後述の堺・泉北臨海部の工場の意味が大きいことが

反映していると考えられる。なお、高度経済成長期には工業化が進んだ北大阪地域が割合を下

げ工場地域としての役割がなくなっていることも注意しておきたい。つまり、かつての大工場

用地は倉庫、研究施設あるいは住宅団地になるなど土地利用の変化が進んだことが、このよう

な結果となっている。 

後に今日の大阪府下の自治体別の産業構成の特徴を図 5 で見ておきたい。この図は自治体

の産業構成を対全国における立地係数から見たものである。大阪市は日本の中心的都市として、

今日でも金融・保険・不動産産業に特化している。北大阪地域では摂津市と池田市を除けば、

製造業に特化する都市はない。近郊の住宅都市としての性格と運輸、サービス業に特化してい

る。また東大阪地域はいずれの都市も製造業に特化しており、町工場の卓越する地域という一

般的なイメージが統計的にも確認できる。また南河内地域、泉州地域の自治体では泉大津市と

貝塚市が製造業に卓越することを除けば、産業的に特徴が見られる自治体はなく、これら地域

も郊外の住宅地のイメージが統計的にも裏付けられる。 

 

４．大阪の工業構成の現況と課題―まとめに代えて 

 

大阪府工業の現状（平成 26 年）とその課題を考えることで本稿のまとめとしたい。 

まず、工業の事業所数を都道府県別に見ると、大阪府は今日でも全国第一位である。しかし、

従業者数で見ると愛知県についで第二位となり、さらに、製造品出荷額等でみると愛知県、神
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奈川県に次ぐ第三位である。すなわち大阪府の工業は中小零細企業が多いことを示し、いわゆ

る中小企業の街のイメージが当たっているとも言える。 

次に大阪府の工業の業種構成を製造品出荷額等（従業員 4 人以上、平成 26 年）で見ると、化

学（12.6%）、金属製品（8.9%）、生産用機械（8.7%）、石油・石炭（8.0%）、鉄鋼（7.6%）、輸送用

機械工業（7.5%）が上位を占めており、繊維製品はわずか 1.8%にすぎない。 

さらに府内 5 地域のそれぞれの業種を見てみると、そこには特徴的な姿を見て取ることが出

来る。何をベースに見るかによっても多少の違いはあるが、ここでは図 6 によって、製造品出

荷額等（平成 26 年）で見ておこう。大阪市地域は「化学」「鉄鋼」、北大阪地域は「輸送用機械」

「化学」、東大阪地域は「生産用機械」、「電気機械」、南河内地域は「食料品」、「金属製品」、泉

州地域は「石油・石炭」「鉄鋼」の割合が高い。この中で大阪市の「化学」は市北部の淀川流域

図５ 大阪府の都市別産業分布の特性 

（資料：総務省総計局（2002）：『平成 13 年 事業所・企業統計調査報告書』より作成） 

（出所）金田章裕・石川義孝（2006）『日本の地誌 8 近畿圏』朝倉書店、131 頁 

従業員 2.5 万人以下
の市町村 
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に立地する武田薬品などの製薬事業（注 12）の持つ意味が大きいと考えられる。また、北大阪地

域の「輸送用機械」はダイハツの意味が大きい（注 13）と考えられる。なお、これまで泉州地域

では特徴的工業として繊維（綿工業）工業を指摘してきたが、製造品出荷額等でみると「石炭・

石油」が大きな割合を占めている。これは、堺市から泉大津市にかけてのいわゆる「堺・泉北

コンビナート」（注 14）の意味が大きな意味を持っていることを示している。 

もちろん、このような結果は事業所数や従業者数から見ると、業種的特徴は異なっている。

事業所数で見れば、すべての地域で「金属製品工業」が第一位となっている。ただ、第二位以

下はそれぞれの地域に特徴的な業種がみられる。その中で大阪市では「印刷」、南河内地域では

「食品」そして、泉州地域では「繊維」は特徴的な業種である。 

さて、大阪経済は長くその衰退が指摘されてきた。それはある面では大阪企業が成長し生産

現場を広域化させるとともに大阪の事業所から生産現場機能をなくしていったことも関係して

いるであろう。ただ、これまで製造業における公害・環境問題、また過密抑制の視点から既述

の工場等の立地規制、さらには国民経済構造変化が大阪経済の衰退につながっている。しかし

ながら東京都、神奈川県や愛知県などと比べたとき、同じ状況の中で大阪がこれらの都県に比

べて経済の衰退が顕著であることが問題となるであろう。具体的には、京浜地域や名古屋地域

に比べて失業率が高い（特に若年層）こと、卸売業の衰退や金融業など業務機能の立ち遅れが

 

図６ 製造品出荷額等の地域別産業構成比（従業員 4 人以上） 

（出所）大阪府統計課（2017）http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/kougyou_k/shukkagaku.html 
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ある。これは大阪が産業構造の高度化に対応できていない結果と言えよう。 

この原因について安井國雄氏は加藤司氏が作成した資料を紹介している。そこには大阪経済

衰退の諸要因 3 つの原因が指摘されている。具体的には政治的・政策的・社会的原因として①

戦前戦後の統制、占領経済と中央集権化、②戦後の生産第一主義、基礎産業偏重主義、③正常

貿易促進政策の欠如と貿易策の稚拙、④府・市二重行政、大阪市財政の貧困、⑤文化の低位性、

産業教育の軽視、また、経済的原因として①産業構造の脆弱化、②世界貿易構造の変動（満、

韓、支貿易の杜絶、とくに中国市場の喪失、後進諸国の工業化）、③資本力の喪失、とくに問屋

商社の資本力の脆弱性、④立地上の不利（資金調達、特需受注、流行把握、労働力確保、動力

入手上などの不利）、⑤産業の地方分散化、立地的限界、国内需要性向の質的変化、⑥業者過多、

内部競争激化、さらに主体的原因として、①経営者の非近代性、科学性の欠如、②安物生産、

③大阪商人気質（目先的商業主義的経営、組織としての連帯性の欠如、政治的無関心、研究心

の不足、市場開拓意欲喪失）の 3 側面を指摘している（注 15）。 

これら原因はいわば大阪経済の歴史性とともに、大阪経済を取り巻く環境であるので、にわ

かに改善することは困難である。しかし、このようなネガティブと考えられるような事柄をポ

ジティブなものに変えていくのは、結果的には人材が必要なのであろう。しかし、そのような

人材が大阪に集まらないところに問題があるとも言える。この意味で大阪経済の再生には、単

なる産業の高度化政策のみでなく、人材を惹きつけるような都市政策も必要となるのではない

かと考えられる。 

 

（付記）本稿は 2018 年 2 月 28 日に天王寺都ホテルで行われた専修大学社会科学研究所研究会

での報告をまとめたものである。 

 

注 

1．旧大和川を西流させて中河内の乾田化を進める構想は古代以来あった。和気清麻呂は現在の天王寺駅北

あたりで大和川を西流させる工事を行ったが失敗したとされる。天王寺公園には川底池があり、河堀町

の地名も残っている。現大和川は柏原市から西流し、大阪湾に注ぐが、1704 年に付け替えられたもので

ある。 

2．淀川は下流部でさまざまな流れとなっており、その本流の一つが現在の毛馬の閘門から大阪市役所のあ

る中之島のところを流れる大川であった。毛馬の閘門あたからまっすぐ西流する新淀川は 1896 年に開削

されたものである。 

3．日本書紀には 645 年のいわゆる大化の改新から平城京へ遷都するまでの間に、難波宮の存在が記載され

ているが、その場所は明らかではなかったが戦後、発掘調査の結果、現在の大阪城の南側に存在したこ

とが確認された。現在、難波宮史跡公園となっている。 

4．聖徳太子建立の七大寺の一つとされる。日本書紀によると 593 年の建立が始められたとされる。 

5．15 世紀末に坊舎（大阪本願寺）の建設が始まり、1530 年代に完成したとされる。後に石山本願寺と呼

ばれるようになった。 
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6．大阪都心部には堀や橋の付く地名が多い。それを象徴するように八百八橋とも称される。たとえば、淀

屋橋、天神橋、心斎橋、四ツ橋、戎橋などはよく知られた地名である。 

7．川口は近代大阪の発祥の地とも言える。大阪港の開港（1868）とともに、ここに外国人居留地（1899

まで）のほか、大阪府庁や大阪市庁が置かれた。河港であり水深が浅いため大型船が入港できず港は衰

退した。貿易商も神戸外国人居留地へ移転した。また、キリスト教各派が布教活動の中で、府下に今日

まで続く学校が創設された。 

8．渋沢栄一らにより、一般にはわが国 初の近代的大規模紡績工場として知られている。1882 年に操業し

た。現東洋紡である。ただ、大阪紡績所に先立って、すでに薩摩藩は洋式紡績工場を慶応 3（1867）年に

鹿児島紡績所、1870 年に堺紡績所（戎島紡績所）を設立している。 

9．この大阪市東部の城東工業地域に広がる町工場は、歴史的には旧陸軍の造兵廠（大阪陸軍造兵廠）との

関連や平野運河、城東運河などに伴う交通の利便性などと関わりがあることは補足しておきたい。 

10．この淀川流域（特に淀川右岸）の工業化については、文献中の大阪市立大学文学地理学教室都市構造

研究会（1980）で、阪神工業地帯の外縁的拡大との視点で詳細に分析している。 

11．いわゆる工場三法である。具体的には「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」

（1964）、「工場再配置促進法」（1972）、「工場立地法」（1973）である。これら法律はその後、前 2 者は

その後廃止、工場立地法は規制が緩和されている。 

12．大阪市と吹田市の境界を流れる神崎川沿いには、かつて多くの各種化学工業や製紙工場が立地してい

た。河川水や地下水など水資源が立地要因の一つと考えられる。製薬関連で言えば武田薬品をはじめ田

辺製薬、藤沢薬品などが立地していた。 

13.「大阪発動機」を略称したものをカタカナで「ダイハツ」と称している。自動車メーカーとして世界に

知られている。かつて、小型自動車（三輪車）の「ミゼット」が爆発的な売れ行きを示した。池田市の

基幹産業として今日まで続いている。 

14．1957 年～1972 年にかけて沿岸部の埋め立て造成が行われた。新日鉄、日立造船をはじめ三井東圧化学、

丸善石油などの工場のほか関西電力、大阪ガスなどのエネルギー関連企業も立地している。 

15．安井國雄「戦後大阪産業の変遷」（安井國雄・富澤修身・遠藤宏一編著（2003）『産業の再生と大都市

―大阪産業の過去・現在・未来―』20 頁 所収、ミネルヴァ書房） 
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大都市財政・大阪市財政の特徴―東京都特別区との比較で― 

町田 俊彦 

１ ２つの大都市制度の類型：政令指定都市と特別区 

大正時代から、「六大都市」（東京、横浜・名古屋・京都・大阪・神戸）は、その存する府県

から分離独立し、一元的に大都市行政を行う主体として位置づけてほしいという「特別市制」

実現運動を展開した。「都制」が実現した戦時期に六大都市の運動は挫折した。 

戦後、東京を除く五大都市の特別市制実現運動は復活した。1956 年の地方自治法改正では、

特別市制問題の収拾を図るために、大都市制度としての「政令指定都市制度」が導入され、「特

別市制」実現運動は挫折した。政令指定都市は、特別市とは異なって、道府県の下にある市で

ある。課税権は一般の市町村と同一で、府県からの都市計画事業など一部の事務の移譲により

事務権限は広い。 

 大阪市財政の特徴を摘出する場合、どこを比較するかが問題になる。東京都は大阪府との比

較の対象になるが、基礎的自治体の大阪市と広域自治体としての東京都の財政を比較すること

はできない。通常は政令指定都市間の比較を行う。しかし大阪市には減少しつつあるとはいえ

一定数の大企業本社が立地していて、全国に対する中枢機能を果たしており、支店経済やベッ

トタウンとしての色彩が濃い他の政令指定都市とは区別される。この点が端的に現れているの

が昼夜間人口比率（夜間人口＝常住人口に対する昼間人口の比率）である。2015 年国勢調査に

よると、大阪市は 131.7％と政令指定都市の中で２位の名古屋市（112.8％）、３位の福岡市

（110.8％）を大きく引き離している。横浜市の人口は 372 万人で大阪市(269 万人)を大幅に上

回っているが、昼夜間人口比率は 91.7％にとどまっており、東京のベットタウンとしての性格

も濃い。 

日本は経済中枢機能を東京と大阪がシェアしているタイプである。大阪市の比較の対象とし

ては、もう一つの大都市制度としての特別区(23 区)が適当ということになる。特別区の昼夜間

人口比率は 2015 年に 129.8％で大阪市とほぼ同率である。2000 年分権改革で特別区はようやく

「基礎自治体」（依然として市町村のような「普通地方公共団体」ではなく「特別地方公共団体」）

に位置づけられたが、事務権限と財政権限をみると半人前
．．．

の自治体である。特別区域で徴収さ

れる「市町村税」の約 2/3 は、都が「道府県税」とともに都税として徴収している。本来、広

域自治体としての都道府県と基礎自治体としての市区町村の事務配分からみれば、常備消防、

上下水道、清掃等の事務は市区町村に帰属し、都市計画事業、公営住宅の建設は都道府県と市

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009131

http://doi.org/10.34360/00009131
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区町村がシェアする。ところが東京では、2000 年に区に移譲された清掃事務を除き、これらの

事務を東京都が広域自治体としての事務とともに「大都市事務」として実施してきた。都市計

画事業は特別区とシェアしているが、約８割を都が実施している。 

大阪市と東京都特別区の財政比較は、『専修大学社会科学研究所月報』第 665 号（2018 年 11

月）に掲載予定である。本稿はその要約である。 

 

２ 普通会計の歳入 

 

都市類型の差を踏まえて、大阪市と特別区の普通会計歳出・歳入（2016 年度）を比較しよう

（表参照）。大阪市の歳入総額は１兆 5,748 億円で特別区（３兆 7,281 億円）の 42％の規模であ

るが、人口１人当たりの収入水準（以下、「水準」は 1 人当たり額）では大阪市は 58 万 5,132

円で特別区（40 万 744 円）の 1.46 倍の規模である。 

都市類型の差は、歳入科目の収入水準と構成比に大きな影響を及ぼしている。第１に地方税

の収入水準と構成比に大きな格差がある。特別区の地方税の収入水準は大阪市の 45.6％にすぎ

ず、歳入に占める割合は 27.9％で大阪市（41.9％）を大幅に下回っている。特別区では市町村

税の課税権が都に大幅に奪われていることによる。都が徴収している市町村税（固定資産税、

法人住民税、都市計画税、事業所税など）を合わせると、特別区の１人当たり市町村税は大阪

市の 1.38 倍に達する。 

 

表 普通会計歳入・性質別歳出-2016 年度- 

 

実数 （百万円） 構成比 （％） 人口１人 当たり（円） 格差 指数
大阪市 特別区 大阪市 特別区 大阪市 特別区 大阪市 特別区

歳入総額 1,574,838 3,728,107 100.0 100.0 585,132 400,744 100.0 68.5
地方税 659,473 1,040,544 41.9 27.9 245,027 111,851 100.0 45.6
地方消費税交付金 59,598 230,087 3.8 6.2 22,144 24,733 100.0 111.7
地方交付税 32,905 - 2.1 - 12,226 - 100.0 -
特別区財政調整交付金 - 987,804 - 26.5 - 106,182 100.0 -

歳入 国庫支出金 366,554 652,858 23.3 17.5 136,193 70,177 100.0 51.5
都道府県支出金 67,461 242,369 4.3 6.5 25,065 26,053 100.0 103.9
地方債 91,432 64,471 5.8 1.7 33,972 6,930 100.0 20.4
   うち減収補填債（特例分） - - - - - - - -
　　　　臨時財政対策債 55,459 - 3.5 - 20,606 - 100.0 -
　　　　建設地方債 35,973 64,471 2.3 1.7 13,365 6,930 100.0 51.9
歳出総額 1,572,848 3,602,555 100.0 100.0 584,392.3 387,248.2 100.0 66.3
義務的経費 1,004,165 1,773,362 63.8 49.2 373,097.9 190,623.4 100.0 51.1
　　人件費 196,519 598,128 12.5 16.6 73,016.7 64,294.4 100.0 88.1
　　扶助費 541,685 1,104,701 34.4 30.7 201,263.3 118,747.2 100.0 59.0
　　公債費 265,961 70,533 16.9 2.0 98,817.9 7,581.8 100.0 7.7

性質別 投資的経費 100,112 479,902 6.4 13.3 37,196.7 51,585.9 100.0 138.7
歳出 　　うち普通建設事業費 100,112 479,711 6.4 13.3 37,196.7 51,565.4 100.0 138.6

その他の経費 468,571 1,349,291 29.8 37.5 174,097.7 145,038.9 100.0 83.3
　　うち物件費 112,244 589,415 7.1 16.4 41,704.3 63,357.8 100.0 151.9
　　　　補助費等 116,224 175,129 7.4 4.9 43,183.1 18,825.1 100.0 43.6
　　　　繰出金 127,312 329,571 8.1 9.1 47,302.8 35,426.5 100.0 74.9
　　　　積立金 6,520 203,211 0.4 5.6 2,422.5 21,843.7 100.0 901.7

注：１）以下、特記しない限り、2016年度の人口１人当たりの算出に用いる人口は2017年１月１日の住民基本台帳登載人口
　　（日本人＋外国人）。
　　2）格差指数は人口１人当たり額の大阪市を100とした指数。
出所：大阪市は総務省「決算カード」2016年度、特別区は「特別区の統計」2017年より作成。
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第２に財政調整資金の種類と依存度に際立った差異がある。大阪市で 2.1％の構成比を示す

地方交付税が特別区ではゼロである。地方交付税制度では特別区は排除されていて不交付であ

り、都が徴収している市町村税のうちの３税（固定資産税、法人住民税、特別土地保有税）の

55％を使って、特別区間の財政調整を行っている。特別区では、特別区財政調整交付金が 26.5％

と地方税とほぼ同じ比率を占めている。 

 第３に地方債の収入水準と地方債依存度に大きな格差がある。大阪市の地方債の収入水準は

特別区の 4.9 倍に達する。地方債のうち赤字地方債としての臨時財政対策債が大阪市では発行

され、歳入に占める割合が 3.5％になっているのに対して、特別区では発行されていない。 

３ 普通会計の歳出 

次に歳出についてみると、性質別歳出は義務的経費、投資的経費、その他の経費に大別され

る。大阪市は義務的経費の支出水準が特別区の約２倍であり、歳出に占める比率は 63.8％と特

別区（49.2％）を大幅に上回り、財政の硬直度が強いのが特徴的である。歳入の地方債依存度

が高く、公債残高の水準が高いことから、公債費の支出水準は特別市の 13.0 倍に達している。

老年人口比率と生活保護率が高いことから、福祉的経費としての扶助費の支出水準は特別区の

1.7 倍である。歳入で大阪市の国庫支出金の収入水準が高いのは、生活保護費負担金（国の負

担率 75％）のような福祉的経費向け国費が多いことによる。 

 人件費の支出水準も大阪市の方が高い。大阪市では普通会計が負担する職員総数の１割を占

める消防職員が、常備消防が都の「大都市事務」として行われている特別区ではゼロである。

大阪市では職員総数の 37.6％を占める教育公務員が、特別区では 1.9％を占めるにすぎない。

大阪市の全日制高等学校生徒数の 2016 年５月１日現在の分布をみると、私立（36 校）が 50.2％

で首座を占め、府立（33 校）が 33.4％で２位であるが、市立（16 校）も 14.5％と一定の役割

を果たしている。一方、東京都では高等学校の事務は都の「広域事務」とされ、特別区は権限

をもたなかった。2006 年４月に、旧制第一東京市立中学校を起源にもつ都立九段高校を前身と

し、23 区初の中高一貫校・千代田区立九段中等教育学校が設立された。特別区における全日制

高校生徒数の分布は、私立約２/3、公立約 1/3 で公立のシェアが大阪市よりも低く、公立は都

立が大部分である。都市類型の差が人口当たりの職員数と人件費の格差に大きく影響している。 
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戦前期日本タオル工業の生成・発展 

―泉州と今治の比較を念頭において― 

川村 晃正 

１．はじめに 

２．戦前期日本タオル工業の生成・発展 

３．泉州と今治におけるタオル工業の展開 

（１）明治７年府県物産表にみる堺県と愛媛県の綿業

（２）泉南綿織物業と泉州タオル

（３）今治綿織物業と今治タオル

４．おわりに 

１．はじめに 

泉州タオルの実態を見てみたいとの思いがあって、今回の調査に参加した。大阪方面の実態

調査は 10 年前の堺・和歌山の実態調査（2009 年９月８日～10 日）に次いで２度目である。 

泉州タオル産地では、大阪タオル工業組合理事長でもあるツバメタオル株式会社会長重里豊

彦氏にお話しをうかがった。熱い思いを込めて語られた泉州タオルのすばらしさを聞きながら、

僕の頭のなかでは２、３度訪れたことがある今治タオルとの比較がよぎった。少し強引だが、

重里氏のお話しを僕なりに以下のようにまとめてみた。 

(ｱ) タオルのルーツは白木綿

タオルのルーツは日本手拭いということで、泉州タオルのルーツは泉州白木綿ということに

なる。日頃もっとも使用するフェイスタオルのサイズは日本手拭いと同じとのこと。日本手拭

いは小幅織機で織られた白木綿をカットして手拭いに仕立てるのだが、白木綿の幅は９寸５分

（36cm 前後）、長さ２丈８尺（10.6m）前後である。自宅に帰ってフェイスタオルと日本手拭を

測ってみた。タオルは幅 35cm 前後で長さは 90cm 弱であった。後者についてもほぼ同じであっ

た。もちろん、タオルのサイズは輸出用と内地用とでは異なるだろうし、日本タオルも昔は多

様なサイズがあったようだ。 

(ｲ) ２種類のタオル製造法

タオルは布の表面にパイルを有する特殊織物で、織機も一般の織機とは異なる。織機はテリー

モーションを利用したもので、地織り用の経糸とパイル用の経糸が必要であるのでそれらを巻
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いたビーム２つを備えている。２種の経糸の張り方は異なり、地糸用はきつく、パイル用は緩

く巻いて装置し、横糸を筬で打ち込むときに緩く巻いてあるパイル用の経糸が浮き上がって輪

奈を作るのである。このパイルがあるために吸水性が良くタオルに 適となるのである。 

生地を織る製織法は泉州、今治両者とも変わらないが製造過程が異なる。泉州タオル（＝後

晒・後染）はタオルが織り上がった反物状で綿糸の精練・漂白を行い、そのうえで染色やプリ

ントの加工を行うのに対して、今治タオル（＝先晒・先染）はあらかじめ漂白した糸や染色し

た糸を用いて製織し、織りで色柄を表現する。前者は生地を後加工するために洗浄効率が良く、

製品は吸水性に富み柔軟で感触も良いが、輪奈が少し乱れたりする。またデザインの多様性と

いう点では先染織物よりは制約があるように思われる。後者は原料糸そのものに付着したゴミ

や原料糸の染色工程で付着した糊・洗剤などの不純物を十分に取り去れないため、柔軟さや吸

水性に劣るということである。 

(ｳ) 製造法の違いと産地構造

両産地ともその発展過程で生産工程の細分化がみられ、産地内に分業関係が形成されていっ

た。後晒・後染タオル産地と先晒・先染タオル産地とでは分業構造が多少異なる（先染織物と

後染織物の製造法と産地の分業関係・生産構造の相違性については工藤恭吉・川村晃正「近世

絹織物業の展開」『講座・日本技術の社会史 ３ 紡織』日本評論社、1983 年）。先晒・先染織物

は製織前の準備工程が重要となる。原料糸を先晒＝精練し、織り柄に合わせて経糸・横糸それ

ぞれに染色を施す。そのため、多色にわたる糸染めのため染色ロットは小さく、一般的に染屋

の規模は小さい。このほか撚糸業、紋匠デザイン等が専業化されていくがいずれも小規模であ

る。反物の仕上げ加工はシワをのばし、巾出しを行う程度の整理加工で済む。このように、全

体的に先晒・先染の生産ロットの適正規模は後晒・後染産地に比べると小さくなる。小回りの

きく細分化された生産構造が形成され、製品の多様化や流行のリスクに対する柔軟性をもって

いる。 

他方、後晒・後染産地では仕上げ工程の方が重要となる。製織前の準備工程としては糊付を

施した経糸の整経＝サイジングが主な作業で、そこの部分が専業化していく。製織工程も未加

工の生地生産のためロットは概して大きく、また生地での備蓄も可能である。デザインの多様

化や流行への対応は製織後の加工工程で行うことになる。後晒・後染産地では大量の生地加工

を行うため、生産設備の規模も大きくなり、規模の経済性を追求できる。そのため、製織工程、

仕上加工工程ともに先染産地よりも適正規模は大きい。 

(ｴ) 製品の違い

泉州は白タオルおよびカラータオルが中心で、とくに白タオルは純白にこだわった商品作り

をおこなっている。織物設計では単糸パイル製品が多く、軽量でソフトな肌触りのものが多い。
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デザイン表現は捺染、プリント、防染、抜染などの技術が用いられる。とくに企業・イベント

の「名入りタオル」が得意分野である。近年では加工技術を駆使して様々な高機能タオルを提

案している。ダイワタオル協同組合のパンフレットによると、近年の「安心・安全」嗜好を受

けて各種の抗菌防臭・制菌加工や食用色素加工、美容上のスキンケアや UV カットあるいは皮

脂取り加工、環境に配慮した種々の加工等々数え切れないほどの技術開発を行っている。つま

り、泉州タオルの製品開発は後加工に力点が置かれているのである。 

他方、今治の製品の特徴は、タオル生地を素材として様々な用途の製品を生みだしたことで

ある。その たるものはタオルケットであろう。高度成長期に寝具用品として多くの国民に用

いられた。この他アパレル製品、ベビー製品、ペット製品、玩具や小物製品、介護製品といろ

んな用途に向けての製品開発が行われたが、そこではタオル＝パイル織物という「固定観念」

から「タオルはテキスタイル」へと「発想の転換」を行って、用途に応じた生地のデザインを

製織法によって考案した。 

(ｵ) 流通経路の相違性

泉州は地理的、歴史的条件もあって大阪タオル専業問屋との関係が濃厚で、その受注生産が

多かった。その理由は泉州タオル産地製品の 80％が浴巾（浴用タオル）生産であるためである。

近年では大阪心斎橋で展示会を催して、消費者からダイレクトの情報を得て、それを物づくり

に活かし、流通の改善を図ろうとの動きが強まっている。 

今治はタオル以外の製品の生産も行っており、販路の多様化が見られる。とくにタオルケッ

トの出現は今治タオルの流通経路を大きく変えた。それまでなかった寝具商との取引が生まれ、

またその際に紡績メーカーや商社が介在して、その企業力や宣伝力・知名度によってタオルケッ

トの普及に大きな役割を演じたりした。このようにタオル専業問屋以外の新たな流通業者がそ

の流通に係わるようになった。今治では近年マーケットイン志向が強まり、消費者にダイレク

トに繋がる流通チャネルを築こうとする流れが大きくなっている。

では、こうした両産地の相違性はどのような歴史過程において生みだされてきたのであろう

か。以下では、戦前期に絞ってタオル工業の展開と両産地における特性形成の淵源について考

察する。 

２．戦前期日本タオル工業の生成・発展 

舶来品タオルが国内で生産されるようになるのは明治 10（1877）年代に入ってからである。

生地の表面にパイル（輪奈）を作る織法がビロードに似ていることから、大阪のメリヤス業者

が京都西陣の技術を応用して竹ヒゴを用いてループづくりを行った（「竹織」「ヒゴ織」）。しか
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し、それはあくまで模造品でしかなかった。 

明治 20 年前後にテリーモーション（横糸を打ち込むための特殊装置）による輪奈作りを行う

織機が生みだされた。一つは明治 21 年に摂津国内代村中井茂右衛門による「打出機」である。

パイルを作る毛経巻に分銅をつけて回転を制限して、筬の進退を手動で加減するものである。

だが、その製品は輪奈が不揃いという欠点を持っていた。 

もう一つは和泉国佐野村の里井圓次郎らによるものである。明治 20 年からテリーモーション

の仕組みを考案し、22 年頃「新に筬巾１尺２寸の織機」作りに成功した。織り出された製品は

まだまだ不十分なものであったが、ここに本格的なタオル製織がスタートした。里井は製織し

たタオル生地を晒し、大阪の問屋を通じて上海に輸出した。折しも、明治 10 年代後半から 20

年初頭にかけて泉州の木綿生産が不振であったことから、佐野町を中心に白木綿からタオル製

織に転じる者が出てきた（『大阪タオル工業史―大阪タオル 100 周年記念―』昭和 61 年刊）。 

大阪に端を発したタオル工業は、明治 24 年には兵庫県（播州タオル）、27 年には愛媛県（今

治タオル）、30 年代に入ると三重県（伊勢タオル）、愛知県（三河タオルｶ）等へ広がっていっ

た（『中小工業としてのタオル工業における技術進歩の実態分析』（大阪府立商工経済研究所、

昭和 34 年）。 

タオルに対する国内市場が未形成の段階で、日本のタオル工業は輸出向商品としてスタート

し、輸出がタオル工業を先導した。断片的な史料ではあるが、明治 31 年のタオル輸出高は

301,028 ダース・255,026 円であった。それが 37 年には 1,447,146 ダース・1,374,202 円となり、

６年間で数量・価額ともに５倍前後に急増したのである。この時期の輸出高はタオル全生産高

の７割前後を占めていたというから、日露戦前には日本国内でのタオル生産量は 150～200 万

ダースであったとみられる。この頃の主要な生産地は輸出港大阪・神戸に近いいわゆる摂・河・

泉、そして播州であった。泉州タオルの中心地となる佐野町はこの段階では白木綿の生産額が

タオルのそれを上回っていた（前出『大阪タオル工業史（100 周年記念）』）。 

日露戦争によって輸出は一時停滞するが、戦後不況を経てタオル工業は進展期を迎える。図

表１は明治 42（1909）年から昭和 14（1939）年までのタオルおよびタオル地の生産額の推移を

示したものである。この表は「農商務統計表」「工場統計表」「工業統計表」から作成したもの

であるが、「工場統計表」「工業統計表」は職工５人以上の「工場」を対象とした調査であるた

め、零細なタオル業者の数値がカウントされていない限界をもつことをあらかじめ断っておく。 
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図表１ 戦前期タオル産額の推移 

この表によると、明治 42 年に 188 万円であったタオル生産額は大正８（1919）年には 1,454

万円となり、第一次大戦期に大きく生産額を伸ばし、本格的な発展をみることとなる。その後、

戦後恐慌で生産高は大きく落ち込むが比較的早く回復し、大正末年にかけて生産額は大戦期の

ピーク近くとなる。しかし、世界恐慌、昭和恐慌と続く不況のなか生産額は減少していく。昭

和７年以降、高橋財政による日本経済の好況でタオルの国内消費需要が拡大し、12 年にはタオ

ル生産高は 2,492 万円に達した。その後日本経済が統制経済に入ったため、14 年には 729 万円

と大きく落ち込んでいくのである。 

こうした大きな流れのもとで、日本タオル工業は大正９年の戦後恐慌以降輸出産業から国内

産業へと転換する。『本邦タオル工業誌』（岡本彰一著、日本タオル工業組合連合会、昭和 10

年）によると、タオルの海外輸出は第一次世界大戦期まで多いときには７割を占め、その他の

年でも生産高の半ば以上を占めていた。それが戦後不況時の大正 10 年には６％に激減し、その

後低迷を続けて 10％台で推移する。国内市場に転じたタオル工業は昭和８年以降の日本経済の

拡大、国民生活の消費拡大のもとで昭和 12 年まで急速に増大していくのである。 

この間の主要タオル生産県はどのような状況であったか。その変遷をみたのが図表２である。

これは上述の統計資料をもとに作成したものであるから自ずと限界があることはいうまでもな

い。 
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明治 42 年の統計表によると、この時期多少ともタオルを生産していた府県は大阪、兵庫、三

重、静岡、山梨、滋賀、宮城、鳥取、島根、広島、岡山、山口、和歌山、徳島、福岡、佐賀の

16 にのぼる。タオル生産府県はその後も 20 府県前後数えられるが、表から窺えるように上位

５県で９割以上を占めており、日本のタオル生産地は大阪、兵庫、三重、愛媛の４県に収斂し

ていった。 

この４県に絞って生産量と生産価額について図表３を作成した。この表は大正元（1912）年

～昭和８（1933）年までの主要４産地の生産動向を、とくに第一次大戦期を軸に作成したもの

である。統計数値は『大阪タオル工業史（100 周年記念）』掲載のものであるため、図表２との

間で数値が異なっている。例えば、昭和８年の生産総額を比較すると約 400 万円の隔たりがあ

る。とくに注意を要するのは愛媛県で、上の図表２では首位大阪との差が３倍近く開いている。

この表では生産数量、生産額ともに拮抗した状態となっている。こうした両表の差異は、図表

３の数値が日本タオル工業組合連合会によってとりまとめたものであるため、各産地組合管轄

地域内の数値が採用されたためと考えられる。他方、図表２は工場統計表で調査対象が行政区

域のもので、しかも職工５人未満の零細なタオル業者の数値が抜け落ちていることも相違を生

みだした一因と考えられる。その意味では、この表の方が各タオル産地の実態により近いとい

えよう。 

以上の点を踏まえて、第一次大戦期を軸にその前後の動向をみていくことにしよう（岡本彰

一『本邦タオル工業誌』）。 

主要タオル生産４府県について、大正元年を起点に大正８年までの生産量・生産額の伸びを

みると、大阪４倍、兵庫３倍、愛媛 10 倍弱、三重８倍強といずれの産地も第一次大戦期に短期

間のうちに大幅に生産額を増大させている。ただしそこでは、伸び幅の大きい愛媛・三重と、

相対的に小さい大阪・兵庫との２つのグループにわかれた。前者はタオル工業先発産地であり、

輸出市場向け生産を基盤に発展してきた産地である。後者は後発産地で、第一次大戦期の輸出

の好況をバネにして急速に発展した産地といえよう。 

いずれの産地も第一次大戦期では生産額を伸ばし、産地としてブームを満喫した。しかし、

各地の生産量の推移に目を転じると、大阪では生産量は微増にとどまり、兵庫にいたっては生

産量を減じているのである。また、１ダースあたりのタオル価格に目を向けると、大阪では大

戦前に１ダースあたり１円前後であったタオル価格が２～３倍に上昇している。兵庫も３倍以

上に値上がった。この期の大阪の価格上昇の一因として紋タオルの輸出増が考えられるが（『大

阪タオル工業史（80 周年記念）』大阪タオル工業組合、昭和 41 年）、大戦景気後再び両産地の

１ダース当たりの価格が１円前後に落ち着くことから、この期の盛況がバブリーなものであっ

たといえよう。 
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同じ視点で愛媛をみてみると、１ダース当たりの価格は２倍近く上昇するが、大阪、兵庫の

価格を大きく下回っており、今治は低価格を武器に急速にシェアを拡大していったと推測され

る。同じ後発産地グループでありながら今治よりは上昇スタートの早かった三重は、愛媛より

も上の価格帯の商品で市場を獲得していった可能性が高い。 

とりわけこの表で注目されるのは、大戦後の不況からの回復の仕方とその後の発展の仕方に

相違がみられることである。先発産地グループの大阪は大正 11 年に一時的に大きく落ち込むが、

翌年には生産量・生産額ともに大戦前の水準に戻し、昭和８年にかけてさらなる生産量・生産

額の増大がみられる。大阪が内地向け市場においても着実に市場を獲得し、先の図表２からも

分かるように全国産出高の過半を占めて全国一のタオル産地の地位を保持し続けるのである。 

他方、兵庫は戦後になっても価格が高めで推移し、そのこともあってか生産量・生産額とも

に大正 12 年には大きく落ち込み、その後回復しないまま地位を後退させていった。輸出市場か

ら国内市場への転換がスムースに行かなかったためと考えられる。 

後発産地愛媛、三重はどうであっただろうか。両県ともに戦後不況による落ち込みも僅かで、

その後ますます生産量・生産額ともに増大させていったのである。タオル工業の市場が国内に

シフトするのに乗じ、今治は大阪タオル製品を下回る価格帯の商品で、他方三重は大阪を上回

る高品質のタオル製品で国内市場を獲得していった様子が窺える。 

以上、戦前期の日本タオル工業の軌跡をたどってみた。昭和前期になると日本の主要タオル

産地は４つに絞られた。先発産地と後発産地、後晒・後染産地と先晒・先染産地、輸出市場指

向と国内市場指向、大衆品指向と高級品指向の視点で分類すると、先発産地＝大阪（泉州タオ

ル）・兵庫（播州タオル）、後発産地＝三重（伊勢タオル）・愛媛（今治タオル）、後晒・後染タ

オル産地＝大阪・兵庫、先晒・先染タオル産地＝三重・愛媛となろう。

これらの産地はいずれも近世から続く木綿産地であり、タオル工業導入の動機は綿業の国内

不況のなかでその活路を輸出に求めるという点では共通している。また、輸出で発展の端緒を

つかむという点ではいずれの産地も同じであるが、日本におけるタオル工業の市場が国内に転

換する際に、その岐路を異にした。こうしたことを念頭に置きながら、次章では泉州タオルと

今治タオルに焦点を絞り、今日に続く両者の特性が生まれ出る歴史的淵源について振り返って

みることにする。 

３．泉州と今治におけるタオル工業の展開 

（１）明治７年府県物産表にみる堺県と愛媛県の綿業

タオル工業発生の母胎は綿織物業である。その産業基盤があったればこそ、新しい産業とし



－ 44 － 

てタオル工業を容易に移植できた。そこでまず、泉州と今治におけるタオル工業の歴史的前提

となる綿業の出発点を確認しておこう。 

図表４Ａは「明治７年府県物産表」から両タオル産地をそれぞれ包含する「堺県」（河内国・

和泉国）と「愛媛県」（伊予国）の物産の産出状況を表示したものである。周知のように、この

物産表は日本 初の全国物産統計で、近世期における国内の経済発展の到達点と近代日本の産

業的出発点をわれわれに示してくれる（山口和雄『増補 明治前期経済の分析』東京大学出版会、

1963 年）。 

 

図表４Ａ 明治７年堺県・愛媛県の物産額 

大分類
堺 県 愛媛県 

価額（円） 構成比 価額（円） 構成比

農産物 3,707,769  68.8 3,872,060 54.5 

畜産物 5,159  0.1 341,845 4.8 

海産物 16,827  0.3 206,758 2.9 

鉱産物 6,724  0.1 179,971 2.5 

工産物 1,649,688  30.6 2,499,399 35.2 

合計 5,386,167  100.0 7,100,033 100.0 

（『明治７年府県物産表』より作成) 

 

この表によると両県とも工産物の割合が３割を占めて、近世を通じて一定程度の工業化が進

んだ地帯であることがわかる。ちなみに、当時日本でもっとも工産物のウエイトが大きかった

府県は大阪府で、工産物の構成比は 65.4％にのぼった。第２位が京都府 53.5％、第３位が兵庫

県 53.1％であった。これらの府県の主要工産物は大阪では食品・織物・陶器、京都は染物・織

物・醸造、兵庫は醸造・食品・桶樽であった（古島敏雄『資本制生産の発展と地主制』御茶の

水書房、1963 年）。 

基本的に農業社会である当時の日本において、工業化の担い手は醸造等の食品工業であり、

織物工業であった。京都の「染物・織物」は西陣の絹織物、すなわち奢侈的な需要を目当てと

した都市手工業の発展の結果を示していよう。それに対して、大衆衣料である綿織物業は農村

工業として全国的に広く展開していた。堺県も愛媛県もともに農業社会である当時の日本全体

の平均的な姿からすれば、工業化の進んだ経済先進地帯であったといえよう。 

両県の工産物の内容を詳しくみたのが図表４Ｂである。 
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図表４Ｂ 愛媛県・堺県の工産物上位６品（明治７年） 

堺 県 愛媛県 

工産物 価額（円） ％ 工産物 価額（円） ％ 

1 縫織物類 547,216 33.2 醸造類 754,283 30.2 

2 醸造物 365,043 22.1 縫織物類 363,966 14.6 

3 食物類 147,082 8.9 紙類 269,643 10.8 

4 油類 144,324 8.7 油蝋類 247,260 9.9 

5 金属細工・諸器械類 84,009 5.1 飲料・食物類 234,777 9.4 

6 桶樽類 87,453 5.3 糸綿麻類 131,023 5.2 

その他 274,562 16.6 その他 498,447 19.9 

合計 1,649,688 100.0 合計 2,499,399 100.0 

（『明治７年府県物産表』より作成） 

図表４Ｂによると、堺県の第一の工産物は「縫織物」547,216 円で、工産物中 33.2％を占め

ている。「縫織物」の内容は白木綿 721,935 反(282,038 円)、縞木綿 93,470 反(77,967 円)、真田紐

105,924 丸(149,898 円)抔綿製品であった。堺県では織物類の他に、農産物として捉えられてい

る「糸綿麻類」515,625 円のうち木綿糸・綿・繰綿が 515,567 円計上されている。綿業の三工程

が分化して、繰綿や綿糸がそれぞれ商品化されており、おそらく大阪市場に販売され、大阪市

中で費消されるかそこを経て全国市場に流通していたと考えられる。これを織物に加えると

1,062,783 円に達し、物産総額の２割近くを占めることになる。綿業関係が地域経済の枢要の担

い手となっていた。 

他方、愛媛県はどうかというと、工産物の第１位は醸造物 754,283 円であった。第２位が縫

織物 363,966 円で、主要な品目は白木綿 508,856 反(127,517 円)、縞木綿 664,030 反(215,123 円）、

木綿紺絣 13,520 反(18,015 円)抔綿織物であった。愛媛県についても「糸綿麻類」131,023 円の

うち綿・木綿糸 91,250 円を縫織物に加えると綿業関係で 455,216 円となる。これまた工産物総

額の 18.2％となり、堺県ほどではないが綿業が愛媛県の地域経済において重要な産業であった

ことが分かる。 

このように両県とも木綿生産が重要物産として展開していたことを確認できた。両県の比較

で一つ留意しておきたい点は、堺県では木綿のうち９割近くが白木綿であったことに対して、

愛媛県では紺絣を加えると６割近くを先染の縞木綿が占めていた。泉州タオルと今治タオル生

成の母胎を検討するうえでその相違性に注目しておきたい。 

ついでながら、両県の綿織物生産における全国的なポジションをみておこう。山口和雄氏に
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よると、トップは大阪府で 1,806,655 反(698,117 円)、次いで新川県（越中国）1,646,640 反(609,958

円）、愛知県（尾張国・三河国）1,506,614 反（751,422 円）、そして愛媛県 1,186,406 反（360,655

円）が生産量第４位に位置づけられている。なお、堺県はトップテンに入っていない（山口前

掲書）。だが、上述のように、三工程が分化されて繰綿・木綿糸が木綿生産の原料として大阪府

へ移出していたためであり、実質的には 上位に位置する綿業県であったといえよう。 

 

（２）泉南綿織物業と泉州タオル 

前節で明治７年物産表によって堺県の木綿織物生産の状況を概観した。いうまでもなく、堺

県の木綿生産の中には河内木綿の分も含まれている。そこで本論に入る前に河内についてひと

こと述べておく。河内においてもタオル工業が展開した。河内では泉州より少し遅れて明治 26

年に打出機が採用され、タオル製織が始まった。同 30 年前後にはタオル工業が河内綿織物業に

定着し、さらにそこではジャカード機が導入されて紋織タオル製織もなされるなど河内の方が

優勢であった。しかし、日露戦後のタオル工業発展期に産地間競争で両者の地位は逆転し、第

一次大戦期を通じて河内タオルは衰退していくことになる（武知京三『近代日本と地域産業』

税務経理協会、平成 10 年）。 

①泉南綿織物業の展開 

まず、泉州タオル工業の母胎である泉南綿織物業についてみていこう。 

和泉木綿の生産は、『泉南郡織物同業組合沿革誌』（『和泉志』第 48・49 合併号、和泉文化研

究会）によれば化政期（1804-29）には南郡には「山直組」「岸組」、日根郡には「佐野組」「熊

取組」「近畿荘組」「日根野組」「上の郷組」「中通組」「吉見組」と９つの同業者組織を生みだす

ほど広く展開していた。文政頃には大阪市場と取引を行い、天保期（1830-43）には堺町を飛び

越えて大阪との直取引が頻繁に行われるようになり、明治５、６年にはそのほとんどが大阪に

販売されていた。大集散地大阪と産地のダイレクトの関係が早くから形成されており、現代の

泉州タオル産地の流通関係形成の原点が近世期に与えられていたことを示している。 

この９つの組にはそれぞれ得意とする特産品・製品が生まれており、それぞれが棲み分けを

行っていた。同じ木綿製品でも、山直組のものは「太口」で「 上（品）とし目付き十二貫目

以上巾八寸八分若く九寸にして手拭地晒地」に使用された。他方、熊取・佐野付近のものは「細

口にして目方九貫目内外多くは紅地用」に用いられており、吉見、日根野地方のものは「紅及

手拭地等が半々」であった。 

近世に作られた地域的・地縁的な同業者グループとそれぞれの地域的特産品のあり方は、そ

の後の綿織物業展開において今日まで受け継がれていっているように思われる。少し飛躍しす

ぎるかもしれないが、上記の９つの「組」と現在の大阪タオル工業組合員 88 名（大阪タオル工
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業組合資料）の所在地とを照合してみると、佐野組 31 名、日根野組 21 名、上之郷組 10 名、吉

見組１名（以上は現泉佐野市域）、熊取組８名と、全体の８割にあたる 71 名のタオル業者が「細

口」和泉木綿生産地とオーバーラップした。これらの組の製品は、山直組の目方の重い上等な

厚地の白木綿ではなくて、目方の軽い「細口」の中下等品で紅用（着物の裏地用）あるいは手

拭地として用いられたものであった。国内用フェイスタオルの規格が日本独特のものであるの

は、在来の手拭地からの移行が作用していたといわれているが、明治期に入ってからこれらの

組の織屋にとって新規の舶来品タオルへの転換は比較的スムースに受け入れられたのではなか

ろうか。 

泉南綿織物業は、安政６年の開港による世界市場への包摂、明治維新による体制転換、新政

権のもとでの急速な近代化政策等、激変する経済環境のもとで景況に大きく左右されながらも

明治維新の変動期を逞しく生き残った。図表５は明治 10 年から 29 年までの泉州木綿の生産高

の推移を示したものである。 

 

図表５ 明治中期泉州木綿の生産高 

 

（『泉南郡織物同業組合沿革誌』より作成） 

 

明治 10 年に 150 万反を数えた木綿生産反数は 10 年代前半のインフレ期に「その産額も 200

万円を超えて、ほとんど他を圧倒せんほどの繁昌を極めた」のである（『泉南郡織物同業組合沿

革誌』）。 

明治 14 年より始まる松方デフレ不況はいずれの織物産地にも打撃を与えたが、泉南綿織物業

は一時的な打撃にとどまり、20 年代に入っても目覚ましい発展を遂げて日清戦争期の 28 年に
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は 700 万反に達した。 

日清戦後不況も乗り越えた泉南綿織物業は、日露戦争以降生産額は増加傾向をたどり、日露

戦後恐慌で一時的に不振をなるが第一次大戦までは順調に生産を拡大していった。 

 

②泉州タオル工業の生成・発展 

明治期のこうした泉南綿織物業の動きの中から泉州タオル工業が芽生え、日本のタオル工業

をリードしていくことになるのである。 

先述したように里井圓治郎がタオルを製織し始めたに明治 20 年代初頭、折しも松方デフレ不

況で苦しんでいた佐野村の白木綿生産者の中からタオル製織に転じる者が出てきて、佐野村を

中心にタオル製織が徐々に泉南綿織物産地内に広がっていった。 

図表６は日露戦争・戦後の泉南綿織物業の生産動向を示したものである。 

 

図表６ 明治 38・39 年泉南綿織物業の生産動向 

種  別 
明治 38 年 明治 39 年 

販出量 価額（円） ％ 販出量 価額（円） ％ 

白木綿（反） 8,500,500  3,097,636 83.8 5,560,460 1,946,163  63.1  

タオル（打） 1,015,000  669,900 10.0 706,140 619,870  8.0  

綾手・平手（打） 561,140  235,679 5.5 2,520,440 834,846  28.6  

綿ネル（反） 68,600  90,600 0.7 30,780 54,385  0.3  

合計（点） 10,145,240  4,093,815 100.0 8,817,820 3,455,264  100.0  

（『泉南郡織物同業組合沿革誌』） 

 

日露戦争前の明治 36、37 年に白木綿は非常な不況で沈んでいた。タオルその他の商況もかん

ばしくなく生産が控えられた。そのため市場の持ち越し品が払底していた折りに、日露戦争が

勃発して綿布類軍需品特需が起った。機業地では 38 年１月以後商況は勢いを増し４月以降倍々

ゲームとなった。ところが同年９月にポーツマス条約締結の情報が伝わり、かつ１月から課税

されていた織物消費税の査定価格の引き揚げが重なって木綿相場は一転して暴落し、不況は 39

年に持ち越された。この表はこうした事情を反映したものである。 

表によると、明治 38 年に１千万点・400 万円に達した泉南綿織物の生産高は翌年には生産数

量・生産額ともども 15％前後減少した。とりわけ、主力商品の白木綿は数量、価額ともに３分

の１以上の減産となった。タオルは数量が３割方減じはしたものの、価額は１割の減少にとど

まっている。他方、「綾手・平手」（広幅綾織・平織の手拭地）は、数量で 4.5 倍、価額で 3.5
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倍に著増しているのである。 

『泉南郡織物同業組合沿革誌』は、ここらの事情を「平手綾手の如き手拭専用品を出し、泉

州唯一の特産品たる白木綿の減産は実に遺憾なりとす。」「タオルは比較上差異多からずといえ

ども尺三以下は漸々減少せり、尤も需用地の嗜好にも拠るべきを標榜し、各方面に製産地を増

加し普通品の供給自在となり、他に購買を仰ぐに至りたるものにして、専ら巾広のものを増加

し、幸に糸価の動揺に大なる影響を蒙らず、比較的順調に取引をなせり。」「各種製品中白木綿

タオルの如きは三十九年秋季以来漸次品質精良に傾きたるを認むと雖も戦後諸物価の騰貴に連

れ織賃其他製造費の増加したるは一般の趨勢上自然の結果なりとす。」と解説している。ここか

ら泉南産地では小幅白木綿から広幅綿布への転換が進んだこと、タオルに関しては後発産地の

追い上げを受けるなか小幅製織から広幅製織への転換と品質精良化への動きが生じていること

が窺える。 

日露戦争期における泉南産地のこのような変動はタオル工業にとって一つの転機となった。

『大阪タオル工業史（100 周年記念）』によると、佐野村（町）のタオルと白木綿の生産高は明

治34年では白木綿66,000円に対してタオルは25,000円と３分の１ちょっとにとどまっていた。

それが 38 年になると白木綿 6,500 円に対してタオルは 63,000 円と逆転した。さらに 44 年には

タオル 576,690 円に対して白木綿はわずか 11,246 円に過ぎなくなっている。この間に佐野地区

はタオル生産に特化したのである。この時期に佐野地区のタオル工業への転換を促した要因の

一つは輸出の伸長であった。日露戦争期以前から対清・対韓輸出が行われていたが、戦争後に

輸出は増大していった。そして他方では産業革命も経て国内タオル市場が徐々に形成されて

いったこともタオル工業の展開に寄与した。 

日露戦争期から大正期にかけてタオル生産の高度化が進んだ。一般的には元織―賃機制が展

開していたなかで工場制生産を採用する者が次第に増加していった。『大阪タオル工業史（80

周年記念）』掲載の「明治 44 年佐野町タオル生産様式」によると、工場 20、家内工業８、織元

７、賃織業 129 であり、そこで働く職工数 985 人のうち工場職工数は 789 人と、佐野町におけ

る工場制への移行の進展を示している。 

タオル製造の力織機化については、佐野町では奥田岩吉がイギリス製タオル織機 230 台を導

入し、大阪タオル合資会社を設立して明治 41 年に機械制生産を開始した。国産の力織機化はま

だ緒についたばかりで、一般的には 38 年に考案された浅野式等のタオル足踏織機が多くの小・

零細賃織業者に採用されており、日露戦後から第一次大戦期までは手織機、足踏機、力織機が

併存する状況であった。動力化が本格化するのは第一次大戦後のことで、電力の普及がその進

展を促した。そして力織機の普及と生産の地域的集中が大正 13 年には佐野産地内にタオル織機

メーカーを生み出すまでになる。
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デザイン面で注目されるのは、ジャカード機による紋タオル製織の開始である。明治 31 年に

河内の橋本忠五郎、また泉州では 33 年里井園次郎や熊取村佐々木米太郎によって開始されてい

る。 

染色法による改良は製品の品質向上のうえで重要であった。それまでの染色で使用されてい

たアリザリン染料は漂白すると褪色する欠点をもっていた。これをクリアしたのがインダンス

レン染料の使用である。この染色法は原糸の染色ばかりでなく生地の後染にも有効で、美しい

色相と染色堅牢度を高めた。佐野地区では明治 39 年に「佐野タオル共同会」が設立されて、不

完全ながらも染色設備を設置して染色法の共同研究を行うようになり、大正８年には「共同染

色試験場」を設置した（『大阪タオル工業史（80 年記念）』）。 

前章の図表３で示されるように、第一次大戦期に大阪府のタオル生産は価額では急速な発展

を遂げたかにみえたが、数量は大正５年よりも停滞的であった。大阪府のタオル生産高が再び

増大するのは、昭和恐慌後高橋財政で昭和７年に経済が好転してからである。国内市場に基盤

を置いたことによると考えられる。そうしたなか、佐野町のタオル生産に目を向けると、明治

末年に 60 万ダースであったのが大正 11 年には 142 万ダースに増え、さらに昭和 13 年には 552

万ダースへと増大していった（『大阪タオル工業史（100 周年記念）』）。この間、佐野町で力織

機の普及とともに生産の集中化がさらに進展した。タオル工場設立の推移をみると、大正１～

９年までに設立された工場は 12 であったが、大正 10～15 年 23、昭和２～13 年 34 と増えてい

き、近代的なタオル工業へと成長していった。 

ちなみに、泉南織物業のなかから生成し、発展してきた泉州タオル工業の泉南綿織物業全体

に占める地位はどのようであっただろうか。図表７は昭和６年と 12 年の泉南綿織物産地におけ

る製品構成を示している。 

 

図表７ 昭和７、12 年泉南綿織物業の製品（単位＝千円） 

製品名 
昭和６年 昭和 12 年 

価額 ％ 価額 ％ 

白木綿 7,490 14.5 9,641 7.5  

広幅物 38,767 74.9 104,566 81.0  

（綾綿布 8,685 16.8 40,306 31.2) 

（綿ネル 8,777 16.9 13,260 10.3) 

特殊物 4,939 9.5 13,539 10.5  

（タオル 3,223 6.2 9,593 7.4) 

合計 51,792 100.0 129,077 100.0  

（『日本における産地綿織物業の展開』表 2-6 より作成） 
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 これによると、長い不況から回復した泉南綿織物業の産出額はこの６年間で 2.5 倍に増大し

た。泉南綿織物を牽引したのは広幅物で、とりわけ綾綿布はこの間に 4.6 倍に著増した。これ

は一つに「合理化」の進展によってもたらされた。その基軸は広幅力織機の急速な普及であっ

た。広幅織機の普及を促したのは輸出の拡大であった。泉南産地の競争力はこうした合理化の

成果であるとともに、量産化が可能な少品種の後染広幅織物への特化によって、規模の経済が

織布原価を押し下げたことによる（阿部武司『日本における産地綿織物業の展開』東京大学出

版会、1989 年）。 

タオルもこの間に３倍近く増大した。しかし、タオルは泉南産地にとっては「特殊物」の一

つであり、泉南産地全体ではその産額の１割を占めるにとどまっていた。タオルの国内市場規

模は限られており、しかもその生産にはテリーモーション装置の付いた織機を必要とする特殊

生産品あったから、「規模の経済」追求にも制約があり、泉南綿織物業の中では佐野町とその周

辺の狭い地域に集中する特異な存在であったといえよう。 

 

（３）今治綿織物業と今治タオル 

①今治綿織物業の展開 

前節でみたように、今治タオルの源流となる愛媛県の木綿織物には２つの流れがある。一つ

は先染木綿の「伊予絣」・「縞木綿」と、もう一つは後染である白木綿の「伊予木綿」である。

このうち後者が今治タオル生成の基盤となった。 

蒼社川の沖積土が棉花栽培に適していることから、今治平野は近世から全国でも有数の木綿

生産地帯となった。この地の木綿は 18 世紀に商品化された。享保年間（1716-35）には今治商

人によって白木綿が大坂地方で販売され、商人による実綿と綿布とを交換する「綿替木綿」（実

綿 500 匁から織られた２反の木綿を、１反を実綿代として商人に、１反は織賃として生産者に

渡すシステム）が行われていた。今治藩は木綿を藩専売制のもとにおき、木綿を取扱う株仲間

商人を指定して運上金を徴収した。嘉永年間（1848～1854）には伊予木綿の産額は 30 万反に達

したという（『愛媛県史 社会経済３』愛媛県、昭和 61 年。http://www.i-manabi.jp/sysytem/ 

regionals/ ecode:2/45/vie/5773） 

明治４年の廃藩置県で藩専売制が廃止されて生産が活発化した。綿替制による白木綿生産は

増進して 10 年には年産 40 万反に達した。しかし、輸入綿布との競合で市場を奪われたうえ、

泉南のように輸入綿糸（唐糸・洋糸）をうまく活用できず、18 年には１万 8000 反に激減した。

その後 20 年になっても６万反弱にとどまった。 

明治 10 年代後半のデフレ不況で衰微した伊予木綿に新たな活路を与えたのが「綿ネル」で

あった。明治 19 年に紀州ネルを模倣して伊予綿ネルの製造が始まった。今治の綿替商矢野七三
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郎ら有志が紀州ネルの流行を見て和歌山の綿ネル製造を伝習し、合資会社興修舎を創立した。

この会社は予期したような製品を生産できずに半年で倒産したが、織立・起毛・染色という今

治綿ネル生産の種を蒔いた。 

ところで、このとき今治が模範とした「紀州ネル」は晒糸・色糸を用いる、いわゆる先晒・

先染の織物であった。ところが、紀州では明治 32 年からもっぱら生地に精練・漂白・染色・刷

毛等の後加工を施す後晒・後染の綿ネルへと主流が変わった。さらに紀州では生地生産を泉南

にあおぎ、自産地ではもっぱら後加工の起毛・捺染加工に特化することで全国一の綿ネル産地

となっていくのである（岩田純子・中野喜代子「技術から見た紀州ネル」『信愛紀要』17 号）。 

このように、今治ネルの本家である紀州が明治後期に後晒の綿ネル産地に転じたのに、今治

では先晒・先染の綿ネル生産が発展していった。明治 21 年には原糸の精練・漂白技術の改善に

よって白ネル生産に成功し、24 年にはバッタン手織機を使用して生産能力を高め、27 年には年

産 500 万反を超えた。今治が得意とした白ネルも縞ネル・藍棒ネルもともに原料糸を先晒して

染色を施す先染製品であるから、今治では綿ネル業の発展過程で先染織物産地としての分業体

制が構造的にでき上がったとみてよかろう。 

今治産地の力織機化は、明治 33 年に有力綿ネル業者が英国プラット社鉄製力織機 50 台を導

入したことで始まる。後加工においても動力起毛機が導入されて、40 年代には綿ネル生産の機

械化が進展した。大正初年には今治ネルの生産量は 高値を記録し、紀州に次いで全国第２の

産地となった。そこでは、後晒ネル産地である紀州が泉南との分業関係のもと、起毛・捺染加

工に特化することによって機械化と「規模の経済」追求で全国一の産地となったのに対して、

今治は先染産地特有の細分化された分業構造のもとで、零細・小織布業者が重要な役目を担い

ながら発展していくことになった。 

かくして、生産量で 高値を記録した大正６年には綿ネルは今治綿業の８割を占めた。他方、

この年のタオル生産額はいまだ４％に満たなかったのである。 

第一次大戦後恐慌で綿ネル生産はピーク時の３分の１に激減した。大正末年には生産量は回

復するが、綿ネル価格は世界恐慌、昭和恐慌と続くなか低落し続けた。こうしたなか、今治で

は恐慌期の不振を輸出でカバーしつつ、綿ネルから広幅綿布やタオルへの転換が進んだ。（『愛

媛県史 社会経済３』、http://www.i-manabi.jp/sysytem/regionals/ecode:2/45/vie/5805） 

②今治タオル工業の生成・発展

今治タオルは綿ネル業を母胎に生みだされた。明治 27 年に綿ネル業者阿部平助がタオル織機

４台を導入してタオル製造を始めた。翌 28 年に新に工場を建て織機 30 台を設置してタオル生

産を 34 年まで行った。しかし、製品も安定せず工費だけが嵩み利潤も薄ったこともあり、力織
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機設置後は綿ネル生産に主力を移してしまった（『えひめのタオル 85 年史』四国タオル工業組

合、昭和 57 年）。 

一時中断したタオル製造が本格化するのは明治末から大正期に入ってからである。その第一

の契機となったのは、明治 43 年麓常三郎の「二挺式バッタン織機」の発明である。この織機は

従来の広幅木綿織機の改造版で、２個の筬を併置して小幅タオルを２列に生産できるようにし

たものである。これによって生産性が向上し品質が改善された。この麓式タオル織機は比較的

容易に改造可能であったため、日露戦後不況からの脱出を模索していた農村の白木綿工場（家

内工業）に採用されて、タオルへの転業の道を拓いた。ただ、この麓式タオル織機も大正 10

年以降タオル力織機の本格的導入によって消滅していくことになる。 

第２の契機は中村忠左衛門（中忠）による「先晒・先染タオル」の開発である。それは染糸

を原料にした縞柄のタオル地である。大正２年に大阪で先晒のタオルを入手した中忠はそれを

手本に軽量の日用タオルを試織した。おそらく、中忠が手にしたのは伊勢タオルであったので

はなかろうか。 

伊勢タオルは、40 番～60 番の細番手の綿糸を２本撚りにして縞柄を織りだした先晒タオルで、

タオル地は風合いも良く、湯上がり浴衣や腰巻などの素材としても用いられた。中忠は細番手

を撚糸する代わりに 20 番手の太糸の単糸をそのままタオル生産に使った。高級タオルが１ダー

スあたり 800 グラムであったものを 600 グラムに軽量化してコストを下げ、安価な大衆品とし

て販売した。タオル業者はこぞって先晒単糸タオルを織出し、今治は安価な先晒タオルとして

市場のニーズをつかんだ。出機問屋のもとに組織された賃織制度が一般的であったため、織賃

の引き下げが安価なタオル生産を支えていたこともあって、粗製濫造に流れたため産地として

の信用を落とす側面もあったが、印入りの景品タオル、観光地の土産用タオルとして需用され

て急速に販路を拡げていった。 

かくして、今治タオルは明治 43 年にわずか１万ダースであったのが大正４年には 21 万ダー

ス・15 万円となり、第一次大戦期に生産が急増して大正８年には 59 万ダース・84 万円となっ

た。零細な白木綿・綿ネル手織業者にとってタオルは格好の転換業種であった。こうした手織

業者にとって麓常三郎の「二挺式バッタン織機」（麓式タオル織機）は手頃な改造織機であった。

この発明が綿布・綿ネル業界から駆逐されつつあった今治の手織業者に転換の道を与えた意義

は大きい。 

しかし同時に、この織機が農村部等に展開していた出機－賃機制を温存・普及させ、今日の

今治タオル業界の生産構造の原型をつくり独特の形で中小業者の展開をもたらした点、泉州タ

オルとの比較においても注目される。とはいえ、まだまだ今治綿業における綿ネル業のウエイ

トは高く、大正６年の時点では８割を占めた綿ネルに対してタオルのウエイトは４％にも満た
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なかった。 

第一次大戦後の恐慌で綿ネル業が大きな打撃を受け、その生産量は大正９年には６年の３分

の１にまで激減した。それにひきかえ、タオル生産はさほどの落ち込みもなく９年には同業者

も 50 名、産額も 100 万円に達し、10 年には 98 万ダース・132 万円に増大した（菅原利鑅『今

治タオル工業発達史』今治タオル工業連合会、昭和 28 年）。 

今治では戦後恐慌後に力織機化が進んだ。大正７年にはじめて原田式力織機 10 台が設置され

たが、10 年には 200 台に増えた。その後急速に力織機化が進展して昭和元年には 1,000 台を超

え５年には 1,524 台に達した。この過程で２年には手織機が、５年には足踏織機が完全に消滅

した。 

図表８は大正４年から昭和 14 年までの今治タオル生産高と輸出高をみたものである。この表

は『今治タオル発達史』より作成したが、出典の相違によって図表２、３の数値と部分的に異

なる点、および第一次大戦期から昭和恐慌期の数値を欠いている点をあらかじめ断っておく。 

図表８ 戦前期今治タオル生産高・輸出高（大正４～昭和 14 年） 

年 
生産高 うち輸出向 輸出割合(%) １打の価格（円） 

数量（打） 金額（円） 数量（打） 金額（円） 数量 金額 生産高 輸出向 

T4 218,661 150,538 61,600 42,411 28.2 28.2 0.69 0.69 

T5 445,495 260,345 86,329 69,029 19.4 26.5 0.58 0.80 

T6 322,745 434,280 16,576 19,327 5.1 4.5 1.35 1.17 

T7 455,688 837,200 3,159 5,854 0.7 0.7 1.84 1.85 

S6 4,727,085 2,984,392 73,908 80,775 1.6 2.7 0.63 1.09 

S8 6,112,600 5,201,234 472,591 388,951 7.7 7.5 0.85 0.82 

S9 5,367,338 5,643,270 430,372 520,596 8.0 9.2 1.05 1.21 

S10 5,548,173 4,053,037 680,577 1,289,949 12.3 31.8 0.73 1.90 

S11 5,305,770 5,763,151 782,056 1,549,253 14.7 26.9 1.09 1.98 

S12 3,984,496 6,182,694 824,469 2,090,105 20.7 33.8 1.55 2.54 

S13 3,684,347 7,883,331 680,076 2,314,564 18.5 29.4 2.14 3.40 

S14 3,100,720 7,741,951 930,153 2,272,511 30.0 29.4 2.50 2.44 

（『今治タオル工業発達史』第３、９表より作成） 
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表によると、今治タオルの生産高は大正４年 218,661 ダース・150,538 円から昭和６年

4,727,085 ダース・2,984,392 円へと数量で 22 倍、価額で 20 倍に著増し、２年後の８年には高

橋財政による好況もあって生産量では戦前期 高の 6,112,600 ダースに達した。その後生産量

は減少するが、１ダースあたりの単価が徐々に上がり、生産額では 13 年に 7,883,331 円の 高

値を記録する。 

こうしたなか輸出の動向はどうであっただろうか。今治タオルの輸出は大正初期に始まった。

大戦前については大正３年に３割近くを占めた輸出率が５年から下がり、大戦前の７年には

１％を切るまでとなる。第一次大戦前には今治タオルはほとんど国内市場に販売されていた。 

この表は第一次大戦期の数値を欠いているのでその期の輸出向け生産については不明である

が、大戦期に輸出がかなりあったとしても、戦後恐慌から昭和恐慌期にそのウエイトは下がり、

昭和６年から９年までの期間では多いときでも８％前後、少ないときは１～２％とネグリジブ

ルなものとなった。10 年代に入って輸出比率が高まり 14 年には３割となるが、こうした推移

を概観すると、全体として今治タオル工業は主に国内市場に基盤をおいて発展してきたといえ

よう｡ 

この表から一つ注目されることは今治タオルの単価の上昇である。大戦前の大正４、５年に

は１ダースあたり 60 銭前後であったタオル単価が、６、７年には１円を超えるようになり、昭

和６から 10 年までは大戦前の安い単価で推移していたのが、昭和 10 年代になると単価が上昇

し始め、14 年には２円 50 銭となった。 

こうした単価の推移の背後には織機の高度化による品質の向上と種類の多様化があった。昭

和期に入って今治産地ではドビーやジャカード機が主要なタオル工場に導入されて、浴巾（浴

用タオル）ばかりでなく、湯揚タオル、ガウン地等タオル地の反物生産が行われるようになり、

製品の高級化の途が開かれた。戦前期ではまだまだジャカード機の活用の余地は小さかったが、

高級化の流れは、第二次大戦後、産地の戦略に大きな影響を与えた。戦後、産地再興を図るう

えで、今治タオル産地は戦略的に高級化を目指していくことになる。その起点がここに与えら

れた意義は大きい。 

今治産地における生産の高度化、製品の多様化・高級化において大きな役割を果たしたのが

大正 11 年に設立された県立愛媛県工業講習所である。同所技師菅原利鑅がタオル専用のドビー

織機を考案し、翌 12 年より普及に努めた。これによってタオル生地に単純ではあるが変化ある

意匠と、良質均一な製品の生産が可能となった。さらに 14 年にはジャカード機による高級紋織

技術を開発した。ジャカード機は他の後晒タオル産地でも導入されたが、大量生産が可能な後

染生地の単純な柄出しにはドビー織機の方が効率的である。それに対して、多種多様な織り柄

を織糸で表現できるジャカード機の紋織技術が活かされるのは今治のような先染織物において
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であった（『今治タオル工業発達史』）。 

こうした技術開発を受けて、今治産地では浴用タオルばかりでなく多様なタオル製品用生地

生産を行うようになった。昭和 13 年における今治産地のタオル種類別生産高をダース換算でみ

ると、浴巾 3,661,874 ダース（83％）、湯揚 241,966 ダース（5.6％）、反物 293,165 ダース（6.7％）、

腰巻 47,541 ダース（1.9％）、ハンカチーフ 122,412 ダース（2.8%）であった。ダース換算では

圧倒的に浴巾が占めているが、これを重量に換算するとそれぞれ浴巾 561,789 貫匁（56％）、湯

揚 153,600 貫匁（15％）、反物 258,417 貫匁（26％）、腰巻 23,644 貫匁（２％）、ハンカチーフ

10,649 貫匁（１％）となり、反物が４分の１以上を占めるまでになっている。ちなみに、「反

物」とはタオル生地の反物を総称し、小児用寝冷え知らず、ロンパース、エプロンや寝間着、

バスローブ、パジャマ、ケープ、さらには夏布団や敷布など十数種類にのぼる加工品素材とな

るのである（『今治タオル工業発達史』）。タオル製品市場が不十分ながらも形成されてくるにつ

れ、今治産地では戦前期に多様なタオル生地を生産するようになっていた。こうした先晒・先

染産地の生産体制を活かした多様な製品開発が開花するのは、いうまでもなく戦後とりわけ高

度成長期になってからである。一世を風靡する今治のタオルケットもその延長線上にあったと

いえよう。 

後に今治綿織物業のなかでの今治タオル工業の位置づけをみておこう。図表９は今治織物

工業組合傘下、すなわち今治及びその管轄内の綿織物生産額を示している。 

 

図表９ 昭和 12 年今治織物生産高（単位＝円） 

種 類 内需向織物  (%) 輸出向織物   (%) 合 計 構成比 

広幅織物 13,359,722 65.0  6,799,584 73.5 20,159,306  67.6  

 （綿ネル 6,771,640 32.9  2,819,516 30.5 9,591,156  32.2) 

 （三綾 5,643,970 27.4  2,123,772 23.0 7,737,742  26.0) 

タオル 6,182,694 30.1  2,090,105 22.6 8,272,799  27.8  

その他 1,022,862 5.0  356,445 3.9 1,379,307  4.6  

合計 20,565,278 100.1  9,246,134 100.0 29,811,412  100.0  

（『今治綿業発達史』より作成。タオルの内訳は浴巾 355 万円、反物 314 万円、湯揚 133 万円、

その他 24 万円である。） 

 

昭和 12 年の時点で、今治綿織物産地の生産総額は３千万円近くにのぼった。その７割が内地

向織物であった。また、織物種類別構成をみると、綿ネル 32.2%、タオル 27.8%、三綾 26.0%の

３種で 86%に達する。綿ネルと三綾はともに広幅物であるから、今治綿織物産地はこれら広幅
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物が６割弱を占めていて産地の主軸はこれら広幅物にあるが、白木綿、綿ネルの母胎から生ま

れ出た特殊品タオルが戦前期末には今治綿業の第２の主要産業へと成長したのである。 

タオル製品の内訳は、表の脚注にあるように浴巾（浴用タオル）355 万円（43.0%）、反物 314

万円(38.0%)、湯揚 133 万円(16.1%)であった。浴用タオルが半ばを切っていて、反物（タオル生

地）のウエイトが 40％近くを占めている。浴巾のウエイトが高い泉州タオル産地と比べて多様

なタオル製品の素材となる反物のウエイトの高さは、先染綿織物生産を母胎とする今治の特徴

を示すもので、戦前期に今治タオル産地の特性の原型ができていたことを示していよう。 

４．おわりに 

以上、戦前期における日本タオル工業の生成・発展過程を泉州と今治に焦点をあてて振り返っ

てみた。今日みられるタオル工業の２大産地体制と、各産地のもつ特性のかなりの部分が戦前

期に形成されていたといえよう。 

後に、タオルの生産と消費を結ぶうえで重要な役割を担ったタオル卸売商の活動の一端を

紹介して本稿を閉じることとする。事例(ｱ)(ｲ)(ｳ)は昭和 17 年 10 月大阪、(ｴ)は 11 月東京におい

て開催された日本タオル卸商組合主催の座談会での有力卸売商の発言を要約したものである

（小西 敬『日本タオル沿革史』日本タオル卸売商組合、昭和 18 年）。 

(ｱ) 松村勇次郎(『大正 14 年度商工人名録』に名前あり。「その当時非常に、一番に活躍してい

た」と仲間の卸商から評されている。)

・タオルの進歩と新需要分野だが、タオルの 初は無地。その無地のものがジャカードとかい

ろいろなものに変わっていった。なかでも縞タオルができてからタオルで着物をつくったら

というので反物をつくり、それで夜衣、襦袢、エプロン、前掛にするとかいろいろ変わって

きた。この縞のタオルになったのは明治 40 年位。もっとも、新需要が起こったのは大正１、

２年頃。そのなかで普通品は今治とか播州とか河内。かなり高級品は勢州の方にできていた。

縞タオルを一番沢山だしておったのは今治。

・私の主家がタオルを売っていて、また先輩諸君がタオルをやっているなかで同じ白タオルで

競争するのは敵わない。そこで主として今治に力を注ぎ、大正５、６年頃から今治にまいっ

てタオルを買った。その時分今治の製造高は１ヶ月２、３万ダース位。そのうち８、９割を

私が買った。奉公中「綿ネルの柄をみては縞を考案してそれを織って持って帰りました。随

分目新しいものですから皆さんから好評を得」て、すぐ売れてしまった。

・湯上げタオルは、これも大正３、４年頃で、はじめは主として白であったのが、縞がむしろ

好みに合うということで縞が歓迎された。それまではほとんど泉州方面の白が多かった。タ
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オルの反物は主に第一番に泉州方面であったが、それを実用化して立派なものに仕上げたの

が三重県。三重県の 初のタオルはたいてい三丈物であったが、尺二、尺六、二尺で織った

方が加工しやすい。幅は織機の都合でいろいろな幅のタオル機械があった。「私は綿ネルを

やっていたから二十五ヤールものにした方がよい、つまり六丈現在のやり方」である。「こう

いうものは呉服屋の方に進出しなければならぬ、主にタオル業者ばかりではいかん、それか

ら見本は、昔から綿ネルといふものがあって、それを台紙にはってあって、そういうものに

してくれと今治、泉州方面にいってやった」。 

・タオルの腰巻は非常に汗を拭き取るに有効。一番はじめは今治でやった。そして泉州方面。

三重のタオルは優秀なよい糸をもって製造していて、機械にも金をいれてある。タオルの腰

巻は売り出したところ意外に売れた。需要が盛んになったのはタオルは値が安い。おそらく

織物のなかでタオルのように安いものはない。白タオルは織って、晒すとすぐ製品となり、

何等加工を施さなくてもよい。腰巻その他のものも比較的反物として値が安いために需要が

増え、よく売れたし機屋さんにも利益があったものと思う。 

(ｲ) 野村勝三 

・タオルを宣伝に使った「印入タオル」は、大正４、５年頃から。盆と正月（新と旧の二つの

正月）にあらゆる業者が印入タオルを利用した。10 月頃から準備に取りかかる。各需要者は

貰ったタオルがタンスの引出に２ダース、３ダースとある。そのため春は小売店でタオルが

売れない。むしろタオルは夏物ではなくて冬物として、北海道から東北地方に持っていくと、

その地方ではタオルを首巻に使う。それで卸商は 10 月からタオルを買っても損はしない。「印

入タオル」は相当大きな注文がある。私の注文をとった 高は１口で酒屋さんの３万ダース

であった。とれなかったが、１口の印入タオルで５万ダースの入札があった。 

(ｳ) 藤村新蔵 

・「印入タオル」は贈答用。江戸時代から日本手拭も印を入れて酒屋、呉服屋、菓子屋などがお

得意に持っていく。正月に手拭、夏に団扇という使い物を用いた。如何なる商売でも印手拭

を作らない商売はほとんどない。「印入手拭」が「印入タオル」に変わった。１年を通じて

10、11、12、１の４ヶ月とあとの６ヶ月を比較しても、まえの４ヶ月の方が利益が多かった。

また損をしない。 

(ｴ) 森 鉞與（『大正 14 年度全国商工人名録』「東京の部」に大きな枠取りで「タオル、敷布及

び加工品問屋 森タオル店」と掲載されている｡） 

・「私がタオルに関係したのは明治 27 年。奉公していた「金子毛糸店」でタオルを扱った。金

子毛糸店では夏は暇であったのでタオルやメリヤスを扱った。明治 28 年に主人が本所に工場

を作り、そこに派遣されていた時に毛糸の肩掛けを作っていたところ、冬の仕事が終わると
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暇で困ったのでタオルを織った。他に本所にメリヤス工場を持っていた人が冬の仕事が済む

と困るので河内からタオル職人を呼んでタオルを織っていた。32 年に本店に戻り毛糸販売の

傍らタオルを販売した。35 年に独立して毛糸のブローカーをやっていたときに、「当時岡崎

の友人で木綿屋をやっていた者にタオルを織ることを薦めた処賛成したので」、参考にイギリ

ス製「ジギンズ」織機を見せて貰ったが使用法が分からず、結局手織がもっとも簡単だとい

うことで秘密裡に醤油屋の倉庫で織ったものである。女工は三河から名古屋の織屋に働きに

行っている者を尋ねだして連れ戻しその女工に織らした。これが三河タオルの始めである。 

・私はこの友人が織ったタオルを一手に引き受けて販売した。タオルの長さ、巾、風味等につ

いて色々希望があり、その希望に基づいて製織させた。 初は清水メリヤスに一手販売して

いたが、製造家の割が良く製造が増加してきたので、明治 37 年に横山町に店を出し、やがて

毛糸を全部やめてタオル専門店になろうと日本橋塩町に開店した。

・明治 38 年知人のハンカチ屋の中西がタオルを販売してやろうというので販売して貰った。白

無地タオルを求められたのでこれを初めて作った。中西が百貨店に販売して高評を博した（中

西は創業明治 12 年の洋物商・中西儀兵衛商店のことで、今日のハンカチ専門問屋「ブルーミ

ング中西株式会社」－川村）。それから百貨店を見て回ると上等の「ジャカード」のものが出

ていたので「ジャカード」で織ればできると思い、巣鴨に工場を作り、職人を雇って「ジャ

カード」織のものを作った。当時インド行きのタオルで「ボンジュ」というものがあったが、

これは泉州の佐野でできていたのでこれを「里井」さん（泉州タオル・里井圓治郎－川村）

にも見せて貰い、自分の考えと合わせて研究した。ジャカードのタオルを谷広吉に見せたら

買うという、外に流さないで全部もってこいというので全部谷に納めた。明治 40 年頃である。

谷は舶来品と一緒にオリエンタルタオルと名づけて相当利益を得て売ったらしい。 

・「タオル」を体裁良く箱にいれて一般慶弔、その他の進物用に利用されるようになったのは明

治 42 年頃、ハンカチ商中西儀兵衛氏が 初と思う。私もタオル発展のために共鳴して大いに

宣伝に努めた。追々知られるようになって各百貨店も「タオル」箱入りの売場を設けて売り

出した。各タオル商も進物用品のため販売高も大きくなった。大正 12 年の震災後は著しく増

進した。私は箱詰めに至極便利で優美なボール箱を考案して実用新案特許を受けて進物用に

出したところ高評を博して各方面ともその箱入を作る様になった。 

以上のように、タオル卸売商はタオルの商品化において、たんに商品を小売商に売りつなぐ

だけでなく、マーケットが求めるニーズに適合した商品開発に大きく関わって、種々アイディ

アを提供し、生産をリードした。前章でみた各タオル産地の発展の背後にこうしたタオル卸売

商の目に見えぬ活動があったのである。 
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泉州タオル産業の盛衰と現況 

柴田 弘捷 

はじめに－日本のタオル産業の盛衰－ 

日本のタオル産地の一つ、大阪府泉佐野市とその周辺で形成されている泉州産地を訪れ、タ

オル製造業企業、後晒企業、およびタオル製造業者で構成されている大阪タオル工業組合を訪

問した。本稿では、泉州タオル産業界の現状をのべる。 

日本のタオル製織は、1887 年の大阪府佐野村(現・泉佐野市) の白木綿業者里井圓治郎のタオ

ル製織が始まりと言われる<大阪タオル工業組合資料「日本タオルの発祥の地 大阪：泉州タオルの歴史」>。他

方、1894 年に今治の綿フランネル業者の阿部平助が始めたタオル製織が今治タオルの発祥と言

われる<テクスポート(TEXPORT)今治「今治タオルの歴史」タオル工業組合資料>。以降、タオル生産は日本各

地で行われるようになり、タオル生産が産業として成り立ち、いくつかのタオル産地を形成す

るようになった。中でも、大阪の泉州地区、愛媛の今治地区、三重の北勢地区は三大タオル産

地と言われるようになった(明治期のタオルの産地形成には、良質の軟水(晒染工程に大量の水

を必要とする、泉州は和泉山脈からの地下水、今治は蒼社川の伏流水、石鎚山の伏流水)、原糸

を提供する綿紡績業の存在、木綿織物業者の存在(→タオル製造業への転換)と関連業者、イノ

ベーターの存在(泉州―里井圓治郎、今治―阿部平助、北勢―伊藤平治郎)が必要であった。 

しかし、幾度かの不況、そして 1971 年以降急増した外国産タオル、特に中国、台湾産の廉価

なタオルの輸入急増(輸入浸透率は 2000 年に 50%を超しその後も上昇を続け、08 年には 80%に

達し、12 年まで 80％台が続いた。13 年以降は 79%前後で推移している)で多くのタオル製造業

表 1 タオル製造業の規模別事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移(規模計) 

実数 指数(1995 年=100) 

年 
事業所数 従業者数

製 造 品

出荷額等

製 造 品 

出荷額等 

/所 

製 造 品

出荷額等

/人 
事業所数 従業者数

製 造 品

出荷額等

製 造 品 

出荷額等 

/所 

製 造 品 

出荷額等 

/人 
（人） （百万円） （百万円） (万円)

1995 703 7,926 165,222 235.0 2084.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2000 651 5,822 115,162 176.9 1978.0 92.6 73.5 69.7 75.3 94.9 

2005 461 3,864 62,583 135.8 1619.6 65.6 48.8 37.9 57.8 77.7 

2010 400 3,202 44,872 112.2 1401.4 56.9 40.4 27.2 47.7 67.2 

2015 361 3,436 49,508 137.1 1440.9 51.4 43.4 30.0 58.4 69.1 

出処：工業統計調査(15 年は経済センサス活動調査)より作成 
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者が廃業・撤退することとなり、日本のタオル製造業は著しく縮小した。 

1986 年(3.31 現在)のタオル製造業者は 1,194 企業(個人経営を含む)あったが<「大阪タオル工業史」

P.93 第１表>、工業統計調査の細分類で「タオル製造業」が表示されるようになった 95 年以降 15

年までの 20 年間で、事業所数と従業者数は半減し(減少率―事業所数 48.6%、従業者数 56.6%)、

製造品等出荷額は３割(減少率 70.0%)まで減少している(表 1)。 

産地別の状況は、86 年の全国 1,194 企業の内、泉州地区を中心とする大阪が 618 社(51.8%)、

今治地区を中心とする四国が 432 社(36.2%)、北勢地区を中心とする中部が 81 社(6.8%)で、生産

量は四国が 47.2%、大阪が 40.9%、中部が 6.8%でこの 3 地域で企業数の 94.7%、生産量の 94.9%

を占めていた<「大阪タオル工業史」p.93 第 1 表>。しかし、2000 年代に入って、今治地区と泉州地区

を除いて産地と言える地区は消滅した*1。2015 年のデータ(経済センサス活動調査)では、従業員

数4人以上のタオル製造業事業所198所の内、今治地区が81所(40.9%)、泉州地区が62所(31.36%)、

従業者 3,072 人の内、今治が 1,541 人(50.2%)、泉州が 707 人(23.0%)、製造品等出荷額等 481 億円

の内今治が 235 億円(48.8%)、泉州が 133 億円(27.8%)を占めている。つまり、事業所数の 72%、

表 2 泉州産地、今治産地のタオル企業、生産量の推移 

実数 指数(１９７０年=100) 

泉州産地 今治産地 泉州産地 今治産地 

年 
組合員

企業数
生産量(t) 

組合員

企業数
生産量(t)

組合員

企業数
生産量(t)

組合員 

企業数 
生産量(t) 

1960 289 5,368 148 … 62.3 20.1 45.7 … 

1965 402 17,231 308 … 86.6 64.5 95.1 … 

1970 464 26,734 324 28,648 100.0 100.0 100.0 100.0 

1975 666 28,398 494 28,814 143.5 106.2 152.5 100.6 

1980 679 36,586 473 37,660 146.3 136.9 146.0 131.5 

1985 554 37,487 431 47,583 119.4 140.2 133.0 166.1 

1990 442 40,731 391 48,710 95.3 152.4 120.7 170.0 

1995 286 30,772 280 40,333 61.6 115.1 86.4 140.8 

2000 200 18,614 218 27,309 43.1 69.6 67.3 95.3 

2005 141 11,491 156 13,643 30.4 43.0 48.1 47.6 

2010 103 8,845 125 9,851 22.2 33.1 38.6 34.4 

2011 104 8,951 121 10,014 22.4 33.5 37.3 35.0 

2012 101 8,986 119 10,020 21.8 33.6 36.7 35.0 

2013 102 9,067 117 11,146 22.0 33.9 36.1 38.9 

2014 100 8,704 116 11,298 21.6 32.6 35.8 39.4 

2015 98 8,202 113 11,439 21.1 30.7 34.9 39.9 

2016 95 8,583 110 12,936 20.5 32.1 34.0 45.2 

2017 88 8,443 107 11,468 19.0 31.6 33.0 40.0 

注：この外に非組合員事業者が、泉州産地で１割前後(17 年は 10 企業)、今治産地は 90 年代までは

10 企業を超えることがあったが 2000 年以降は 1〜4 企業(17 年は 4 企業)存在している。 

出所：泉州産地は大阪タオル工業組合資料、今治産地は今治タオル工業組合資料より作成 
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従業者数の 73%、出荷額の 77%をこの２地区で占めているのである。他の地域(都道府県単位)を

見ると、４人以上の従業者のいる事業所が存在するのは大阪府、愛媛県を別として 17 都府県し

かなく、しかも複数の事業所が存在するのは静岡県(2 所)、三重県(2)、和歌山県(4)、福岡県(3)

の４県にすぎない。また、従業員数が 30 人を超えるのは、東京都(155 人)と三重県(96 人)、熊

本県(42 人)の３都県にすぎない<2014 年工業統計>。 

生産量で見ると、97 年度は全国の生産量(65,503t)の内、今治産地が 34,980t(シェア 53.4%)、

泉州地区 26,180t(40.0%)で、この２地区以外で 7%弱の生産があったが、2017年度は全国 19,912t、

今治 11,468t(57.6%)、泉州 8,443t(42.4%)で、両地区で日本の全生産量のほぼ 100%となっている<今

治タオル工業組合」統計資料>。この間、各地のタオル工業組合は解散していった(中部 04 年、九州

08 年、東京 09 年)。 

泉州と今治は２大タオル産地として残っているが、事業者数(企業数)、生産量は大きく減少

している(表 2)。 

泉州産地のタオルのメーカー数(大阪タオル工業組合員数*2)は、すでに見たように、1960 年代

に急増し、83 年に 大の 694 に達した。その後は急減の道をたどり、95 年に 300 を、2000 年

に 200 を、15 年には 100 を切り、17 年末現在は 88 企業である。企業数は、 盛期の１割強(12.7%)

に縮小したのである。ただし、非組合員企業もある。86 年３月の組合員数は 562 であるが大阪

地区の企業数は 618 あった。非組合員企業が 56 で 1 割弱(9.1%)存在していたのである*3。17 年

末時点での非組合員企業は 10 企業(10.2%)である<今治タオル工業組合」統計資料>。つまり、非組合員

企業が 1 割前後存在しているのである。 

生産量は、90 年まで増加傾向にあり、90 年には４万トンを超えたが、96 年には３万トンを

割り、2000 年には２万トン、07 年には１万トンを切った。それ以降は漸減で 17 年は 8,443 ト

ンで、 大時の 1/5 に落ちこんでいる<大阪タオル工業組合提供資料>。 

今治産地の企業数は 76 年まで増加傾向であったが、その後減少傾向となり、1989 年に 400

を割り、95 年に 300、02 年に 200 を切り、17 年は 107 で、 大時(76 年の 500 企業)2 割(21.4%)

に減少した。なお非組合員企業は今治では４〜５存在していた(17 年は４企業) <今治タオル工業組

合」統計資料>。生産量は、96 年までは増加傾向で、５万トンを記録し、その後５年間は５万トン

前後を維持していたが、その後は減少傾向となり、96 年に４万トン、2000 年に３万トン、02

年に２万トンを割っている。それ以降は、09 年に１万トンを割ったが、10 年以降は若干の増加

傾向で、17 年は 11,468 トンであった。しかし、 大時に比べ 1/5 近くまで落ち込んでいる。 

 以下では、後晒を中心とする泉州タオル産地の特徴について述べる。 
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1．泉州タオルの生産構造 

 泉州タオルの発祥地は佐野村（現・泉佐野市）で、産地としては、タオル製織メーカーと関

連業種が集中している泉佐野市を中心に、その周辺地(熊取町、泉南市、貝塚市)で形成されて

いる。 

 泉州タオルの製品は、名入れタオル(宣伝・広告などの販促用)やノベルティー(記念品、贈り

物用)の白タオルが主流である。白タオルの生産量は全国シェアの 60%強である<「繊維ニュース」

2014.07.31>)。その大半はタオル問屋の注文に応じて、捺染、プリント、刺繍などの二次加工をし

て、問屋を通して販売されている(1976 年度の一次問屋への販売比率は 90%、84 年度でも 80%<「大

阪タオル工業史」P.106>)。つまり、問屋主導の生産構造であった。製造業者の主体性は、無地の白

タオルを大量生産し、在庫として抱えるところにしかなかった。しかし近年、この生産構造に

若干の変化が見られる。その変化については後に述べる。なお、2018 年現在、泉州タオルに関

わる問屋(卸商)は、大阪タオル卸商業組合(58 社)、東京タオル卸商業組合(29 社)、名古屋タオル

卸商業組合(5 社)の計 92 社にわたっている<大阪タオル工業組合提供資料>。 

タオルの製法には二種類ある。先晒しと後晒しである。先晒は主に今治産地で行われている

方法で、綿糸の購入に始まり、その糸(原糸)をより合わせ(撚糸)、撚糸を晒(漂白、染色、糊付)

した後、織機にかけタオルを織る。経糸、緯糸ともに色糸で織ることができ、タオルのカラー

デザイン性が高い。後晒は主に泉州産地で行われている手法で、撚糸に糊付けしたあと織機に

かけ製織した後、晒工程(糊抜き・漂白、染色、乾燥)を経て、捺染、プリント、刺繍を行う。

それゆえ、基本は白糸で製織されるので、色模様は白いタオルに捺染、プリント、刺繍で付け

られることになる。 

後晒タオルの生産工程と関連業者 

かつては、注文と販売を支配していた問屋があり、製造に関しては、その 上流に原料とな

る製糸業があり、その糸(原糸)からタオル生産するには多様な加工工程があり、分業体制がと

られ、それぞれの加工業者がタオル製造業者(タオルメーカー)の周辺地に存在(立地)し、産地を

形成している。つまり、タオルの生産構造は、一貫工場による生産ではなく、それぞれのパー

トが独立している事業者(企業)による分業の組合せでおこなわれているのである。

タオルはタオル製造業(以下、メーカー)を中核に多くの関連業者を経て製造される。後晒タ

オルの生産の流れ、その工程間の業者連関の流れは次のとおりである。
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後晒タオル生産の流れと業者連関 

糸商→メーカー→サイジング業者(経糸糊付け)・糸染業者(緯糸染色、チーズ・コーン巻)→メーカー(製

織)→[シャーリング業者]→メーカー→(オ－バーミシン)→後晒業者(晒・染色)→メーカー→プリント・捺

染・刺繍業者→メーカー→ヘム縫業者→(検査、出荷)→注文主(問屋、会社・団体、量販店、旅館・ホテ

ル、小売店等) 

注 [ ]内はシャーリングタオルのみ 

 

タオルメーカーが行うのは、原糸の購入と製織、製織されたタオル地の端がほぐれないよう

に縫うオーバーミシン工程、完成したタオルの検査、梱包、出荷であり、他の工程は、それぞ

れ独立した業者によって行われている。準備工程当る原糸を撚糸する撚糸業、経糸の糊付・荒

巻を行うサイジング業、緯糸の染晒(物によっては緯糸を染色する場合がある)・糊付をおこな

う管巻業、製織したタオル地を染晒す染晒業者、シャーリングタオルの場合は、パイルの先端

を剪毛するシャーリング業、プリント・捺染業者、印入捺染業者、刺繍業、タオル大にカット

されにタオルの端を縫い付けるヘム縫い業者等々である。このうち、比較的大きい設備・機械

を必要とするのは、タオルメーカーである製織業、サイジング業、糸染晒業、生地染晒業(後晒)、

プリント業である。他の業種は個人ない家庭内職で営まれている場合が多い。ただし、メーカー

のとの関係は、下請け関係ではなく、それぞれは独立した業者で、いくつかのメーカーの仕事

を引き受ける「一対多」の対応関係である<松下隆*4>。 

このほかに、産地内には、機械、染料メーカーの代理店、部品供給の機料店などが存在して

いる。 

これらの関連加工業がタオルメーカーの周辺地域に存在し(その大半は泉佐野市、熊取町に集

中)、泉州タオル産地を形成しているのである。 

1986 年時点で、サイジング業者は 18、糸染業者が 18、後晒業者が 14 存在していた<「大阪タオ

ル工業史」p.102 第 12 表>が、タオルメーカーの減少と共に減少し、現在(2017 年末)はサイジング業

者８、糸染業３、後晒業者は４(うち２社は和歌山県所在)となっている<大阪タオル工業組合提供資料>。 

 

後晒染業－ダイワタオル協同組合－ 

後晒タオルの場合、多様な関連業種の中でも重要な位置を占めているのが後晒工程である。

後晒工程は泉州タオルの「吸水性や風合いなどの鍵を握る、品質の” 後の砦”である……生産

品の付加価値化を陰で支えてきた」といわれるほどである<繊維新聞 2018/03/23>。それを担うのが

後晒染業者である。後晒工程は、糊抜・精錬→晒(純白のタオル生地化)→水洗→染色→乾燥→

捺染→乾燥→仕上げで、多い時は 36 工程もあるが、この過程でタオルに様々な機能を持たせる
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加工がおこなわれる。 

現在、泉州タオルメーカーと関係のある後晒染業者は、ダイワタオル協同組合、㈱フタバ和

歌山染工場、甚野染工㈱、大日本晒染㈱の 4 社である。フタバはタオルメーカー㈱フタバが 1966

に和歌山県に設立した晒染工場である。大日本は和歌山県に所在する 1957 年創業の資本金

1,000 万円、従業員数 80 名の晒染企業である。甚野は創業 1962 年、資本金 2,800 万円、従業員

数 65 名の企業である。 

この３社に比してダイワタオルはやや異質である。ダイワタオル協同組合は 1950 年に、ツバ

メタオル㈱を中心にタオルメーカー10 社の出資(出資金 450 万円、現在の出資金は 15,000 万円)

によって、タオル後晒の共同工場として設立された。組合員数は、51 年に５社が加入して 15

企業、その後増減が幾度もあり、 大時には 22 企業となった(99 年)。その後減少して現在は

15 企業である。ただし、減少の理由は、脱退ではなく倒産・廃業である。この間、設備の拡大、

機械装置の更新を繰り返しながら、事業内容の拡充も行ってきた(染色加工<58 年>、サイジン

グ<67 年、87 年に廃止>、ソフト加工<66 年>、プリント加工<78 年>等) <「ダイワタオル協同組合 50 年

のあゆみ」>。また、タオルへの様々な機能を付加する特殊加工を開発している(現在までに生み出

した付加機能は 33 となっている*5。 

つまり、ダイワタオルは単に、タオルの後晒染を請け負うだけではなく、漂白、染色加工の

技術・設備開発を行うとともに、付加価値の製品開発をおこなってきた。 

まさに、泉州タオルの「付加価値化を陰で支えてきた」後晒染業のリーディングカンパニー

である。 

そして、この事業を支えてきたのが組合職員である。当初の組合職員は 38 名であったが、67

年には 104名に増加した。その後増減を繰り返しながら、99年に 153名と 大を記録している。

現在(18 年 3 月)は 100 名である。 

後晒職場は経験(熟練)と化学の世界である。同時にチームワークの世界である。ダイワタオ

ルで 21 歳から 45 年勤務した北川晃三(現顧問)は次のように述べている。「タオル加工の精度を

上げたり、ロスを少なくするためには、化学の知識が必要不可欠と感じた」「どこかの工程で少

しでも条件が変わると、思い通りの品質には仕上がりません。一つひとつの工程をすべてのス

タッフが理解し、知識を共有していく必要があります」<泉州タオル form 1887>。

2．泉州タオルのメーカー 

泉州タオル産地の中核企業は言うまでもなくタオルメーカーである。以下ではタオルメー

カーについて見ていこう。
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メーカー数の推移

泉州タオルのメーカー数(大阪タオル工業組合員数)は、すでに見たように、1960 年代に急増

し、83 年に 大の 694 に達した。その後は減少の道をたどり、95 年に 300 を切り、2000 年に

200 を切り、15 年には 100 を切り、17 年末現在は 88 企業である(表 2 参照)。企業数は、 盛期

の１割強(12.7%)に縮小したのである。ただし、非組合員企業がすでに述べたように 1 割弱(9.1%)

存在している*6。17 年末の非組合員企業は 10 企業(10.2%)である。つまり、非組合員企業が 1 割

前後存在している。 

事業所規模 

タオル製造業の事業所規模は全国的に見て小零細である。従業員数規模で見ると、1995 年は

３人以下が 29%であるが、2015 年は 45%となっている。これは３人以下の事業所が増えたので

はなく、３人以下の事業所の減少率が小さく(19.7%)、４人以上の事業所の減少率が高かったか

らである。総数が 703 所から 361 所と大きく減少する中で、４～９人が 30%で、10 人未満の事

業所が７割を占めている。50 人以上は 10 事業所しかなく、100 人を超えるのはわずか２所しか

ない(表 3)。このようにタオル製造業は現在も小零細である。 

 泉州産地も例外ではない。83 年のデータでは 645 業者の内、従業員規模３人以下が 43.6%、

４～９人が 41.6%を占め、50 人を超える企業は８社(1.2%)しかなかった<「大阪タオル工業史」P.98 第 8

表>。2015 年の泉州地区<(工業統計の工業地区)>の４人以上の事業所は 62 で、従業者数は 707 人で、

1 事業所当たり 11.4 人あった。 

また、17 年末現在の組合員企業 88 社の従業者数は約 1,500 人、内雇用者数は 900 人で、そ

表 3 タオル製造業従業員規模別事業所数 

従業者規模

1995 年 2015 年 
1995-2015 年

減率(%) 
事業所数 事業所数 

実数 構成比 実数 構成比

規模計 703 100.0 361 100.0 -48.6

3 人以下 203 28.9 163 45.2 -19.7

4～ 9 人 316 45.0 108 29.9 -65.8

10～19 人 90 12.8 48 13.3 -46.7

20～29 人 45 6.4 21 5.8 -53.3

30～49 人 20 2.8 11 3.0 -45.0

50 人以上 29 4.1 10 2.8 -65.5

注：95 年の 50～99 人の事業所 22 所、100～199 人が 6所、200～299

人が 1所、2015 年は 50～99 人が 8 所、100～199 人が 2所、200

人以上は０であった。 

出所:工業統計より作成(2015 年は経済センサス活動調査) 
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の内 2/3 はパートであるという<大阪タオル工業組合提供資料>。現在、WEB 情報*7で得られた 19 企業

の内、10 人以上の企業は９社、内 50 人以上は 3 社である。大半は 9 人未満の事業所で、業主

と家族従業者とパートで運営されているのが実情であろう。 

 また、資本金規模は、データが得られた 19 社の内、8000 万円が２社、2000 万円が３社、1500

～2000 万円未満が２社、1000 万円が８社、1000 万円未満が４社である。つまり、６割強は資

本金 1000 万円以下なのである。 

 

メーカーの地域分布 

泉州タオルのメーカーの大半は、泉佐野市とその周辺に立地している。1966 年、86 年、2017

年の企業地域分布は表 4 のとおりである。66 年時点では旧佐野地区(旧佐野町)半数が立地して

おり、熊取地区(熊取町)が２割を占めており、その他の地域は３割であった。 

86 年には、新佐野地区(54 年に佐野市に合併した旧日根野村、長滝、上之郷村地域)が急増し

(企業数が 57 から 179 と３倍強)、３割強を占めた。増加した企業数(170)の８割強が新佐野地区

に立地したからである(創業年の分かる 30 企業の内、54 年以前の創業企業 14 社の内、９企業

は旧佐野地区に立地している。55 年以降創業の 16 社の内、新佐野地区に立地した企業８社、

旧佐野地区立地５社である)。その理由は、「工場の新設や移転に際して、住工混在のやや過集

積の旧佐野地区を避けて、工場スペースにも余裕があり、また道路事情も良好で原料や製品の

運搬に就いても便利であり、しかも関連加工場にも近接する郊外として、新佐野地区」が選択

されたからである<「大阪タオル工業史」P.100>。しかし、メーカー数が大きく減少した 17 年では、

各地区とも大きく減少し、府外は０となり、熊取、南部、北部は１桁になり、旧佐野地区も減

少が激しく、新佐野地区が半分弱を占める結果となっている。 

 

表 4 泉州タオル製造企業の企業数(組合員数)と地区分布の変化 

  タオル製造業者(組合員)実数 地区別構成(%) 

  総数 旧佐野 新佐野 熊取 南部 北部 府外 総数 旧佐野 新佐野 熊取 南部 北部 府外 

1966 年 392 199 57 75 27 26 8 100.0 50.8 14.5 19.1 6.9 6.6 2.0 

1986 年 562 230 179 83 27 31 12 100.0 40.9 31.9 14.8 4.8 5.5 2.1 

2017 年 88 32 40 8 4 4 － 100.0 36.4 45.5 9.1 4.5 4.5 － 

注：66 年は 5月末、86 年は 3 月 31 日、17 年は 12 月 31 日現在の数値 

南部は泉南市、阪南町、美岬町所在の業者、北部は貝塚市、岸和田市、東大阪市、大阪市、四条畷

市に所在する業者である。府外は、兵庫県、滋賀県、奈良県、京都府、島根県、和歌山県所在の業

者である。 

出所：『大阪タオル工業史』 p.99 第 9 表、2017 年は大阪タオル工業組合「組合員名簿」より作成 
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経営形態－家業型経営－ 

 大阪タオル工業組合の現在の組合員は 88 企業あるが、その経営組織を見ると、個人企業 21、

法人企業 67(株式会社 39 社、有限会社 24 社、合資会社 4)で、法人組織が 3/4 を占めている。

しかし、その大半は、創業時は自営で、その後法人に転換したもので、その実態は小零細な「家

業」と言ってよい。事実、企業名と現在の代表者の姓と同じ企業は 88 企業中 65 企業(73.9%)に

のぼる。また、創業者の姓や名から取ったと類推され企業名で、しかも現在の代表者の姓名が

創業者の子孫であると類推される企業もいくつか見られる(例えば、㈱丸中―中道、丸十タオル

㈱―十九川)。また、その姓とは全く異なる企業名であっても、現代表者が創業者の子孫である

企業もある(㈱フタバ、ツバメタオル㈱)。 

創業年が分かる 30 企業の内、1940 年以前創業が８企業、戦後の 46 年から 59 年までの創業

企業は８、60 年から 73 年の間の創業が 13 企業で 多である(他に 81 年操業が１社)。この間は

組合員数が増加傾向にあり 405 企業も増加している(289→694)。つまり起業が多かった。当然

創業企業はもっと多いと推察できる。組合員(企業)が減少傾向となった 84 年以降の創業企業は

見られない。 

も古い企業は 1903 年創業(野口産業㈱)、次いで 1907 年(神藤タオル㈱)である。そして家業

を継いで現在の代表が創業者の何代目子孫か分かる５企業の内、4 代目となるものが 16 年創業

の袋谷タオル。3 代目が 34 年、51 年、58 年創業の３企業である。この５企業のほか も古い

03 年創業の野口産業㈱も、07 年創業の神藤タオル㈱も現代表者の姓が同じであるから、３代目

か４代目になるのであろう。また、13 年創業の泉州タオルで大手企業であるツバメタオル㈱の

代表者も創業者の子孫である。 

このように、現在まで続く 1940 年以前創業の企業の多くは３代、４代と家業として代々タオ

ル製造業を続けてきたものと思われる。何人ものメーカーの代表者が「家業」と表現している。

泉州タオル 大の企業ツバメタオル㈱の代表重里豊彦は「創業から 100 年続く家業を継いで」

と言っている<泉州タオル form 1887>。つまり、家業として代々続けてきているのである。 

これらの企業は 100 年前後続いており、泉州タオル 130 年の歴史を担ってきた経営者/企業で

あろう。 

3．泉州タオルのルネサンス－ブランド化戦略― 

 それまで欧米の高級タオルの輸入程度であったが、70 年代に入って、中国、台湾、韓国から

廉価なタオルが怒涛の如く輸入されるようになり、他方、アジア、アフリカ諸国が中心であっ

た輸出も急減し、日本のタオル産業は危機に陥った。 
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70 年のタオルの輸入量は 496t でしかなかったものが、75 年には 4,216t となり、97 年には

10,000t を超し、2000 年には、58,918t となり、日本のタオル生産量(48,569t)を上回った。その

後も増加傾向は続き、06 年には 84,567t と過去 大を記録している。以降７万トン台後半が続

いた。15 年以降は７万トン前後となっている(17 年は 72,071t)。他方、輸出は 70 年の 2,386t か

ら 73 年には 1,000t を割り(620t)、その後も減少を続け、87 年には 500t を切り(326t)、94 年には

200t を割り、一時的に 400 トン台を回復するが(99、2000 年)、その後は 100 トン台に低下し(100t

を切った年次もある)、回復の兆しは見えていない(17 年は 188t)。 

このような輸入増・輸出減は日本のタオル産業に大打撃を与え、タオル産業は、事業所数、

業者、従業者数、生産量の大幅な減少が生じ、日本タオル工業組合連合会がセーフガード(緊急

輸入制限)発動申請(01 年から 3 年連続、しかし発動されなかった)するほどの危機的状態に陥っ

た。すでに見たように泉州地区もそうであった。こうした状況進展の中で、「中国・台湾、その

他発展途上国からの輸入品と、価格競争することはもはや不可能との認識に至り、競合しない

製品を生産するために、製品の高級化、ファッション化、アパレル化などが叫ばれるようになっ

た」<「大阪タオル工業史」P.81>。そして、様々な活動が始まった。いくつか事例的に見ていこう。 

 

タオル製品の多様化 

・タオル製品の多種化 

 泉州タオルは白の浴巾(浴用、フェイスタオル)が中心であったが、バスタオル、タオルケッ

ト、等サイズの異なるものが生産されるようになった。また、染色技術の向上により、カラー

タオルも増大し。現在では、マフラータオル、ハンカチ(ハンドタオル)、スポーツタオル、バ

スマットまで出てきている。さらに、フード付きポンチョ、ベビー肌着、バスローブ、パジャ

マまで生産されるようになった。 

・製織の多様化 

 一つは、織柄の多様化である。電子ジャガード織機導入によってタオル地そのものに多様な

織柄を作り出すことができるようになった。もう一つは織り方の多様化である。ガーゼ織や多

重織りである。さらには、緯糸をスレン染色した色糸を使ってカラー縞模様を付ける泉州透か

し織、等々である。 

また、染色、捺染、プリント、刺繍技術の高度化も進んだ。 

・付加機能の多様化 

 泉州タオルの特徴である吸水性、肌触りの良さだけでなく、多様な機能が付加されるように

なった。後晒を担当しているダイワタオル協同組合が提供している付加機能を列挙すれば、以

下のとおりである。防菌・防臭加工(４種類)、制菌加工(２種類)、食用色素加工、消臭加工、涼



－ 70 － 

感加工、吸水速乾加工、スキンケア加工(３種類)、PH コントロール加工、皮脂取り加工、イソ

フラボン加工、UV カット加工、Ag シルクアミノ酸加工、抗セシウム加工、抗ウイルス加工、

アクリル捺染加工、蛍光反応性染料加工、防炎加工(３種類)、高吸水性加工、超高吸水性加工、

くもり止め加工、本晒加工、撥水加工、草木染加工、天然色素加工、アロマテラピー加工、芳

香加工、マイナスイオン加工、エコロジー加工、アレルギー・花粉症加工(３種類)等々である*8。 

 

泉州タオルの格付けとブランド化 

 そして、これらサイズの多様化と製織の多様化、技術の高度化とデザイナーとの共同で、製

品の多様化と各企業の独自製品化・ブランド化が進んだ。 

これらの動きを推進したのが、一部業者グループの自主的な活動と工業組合のであった。 

・ベスト 23 グループとタオル格付協議会 

 1993 年に、昭和 23(1948)年生まれの幼なじみのタオルメーカー６人(当時 44、45 歳)*9が「ベ

スト 23」というグループをつくった。彼らの関係は「友達だから何でも言い合える。会社規模

も同じくらい。同業者間で侵害し合わないことでうまくいっている」という<繊維ニュース 2002.1.25>。

当初は同年齢の友達同士の情報交換程度のグループのようであった。 

 しかし、中国、台湾、ベトナム等からの安い輸入タオルが席捲してくる中で、タオル産地の

表示のないタオル製品が氾濫していた。「原産地表示のない輸入品は困る、安全性にも問題があ

る」と感じ、タオルを機能面から評価し、それを表示する(格付)必要性を感じ、他の業者にも

働きかけ、サイジング業者も含んだ 11 業者で「タオル格付協議会*10」を発足させた(02 年６月)。 

 タオル格付協議会は、消費者にとっての使いやすさの観点から、タオルの機能を、吸水性(は

やく吸う、たくさん吸う)、速乾性(早く乾く)、洗濯脱綿率(毛羽の出にくさ)という 4 機能につ

いて、それぞれ５段階で評価して、ラベル表示した(星の数５～１)*11。 

これは、泉州タオルの差別化を意識した業者の 初の集団的な動きであった。 

 

工業組合のブランド化戦略 

 また、泉州タオルの知名度アップ・ブランド化には大阪タオル工業組合の役割が大きかった。 

 はじめに組合の歴史を概略述べておこう。1906 年に佐野村のタオル業者 25 名で「佐野タオ

ル協同会」が組織され、28 年に「佐野タオル工業組合」設立、32 年に組合地区を大阪一円に拡

大し「大阪タオル工業組合」となった。戦後、52 年に生産調整のための「大阪タオル調整組合」

を設立、58 年、中小企業団体法に基づき「大阪タオル工業組合」に改称され、現在に至ってい

る。 

66 年人青年部会が発足した。2004 年の青年部のメンバーは、34 人(特別会員５人を含む)、
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年少は 1980 年生まれ(04 年時 23 歳)、 年長は 1959 年生まれ(45 歳、特別会員 55 年生、49 歳)

であった。つまり 45 歳以下が正会員であると思われる。04 年時の組合員数は 148 人であるか

ら、経営者の８割強は 50 歳以上であったと思われる。15 年時、青年部の 年少は 29 歳、その

次に若いのが 30 代半ば、次いで 40 代である*12と言うから、若い年齢層経営者の数は相当薄く

なっていると思われる。つまり経営者の高齢化が相当進んでいると思われる。 

・認知度アップの活動

認知度アップの活動の一つは、1999 年度から毎年開催されている 販売促進事業としての

「TOWEL BAZAR」と 03 年度からの「泉州こだわりタオル」ブランドによる展示会(08～10 年

度は大阪と東京で、11,12 年度は東京で、14～16 年度は大阪と東京で、17 年度は大阪 2 回、東

京 1 回)を開催している。また、2004 年 泉州タオルの日（8 月の 終日曜日）を制定、毎年キ

ャンペーン挙行している。また、07 年には、東京インターナショナルギフトショーに出展した。

15 年には JAPAN ブランド育成支援事業「泉州タオル国際化プロジェクト」発足させ、イタリ

ア・ミラノの国際見本市 HOMI 展に出品、SENSHU JAPAN TOWEL として国際デビューした。 

なお、13 年度に泉州タオル 130 周年事業として、動画「泉州タオル from 1887」を青年部が

中心になって作成している。 

 もう一つは、タオル常設展示場・アンテナショップ「ＯＴCOLLETION」の設置である。こ

れは、2000 年に組合ビル内に泉州タオル館本店、01 年にりんくう店(関西空港隣接)、02 年に泉

佐野駅前店、13 年に泉州タオル館りんくうアウトレット店がオーブンされている。 

・ブランド化活動－泉州こだわりタオル－

2001 年度に大阪グリーンタオル生産倶楽部を発足させ、環境と人に優しいグリー

ンタオルの開発を開始した。そして、09 年から大阪グリーンタオル生産組合設立、生産工程

で化学薬品を使用しない「グリーンタオル」*13、農薬や化学肥料を３年間以上使用していない

畑で栽培されたオーガニック綿を使用した「グリーンクラブオーガニックコットンタオル」の

製品化をしている。 

03 年から「泉州こだわりタオル」の名称を使い始め、2005 年に商標登録をし、06 年に「JAPAN

ブランド育成支援事業」に採択され、07 年には「泉州タオル」を地域団体商標に登録、10 年に

「泉州こだわりタオルブランド認定委員会」設置し、一定の品質基準*14をクリアしたタオルに

「泉州こだわりタオル」ブランド認定を開始、認定されたタオルには、JAPAN ブランド「泉州

こだわりタオル」の認証シール(マーク)やタグの発行を始めた。この結果、11 年にはブランド

マーク利用希望で６社が組合に新規加入があった*15。13 年度のネーム使用枚数は約 100 万枚(地

域団体商標「泉州タオル」のネーム使用枚数は約 3,000 万枚)であった<繊維ニュース 2014.07.31>。17

年度の「泉州タオル」ネーム使用枚数は、総生産枚数の 1/3 程度に当たる 4,500 万枚出ている、
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と言う<工業組合は重里理事長>。 

 なお、07 年に泉州こだわりタオル推進委員会設置し、年度ごとに一定のコンセプトで参加企

業が商品開発＊16をするようになった。つまり、自社ブランド製品の開発である。 

 このように、工業組合は展示会の開催、各地の展示会への出品、常設のアンテナショップで

の製品の展示・販売等で認知度を高めるとともにブランド化戦略(商標登録、製品の品質認定等）

を進めた。 

むすびに代えて－泉州タオル産業の課題― 

３節で、いささかオーバーに「泉州タオルのルネサンス」として、 近のグループ、工業組

合の活動を見てきた。その主要なものは、アジアからの低価格タオルに対抗するために、価格

競争ではなく、品質による差別化で対抗して生き残ろうとする活動であつた。 

泉州タオルの後晒製法で生まれる特性(吸水性に優れた肌に優しい)を維持したうえで、より

高品質、各種機能を付加所し、環境や人にやさしい製法(グリーンタオル、オーガニックタオル)

で、「安全、安心」なタオル製品の多様化、ブランド化で差別化をしてきた。そして、展示会や

アンテナショップを通して認知度も高まり、従来の問屋経由の販路を維持しながら、デパート

や大口の消費者(ホテル・旅館、団体等)からの直接注文、ネットを通しての OEM、自社ブラン

ド商品を直接小売店の売り場に置くなどの、独自の販売ルートを獲得する企業も現れてきた(神

藤タオルの国内取扱店舗は 50 を超えるという)。また、楽天やアマゾンのネットショップへの

出店や自社の HP でのネット販売を行っている企業も多くなった。 

自社ブランドの「こだわりタオル」を生産している企業は 30 社程度である。「泉州こだわり

タオル展」に出品している企業は毎年 20 数社(17 年は 21 社、10 年以降欠かさず出品している

企業は 12 社、1 回でも出品した企業を含めると 31 社)、また 17 年タオル館・アンテナショッ

プに出品しているのは 28 社である。「こだわりタオル」とアンテナショップの双方に出品して

いる企業は 19 企業である。これらの企業が中核となって、泉州タオルのブランド化を進めてき

たと言ってよいであろう。 

とは言え、現在でも６～７割は白タオルとして生産されており、朝から晩まで白タオルを作

り続けいている企業も多い。これら「こだわりタオル」生産企業も、白タオルや OEM 生産の

方が多い。ツバメタオル㈱でさえ自社ブランド品の販売構成比は 1 割程度である」と言う<繊維

ニュース 2018.03.23>。

実はタオルのブランド化の先進、今治タオルは、先染であるゆえに、カラー糸で製織できる

ため、多様で精緻な色柄のデザインで、贈答品になるようなブランド化が可能であった。しか
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し、今治もすべての業者がブランド品を創っているわけではなく、「今も OEM がほとんどだ」

言う<今治タオル工業組合理事長談*17>。 

 製織業者のみならず、タオル業界挙げて「こだわりタオル」というブランド化の結果、泉州

タオルの認知度は高まり、生産量は下げ止まりで、8,000 トン台をここ数年維持しているが(16

年には 89 年以来の対前年比増が見られたが、17 年はまた減少)、生産量の拡大には至っていな

い。そして、メーカー数はここ３年間で 12 企業が消えてしまっている。もちろん、これには後

継者難による閉鎖もあるが、業績不振による倒産も生じている。つまり、業界の縮小傾向はお

さまっていないのである。とは言え、企業数が減少したことにより、一社当たりの生産量は必

ずしも減少していない。 

 しかし、18 年初から数々の難題―撚糸価格、人件費、物流費の高騰、ヘム業者、手縫内職者

減少等―を抱えており、加えて 17 年後半から需要減が顕在化している、と繊維ニュースは伝え

る<繊維ニュース 18.03.23>。 

 撚糸価格、人件費、物流費の高騰にいかに対応するかが大きな課題であるが、製品の値上げ

が可能であればいいのだが、需要が低迷する中では難しいであろう。 

それ以上に深刻なのは高齢化であろう。経営者の年齢構成は不明であるが、すでに見たよう

に 04 年時の青年部のメンバーの 年少は 1980 年生まれで、現在は 37 歳であるが、 年長の

55 年生まれは 63 歳に達している。代替わりで 32 歳の経営者もいるが、多くの経営者は 60 歳

を超えていると思われる。家業的経営が多いので、経営者の高齢化に伴う跡継ぎの確保が課題

である。 

また、ヘム業者、手縫内職者減少というのも、共に高齢化と無関係ではない。これへの対応

として、メーカーは自動ヘム縫製機、刺繍機の導入による内製化の傾向が見られる<繊維ニュース

14.07.31>。 

年少(47 歳)で第 16 代理事長(04～10 年、6 年間)に就き、17 年から 1 年間、再度理事長(第

19 代)に就いた重里豊彦氏(ツバメタオル㈱会長)は、泉州産地の今後について、次のように述べ

ている<繊維ニュース 18.03.23>。 

「各工程のボトルネック顕在化も確かにあり、この先では、ロボット導入による自動化、外

国人労働者の受け入れが必要かもしれません。・・・ただ、何時の時代も各工程のバランスは不

完全で、この緊張関係が次の展開を生んできたのも確かです(弁証法的－柴田)。・・・同業者に

限らず、糸染め、後晒加工、縫製業者の周辺工程も、パートナーとして、上も横も下もなく協

調する体制を追求してほしいですね。もはや『下請け』は死語。(メーカー以外の)他業種に組

合の門戸を開く時期かもしれませんね」と「共生」を主張する。しかし、「労働力不足問題では、

ロボット導入による自動化、外国人労働者の受け入れが必要かもしれません」とも言う。 
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労働力不足、高齢化によるヘム業者や刺繍業者の減少によるヘム、刺繍の内製化、ロボット

化は業者間分業体制を壊し、需要に対する柔軟な対応性を弱めることになる。 

家業的・零細企業が多いタオル業界にとっては、後継経営者の確保が 大の問題であろう。

自身も家業を引き継いだ若手経営者の神藤タオルの社長(32 歳)は「技術を継承していくには、

現役で働いている 50～60 代の子ども世代が業界に入ってくれることが理想であるが、なかなか

叶っていない。若い世代に魅力ある業界であり続けないと、この仕事をやりたいと思う人間は

減る一方だ」*18と、魅力ある仕事にすることを強調する。 

 つまり、後継者難、労働者不足は、この業界の労務問題でもある。所得・賃金の少なさ、雇

用の不安定性(パートタイマー雇用の多さ)、に大きく起因していると思われる。 

 

注 

* 1 「おぼろタオル」生産を中心としていた北勢地区は､1908 年創業の資本金 2,500 万円、従業員 60 人強、

整経から検査まで一貫生産のおぼろタオル㈱が存在しているが、北勢タオル工業協同組合は 2003 年に解

散している。 

* 2 組合員は、メーカーのみで構成されており、サイジング業者、糸染業者、晒業者はメンバーではない。 

* 3 「大阪タオル工業組合史」p.97 第 5 表、p.99 第 9 表より算出 

* 4 松下隆「縮小産業における新基軸」長尾謙吉・本多哲夫編著『大都市圏の地域産業政策』CMUP ブッ

クレット No.46 逢坂公立大学共同出版会 2014 年 所収 p.18 

* 5 ダイワタオル協同組合パンフレット「安全性と高機能でタオル業界リードする」 

* 6 「大阪タオル工業組合史」p.97 第 5 表、p.99 第 9 表より算出 

* 7 HP 等ネットで探索できた企業で企業情報の記載があるのは 28 企業にすぎない。その他 60 企業は HP

がないかもしくはあっても企業情報の記載がない。しかも、創業年、従業員数、資本金等すべてが記載

されているのはわずかである。 

* 8 このリストだけではイメージしにくいものもあるが、具体的にはダイワタオル協同組合パンフレット

「安全性と高機能でタオル業界リードする」を参照 

* 9 メンバーは、新田谷政樹・新田谷織布工場(グループ代表)、坂上健一郎・健一タオル工場、米谷隆義・

米義タオル(有)、中沢茂・中沢織物、神座宏幸・南泉タオル(有)、味園均・㈱吉常タオル工場である。す

べて小規模のメーカーの代表者である。 

*10 メンバーは、ベスト 23 のメンバー＋山野タオル工場、番久タオル(合)、㈱東進、矢倉染工場、(有)佛

願染工場<繊維ニュース 2002.8.8>。なお、㈱東進(本社 泉南郡田尻町)は、1979 年に泉佐野市でタオルの

卸・販売を始め、94 年から今治市でタオル製造を始めた会社である(今治タオル工業組合員)(同社 HP)。

ただし、04 年のメンバーリストからは、㈱東進、矢倉染工場ははずれ９社である。 

*11 WEB「タオル格付け協議会」より 

*12 も若い経営者と思われる神藤タオルの社長(現在 32 歳)の談。マガジンハウス「web マガジンコロカ

ル」特集「ものづくりの現場」vol024、2015.6.28 より 

*13 環境対応として、生産工程で、糊付工程、製織・糊抜工程で化学薬品を使用しないタオル 

*14 品質基準は、タオルの特性・物性(吸水性、脱毛率、パイル引抜抵抗力)、染色堅牢度(耐光、洗濯、汗、

摩擦)、有機物性(遊離ホルムアルデヒド、ペーハー値)の３種９項目と外観寸法、運針数で判定される。

吸水性は３秒である(今治は５秒)。なお、泉州タオルには１秒以内ものがあるとしている。 

*15 経済産業省製造産業局繊維課「繊維産業における先進的取組事例集」2011 年 12 月 

*16 毎年度違ったテーマを設定し、そのテーマに沿ったタオル(商品)を参加企業（毎年 20 企業強 

17 年は 21 メーカー参加）が開発している(毎年度 50～60 種になる 17 年度は 53 種)。各年度のテーマは以
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下の通りである。なぜか横文字が多い。国際化を意識しているのかもしれない。 

08 年 Luxury Towels 09 年 Cool Luxe 10 年 Fairy tale 11 年 Fountain 12 年 Marine cottage 13 年 

Cutie World 14、15 年 NIPPON no TOWEL 16 年 SENSHU TOWEL－ LUXURY TOWEL COLLECTION－ 

17 年 NIPPON no TOWEL－OSAKA LUXURY TOWEL COLLECTION－ 

*17 日本経済新聞 2017/6/29「今治タオル 戦略は販売量より付加価値」

*18 前掲マガジンハウス「web マガジンコロカル」特集「ものづくりの現場」vol024、2015.6.28 より

参照文献・資料 

今治タオル工業組合 資料 

大阪タオル工業組合 提供資料 

大阪タオル工業組合 1951「大阪タオル工業史(100 周年史)」 

経済産業省 工業統計 各年 

柴田弘捷 「今治タオル産業の『再生』と中国『専修大学社会科学研究所月報』No.584 2012 

ダイワタオル協同組合 2000 「50 年のあゆみ」 

ダイセン㈱「繊維ニュース」(日刊) 「特集 大阪タオル産地「泉州タオル」ブランド前に」2014.07.31、「特

集 大阪・泉州タオル産地(1)～(4」」2018.03.23>、他 

松下隆「縮小産業における新基軸」長尾謙吉・本多哲夫編著『大都市圏の地域産業政策』CMUP ブックレッ

ト No.46 大阪公立大学共同出版会 2014 年 所収 p.18

付記 

本稿を作成するにあたり、重里豊彦氏(ツバメタオル㈱会長・ダイワタオル協同組合理事長)

および樫井学氏(大阪タオル工業組合専務理事)に泉州タオルに関する説明および資料提供で大

変お世話になった。記して謝意を表しておきます。 
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JAPAN ブランド「泉州こだわりタオル」の現状と課題 

神原  理

はじめに 

本稿の目的は、「JAPAN ブランド」のひとつとして国の育成支援を受けている「泉州こだわ

りタオルブランドの構築」事業の現状と課題について整理していくことにある。なお、以下で

は同事業を「泉州こだわりタオル」と略記する。

 本稿ではまず、繊維工業に関する統計データから、繊維産業全体やタオル産業の現状を整理

していく。次に、2004 年度から中小企業庁が行っている「JAPAN ブランド育成支援事業」の

概要と、その支援を受けている「泉州こだわりタオル」の事業活動と成果についてみていく。

そして、筆者らが行った実態調査から得られたデータなどをもとに、課題を論じていく。

１．繊維工業とタオル産業の現状 

以下では、各種統計データにもとづいて繊維工業とタオル産業の現状を概観していく。

1−1．繊維工業の現状 

経済産業省大臣官房調査統計グループ（2017）「平成 28 年経済センサス−活動調査 産業別集

計（製造業）『市区町村編』統計表データ」の「都道府県別、東京特区別・政令指定都市別の産

業中分類別統計表（従業者４人以上の事業所）」によると、タオルを含めた繊維工業に携わる事

業所数と従業者数は、表１、２のようになっている。これによると、①大阪府、②愛知県、③

京都府、④福井県、⑤京都市の順に事業所数が多く、特に大阪府と愛知県の事業所数は際立っ

ており、全国の約 17％を占めている。従業者数でみると、①愛知、②大阪、③福井、④岡山、

⑤石川の順になり、愛知県の従業者数が突出していることがわかる。

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009134

http://doi.org/10.34360/00009134
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表１ 都道府県別、東京特区別・政令指定都市別にみた繊維工業の事業所数 

事 業 所 数 

計 
内従業者 内従業者 

  10 人～299 人 300 人以上 

1 大阪 1,265 436 - 

2 愛知 1,235 515 4 

3 京都 898 274 - 

4 福井 644 358 1 

5 京都市 639 180 - 

6 岐阜 622 251 - 

7 東京 621 145 - 

8 石川 601 249 1 

9 東京特別区 551 122 - 

10 岡山 542 319 2 

全国計 14,745 6,778 24 

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成 

 

表２ 都道府県別、東京特区別・政令指定都市別にみた繊維工業の従業者 

従業者数（人） 

1  愛知 21,233

2  大阪 16,249

3  福井 15,952

4  岡山 12,356

5  石川 10,944

6  京都 9,625

7  新潟 9,260

8  愛媛 9,182

9  岐阜 9,125

10  広島 7,934

 全国計 268,299

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成 
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 繊維工業の事業者数を市区町村別にみると、①一宮市、②倉敷市、③福山市、④今治市、⑤

福井市となっている。タオル産業に関わる泉州地域では、⑰泉大津市、⑲和泉市、㉒泉佐野市、

㉘岸和田市、㊺泉南市となっている。 

 

表３ 市区町村別にみた繊維工業の事業者数 

市区町村名 

事 業 所 数 

計 
内従業者 内従業者 

10 人～299 人 300 人以上 

1 一宮市 322 125 - 

2 倉敷市 257 148 1 

3 福山市 253 125 - 

4 今治市 185 97 - 

5 福井市 182 105 1 

6 岐阜市 159 59 - 

7 京都市上京区 159 43 - 

8 桐生市 155 42 - 

9 坂井市 138 78 - 

10 小松市 137 40 - 

   

17 泉大津市 97 39  

19 和泉市 85 34  

22 泉佐野市 84 24  

28 岸和田市 70 24  

45 泉南市 50 24  

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（秘匿データは除外） 

 

 市区町村別にみた繊維工業の従業者数は、表４のとおりである。これによると、①倉敷市、

②福井市、③一宮市、④福山市、⑤坂井市が上位を占めており、泉州地域では、㉜泉大津市、

㊲和泉市、㊸泉佐野市となっている。 
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表４ 市区町村別にみた繊維工業の従業者数 

市区町村名 従業者数（人） 

1 倉敷市 5,328

2 福井市 5,321

3 一宮市 5,202

4 福山市 3,911

5 坂井市 3,340

6 今治市 3,101

7 岡崎市 2,562

8 能美市 2,165

9 鯖江市 1,956

10 和歌山市 1,950

  

32 泉大津市 1,171

37 和泉市 1,110

43 泉佐野市 1,024

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（秘匿データは除外） 

 

 都道府県別にみた繊維製品の製造品出荷額等は表５のとおりである。これによると、製造品

出荷額では愛知県が突出しており、以下、②大阪府、③福井県、④岡山県、⑤石川県となって

いる。 

 都道府県別にみた繊維製品の粗付加価値額は表６のとおりで、①愛知県、②大阪府、③福井

県、④岡山県、⑤石川県の順になっている。 
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表５ 都道府県別にみた繊維製品の出荷額等 

製造品出荷額等（万円） 

1 愛知 44,035,590

2 大阪 28,839,215

3 福井 25,102,084

4 岡山 22,786,171

5 石川 20,697,017

6 愛媛 18,889,441

7 滋賀 18,507,621

8 岐阜 14,649,120

9 兵庫 12,811,907

10 広島 12,684,560

全国計 396,998,562

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成 

 

 

表６ 都道府県別にみた繊維製品の粗付加価値額 

粗付加価値額（万円） 

1 愛知 17,603,341

2 大阪 11,771,510

3 福井 11,549,999

4 岡山 9,290,520

5 石川 8,934,539

6 愛媛 7,752,462

7 滋賀 6,964,834

8 京都 6,263,785

9 広島 5,455,934

10 岐阜 4,946,639

全国計 168,587,694

出所：経済産業（2017）省「平成 28 年経済センサス」より筆者作成 
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 市区町村別にみた繊維製品の製造品出荷額等は、表７のとおりである。これによると、①倉

敷市、②福井市、③一宮市、④豊橋市、⑤能美市となっており、泉州地域では、⑯泉大津市、

㉓和泉市、㊺泉佐野市となっている。

表７ 市区町村別にみた繊維製品の製造品出荷額等 

市区町村名 製造品出荷額等（万円）

1 倉敷市 11,037,005

2 福井市 9,039,055

3 一宮市 8,579,955

4 豊橋市 7,690,347

5 能美市 7,517,144

6 岡崎市 6,831,414

7 福山市 6,113,588

8 延岡市 5,711,442

9 守山市 4,743,972

10 今治市 4,452,218

16 泉大津市 2,876,164

23 和泉市 2,096,876

45 泉佐野市 1,678,453

出所；経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（秘匿データは除外） 

市区町村別にみた繊維製品の粗付加価値額（表８）では、①倉敷市、②福井市、③豊橋市、

④一宮市、⑤能美市となっており、泉州地域では、⑬泉大津、㊱和泉市、㊺泉佐野市となって

いる。
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表８ 市区町村別にみた繊維製品の粗付加価値額 

市区町村名 粗付加価値額（万円） 

1 倉敷市 4,395,418

2 福井市 3,894,283

3 豊橋市 3,616,068

4 一宮市 3,350,657

5 能美市 3,306,216

6 延岡市 3,295,146

7 岡崎市 2,920,463

8 福山市 2,906,324

9 守山市 2,458,749

10 今治市 2,083,588

  

13 泉大津市 1,277,397

36 和泉市 735,575

45 泉佐野市 667,751

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（秘匿データは除外） 

 

 泉州地域の市区町村別にみた繊維工業の状況は表９のとおりである。これによると、泉大津

市が従業者数、製造品出荷額等、粗付加価値額のどれも一番高く、和泉市が 2 番目となってい

る。 
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表９ 泉州地域の市区町村別、繊維工業（従業者４人以上の事業所） 

市区町村名

事 業 所 数
従業者数

（人）

製造品出荷額等

（万円）

粗付加価値額

（万円）計
内従業者 内従業者

10 人～299 人 300 人以上

堺市堺区 8 3 - 145 151,305 66,522 

堺市中区 26 13 - 272 218,672 121,611 

堺市東区 8 - - 39 31,321 13,167 

堺市西区 12 7 - 242 1,131,120 307,230 

堺市南区 21 8 - 467 1,308,941 482,592 

堺市北区 9 2 - 76 218,627 95,375 

堺市美原区 5 1 - 39 30,845 8,509 

岸和田市 70 24 - 736 1,260,869 484,258 

泉大津市 97 39 - 1,171 2,876,164 1,277,397 

貝塚市 38 18 - 741 1,795,013 456,625 

泉佐野市 84 24 - 1,024 1,678,453 667,751 

和泉市 85 34 - 1,110 2,096,876 735,575 

泉南市 50 24 - 815 1,086,104 415,754 

阪南市 16 9 - 349 643,784 309,982 

高石市 2 1 - 21 X X

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（Ｘは秘匿データ） 

1−2．綿製品の現状 

 都道府県別に綿製品の出荷状況や産出事業所数をみると、秘匿データが除外されることもあ

り、大阪府や愛知県など、ごく少数の地域のデータに絞られてしまう。綿製品の品目別データ

は表 10 のとおりである。 



－ 84 － 

表 10 都道府県別にみた綿製品の出荷状況と産出事業所数 

出荷 
品 目 都道府県 数量単位 数 量 金額（百万円） 産出事業所数 

純綿糸（落綿糸を含む） 大阪 4,697 2,101 4 
  全国計 ｔ 40,008 20,958 28 
混紡綿糸（落綿糸を含む） 大阪 5,600 2,918 5 
  富山 1,284 1,203 3 
  全国計 t 9,904 6,091 20 
綿縫糸、綿ねん糸 愛知 1,128 1,230 7 

大阪 941 884 10 
京都 661 649 5 
神奈川 70 78 3 

  埼玉 28 29 3 
  全国計 ｔ 3,144 3,276 44 
かなきん、粗布、てんじく、細布、ネル 大阪 1,408 5 
  全国計 － 1,527 11 
その他の綿広幅生地織物 大阪 30,364 5,664 15 

岡山 12,737 3,710 9 
愛知 6,234 2,678 9 
滋賀 2,615 640 7 
静岡 1,712 522 8 
埼玉 1,599 407 3 
新潟 1,119 352 4 
広島 368 99 3 

  兵庫 184 233 3 
  全国計 千㎡ 65,880 16,590 78 
 
 
  

タオル地 愛媛 4,502 6,338 17 
大阪 1,065 998 8 

  愛知 67 59 3 
全国計 ｔ 6,699 8,240 37 

白もめん 
（さらし地、手ぬぐい地、ゆかた地） 

愛知 4,335 464 5 
大阪 3,701 525 9 

  全国計 千㎡ 8,654 1,162 18 
その他の綿小幅織物 大阪 1,548 557 5 

愛知 736 241 4 
沖縄 631 240 6 

  福岡 271 378 11 
全国計 千㎡ 3,939 1,659 36 

綿・スフ・合成繊維毛布地 大阪 6,942 2,011 6 
岡山 875 594 3 
新潟 842 652 3 
兵庫 755 673 3 

  奈良 128 131 3 
全国計 千㎡ 9,873 4,444 26 

出所：経済産業省（2017）「平成 28 年経済センサス」より筆者作成（Ｘは秘匿データ） 

1-3．タオルの輸出・輸入状況 

 1965 年以降のタオルの輸入量の推移をみると、1990 年から急激に増え、2005 年には 79,612t

とピークを迎えた後、7,000ｔ前後で推移していることがわかる（図１）。 
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図１ タオル輸入量の推移（単位 t） 

 

出所：今治タオル工業組合「今治タオル公式総合案内サイト」より筆者作成 

 

 タオルの輸入先を国別でみると、日本にとっての最大のタオル輸入国は中国（35,795t、50％）

とベトナム（30,104t、42％）で、事実上、この２ヵ国がタオルの輸入先を占めている（図２）。 

 

図２ タオルの輸入先国（2017 年、単位 t） 

 

出所：今治タオル工業組合「今治タオル公式総合案内サイト」より筆者作成 

 他方、タオルの輸出状況をみると、1970 年の 2,386t をピークに約 1/4〜1/9 にまで減少し、2005

年以降は 106〜174ｔの間で推移している（図３）。 
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図３ タオル輸出量の推移（単位：t） 

出所：今治タオル工業組合「今治タオル公式総合案内サイト」より筆者作成

タオルの輸出先を国別でみると、①韓国（42.920t、23％）と②台湾（42.346t、22％）がほぼ

同数で、③中国（29.349t、16％）、④香港（25.636t、14％）となっており、東アジア諸国を中

心に輸出されていることがわかる（図４）。

図４：タオルの輸出先国（2017 年、単位 t） 

出所：今治タオル工業組合「今治タオル公式総合案内サイト」より筆者作成

２．「JAPAN ブランド」としての「泉州こだわりタオル」 
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 以下では、中小企業庁による「JAPAN ブランド育成支援事業」を受けた「泉州こだわりタオ

ルブランドの構築」事業、以下「泉州こだわりタオル」の成果について概観していく。 

 

2-1．JAPAN ブランド育成支援事業 

 2004（平成 16）年度、中小企業庁は地域の小規模事業者が地域の実情に応じたブランド戦略

を展開するための支援を行うことを目的として、「JAPAN ブランド育成支援事業」を創設した。

既存の地域特性（地場産業）等を活かした製品等の魅力・価値をさらに高め、全国さらには海

外のマーケットにおいても通用する高いブランド力を確立すべく設けられた支援事業である。

具体的には、商工会・商工会議所等が単独又は連携し、地域の企業等をコーディネートしなが

ら行われる、マーケットリサーチやコンセプトメイキング、新商品開発・評価、デザイン開発・

評価、専門家の招聘、展示会参加、販路開拓活動等の取組を行うプロジェクトに対して総合的

に支援を行うものである。初年度は、全国の商工会や商工会議所などからの応募によって 31 件

のプロジェクトが採択された。この事業スキームは図５のとおりである。 

 

図５ JAPAN ブランドの事業スキーム 

 

出所：日本商工会議所・全国商工会連合会（2005）「平成 16 年度 JAPAN ブランド育成支援事業」 

 

 「泉州こだわりタオル」は、2006 年に「JAPAN ブランド育成支援事業」のなかの「ブラン

ド確立支援事業」のひとつに採択された1。正式な事業名は「泉州こだわりタオルブランドの構

築」で、事業実施者は泉佐野商工会議所である。当商工会議所は、補助金の手続きや実行組合

立ち上げなどの面で支援を行い、当該事業は大阪タオル工業組合の主導で行ってきた。事業概
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要は、タオル産業の発祥地としてのアピールと、こだわりのものづくりにより「吸水性に優れ、

風合いが良く、環境に優しく、安心・安全」な商品として、見た目ではないタオル本来の基本

性能による満足感を提供することである。まずは国内においてブランドの浸透を図り、その成

果を踏まえて欧米又はアジアの富裕層への提案など海外への進出を目標とする。2015 年には、

大阪タオル工業組合が事業申請者となって「泉州タオル国際ブランド化プロジェクト（仮称）」

が、同支援事業のひとつに採択された。 

 同 2006 年には、同じタオル産業に携わる今治商工会議所も「Imabari タオルプロデュース~

『新 Towel ライフ』の演出~」という事業名でブランド確立支援事業のひとつに採択されてい

る。事業概要は、生活シーンごとのアイテムを、素材や織り方などにこだわったクオリティの

高い高付加価値商品として製品化するとともに、産地ブランドとして消費者に新鮮な感動を発

信していく。国内・欧米の富裕層など、新しいライフスタイル、健康・環境への関心かが高い

層を「ロイヤルユーザー」として獲得し、本物志向層に支持される産地として、ブランドイメ

ージの確立・定着を図る、というものである。  

 同様の採択事業としては、蒲郡商工会議所による三河木綿を活用した「三河繊維製品のブラ

ンド確立プロジェクト」（2007 年、ブランド確立支援事業）や、株式会社オオサカヤ（愛知県）

による「知多木綿の技術とぬくもりで世界の親子を幸せにする『親子のきずな』プロジェクト」

（2012 年、戦略策定支援事業）などがある。 

 

2-2．「泉州こだわりタオル」の取り組み 

 以下では、「JAPAN ブランド育成支援事業」をとおした「泉州こだわりタオル」の事業成果

を概観していく。 

 日本総合研究所（2009）「JAPAN ブランド育成支援事業評価等事業報告書」では、JAPAN ブ

ランド育成支援を受けた各プロジェクトの事業成果がまとめられている。調査期間は、2009 年

３月で、調査対象は、2006 年から支援を受けていた「泉州こだわりタオル」（2008 年度に支援

３年目が終了）を含む計 36 件である。調査方法は、各商工会議所または商工会の担当者に対す

るメールでのアンケート送付である（有効回答は 35 件）。 

 そのなかで、当該支援事業の開始時期から調査時点（2009 年３月）までの各プロジェクトの

成果を尋ねた項目がある。具体的には、①商品、②デザイン、③ターゲット、④販売チャネル、

⑤パートナー（代理店）、⑥生産、⑦品質、⑧知財、⑨ブランド力、⑩自律経営の 10 項目につ

いて、「１．何もできていない」「２．アイデアはあるが決定されていない」「３．決定している

が必ずしも満足いくレベルとはいえない」「４．満足いくレベルで出来ている」「５．十分に満

足いくレベルとなっている」という回答を示すものである。 
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 回答した 35 件のプロジェクトの平均値と、「泉州こだわりタオル」の成果とを比較したのが

図 ６である。これによると、①商品、②デザイン、③ターゲット、④販売チャネル、⑥生産、

⑦品質、⑨ブランド力、⑩自律経営については、全体の平均値を上回るレベルで満足のいく成

果が出ているようである。他方、⑧知財に関しては、全体平均を上回っているものの、必ずし

も満足のいくレベルでは成果が出ていないようである。また、⑤パートナーについては、全体

平均を下回っており、アイデアはあるが決定されていない状況にある。 

 

図６ 「JAPAN ブランド育成支援事業」の成果；全体平均と「泉州こだわりタオル」との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：日本総合研究所（2009）「JAPANブランド育成支援事業評価等事業報告書」より筆者作成 

 

 同時期に育成支援事業を受けている「今治タオル」の成果を比較したのが図７である。これ

によると、①商品、②デザイン、③ターゲット、⑦品質、⑨ブランド力、については、全体の

平均値を上回るレベルで満足のいく成果が出ているようである。他方、④販売チャネル、⑥生

産、⑧知財、⑩自律経営に関しては、全体平均を上回っているものの、必ずしも満足のいくレ

ベルでは成果が出ていないようである。また、⑤パートナーについては、全体平均を下回って

おり、アイデアはあるが決定されていない状況にある。 
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 「泉州こだわりタオル」と「今治タオル」とを比較してみると、ブランド力（商品力）の向

上には一定の成果がみられたようだが、パートナー（代理店）と知財については苦戦している

ようである。

図７ 「JAPAN ブランド育成支援事業」の成果；全体平均と「今治タオル」との比較 

出所：日本総合研究所（2009）「JAPANブランド育成支援事業評価等事業報告書」より筆者作成 

上記報告書では、2008年度までの取り組み状況についてヒアリングをしており、「泉州こだわ

りタオル」の成果をまとめると以下のようになる2。 

JAPANブランド支援事業の１年目（2006年）は、産地の現状について再評価するとともに、

アメリカ視察を行うなか、「泉州タオル」というブランドをPRすることができた。２年目は、

１年目の分析をもとに商品開発を行い、販路開拓の方向性を検討した。ブランド力の訴求を目

指して、2007年 1 月には地域団体商標を取得。３年目は商品のレベルアップと、PR、販路開

拓に力を入れることで市場への浸透を目指した。1年目のアメリカ視察を通じ、商品開発や販路

開拓の面から海外市場には困難さを感じ、国内の市場を重視した。

 販路開拓については、従来の販売ルートである問屋を経由して進めてきた。ターゲットは国

内の主婦層で、より狭いターゲットは設定していない。2007、2008年度には、心斎橋（大阪）、

泉佐野、丸ビル（東京）の3箇所で展示商談会を行った結果、「今までの泉州タオルのイメージ
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とは異なる」という好感触を得て、大手百貨店との商談成立に結びついた。また、JAPANブラ

ンドのパリ・エキシビションにも参加した。３年間でネット販売システムを構築してきたが、

これについては十分な需要は開拓しきれていない。 

 商品に関しては、ブランドの認定基準（品質・検査基準）として、「泉州タオル産地で生産さ

れたタオルであること」のほか、外観や吸水性、有害物質の不使用などについて様々な基準を

設けた。また、スーピマ、ローラジンアケイアという、これまで扱ったことのない綿の素材を

使った商品を約120種類開発した。 

 同支援事業には、大阪タオル工業組合の22社（全体で106社）が参加しているが、３年間で参

加企業間に温度差が出てきた。一定規模の企業には積極的な傾向がみられるが、これまで取引

先を全面的に問屋に依存してきたこともあり、家内工業的な零細企業は自主的な販路開拓に活

路を見出しにくいようである。しかし、各社の個別な取り組みが産地全体の繁栄につながると

の考えから、必要以上に事業者をまとめるようなことはしなかった。 

  同支援事業の結果、「泉州タオル」のブランド名を冠したタオルは、累計数千万円（数百万

本）の売上を達成しており、全国的にブランド名が浸透しつつある。「機能性は高いものの、粗

品で出される実用的なタオル」といった泉州タオルの既存のイメージは、「付加価値のある商品

を提供する産地」へと変わりつつある。 

 今後の課題は継続的な販路開拓にある。展示商談会を通じて小売店との直接取引が始まった

り、ネット販売を本格的に開始したものの、売上の大きなウェイトを占めるまでには至ってい

ない。ネット販売に対しては、売り先が決まっていない段階で製造するリスクを懸念する一部

の事業者がいることも原因となっている。 

 

2-3．「泉州こだわりタオル」の課題 

 以下では、筆者らが行ったヒアリングをもとに「泉州こだわりタオル」の課題について整理

していく。 

 タオルの製造方法は、初めに綿糸の精練（洗い）、漂白、染色を行ってからタオルを織る「先

晒（先染め）」と、生地を織った後で精錬、漂白、染色をする「後晒（後染め）」の２種類のみ

である。「泉州こだわりタオル」の特徴は後晒製法にあり、吸水性が高くて肌触りのよいタオル

となっている。他方、「今治タオル」は先晒製法が特徴となっており、色糸からタオルを織るた

めに見た目やデザイン性が高くなる。そのため、ギフト商品としては高く評価されている。反

面、先晒製法ではタオルの吸水性が低くなる。製品として完成した後で再び精錬すれば吸水性

は高くなるが、その分のコストは単価や納期に反映される。 

 こうした商品特性がもたらす魅力をより積極的に消費市場に訴求していくことで、ブランド
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の認知度も評価も高まるだろう。「今治タオル」では、５秒以内で沈むことを基準にし、「水を

吸うタオル」としてＰＲしてきたが、泉州のタオル産地では「当たり前の機能」として認識さ

れていたようで、表立ってＰＲしてこなかった。輸入品との競合においても、価格差は 10〜20％、

500 円のタオルで 50 から 100 円の差があるが、「泉州こだわりタオル」の品質の高さを説明す

ると消費者の購入意向は高くなるそうである。商品のＰＲ方法としては展示会が効果的のよう

で、12 年前に大阪の難波で展示会を開催して以来、大阪市内の中心部で開催しており、多くの

来場者を集めている。当初、問屋は後援を取り下げたそうだが、来客数の多さに協力してくれ

るようになり、問屋で扱うタオルのタグも、「泉州こだわりタオル」のロゴに変更してくれるよ

うになった。現在では問屋のネームタグより知名度は上がっており、「泉州こだわりタオル」を

指名買いしてくれる顧客も増えているとのことであった。 

 「泉州こだわりタオル」のような「産地ブランド」は、製品の伝統的な産地名を訴求する上

で重要な役割を果たしているが、同じ産地でもメーカーによって商品力（品質）の差がどうし

ても生じてしまうそうである。その点は、「産地ブランド」のマイナス面なりリスクでもある。

産地の各社が商品力を高めて「自社ブランド」の認知度が高まるようになれば、「産地ブランド」

の必要性は低くなるかも知れない。しかし、特定産業の集積地としての知名度は、個別企業の

ブランド名よりも地域活性化につながる可能性が高い。両者のブランド力がともに高まってい

くことが望ましいあり方といえるだろう。 

 また、産地ブランドが果たす社会的役割も大きい。2011 年３月に東日本大震災が生じたとき、

大阪タオル工業組合は大量のタオルを被災地に送る緊急支援をした。国内にタオル産業の集積

地があるからこそできたことで、輸入品のみでは対応は難しいだろう。現在は、生産途中で発

生する余剰生産分を緊急支援用として２万枚（100 ケース）常備しているという。 

 

３．むすび 

 

 本稿では、「JAPAN ブランド」のひとつとして事業展開している「泉州こだわりタオル」の

現状と課題について整理していった。はじめに、「平成 28 年経済センサス」における繊維工業

のデータから、繊維産業全体やタオル産業の現状を整理していった。次に、中小企業庁による

「JAPAN ブランド育成支援事業」を受けている「泉州こだわりタオル」の事業活動と成果をみ

ていった。そして、筆者らが行った実態調査から得られたデータなどをもとに課題を整理して

いった。 

 今後は、「泉州こだわりタオル」の事業を継続的に調査していくとともに、「JAPAN ブランド」

の名を冠した他の商品や産業などの取り組みについても比較調査していくことで、国内地場産
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業の発展に関する研究を進めていくことが課題となる。
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わが国のタオル生産と事業承継 

－大阪府泉佐野市を中心として－ 

石川 和男

はじめに 

 わが国のタオル生産発祥の地は、「泉州」と呼ばれた現在の大阪府泉佐野市である。泉佐野市

では、現在も発祥の地の名にふさわしく、連綿とタオル生産が継続されている。本稿では、大

きな戦争を挟みながらも、100 年以上にわたり、産地として衰退することなく、タオル生産が

継続し、さらには近年の輸入品との競争にも対応し、タオル生産が継続している状況を取り上

げる。まず、泉州と呼ばれる地域でのタオル生産の歴史から簡単に振り返る。そして、わが国

のタオル生産の 近半世紀における変化を概観し、いわゆるタオルメーカー（製織企業）の事

業活動を取り上げる。その中では、技術開発と事業承継がキーワードとなる。他方でタオル産

業も例に漏れず、産業集積内での協働体制が重要となる。この協働体制を構築し、維持してい

く上での課題についても取り上げ、考察したい。

１ 泉州地域におけるタオル産業の歴史と生産 

(1) わが国におけるタオル生産概史

1）タオル生産の黎明期からの展開

わが国のタオル産業の歴史は、1872 年にイギリスからタオルが輸入され、襟巻として一部で

愛用されたことに始まる。1887 年、佐野村（現在の大阪府泉佐野市）の白木綿業者であった里

井圓治郎が、パイルをつくる「打出式（テリーモーション）」（現製織法）の開発に成功した。

これにより里井は、わが国タオル産業の創始者といわれるようになった。この背景には、当時、

同地域が綿織物が盛んであったことが下地にあった。翌年、大阪の中井茂右衛門が、里井と同

じ方法によってタオル製織に成功し、その織機は「打出機」と名付けられた。その後、同地域

を中心に里井の意志を継いだメーカーと和泉山脈水系の良質な地下水によって、高品質な「泉

州タオル」が生産されるようになった。他方、現在の泉州タオルにおける国内 大のライバル

である愛媛県今治市では、1894 年に阿部平助によって、今治タオル工業が創始された（ダイワ

タオル提供資料）。「タオルといえば今治」と連想する人は多いが、実際のスタートは、泉佐野

市の方が少し早かった。

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009135

http://doi.org/10.34360/00009135
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 1900 年、里井と熊取村（現在の大阪府泉南郡熊取町）の佐々木米太郎が、ジャガードによる

紋タオルの生産を開始した。1906 年には、佐野村のタオル業者 25 名によって「佐野タオル共

同会」が組織された。その後、第一次世界大戦後の 1923 年には、佐野タオル共同会が共同染色

試験場を設置し、1928 年には佐野タオル工業組合が設立された。さらに 1932 年には組合地区

を大阪一円とし、大阪タオル工業組合が設立された。第二次世界大戦に入る 1941 年には、企業

合同が行われ、大阪タオル工業会が発足した（ダイワタオル提供資料）。このように現在から遡

ること約 130 年前、タオルが現泉佐野市を中心に生産が開始され、次第に産業集積を形成する

ようになった。そして、同業者の集合体としての組合組織も形成され、幾度かの組織変更を経

ながら、第二次世界大戦前には産業集積としての骨格を形成していた。 

2）第二次世界大戦後の展開 

 第二次世界大戦後、タオル業界では配給原料によって生産を再開したが、衣料品の配給統制

を経験した。1952 年には、大阪タオル調整組合（現組合）が設立され、1958 年に大阪タオル工

業組合に改称された。1960 年代になると、わが国は高度経済成長期を迎えたが、タオル業界で

は自動織機の導入が始まり、1964 年にはタオル生産が中小企業近代化促進法の指定業種となっ

た。他方、1970 年代には、中国や台湾からの輸入タオルが次第に増加するようになった。そし

て、わが国のタオル産業がグローバル競争に巻き込まれていくこととなった 1980 年代には、大

阪タオル卸商業組合と大阪タオル工業組合による大阪タオル振興協会が設立され、振興事業が

推進されることになった（ダイワタオル提供資料）。これは生産と販売を一体として競争力をつ

けようとした意図が働いていたと理解できる。その背景には、国内産地（今治市）間での競争

と、グローバル競争において競争優位を図ろうとするものであった。 

 1985 年には、設備共同廃棄事業が実施され、60 社において 663 台が廃棄されることになった。

その 2 年後に、35 社 392 台へと社数も機械の台数も 4 割減少した。そして 1992 年には、わが

国の製造業を中心として｢中国ブーム｣が起き、同地域のタオル業界でも中国・上海でのタオル

事情の視察を実施するなどの活動が見られた。2000 年には、組合事務所にタオル常設展示場及

びアンテナショップが設置された。これは消費者動向を観察するためであり、生産レベルでの

発想から消費レベルへの発想を取り入れる取り組みであった。2001 年には、中国からの輸入が

激増し、これらに対応するための協議が繰り返された。2003 年には輸入品のタオルとの差別化

を図るために「泉州こだわりタオル」ブランドが立ち上げられ、2005 年にはこれを商標登録し

た。翌年には、JAPAN ブランド育成支援事業に応募し、大阪府では唯一採択された。ブランド

化事業はさまざまな業界や企業において、製品だけではなく、サービスについても行われてい

るが、このような流れにも乗ろうとしたことがわかる。2007 年には地域団体商標に「泉州タオ

ル」を登録した。同年より、「泉州こだわりタオル」の出展を開催し始めた。2017 年には、タ
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オルの製織が開始され、泉州タオルが 130 周年を迎え、展示会等さまざまな場所での露出度を

高めている（ダイワタオル提供資料）。このように泉州地域のタオル産業は、どちらかといえば

時代に先行するのではなく、時代の流れに沿うように、これまで継続してきたことがわかる。

決してマーケティングが際立つものではないが、産地を守り、生産を守り、製品を守るための

防衛のための活動はいたるところで観察することができる。

(2) 泉州タオルの特徴

「泉州タオル」という名称は、先にあげたように 2007 年の地域団体商標への登録により、使

用されるようになった。しかし、泉州タオルは「今治タオル」に比べて、その知名度は浸透し

切れていない。それは今治タオルは「ギフト用」でその地も知られるが、泉州タオルは企業が

社名を入れて顧客に贈る「ノベルティ用」が多く、泉州という地名（地域）が前面に出ないた

めにその知名度は低かった。他方で、今治タオルと比較した上での特徴、製品機能上の特徴な

どもある。

1）泉州タオル生産上の特徴

泉州タオルの特徴は、糸を強くするための糊や蝋を漂白するなどして、途中で取り除く「後
あと

晒
さらし

」である。後晒という独特の生産方法は、タオルを織り上げた後に、精錬・漂白といった「晒

し」を行うためにこのように呼ばれている。同製法では、タオルを織る際、糸切れを防ぎ、ス

ムーズに織機を動かすために糊付けをされた糸を使用している。したがって後晒タオルは、織

った後に 後に「さらし」の工程を入れ、糊や綿の油分や不純物を洗い落としているため、吸

水性が高く、肌ざわりのよいタオルとなる（大阪タオル工業組合パンフレット）。なお、世界で

＜図表 1 後晒タオルの工程＞ 

＜準備＞

綿糸 

チーズ・

コーン巻

→

＜サイジング＞ 

荒巻           糊付 

縦糸の強度を高め、織り 

やすくするため糊をつける

→

＜織り上げ＞

製織
→

両耳の縫製

→

＜後染晒＞

水洗いの繰り返し、その後、乾燥

酵素等で糊を抜き、綿の不純物を

取り除き、漂白や染色をする 

→
ヘム縫製

→
検査 

→
出荷 

（出所）大阪タオル工業組合パンフレット（一部改）
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一流（高級）とされるタオルのほとんどは、後晒製法で生産されている（大阪タオル工業組合）。

この後晒タオルの工程を示したのが図表 1 である。 

2）泉州タオルの機能上の特徴 

 泉州タオルの機能面での特徴は、後晒工程にあるため、3 つに整理することができよう。そ

れは、①優れた吸水性、②下したてでも清潔であること、③心地よい肌ざわりであること、で

ある。まず、優れた吸水性は、タオルで も重要な機能とされる。しばしばテレビ番組などで

タオルを水に浸し、どのくらいの時間経過後に水中に沈むかということを実験する映像が流さ

れる。これはタオルの機能において、吸水性が重要であることを示すものである。この吸水性

を発揮するには、泉州タオルが製織時に使用する糊や蝋と綿の油分等を洗い落とすことで、タ

オル本来の優れた吸水性を発揮できる。また、下したてでも清潔であるという特徴は、後晒工

程でさまざまな不純物を洗い落とし、仕上げられているため、清潔であり、下ろしたてでもそ

のまま使用することが可能である。さらにふんわりとした心地よい肌ざわりという特徴は、赤

ちゃんや敏感肌の人でも十分にその機能を発揮できるものとされている（大阪タオル工業組合

パンフレット）。 

 このような機能面での特徴は、15 秒や 30 秒のテレビ CM などでは全く伝えることができな

い。したがって、通常のプロモーション手段では、その機能面での特徴（優位性）が伝えられ

ないため、その知名度がなかなか上がらずに今日に至っているという理由もあろう。 

 

２ 泉州地域におけるタオル生産 

 

 図表 2 は、1960 年からの半世紀にわたる泉州地域での組合員数と生産量の変化を示したもの

である。これを見ると、大阪タオル工業組合の組合員数（社数）は、1980 年代前半にピークを

迎え、生産量は 1990 年前後がピークであったことがわかる。しかし、現在の組合員数は約 8

分の 1 に減少し、生産量も 4 分の 1 から 5 分の 1 にまで減少している。われわれの日常生活に

おいて、タオルの使用回数あるいは使用場面が減少しているわけではないため、需要量の減少

ではなく、海外からの輸入品の影響が大きいことはすぐに理解できよう。また、国内の 大産

地である今治市との競争も影響しているといえる。 

 大阪でのタオルの生産量がピークであった 1990 年前後には、約 4 万トンのタオルが生産され

ていた。同じ時期のタオルの輸入量（全国ベース）は、1 万 6 千トン強であった。しかし、2017

年には大阪でのタオルの生産量は 8,000 トン強にまで減少し、輸入量は 7 万トン強に達してい

る。つまり大阪のタオル生産量は 5 分の 1 になり、輸入量は 4 倍になっている。これまでのと

ころ、輸入量は 2005 年前後に 8 万 5 千トン弱となり、 高を記録したが、その時期に比べると 
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輸入量は 1 万トン以上減少し、大阪のタオル生産量もその時期からほぼ安定した状況となって

いる。ただ、企業数は生産量の安定化とは反して、一貫して減少している。企業数の減少は、

今後の生産量を保持する上でも、また究極的には泉州タオルを選好する顧客の期待に応えるた

めにも非常に大きな問題となろう。それは企業数が減少しても、1 社あたりの生産量が増加す

れば、生産量は保持され、顧客の期待に応えられるかもしれない。しかし、タオル生産は、図

表 1 のタオルの生産工程でも示したとおり、1 社内で完結するわけではなく、生産地（地域）

における工程分業が行われているところに大きな特徴がある。そのため、早くからタオル生産

に関わる組合が形成されてきたともいえる。したがって、その工程を担当する企業が休業・廃

業してしまうと、当該地域における生産が極端に減少し、ついには消滅することも考えられる。

これまでにもわが国では、伝統産業とされてきた工芸品では、地域において分業が行われてき

＜図表 2 泉州タオル産地の組合員数と生産量の変化＞ 

年 組合員数（社） 生産数量（トン）

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

289 

402 

464 

666 

679 

554 

442 

286 

200 

141 

103 

104 

101 

102 

100 

98 

95 

88 

5,368 

17,231 

26,734 

28,398 

36,586 

37,487 

40,731 

30,772 

18,614 

11,491 

8,845 

8,951 

8,986 

9,067 

8,704 

8,202 

8,583 

8,443 

（出所）大阪タオル工業組合（一部抜粋）
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たものが多く存在した。ただ、当該地域でその分業過程を担当する事業者の休・廃業により、

事業が立ち行かなくなり、産地としての生産量が減少し、もはや産地とはいえなくなった工芸

品も数多くある。

 このような事例を考えると、組合員（社数）の減少は、完成品を生産するメーカーの減少だ

けではなく、生産工程を担当する事業者の減少にもつながる。また、生産工程を担当する事業

者が休廃業を選択することで、完成品を生産するメーカーの減少につながる可能性もある。そ

のため、単独の企業が事業を継続させる努力をするだけではなく、組合として事業を継続させ

る努力も必要となる。さらには組合員、組合だけではなく、地方自治体や管轄する国の機関の

支援も必要となろう。先にも取り上げたように、近年はブランド化を進め、泉佐野市のふるさ

と納税で人気の謝礼品となっているが（朝日新聞 2015.11.28）、このような支援が各方面からな

されるのが産地を守る上では重要となろう。

他方、海外市場ではヨーロッパへは中国、インド、トルコなどがタオル製品を輸出している。

今治タオルは、一足早く 2009 年からヨーロッパの展示会に継続的に出展をしている。パリで起

きたテロによって見送りとなったが、泉州タオルは、販売店を出す計画も進めていた（朝日新

聞 2015.11.28）。このような市場のとらえ方について、異なった見方をする必要もあろう。わが

国は、牛肉を輸入するだけで、国内事業者がその影響を被らないことにこれまで腐心してきた

歴史があった。しかし、「和牛」の輸出に見られるような逆に輸出を試みる態度を大切にする必

要もあろう。これらは多くの貿易上の問題として取り上げられてきた農産物だけではなく、多

くの分野の製品についてもいえる。実際、ほぼ輸入品に依存している製品分野でも、さまざま

な障害を乗り越え、海外輸出している製品は少なくない。

３ タオルメーカー（ツバメタオル株式会社） 

 ここでは、泉州地域における中心的なタオルメーカーであるツバメタオル（株）を取り上げ

る。同社は 100 余年の歴史を持ち、現在の会長が 3 代目の経営者である。同社における生産面

での特徴に触れ、泉州地域における協働活動、そして事業承継の経緯と承継環境の変化を中心

に取り上げる。

(1) ツバメタオルの概要

今回、春期実態調査で訪問させていただいたツバメタオル株式会社は、大阪府泉佐野市日根

野に所在している。1913 年（大正 2 年）7 月に創業、1962 年（昭和 37 年）2 月に設立された。

現在の役員構成は、代表取締役会長として重里豊彦氏、副会長重里登美子氏、取締役社長粟井
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武司氏、営業本部長櫛谷幸次氏である。主たる事業所では、本社および本社工場が大阪府泉佐

野市日根野に所在し、東京都中央区人形町に東京事務所がある。また、協力工場として染色晒

し加工を行うダイワタオル共同組合（大阪府泉佐野市南中樫井）がある（ツバメタオルウェブ

サイト）。 

 同社の取扱商品は、オリジナルオーガニックコットンタオル、有機精練加工の食べられるタ

オル、タオルが主である。 低ロットは、フェイスタオル 1,000 枚、ハンドタオル 2,000 枚、バ

スタオル 500 枚である（大阪・泉州繊維産地ものづくりガイドブック 2013）。同社は、国内の

タオル生産工場として 大規模であり、日本一の生産量を誇っている。年間生産量は、フェイ

スタオルに換算すると 2,000 万枚にもなる。また、高度化した先進国の消費者ニーズに応え、

安心・安全でかつ、幸福感を味わえるタオル製品を提供し続けてゆくことを目標としている（ツ

バメタオルパンフレット）。 

 同社の企業理念は、「人と環境に優しいタオルづくり」である。この企業理念を実現すべく、

生産技術のイノベーション、原料調達面でのエコロジー活動、そしてフェアトレードの 3 つの

側面において世界のリーディングカンパニーとなることを目指している。また、安心・安全で

かつ幸福感を味わえるタオル製品を提供し続けようとしている。 

 

(2) ツバメタオルの生産面における特徴 

1）生産過程の特徴 

 ツバメタオルは、環境との共生のため、有機精練というエコロジーな生産方法によりタオル

生産を継続している。低炭素社会の実現に向け、いち早く大規模太陽光発光プラントを導入し、

機械設備稼働のために極力再生可能エネルギーを活用している1）。晴天時には同社の太陽光プ

ラントで発電した電力だけで、1 日あたり約 25,000 枚のタオル生産が可能である。また、有機

精練の取り組みは特筆すべきであろう。タオルは直接素肌に触れ、幼児が口元に持っていくこ

とが多いが、ずっと使用するものであるため、食べられるくらい安全なタオル生産を目指して

きた。女性や赤ちゃんなどデリケートな肌の人や敏感な人のために身体の安全をしっかりと考

えてつくられたのが有機精練タオルである。この生産までには、同社では数多くのイノベーシ

ョンが重ねられてきた。まず、糸を巻く際に使用していたポパール糊（化学糊）の使用をやめ、

ジャガイモからできている澱粉糊（天然糊）への使用に切り替えた（ツバメタオルウェブサイ

ト）。糊抜きでは、酸化糊抜き剤の代わりに酵素糊抜き剤の使用へと切り替えた。優れた吸水力

は、苛性ソーダ処理のものに劣らない程であり、肌ざわりは綿本来の天然の柔らかさが生きて

いる。この有機精練の技術は、2008 年日経ものづくり大賞を受賞してる（大阪タオル工業組合

パンフレット）。 
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 同社では苛性ソーダを使用せず、酵素と石けんなどの利用により仕上げ、体にも自然環境に

も優しいタオル生産を行っている。それは綿を 100%使用し、塩素による漂白や化学染料によ

る染色をせず、綿花本来の油分を少し残すために柔軟剤を使用せずに綿花本体の柔らかさが感

じられ、柔軟剤を使用せずに綿花本来の柔らかさを感じられるものとしている。そして、水洗

いを繰り返した後に仕上げるため、非常に清潔であり、使い始めから優れた吸収性を発揮し、

汗や水分なども気持ちよく吸収できる（ツバメタオルウェブサイト）。このような従来の過程や

生産の否定である「せず」は、本来は行った方が生産効率は上がるものである。しかし、あえ

てそれを行わないことにより、 終消費者（使用者）は、安全な製品を手にすることができる。 

2）企業外との協働活動

ツバメタオルでは、企業内での技術革新としてのイノベーションにとどまらず、関連企業と

の協働による取り組みも重視している。たとえば、顧客ニーズに対応するため、安全で安心で

き、使い心地のよいタオルづくりを目指し、原綿段階での素材開発や内外紡績メーカーと協働

し、素材開発も手掛けている。たとえば、①水溶性ビニロンを使用しないエコロジーな製造方

法によるふわふわ感の追求（「クリスタルソフト2）」「アントゥイッシュ3）」）、②超高級原綿を使

用したふんわりタオル（「スヴィンゴールド4）」「天山路5）」）、③組織的に安定した繊細なボリュー

ム感を追求した素材開発・製造技術の革新（「オーガニックキャノン6）」）などがある。

原材料調達では、同社はオーガニックコットンの使用に取り組んできた。原材料の調達では、

直接インドの栽培農地を訪れ、オリジナルのオーガニックコットン綿糸を調達している。タオ

ルの柔らかさと耐久性を出すため、通常よりも繊維長が長く、高級シャツ地に使用されるラン

クの高級オーガニックコットンを使用し、こだわりのオーガニックコットンタオルを生産して

いる（大阪タオル工業組合パンフレット）。そのため、タオル製品でのオーガニックコットンの

使用量は日本一である。この背景には、地球環境の保全およびフェアトレードの観点から綿花

栽培の無農薬化支援がある。特に農薬による環境破壊と農園労働者に対する薬害が心配される

インドにおいて、無農薬農法による綿花栽培を支援している。そのため、実際にインドの栽培

農地を訪れ、現地の栽培方法を確認し、栽培から紡績までオリジナルなオーガニックコットン

をつくる。また柔らかさを出すため、甘撚りであっても強度を保てるよう、通常よりも繊維長

の長い高級原綿を使用するなど、考え抜いたオーガニックコットンである。これらの産地は、

インド 大の綿産出地帯であるマハラシュトラ州ヤバトマール、コインバトール地方のオーガ

ニックコットン農場で栽培された綿花を使用している。こうした環境に配慮し、綿づくりに携

わる人々の人道支援については NGO を通じて行っている。この取り組みに対しては第 1 回「い

きものにぎわい企業活動コンテスト」において社団法人アロマ環境協会賞を受賞している。こ

のようにサプライチェーンの起点である海外の綿農家を協働者として取り込むことから開始し
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ている。単にサプライチェーンのメンバーとして取り込んだだけではなく、継続的な取引関係

の構築には、生産に関わる人たちへの人道支援など、多面的な支援を行っていることも読み取

れる。 

 同社では、タオル製品は実用商品としての側面があるため、多様な機能を有するタオル生産

のための研究開発を行っている。特にエコロジー加工は、後で取り上げる協力関係にあるダイ

ワタオル協同組合とともに、環境・人体にできるだけ負荷をかけない染色方法を追求し、染色

のメニューとしていくつかの染料を用意している。これらの染色方法は、有機精練と一体とな

っている。たとえば、ドリンク染め（天然色素染色加工）として、ココア染、緑茶染、麦芽染、

紅茶染、コーヒー染などがある。これらは天然色素のエコロージー加工を施すことにより、タ

オル類も綿 100%のものを使用しているため、肌に優しい。また、自然界に存在している食物

を使用するために無公害であり、ドリング染めは加工時における排出液など、環境や生態系に

関わる部分でも無害である。さらにフードカラータオル（食用色素染色加工）は、食品衛生法

の製品検査に合格した食用色素を染料として使用している。柔軟仕上げ剤は大豆から作られた

大豆イソフラボンの成分を使用し、従来の柔軟剤よりも安全性が高くなっている。羊羹、イチ

ゴシロップ、清涼飲料水・生菓子、蒲鉾、ケチャップなど身近な日常食品に使用されている食

用色素を染料として使用している。なお食用色素の品質は、法定規格を遙かに上回る高純度な

ものであり、色素含有量のバラツキがなく常に均一な色素が得られる（ツバメタオルウェブサ

イト）。 

 さらに付加価値機能開発では、マイクロファイバーハイブリッド（超高吸水）は、①綿とマ

イクロファイバーのハイブリッド構造により、究極の高吸水性を実現、②速乾性、③マイクロ

ファイバーにより汚れを簡単に除去、④無撚糸のような柔らかい風合い、を特徴としているま

た防災タオルや抗セシウム、抗ウィルスなど、日本社会の問題に合わせた付加価値の高い技術

 

（写真）ツバメタオル工場内：筆者撮影 
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革新を行い、製品化している（ツバメタオルウェブサイト）。このような付加価値の開発は、同

社内だけでは達成できない。そのためダイワタオル協同組合のような組織との連携・協働によ

り、より付加価値の高い製品へと仕上げられていく。 

 

(3) 事業承継時から現在まで 

1）現会長の事業承継経緯 

 ツバメタオルでは、2016 年 11 月、現代表取締役会長の重里豊彦氏が、代表取締役社長から

代表取締役会長となった。この際、代表権の移動は行われていない。現会長は大学卒業後、繊

維専門商社に入社し、3 年間勤務した。会長は 3 人兄弟の次男であり、長男は医学部に進み外

科医となり、三男は工学部に進み大手電機メーカーに勤務している。それぞれ 2 歳違いである

3 人兄弟は、タオルメーカーを承継するという前提で教育されてきたわけではないという。自

宅は会社の近くにあったが、会長が会社を訪れたのは 6 歳の時に新工場建設の地鎮祭の記憶だ

けという。そのため、工場の中にどのような機械があるのかも知らなかったそうだ。したがっ

て、会長も大学卒業前に就職活動をし、商社に入社後も事業承継するという気持ちにはなって

いなかったそうである。ただ、商社マンとして勤務している中で、当時社長であった実父から

戻るようにいわれ、拒否する理由もなかったため、退社し、同社に入社した。ちょうど同社で

は、従来の機械よりも 3 倍から 5 倍の能力のあるヨーロッパで革新的とされた機械を既に 5 台

導入していた。そこで会長が同社に入社するのであれば、全台をそれに切り替えることを見通

していたという。これは同社には大投資であり、代替わりに備えて革新に取り組むというもの

であった。 

 以上のような経緯があり、現会長は 20 代半ばで同社に入社した。まず、織布、原料となる糸

の調達などの準備、ミシンなどの各部署を経験し、営業を担当することになった。こうして社

内からは後継者と見なされるようになっていった。ただ、各部署の部課長は会長よりも年長で

あり、衝突もあったそうだ。この根底には、商社勤務時代との業務のギャップのようなものが

あった。同社にはそれまでマニュアルのようなものはなく、契約書が取り交わされる環境でも

なかった。一方、商社ではデータに基づいた経営管理が行われており、仕事には手順があり、

会長はそれが商社勤務時代に身についていたからと述懐している。実父である社長は、その様

子を見て、特に口を挟むことはなく、見守っている状況であった。 

2）事業承継直後の状況 

 会長が 30 歳の時、当時社長であった実父は代表権を委譲し、引退した。1988 年のいわゆる

バブル経済時期であった。ただ代表権を委譲し、引退したとはいうものの、以前とは変わらず

に出社していた時期もあった。実父は 5 人兄弟の長男であり、典型的な長男としての心構えと
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行動力を持っていた。ツバメタオルの創業者である父親（会長の祖父）は、合弁でタオル生産

を手掛けていたが、独立し、同社を設立した。実父は 2 代目ではあるが初代のような志を持ち、

行動していたという。

会長が社長となった時期は、ちょうどバブル経済期であり、日本中が不動産投資に湧く、ス

トック経済の時代であった。そのため、同社へも毎日のように不動産投資の話が持ちかけられ

ていた。しかし、会長はそのような話には目もくれず、本業のことしか考えなかった。そのた

め、多くの人からは機会損失につながることも指摘されたという。やがてバブル経済は終焉を

迎え、世の中の風向きも大きく変化した。次第にキャッシュフロー経営や在庫を持たない経営

のよさが指摘されるようになり、インフレはいつの間にかデフレへと変化した。ここまでの実

父と会長の行動は、まさに「初代はインフレには強いが、二代目はデフレに強い」ということ

ができよう（実際は実父は 2 代目、会長は 3 代目になるが）。 

1990 年代後半になると、中国を中心に海外進出がブームとなった。当時は海外進出をしない

のは、座して死を待つようものという言い方もされた。そこで会長も何度も中国の視察へと出

かけた。しかし、中国進出には、現地に実父か自らのどちらかが張り付き、骨を埋める覚悟が

なければ、成功しないことを悟ったという。ただ、そのくらいのリスクを払っても、リターン

はそれほど見込めないことも感じたそうだ。そこで、同様の苦労をするのであれば、国内で苦

労をすることを選択した。泉州地域におけるタオルメーカーは、同じタオル産地である愛媛県

今治市のメーカーに比べるとその規模は相対的に小さい。今治市では、当時中国に進出したメー

カーが複数存在したが、現在も生産を継続している企業はごくわずかである。さらに中国事業

の失敗により、国内事業の業績にも影響した企業が少なくない。1990 年代には、ツバメタオル

は全国のタオルメーカーでは 14～5 位であったが、現在は 5 位以内に入る規模となった。 

3）事業承継後の経営革新

しばしば、事業を継承した後、承継者（後継者）は何らかの革新的な事業に取り組むことが

指摘される。しかし、これらは結果から見た理屈に過ぎない。それはすべて結果が見えた上で

の行動ではないためである。これまで会長は、実父から事業を引き継ぎ、ただの 1 年も安心を

して新しい年を迎えたことはないという。常に不安を抱え、目の前の課題を乗り越えることに

精一杯であったそうだ。したがって、健全な経営とは、結果の分析ができるに過ぎない。会長

は、これまでモノを生産する人間は、自ら生産したいモノを生産する傾向があり、それを市場

に押しつけてきたことを感じ取っていた。現在では当然のことのように「マーケット・イン」

や「消費者目線」などといわれる。しかし、会長は当初から生産者の目線ではなく、客観的に

消費者の目線でタオル生産に関わってきた。しばしば「現在でもタオルは好きではない」とい

う言葉を話されるそうだが、この言葉は、客観的にタオル生産を見ることができる証左でもあ
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ろう。 

 このようにタオル生産を客観的に見ることができるのは、業界活動にも役立っている面があ

る。地場産業が盛んな地域では、たいていの場合、当該地域の産業を支える組合が存在してい

る。これまで会長は、大阪タオル工業組合、日本タオル工業組合の理事長を歴任してきた。現

在は、日本タオル工業組合の理事長職にある。大阪タオル工業組合の理事長は、会長が理事職

に就任するまで任期 2 年の名誉職的位置づけであった。しかし、会長が 40 代半ばで組合が消失

しそうな場面で理事長職を任され、組織面、財政面でも立て直し、現在の組合にしてきた。当

時は、百貨店でのタオル販売が縮小し、卸売業者が倒産する時代でもあった。まさに「国産タ

オル不況」という言葉通りの時代であった。しかし、組合を立て直せたのは、客観的に組織を

見られたことが生きたといえよう。それは単なる思い入れだけでは生き残れず、実際に動かす

力がなければ、物事も組織も崩壊する。会長の場合、客観的に観察できる目が生きたといえよ

う。それは組合を守る意味において、タオルの産地ブランド化をし、国の役所と折衝すること

で産業政策を垣間見られ、その方向性を嗅ぎ取ることで誤ることのない舵取りをしてきたとい

える。 

4）実父から伝えられたこと 

 会長が、実父から教えられたのは「信用を守る」ことであった。信用というのは「誰からの」

ということが重要だが、それは金融機関からである。かつては同業他社では得た利益を株主に

配当する傾向が強かった。中小企業の場合、株主はほぼ家族である。つまり、利益は家族のも

のとし、9 割方家族でその利益を配当として受け取るような状況もあった。同社では、そのよ

うなことはせず、利益は内部留保し、体力をつけていった。家族で配当を受け取っていた企業

は、内部留保がないために瞬く間に倒産することもあった。同社が無借金経営を長年続けられ

るのは、「信用を守る」という父親の言葉を実行し、今後の経済変動にも十分に対応できるもの

である。 

 会長は、卸売業者が倒産した際、財務諸表を見ると驚くことがあるそうだ。それは架空の売

上や在庫が計上されていることではなく、過大な含み損があることである。かつて取得した土

地や建物などの評価が当時のまま記載され、現状とはかけ離れていることがある。これは資産

取得にばかり目が行っていた時代の名残であり、ストック経済の時代と騒がれ、わが国全体が

舞い上がっていたバブル経済時期、そのようなものには目もくれなかった同社の誇りでもある。

したがって、内部留保を増やすことは結果へのこだわりである。 

 会長は長く営業をしてきた中で、取引ごとで損失を出したことはないという。世間では「損

して得を取れ」という風潮もあるが、それを否定してきた面がある。ただあるとき、実父から

営業に行くことを止められたことがあったそうだ。当時の営業部長とは、このような会長の姿
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勢とはそりが合わなかったが、実父から「商売とは牛のよだれのようなもの（細く長く切れな

い）」といわれ、営業部長のやり方を観察し、時には取引先にも花を持たせることも大切である

とされた。 

5）事業承継の思い 

 会長は事業承継については、これまで順調に進み、障害になっていなかったものが、近年障

害となり始めたという感覚を強くしているという。それは 近 20 年くらいのことであろう。事

業承継は、世間では「家業」「天職」であるため、承継する意義が強調される。しかし、基本は

稼ぐことが十分にできるから承継する意義があることを念頭に置かなければならない。きちん

と利益を出すのがプロフェッショナルであるが、昨今そのようなプロ意識が薄れている。背景

にはマスコミ報道の問題もある。プロは金を稼ぐことであるが、その面がスポーツなどでは光

が当てられることは少ない。 

 現在、事業承継が進まなくなった背景を考えると、ユーザー（事業承継の当事者）の立場で

の制度、特に税制はなっていないことに問題がある。それは後継者が事業承継をし、やる気を

起こさせるようなものではない。家業だから、従業員のため承継しなければならないというこ

とはいうべきではない。このような部分に光を当てるのはおかしい。このような①精神論（家

業だから）、②責任論（従業員のため）では、後者は現在のような人手不足の時代は全く意味を

なさない。またわが国の税制では、中小企業の株式は、本来売却することが非常に難しい。売

却することが難しいものを譲渡するために税金を支払う必要がある。これが致命傷となってい

る。実際に売却できないものを評価し、相続税を支払うこと自体に無理がある。いきなり評価

し、買い手のいない株式をというのは問題である。このような状況があるため、経営者が元気

なうちに譲渡となるが、それが現場では理解しづらい。特に何のために誰のために承継する必

要があるかを考えなければならない。 

 

４ タオル生産を支える機関の対応 

 

 タオル生産は、図表 1 にも示した通り、工程が何段階にも分かれ、産業集積地では各工程に

おいて早くから分業が行われてきた。織り上げ（製織）がメインの工程であり、「タオルメーカー」

といわれる所以がここにあるとすれば、その前段階や後段階においては、さまざまな機関がそ

れに協力し、協働体制を取ることが必要となる。ここではダイワタオル協同組合を取り上げ、

いわゆるタオルメーカーへのさまざまな支援体制について取り上げる。 
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(1) ダイワタオル協同組合の事業活動 

1）機関概要 

 ダイワタオル協同組合は、1950 年（昭和 25 年）5 月に設立された。大阪府泉佐野市南中樫井

に所在し、現在の組合員数は 10 企業であり、従業員数約 100 名、出資金 1 億 3 千万円である。

なお、同協同組合の理事長は前節で取り上げたツバメタオル株式会社の代表取締役会長でもあ

る重里豊彦氏である。タオル漂白・染色整理、新商品・新技術開発、共同購入・販売を主な事

業としている。主要設備は、連続精練装置、オーバーマイヤー漂白機、真空精練漂白機、コー

ルドブリーチ装置、オーバーマイヤー染色機、液流染色機、ベーキング機、テンター仕上機、

シリンダー乾燥機、熱風乾燥機、タンブラー乾燥機などである（ダイワタオル協同組合パンフ

レット）。 

 現在、社員は新卒採用と中途採用により、採用している。ただ、20 年ほど前に関西国際空港

が開港して以降、雇用の場と雇用者数が一気に増えたことにより、思うように採用が叶わなか

った時期があった。また団塊世代と若年世代の間の年齢層が少ないなど、人員構成では空洞が

発生した部分もある。いわゆるバブル経済の時期には、150 名の社員が在籍した時期もあるが、

タオル不況により人員が自然減少し、また補充、新規採用をしなかったため、年齢構成にいび

つな部分ができた層もある。現在の平均年齢は 42 歳である。 

同組合の社員構成は、理想的な形ではなく、若干歪な社員構成となっている。これには他産

業や他企業・他組織でも同様の事例が多々見られるが、経済環境や社会環境により、影響を受

ける場合が多い。特に人材募集がうまくいかない背景には、タオル染色は職人気質のような部

分もあるために忌避されることがあることと、人材養成がうまくいっていない面があるようで

ある。 

 かつては、工業高校で染色を学ぶことができる学校もあったが、 近は「工業デザイン科」

 

（写真）左：大阪タオル組合会館、右：ダイワタオル工業工場内（筆者撮影） 
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などに変わってしまい、染色の授業がほぼ消えてしまってる。京都工芸繊維大学や信州大学や

群馬大学など、糸へん産業が盛んであった地域に所在している大学では、講義科目や実習科目

も多く配当されていた。しかし、それが次第に姿を消し、京都工芸繊維大学などでは大学院に

進まなければ学ぶことができない状況となっている。こうした産業を支持する教育面での問題

も影響してる。このような状況を考えると、同組合は泉州地域の製織メーカーからの依頼によ

りタオルの染色を主な事業としているが、メーカー側では後継者の問題もあり、多くの場合、

家業か一般企業あるいは専門職への就職かで、悩む場合が多いようである。

2）ダイワタオル協同組合の事業活動

オリジナルタオル機能商品分野はいくつかに分かれている。抗菌防臭・制菌分野、イノべー

ション分野、スキンケア分野、新鮮カラー分野、高吸水分野、癒やし分野、エコロジー分野、

高機能分野に分けられる。これらの分野の商品は、特許を取得し、さまざまな基準や規格に対

応した商品も多数あり、その商品のオリジナリティと品質の安定性が目立っている。

同組合では、近年さまざまな加工技術を開発してきた。防炎加工のタオルの開発やタオル他

アパレル・寝装品等への技術開発について計画的に取り組んでいる（ダイワタオル協同組合提

供資料）。その中で、特筆すべき加工技術が耐久性防炎加工である。これは「ファイプロⓇ」と

いう製品であり、セルロース繊維に耐洗濯性 50 回以上の「防炎加工」を施したものである。以

前の防災加工タオルは、肌ざわりが硬くなり、吸水性も悪く、防炎加工はタオルの加工には不

向きであった。このような問題を耐久性防炎加工が克服し、タオルは柔らかく、吸水性に優れ

ている。繊維反応型有機燐化合物の薬剤を使用しているため、耐洗濯に優れ、一般のソフトタ

オルと同様に使用可能である。その他の用途では灰皿の下敷きマットなどで火元近くでも安心

して使用でき、家庭の台所や飲食店などの調理場での使用を推奨するなどの用途開発もしてい

る（ダイワタオル協同組合提供資料）。

大阪グリーンタオル生産倶楽部 （大阪タオル工業組合）では、先にも取り上げたようにタオ

ルの生産工程で、サイジングまたは原糸糊付工程・製織・糊抜工程において化学薬品を使用し

ないタオルを生産している。まさに各工程では、徹底した商品管理の下、厳しい検査基準に合

格した商品を提供している。そして、糊剤は天然糊剤 100%を使用し、糊抜きには酵素糊抜き

を行うこととしている。また環境ホルモンであるノニルフェノールも一切使用していない（大

阪タオル工業組合）。これらは製造業における環境対応として、以前から法令を遵守し、確実に

行われてきた。

 グリーンクラブタオルの環境対応は、①化学薬品の使用削減（現在、タオルの生産工程の準

備工程ではサイジング（タオル糸への糊付け）により化学薬品（PVA）は、大阪タオル産地で

年間 480 トン程度使用されているが、全量を天然糊にすることで、化学薬品自体の使用がなく
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なり、環境負荷が大幅に軽減される）、②地球温暖化の防止（高温処理を行わなくてもよいため、

熱源であるボイラーの運転負荷が下がるため、排気ガス、CO2 の発生を約 30%削減できる）、

③生態系における環境負荷の低減（天然糊は生分解性が高いため、排水処理における負荷が小

さく自然にも優しい。化学糊の場合、生分解性が低いため、廃水処理に長時間を擁する）（大阪

タオル工業組合）、である。 

 

(2) 技術開発と地域産業維持への貢献 

1）暗黙知として伝える技術 

 先にも取り上げた通り、タオル生産にはさまざまな工程があり、同組合ではタオルの染色を

担当している。染色技術に関しては、形式知と暗黙知がある。形式知は、データベース化を進

めることで蓄積が可能である。しかし、暗黙知は、実際に現場で試行錯誤を重ね、多くの経験

を重ねることで自然に身につくものである。したがって、経験値といえるものでもある。また

染工場では、オリジナリティが優先される。データにより知ることができる部分と経験により

得られるものはなかなか線引きすることもできない。 

 現在、同組合に顧問として勤務する北川晃三氏は 45 年以上にわたって、同組合でさまざまな

ことに取り組んできた。現在では、生家がタオルメーカーを営み、生産工程を学ぶなどの修行

のために同組合で働いている者はごく僅かである。現在の従業員のほとんどは、泉佐野市周辺

から通っている。ただ北川氏は、技術を伝え、それを身につける必要があるため、常に「原因

－結果」については強く意識して仕事をするように話している。結果はきちんと履歴を取って

こそ、個性を発揮できるものである。要所、要所に集中する必要もある。そのためには、作業

者自らが自らに何度も問いかける必要がある。その癖をつけなければならない。 

2）協働機関としての継続課題 

 ダイワタオル協同組合のような染色工場がなければ、泉州地域では多くのタオルメーカーは、

タオル生産に大きな支障を来すことは明らかである。しかし、タオル産業においては、この四

半世紀はメーカーが価格を決定するのではなく、小売が価格の主導権を握り、価格を決めてき

た面が強い。それにより、染色工場での仕事に対する価格も決められ、付加価値の高い機能を

つけ加えることが叶わない状況にある。そのために売上を増やし、そこから利益を確実に上げ、

それを研究開発に回す循環が行われないような状況が継続している。このような現状を目の当

たりにすると、タオル産業における各工程だけではなく、卸売を手がける事業者の後継者候補

は、承継を断念することも多いと思量される。 

 同組合では、これまでさまざまな機能を開発し、時には特許を取得してきたが、技術的な部

分のほとんどが北川氏に集中しており、日頃からアンテナを張り巡らせてきた。他方で組合内
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では、 近は新しいことに挑戦しようとする雰囲気を醸成することが難しい状況にある。現在、

アイデアを製品に付加するという提案は、ほとんど卸売業者（問屋）から寄せられるのが一般

的である。やはり、メーカーなど作り手側からの提案が必要である。他方、近年の傾向として、

卸売業者からはバックデータを求められることが多くなっている。それらについても対応をし

ていかなければならない。バックデータが要求されるようになった背景は、販売する際に購入

者に裏付けを求められることが多くなっているためである。したがって、生産過程において、

終消費者を見据えた対応も求められている。現在、このように技術開発によりタオル生産に

協力してきた機関も大きな変化の局面にある。 

 

おわりに 

 

 地域全体としてまとまることにより、それが対外的な競争力となる。泉州地域は、日本のタ

オル生産発祥の地である。その発祥の地において、130 年以上にわたりタオル生産を継続し、

現在もわが国の産地では 1、2 位を争うことができる状況にあることは、単独の企業だけではな

く、中心となるタオルメーカーが自身の舵取りを誤ることなく事業を継続し、これら事業を支

える機関との協働体制が構築されてきたからである。 

 現在のわが国では、事業承継が大きな課題となっており。それに対しての政策もさまざまな

形で打ち出されるようになった。事業承継が困難となった状況を考えると、社会や経済など 1

企業や 1 事業者の努力だけでは到底対応することができないことも多くある。他方で、当該企

業や事業者だけでも対応できる事柄も存在する。また、複数の事業者や事業者が集合すること

により、対応可能となる事柄も存在する。泉州地域におけるタオル産業を事例として考えると

き、これまで継続してきた理由、今後継続できる展望がさまざまな面から教えられる。 

 

（謝辞）今回の春期実態調査にあたっては、2018 年 3 月 1 日の泉佐野市のツバメタオル（株）

様とダイワタオル共同組合様には参加者がお世話になった。その後、同年 4 月 27 日には、

個人で訪問させていただき、ツバメタオル（株）代表取締役会長重里重彦様、ダイワタオ

ル共同組合顧問北川晃三様には、実態調査とは異なる質問を投げかけ、長時間にわたり丁

寧に対応していただいた。また草稿にも丁寧に目を通していただいた。記してお礼申し上

げたい。 

 

＜参考資料＞ 

朝日新聞 2015.11.28 
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大阪タオル工業組合パンフレット 

大阪タオル工業組合『Made in Japan SENSHU TOWEL LUXURY TOWEL COLLECTION』 

ダイワタオル協同組合パンフレット 

ダイワタオル提供資料 

ダイワタオル協同組合ウェブサイト：http://www.daiwa-towel.com/ 

ツバメタオルウェブサイト：http://www.tsubame-towel.com/ 

 
                                                                 
1)ツバメタオルでは、脱原子力、脱化石燃料を目指し、210kwh の能力を有する太陽光発電設備による発電

を行っている。この能力は、晴天時には同社の太陽光発電プラントで製造した電力により、日産約 25,000
枚のタオルが製造可能である（ツバメタオルウェブサイト）。 

2）クリスタルソフト（SUPIMA）の特徴は、①無撚糸のようなソフトな肌触り、②羽毛落ちが少なくシル

クのような光沢のある風合い、③繰り返して洗濯しても柔らかさの持続、④有機精錬処理による製造、で

ある（ツバメタオルウェブサイト）。 

3）アントゥィッシュの特徴は、①有機精練処理により製造できる唯一の無撚糸タオル、②無撚糸を超えた

ボリューム感、③バインダーによりカバーされているためにケバ落ちが少ない、ことである。 

4）スヴィンゴールドの特徴は、①世界 高水準の繊維長と繊度、②繊細なふんわり感、③自然な柔らかさ

がいつまでも持続する、④有機精練処理による製造、が特徴である。 

5）天山路（シルクロードプレミアムコットン）は、①世界 高水準の繊維長と繊度、②繊細なふんわり感、

③自然な柔らかさがいつまでも持続すること、④有機精練処理による製造、が特徴である。 

6）オーガニックソフトキャノンは、アメリカの老舗タオルブランド CANNON 社のタオルは、ロングパイ

ルを高密度に織り上げた高級タオルであり、高級ホテルで使用されるボリューム感のあるタオルである。

特有のリッチ感があるが、日本の女性には持て余すほどの重量がある。そこでラグジュアリー感を残しな

がらより繊細に仕上げることで日本人の感性に合うように工夫したものである。特に①細番手ロングパイ

ルによるしなやかなボリューム感を実現、②あるいながらもボリューム感、ソフト感の保持、③安定した

物性によりケバ落ちが少なく、洗濯する旅に独特の味が出ること、オーガニックコットンを使用し、有機

精練仕上げによる究極のエコロジータオル、である。 
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ダイハツ・ヒューモビリティ・ワールド訪問記 

鈴木 奈穂美

１．はじめに 

2018 年 3 月 3 日、大阪府池田市のダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ工業とする）の

本社敷地内にある展示館ヒューモビリティ・ワールドを訪問した。そこでは、ダイハツ工業の

これまでの軌跡をたどることができるとともに、自動車を用いたこれからのモビリティ社会の

ありようを考える素材も提供されていた。本稿では、ヒューモビリティ・ワールドの展示内容

からダイハツ工業の軌跡を回顧していくことをもって、2017 年度春季実態調査の報告に代えた

い。

２．ダイハツ工業株式会社の概要 

日本では、工業の近代化が求められた 20 世紀初頭、内燃機関が不足していた。そのため、

その国産化が求められていた。その開発・製造に挑んだのが、ダイハツ工業の前身である発動

機製造株式会社の技術者たちである。1907（明治 40）年、大阪高等工業学校の校長、安永義

章博士、同校機械課長の鶴見正四郎らが、在阪の実業家、岡安康らとともに発足した産学連携

の企業である。最初の製品は、同年 12 月に完成させた 6 馬力のガス発動機である（ダイハツ

工業 2007b：p36-44）。 

第二次世界大戦後は、「ミュゼット」や「シャレード」などの小型車を生産し、多くのユーザー

の支持を集めていくが、この点については、次節のヒューモビリティ・ワールドの概要のなか

で紹介していく。

現在の社名であるダイハツ工業株式会社へは、1951 年に変更された。もともと、ダイハツと

は、大阪の「大」と発動機製造の「発」をとった愛称であった。それまでも、重油機関、ディー

ゼルエンジン、三輪自動車といった複数で「ダイハツ」を冠した製品を販売しており、「ダイハ

ツ」の名は多くの顧客に定着していた。

1960 年代は、ダイハツ工業にとって大きな転機を迎えた。この時期、日本の自動車業界は再

編の動きが活発となった。ダイハツ工業はトヨタ自動車販売・トヨタ自動車工業との提携話が

進められ、1967 年 11 月に両者の業務提携が実現した。提携時の声明文によると、「それぞれ

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009136

http://doi.org/10.34360/00009136
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が自主性と責任体制を堅持して運営すること」ができる提携であったという1。また 1967 年は

ダイハツ自動車販売会社を設立した年でもある。もともと、自動車の販売については別会社で

効率的に運営すべきものと考え、東北と九州に販売会社を持っていた。また、自販の併設で売

上を伸ばしていたトヨタ自動車の先例もあり、販売部門の独立を進めることとした。この新し

い会社は、ダイハツ工業の販売業務をすべて引き継ぎ、販売の一層の拡大をめざした。その後、

トヨタ自動車との業務提携は強化され、1998 年 9 月にはトヨタ自動車（株）が株式の過半数

を取得、2016 年 8 月にはトヨタ自動車によるダイハツ工業株式交換によって完全子会社となっ

た。

現在、国内の生産拠点は、本社（池田）工場、滋賀（竜王）工場、京都工場、またダイハツ

九州の工場として大分（中津）工場、久留米工場があるほか、マレーシアやインドネシアにも

生産拠点がある。2016 年度の実績で、国内生産が 823,807 台（前年比 108.8％）、海外生産が

754,654 台（前年比 114.8％）、国内販売は 582,870 台（前年比 99.3％）、海外販売が 405,261

台（前年比 105.8％）であった。軽自動車の国内販売シェアをみると 33.3%とトップであった。

近年、受託・OEM 生産も拡大している2。2008 年には、トヨタ自動車と業務提携関係にある

富士重工業（株）との 3 社で、開発・生産の協力関係を発展させている（ダイハツ工業 2017：

p11）。 

2017 年 3 月、中長期経営シナリオ「D-Challenge 2025」を策定した。110 周年を迎えた年

である。「今後も存在感を発揮し、持続的成長と発展を目指す為、新たなグループスローガン

『Light you up』の考え方の下、『モノづくり』と『コトづくり』を主軸に事業を推進し、ダイ

ハツブランドの確立、経営基盤の強化に取り組んで」いくと宣言している（ダイハツ工業 2017：

p13）。モノづくりでの主要な取り組みは、「ダイハツブランドの位置づけの明確化」「軽を基点

とした DNGA の実現」「地域戦略」という 3 点である。DNGA とは、Daihatsu New Global

Architecture の略で「お客様の声を出発点に、企画、開発、調達、生産とクルマを開発する全

ての工程において、ダイハツ独自ノクルマづくりを行うための事業構造と、それを実現するた

めの戦略」を意味する。コトづくりでは、顧客や地域との接点を拡大することを目指した取り

組みである。これら２つを相互にスパイラルアップさせることで、ダイハツブランドを進化さ

1 トヨタ自動車「文章で読む 75 年の歩み」第 2 部 自動車事業の基盤確立、第 1 章 量産体制の確立と相次ぐ

新型車の開発、第 2 節 モータリゼーションと貿易・資本の自由化、第 5 項 ダイハツの業務提携」を参照。

https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/entering_the_automotive_business/chapter1/ 
section2/item5.html（2018/07/10 最終閲覧） 

2 受託生産とは、相手先が開発した相手先ブランド車両やエンジンをダイハツ工業の工場で生産すること

を、OEM 供給とは、ダイハツ工業が開発・製造したクルマを相手先ブランドで供給することを指す（ダ

イハツ工業 2017、p11）。
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せるという3。そのうえで、モノづくりとコトづくりの推進が「ダイハツらしい『ヒト』を育て、

ダイハツ社員自らが輝き、互いに照らし合うことで、…商品・サービスを受け取っていただい

たお客様に輝いていただく」を目標としている（ダイハツ工業 2017：p13）。 

 

３．ヒューモビリティ・ワールドの概要  

 

ヒューモビリティ・ワールド（Humobility World）は、ダイ

ハツ工業創立 100 周年を記念して 2008 年にオープンした展示

館である。ヒューモビリティとは、Human（人）と Mobility

（モビリティ）からなる造語で、「楽しみながら学び、体験・発

見できる施設」として、ダイハツ工業が製造する自動車の歴史

やしくみを学ぶことのできる見学施設である。 

 

３－１ 企画展「よみがえる 1/5 スケールのダイハツ車」 

地上４階からなる施設は、２階から見学がスタートする。この日、最初に来館者を迎えたの

は、1/5 スケールで精巧に再現した歴代のダイハツ車の展示であった。展示された多数のミニ

カーは、デザイン部門で手作りされたものである。展示解説によると、これらのミニカーは「造

形技術の向上と伝承」「自分たちが造ったものに対する誇り」の可視化を目的に造られたもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 ダイハツ工業ホームページ「中長期経営シナリオ」（ https://www.daihatsu.com/jp/company/ 

scenario.html、2018/06/20 最終閲覧）を参照のこと。 

 

写真１ 

 

  

写真２・３ 企画展の模様 
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写真４ LH-25 型ディーゼル機関 

写真５ ダイハツ号三輪トラック 

３－２ 四輪車製造前のダイハツ製品 

企画展に続いて、ダイハツ工業のディーゼルエンジン

である LH-25 型ディーゼル機関と三輪自動車をみるこ

とができる。国産化を実現した燃料補給機構をさらに改

良し、幅広い用途で使用できる「高出力ディーゼルエン

ジン」を 1930 年に発売した。その１つが展示品の LH-25

型であり、これは現存するダイハツの最古の発電機であ

る（写真４）。展示解説によると、展示品の HL-25 型は

1933 年に滋賀県犬上郡多賀町土田耕地整理組合に納入

されたもので、土田地区 90 戸、750 反の田圃に農業用

水を供給する動力源として用いられた。1953 年ごろまで

実際に使用されていた展示品は、年間 1000 時間近く稼

働していたものである。 

1930 年は、500cc の三輪自動車「ダイハツ号 HA 型」

が製造された年でもある。世界恐慌による混乱期、工場

や流通では三輪自動車の需要が高まっていたことに注目

し、それまで、エンジンメーカーであった発動機製造（株）

が、自動車の自主生産に乗り出すこととなった。それが

「ダイハツ号」であった。

HA 型は、「それまで、手工業の範囲内で細々と組み立

てられてきた三輪自動車が、近代化された日本の生産工

場で、日本製の部品のみ」で作られた最初の製品であっ

た（ダイハツ工業 2007a：p29）。この HA 型の一部改良

したものが、翌 1931年 3月に発売されたHB型であり、

市販第一号となった。 

関係会社である日本エヤーブレーキ社と共同制作をは

じめ、同年 5 月以降は「ツバサ号」と名付けて販売され

た。まもなく共同制作を中止することになったため、その後は「ダイハツ号」に戻して、生産・

販売された（写真５）。展示解説によると、「道幅が狭く、町と町とが近距離に密集している日

本の実情にぴったりの三輪自動車は、小口の荷物を頻繁に運ぶ中小企業に大好評」であったと

いう。当時、三輪自動車は運転免許が不要であったこともあり、多くの人々に愛用された。こ

のように時代を彩ったダイハツ号に対し、日本自動車殿堂から「2017 日本自動車殿堂 歴史遺
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写真６ ミゼットの展示 

産車」の称号が贈られた。

３－３ 高度経済成長期以降のダイハツ車 

 ３階には、ダイハツ工業が製造してきた自動車の展示がなされている。世相とともに、各年

代を代表するダイハツ車を紹介しているエリアである。

（１）1950 年代 三輪自動車ミゼット

1956 年は、経済企画庁が「もはや戦後

ではない」というフレーズで知られてい

る『昭和 31 年度年次経済報告』（経済白

書）を発行した年であり、日本経済が大

きく飛躍していた時代である。この翌年

3 月 1 日、ダイハツ工業は創立 50 周年を

迎え、同年 8 月、三輪自動車「ミゼット」

が発売された（写真６）。日本の高度経済

成長期にブームをおこした商用車である。

映画『ALWAYS 三丁目の夕日』のヒットなどにより、その時代を知らない世代にも親しみを

感じる、時代を象徴するものである。

 当時、三輪自動車の車種は多様化・大型化するにしたがって、性能・価格ともに小型四輪車

に近づいていった。その中で、登場した「ミゼット」は、屋根付きの三輪車で、「小口運搬を主

機能とし、小回りが効き、扱いやすく、経済的」という、新たな市場を開拓することとなった。

「当初は慎重を期して月産 500 台でスタートしたが、翌年になって売れ行きは増加、ミゼット

ブームが到来」した（ダイハツ工業 2007a：p54）。1958 年から朝日放送制作の『やりくりア

パート』での生 CM もミゼット人気を後押しした。 

また、ミゼットは、ダイハツ工業初の専売店制度の導入、契約の締結や注文制度の確立といっ

た、新しい販売方法に取り組んだ製品であった。1959 年には、タイ、ミャンマー、インドネシ

ア、パキスタン、フィリピン、イラン、カンボジア、マレーシア、ペルー、ドミニカ、ベネズ

エラなどへの輸出がなされ、60 年 9 月には、生産累計 10 万台を突破した（ダイハツ工業 2007a：

p55）。日本のみならず、諸外国でも多くの人々に愛された製品であった。

展示は、発売当時の様子がわかるような工夫がされ、当時の生活実態がわかるような解説が

加えられていた。「午前中は自転車で御用聞き、午後にリヤカーで配達」から「商品を積んで御

用聞きしながら販売」へとミゼットの登場で商売の手法が変わったことなどが記されていた。
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写真７ 1950 年代の家庭生活 

 

写真８ フェローの展示 

1950 年代当時の暮らしを象徴するもの

は、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫と言わ

れる「三種の神器」あったが、この時期

は、街中でみることのできる自動車はト

ラックが中心で、家庭への普及はもう少

し待たなければならない。 

また、「サラリーマンの年収 365,016

円（総務省「家計調査」より推計）、ミゼッ

ト販売価格は 230,000 円～」といった販

売当時の経済状態を示すデータもあった。本節の各セクションで紹介するダイハツ車の解説に

も当時のデータが記されていたため、該当のセクションで示しておくこととする。 

 

（２）1960 年代 フェロー 

1966 年、居住性と走行性を大幅に改良

して誕生したフェローは、「『小型に乗っ

て軽で走る』ホームセダン」と評された

（ダイハツ工業 2007a：p73）。1960 年

代半ばは、日本の自家用乗用車の保有台

数が急増し、「マイカー時代」の到来とも

言われた。1965 年からは人口 10 万以上

の都市などで小型車以上は車庫証明が必

要となり、また、同年 9 月には、軽乗用

車の制限最高速度が 40km から小型車並みの 60km に引き上げられた。このような時期に発売

されたのが、ダイハツ工業初の軽四輪乗用車「フェロー」であった。フェローは、サラリーマ

ン世帯でも手の届く価格帯で、4 人が乗れる軽自動車として人気を博した。この時期のサラリー

マン年収 799,020 円（総務省「家計調査」より推計）なのに対し、フェローの販売価格は 375,000

円～であった（展示解説より）。 

 

（３）1970 年代 シャレード 

1970 年代といえば、1971 年に日本マクドナルドが銀座に一号店を開店し、1974 年にセブン

イレブン一号店が出店した時代であり、ファストフード、コンビニエンスストアという利便性

を追求するようなサービス産業が拡大した。この時期、物質的な豊かさを実感できるようになっ
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写真９ シャレードの展示 

たが、物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさを求める人が増え始めた（図表１）。 

1970 年代に発売され「5 平米カー」として大ヒットした初代シャレードは、ダイハツ独自の

技術によって生み出された車である（ダイハツ工業 2007a：p94）。1970 年に発売された「フ

ェローＭＡＸ」以来の新車開発に情熱を注ぎ、完成させた製品である。シャレードの基本コン

セプトは、「広くて小さい快適な経済車」であった。 

衣装デザインの担当者は、生活用具としての自動車、省資源・省エネルギーを実現した自動

車、長年愛用される自動車という 3 つの要素を念頭にイメージしたという。また、技術面では、

「エンジンのダイハツ」「ＦＦのダイハツ」

をふまえた軽量設計、排ガス規制のクリ

ア、低燃費の実現をめざした（ダイハツ

工業 2007a：p95）。 

シャレードの開発のベースには、1968

年に作成された製品企画書「底辺車種開

発（Ｇ計画）」があった。「Ｇ」というの

はグラウンドのことである。このなかで

目指したものは、「広くて小さいクルマ。

注 1 「心の豊かさ」とは、「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりの

ある生活をすることに重きをおきたい」のことである。 

注 2 「物の豊かさ」とは、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」のこと

である。 

資料：内閣府「国民生活に関する世論調査」 

図表１ これからは心の豊かさか、まだ物の豊かさか 
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写真 10 ミラの展示 

1300～1500cc クラスと同等の性能と居住性を持つ経済車。外観を小さく内部空間は 4 人ゆっ

たりの広さ」の実現であった。この結実がフェローであり、1978 年の「77’カー・オブ・ザ・

イヤー」ポピュラー賞、モーターマガジン賞を受賞した。 

展示解説によると、当時の大卒初任給は 101,000 円（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）、

サラリーマン年収は 3,229,908 円（総務省「家計調査」より推計）であるなか、シャレードの

販売価格は 653,000 円であった。 

  

（４）1980 年代 ミラ・クォーレ  

1970 年代に半ばになると、1 世帯に 2

台以上の乗用車を保有する世帯が増大し

た。1979 年の新規免許取得者数の増加率

では女性が男性を上回り、女性ドライ

バーの増加が目立った時代である。日本

自動車工業会の「乗用車需要動向調査」

によると、1978・1979 年の 2 年間に購

入された乗用車のうち、3 割弱は女性が

使用しており、特に軽自動車においては

54.4％が女性を占めていた（ダイハツ工

 

注 1 「*」を付してある年次には，沖縄県分は含まれていない。沖縄の本土復帰により，1972 年７

月以降，沖縄県も調査の範囲に含まれた。 

注 2 「**」を付してある年次は、東日本大震災の影響により，岩手県，宮城県及び福島県におい

て、調査実施が一時困難となった。2011 年の掲載した数値は補完的に推計した値（実数は

2015 年国勢調査基準，比率は 2005 年国勢調査基準）である。 

図表２ 女性の就業率の推移 
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写真 11 ムーヴの展示 

業 2007b：p278）。1970 年代後半から 20 歳代後半～40 歳代前半の女性の就業率が上昇してい

た（図表２）ことで通勤需要を掘り起こすなど、女性ドライバーの増加を後押ししたといえる。 

 1980 年 6 月、女性市場の創造を目指す軽自動車として、「ミラ・クォーレ」がデビューした。

このころ、軽自動車の需要がなかなか回復せず、販売競争が激化していた。そのなかで、「ミラ」

の開発担当主任が、軽自動車のユーザーとして大きな割合を占める女性を対象に購買調査を実

施した。そこで「横に大型トラックが止まるとこわい」という意見が多くでてきた。この意見

を採用し、「車高の高い 1.5BOX カーという新しいスタイルを作り出すことができた」という

（ダイハツ工業 2007a：p97）。 

解説によると、大卒初任給 114,500 円（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）、サラリーマ

ン年収 3,967,044 円（総務省「家計調査」より推計）であった当時、ミラ販売価格は 493,000

円～であった。 

 

（５）1990 年代 ムーヴ 

 1995 年、「広くて楽しいマルチな」と

いうコンセプトをもった「ムーヴ」が誕

生した。ムーヴは、滋賀第二工場で生産

され、そのラインオフ式が 1995 年 8 月

8 日、発売開始が同月 25 日であった。

ムーヴには、全車種ツインカムエンジン

を搭載し、「ショッピングなど加減速が多

くなる街中をストレスなく走ることがで

きる」自動車であった。居住性では「乗

り込むときから降りるときまで、すべての時点で楽しくなければ」という考え方に基づき、「四

ドアは各ドア各人専用。広くて高いドア開口による優れた乗降性、楽しさが広がる全席良好視

界、全車種に採用したグリーンガラスなど、楽しい四人平等設計」を実現した（ダイハツ工業

2007a：p125）。 

1990 年代は、片稼ぎ世帯（専業主婦世帯）を共稼ぎ世帯が上回った時期である（図表３）。

また、少子化という現象が社会問題化した時代でもあり、子育て中の女性にも使い勝手のよい

クルマづくりを進めたことで、ムーヴは多くのユーザーから支持を集めていた。 

展示解説によると、大卒初任給 194,200 円（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）、サラリー

マン平均年収 5,613,588 円（総務省「家計調査」より推計）である中、ムーヴ販売価格は 798,000

円～であった。 



－ 121 － 

写真 12 コパンの展示

（６）2000 年以降 コペン、タント、ミライース

2002年6月19日、「ACTIVE TOP COMPACT OPEN」

というコンセプトのもった軽自動車初の本格的スポーツ

カーが「コペン」である。「ワンダフルスモール」時代を

象徴する 1 台であり（ダイハツ工業 2007a：p134）、電

動開閉式ルーフを装着したオープンカーである。2002

年 8 月末での受注台数は 7500 台、同年 10 月 7 日には累

計受注台数 1 万台を突破した。同年 12 月、日本カー・

オブ・ザ・イヤーの 10 ベストカー、RJC カー・イブ・

ザ・イヤー優秀車賞の 6 ベストカーに選出された。さら

に、2002 年日経優秀製品・サービス賞、日本産業デザイ

ン振興会グッドデザイン賞金賞を受賞、さらに発売から

5 年が経過した 2007 年には特許庁長官賞を受賞するな

ど、多数の賞に輝いた製品であった。販売された年の大卒初任給が 198,500 円（厚生労働省「賃

金構造基本統計調査」）、サラリーマン年収が 5,263,356 円（総務省「家計調査」より推計）の

資料 総務省「労働力調査特別調査」（2001 年以前）、総務省「労働力調査（詳細集計）」（2002 年以

降） 

注 1 片稼ぎ世帯とは、男性雇用者と無業の妻からなる世帯であり、夫が非農林業雇用者で、妻が非

就業者（非労働力人口及び完全失業者）を集計したものである。 

注 2 共稼ぎ世帯とは、雇用者の夫婦共働き世帯であり、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯を集計し

たものである。 

注 3 2011 年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果である。 

図表３ 片稼ぎ世帯と共稼ぎ世帯の推移 
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写真 13 タントの展示 

写真 14 ミライースの展示 

中、コペン販売価格は 1,498,000 円～で

あった（展示解説より）。

2003 年 11 月、「しあわせ家族空間」「子

供を連れて楽しくドライブできるクルマ」

を実現するため、「タント」が発売された。

タントは商品企画の段階から多くの女性

の意見が取り入れられたという（ダイハ

ツ工業 2007a：p138）。販売された年の

大卒初任給 201,300 円（厚生労働省「賃

金構造基本統計調査」）、サラリーマン年

収 5,178,240 円（総務省「家計調査」よ

り推計）のなか、タント販売価格は

998,000 円～であった。

各年代を代表するダイハツ車の最後に

展示されていたのが、2011 年に発売され

たミライースである。「低燃費の軽自動車

を低価格で提供する」ため、ガソリン車

の低燃費技術を追求した「第三のエコ

カー」を実現した。2009 年の東京モーターショーで発表した「e:S（イース）」というコンセプ

トカーを量販化したものである。ミライースの「e:S テクノロジー」とは、低燃費と加速のよ

さを両立し、軽量化などでさらに進化したものを採用している4。

（７）アセアン市場向けの「アイラ」

近年、アセアン（ASEAN）市場では自動車市場が拡大している。ダイハツ工業は、この市

場向けに、日本国内で培ってきた軽自動車づくりを応用し、アジアのメーカーと自動車を共同

開発している。まず、技術開発面では、高効率・軽量化エンジン、車両形状の最適化と空気抵

抗の軽減、部品を少なくしシンプルで軽くて強いボディ構造という基礎技術を改良した。その

うえで、調査面では、現地の人々が暮らしのなかでどのように使用しているのかを調査し、ニー

ズに即した開発がされている。さらに、生産面では、メンテナンスしやすさ、マネジメントし

やすさ、働きやすさの３点を柱に据え、生産性の高い工場づくり（見晴らしの良いレイアウト、

4 ダイハツ工業ホームページ「ミライース」を参照のこと（https://www.daihatsu.co.jp/lineup/ 
mira_e-s/index.htm、2018/06/30 最終閲覧）。 
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写真 15 アイラの展示 

 

写真 16 軽自動車デザインの体験ブース 

クリーンな工場）と日本のものづくりが実践できるリー

ダーづくり（日本での研修、現地での実践）の取り組みか

ら現地生産の最適化を実現した。 

ヒューモビリティ・ワールドでは、インドネシア向けの

戦略小型車である「アイラ（AYIA）」が展示されていたが、

このほか、マレーシアでは、マイヴィ（MYVI）、ベザ

（BEZZA）、アジア（AXIA）、インドネシアでは、シグラ

（ SIGRA ）、 セ ニ ア （ XENIA ）、 グ ラ ン マ ッ ク ス

（GRANMAX）が同様の方法で生産されている（展示解説

より）。 

 

３－４ 軽自動車づくりの技術・デザイン 

4 階は、軽自動車の製品開発や工場

の生産、走行や燃費性能に関する技術

などを知ることができるフロアである。

「ミライースのひみつシアター」「軽自

動車を支える技術」「使う人のことを考

えた軽自動車づくり」「軽自動車づくり

への情熱」「技術がくらしを変える」と

いう５つのブースに分かれていた。 

「ミライースのひみつシアター」で

は、幅 10 メートルの大スクリーンでミライースの迫力ある映像を観ることができ、「軽自動車

を支える技術」では、走る・曲がる・止まるという自動車技術の基礎原理に加え、ダイハツ工

業が誇る低燃費・環境技術の原理を体験装置で学ぶことができた。「使う人のことを考えた軽自

動車づくり」では、自動車のデザインや軽自動車の設計をゲーム感覚で学べ、「技術がくらしを

変える」では、カートリッジ式燃料電池などの自動車が紹介されている。最後の「軽自動車づ

くりへの情熱」では、工場の生産工程をパネルと映像で紹介しており、子どもから大人まで、

自動車に関する知識・技術を体験しながら理解することができる工夫がされていた。 

このフロアの一角に、ダイハツ工業の福祉車両が展示されていた。ダイハツの福祉車両は、

軽自動車分野で販売が好調である。次節では、ダイハツの福祉車両の販売状況についてみてい

く。 
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４．ダイハツの福祉車両5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ダイハツ工業は、1979 年に運転補助装置付き車両を販売するなど、福祉車両の必要性に気づ

き、その開発に取り組んできた。1995 年には、軽福祉車両の生産に本格的に参入し、初年度に

104 台販売した（ダイハツ工業 2005：p6）。 

その後、「気軽に乗れる軽自動車ベースの福祉車両を充実」させるため、「フレンドシップシ

リーズ」が登場した。このシリーズの１つである「ムーブスローパー」は、1999 年に生産をイ

ンライン化することにより価格を大幅に引き下げ、納車期間の短縮を進めることができた（ダ

イハツ工業 2007b：p402）。この年、福祉車両を 1666 台生産し、初めて 1000 の大台に乗った

（ダイハツ工業 2005：p6）。 

2001 年 9 月、フレンドシップシリーズに「アトレースローパー」と「ミラバン助手席回転

シート車」の二種を追加した。アトレースローパーは、アトレーワゴンをベースに、電動ウィ

ンチ式昇降装置やスロープを装備し、車いすのまま乗ることができるようにした。一方、ミラ

バン助手席回転シート車は、ミラバンをベースに、足腰に弱い方がスムーズに乗り降りできる

よう、助手席に専用回転シートを標準装備した（ダイハツ工業 2007b：p403）。その後、昇降

シート車のラインナップもでき、タントウェルカムシート、ムーブフロントシートリフト、ア

                                                           
5 福祉車両は、大きく、「介護式」「自操式」に分類される。さらに、「介護式」車両とは回転シート車、昇

降シート車、車いす移動車、「自操式」車両は手動／足動装置などのタイプに分かれる。詳細は、日本自

動車工業会「はじめての福祉車両ガイド 2018～2019」（http://www.jama.or.jp/welfare/webcatalog2018/ 
book2018.pdf、2018/06/20 最終閲覧）を参照のこと。 

写真 17 福祉車両（側面） 

 

写真 18 福祉車両（背面） 
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トレーリヤシートリフトと福祉車両のラインナップが拡大した。2000 年には 2536 台、翌年に

は 3090 台と、年々、その販売台数を増やしていった。 

2004 年 5 月になると、福祉移送サービス支援システムである「フレンドシップ i（アイ）シ

ステム」を開発した（ダイハツ工業 2007b：p404）。「インターネットやパケット通信を通じて、

予約受付から料金計算まで処理するとともに、GPS によって各車両の位置を確認できる」とい

うシステムである。 

福祉車両の販売に関して、2002 年 9 月に、滋賀ダイハツ（株）が、大津市内に福祉車両専

門店である「フレンドシップ大津店」をオープンさせた。滋賀県初の福祉車両専門店として話

題になった（ダイハツ工業 2007b：p403）。その後、2013 年 12 月 17 日、軽福祉車両の販売体

制強化を発表している。具体的には、福祉車両販売の認定店制度（「フレンドシップショップ」

制度）を導入であり、店舗スタッフには一般社団法人日本福祉車両協会が認定する「福祉車両

取扱士」の資格取得を推進した。「フレンドシップショップ」とは、①バリアフリーに配慮した

店舗、②「福祉車両取扱士」の資格を取得したスタッフの配置、③車いす移動車と昇降シート

車の 2 タイプの試乗という３つの条件を兼ね備えた店舗のことで、現在、241 か所となった6。 

 福祉車両の本格生産を始めた 1995 年から起算して、2005 年 1 月には、軽福祉車両累積販売

台数が２万台を突破した（ダイハツ工業 2005：p6）。近年の販売台数をみると、減少傾向にあ

るものの、軽自動車の福祉車両では約 50％のシェアを維持しており、その存在感を見ることが

できる（図表４）。 

これらの軽福祉車両の情報を広く発信するために、社会福祉法人全国社会福祉協議会と一般

社団法人保健福祉広報協会が主催する「国際福祉機器展」7 や、社会福祉法人大阪府社会福祉協

議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロが主催する「高齢者・障がい者の快適な生活を提案

する総合福祉展」8 などに出展している。例えば、2017 年 9 月 27～29 日に開催された国際福祉

機器展 H.C.R.2017 や 2018 年 4 月 19～21 日に開催された第 24 回高齢者・障がい者の快適な

生活を提案する総合福祉展（バリアフリー2018）では、車いす移動車から昇降シート車まで、 
                                                           
6 ダイハツ工業ホームページ「全国のフレンドシップショップ一覧」より（https://www.daihatsu. 

co.jp/friendship/shop/、2018/05/23 最終閲覧）。 
7 国際福祉機器展（International Home Care & Rehabilitation Exhibition; H.R.C.）とは、「高齢者と障

害者の自立と社会参加の促進、家庭や福祉施設での介護の質の向上」を目的に、杖・車いす・福祉車両、

入浴・トイレ、住宅改造機材などの福祉機器、高齢者向け食品や衣類などの生活用品を扱う総合展示会

である。1974 年から毎年開催され、最新の保健福祉・介護・リハビリに関する情報を発信している。福

祉機器に関する展示会としては、アメリカの Medtrade（1000 社）、ドイツの REHACARE（800 社）

に次ぐ規模であり（生活支援技術革新ビジョン勉強会・厚生労働省社会援護局 2008：p70）、アジア最大

規模の福祉機器展示会でもある。2018 年には 45 回を迎える。 
8 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展は、西日本最大規模の展示会である。慢性期医療

展、看護未来展、在宅医療展を同時開催しており、介護・看護・医療の連携と地域包括ケアシステムの

推進を強化することを目指している（バリアフリー2018 ホームページ「出展のご案内」を参照、

https://www.tvoe.co.jp/bmk/2018/exhibitor/、2018/06/20 最終閲覧）。 
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図表４ ダイハツ工業と日本全体の福祉車両の販売台数 

 
資料 ダイハツ工業広報・渉外室（2015）（2016）（2017）、日本自動車工業会「2017 年度の福祉車両の

販売台数（ニュースリリース）」 

 

 

図表 5 展示会出展車両－H.C.R.2017 とバリアフリー2018 の場合－ 

 
資料 ダイハツ工業ホームページ、 

https://www.daihatsu.com/jp/news/2017/20170920-1.html 

（2018/06/23 最終閲覧）、 

https://www.daihatsu.com/jp/news/2018/20180412-1.html 

（2018/06/23 最終閲覧） 

 

  

単位　台数

販売開始 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

ハイゼット／アトレー　スローバー 2001年9月 1,492 1,451 868 952

タント　スローバー 2006年8月 4,985 4,273 3,777 3,976

サイド昇降
シート車

ハイゼット／アトレー　リヤシートリフト 1995年3月 121 115 90 109

ムーブ　フロントシートリフト 1997年9月 667 652 652 597

タント　ウェルカムシート 2008年9月 2,052 1,221 1,310 1,272

－ 9,317 7,712 6,697 6,906

軽自動車 18,560 15,837 13,796 14,446

バス 4,305 5,510 6,308 6,008

小型車 25,004 23,398 24,380 23,040

福祉車両総計 47,869 44,745 44,484 43,494

福祉車両（軽自動車）に占めるダイハツ軽福祉車両(%) 50.2 48.7 48.5 47.8

福祉車両（総計）に占めるダイハツ軽福祉車両(%) 19.5 17.2 15.1 15.9

ダイハツ
工業の福
祉車両販

売

ダイハツ工業の福祉車両販売数　計

日本全体の福祉車両
販売

車いす移動
車

助手席昇
降シート車

車名 仕様

タントスローパー 車いす移動車

アトレースローパー　リアシート付 車いす移動車

ハイゼットスローパー　リヤシートレス仕様
（折り畳み補助シート付）

車いす移動車

タントウェルカムシート 昇降シート車

ムーヴフロントシートリフト 昇降シート車

アトレーリヤシートリフト 昇降シート車
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軽福祉車両を 6 車種 7 台出展している（図表 5）。「タント」や「ムーヴ」には、先進の衝突回

避支援システム「スマートアシストⅢ」を搭載している。また、展示会では、「高齢者の自立支

援」を目的に、全国で展開を進めている「健康安全運転講座」の内容の一部をブース内で体感

できるプログラムも実施するなど、来場者に対する運転方法も提示している9。 

これまでの福祉車両の生産・販売の実績が評価され、2015 年には、国際ユニヴァーサルデザ

イン協会が主催する「IAUD アウォード 2015」にて、ダイハツの「商品と販売体制造りの両面

で福祉車両を普及促進する取り組み」が金賞を受賞した10。

５．おわりに 

ダイハツ・ヒューモビリティ・ワールドへの訪問は、筆者にとって新たな分野に注目するきっ

かけをいただいた。その分野とは、要介護者や障がい者といった移動制約者のモビリティであ

る。筆者は、現在、介護者支援に関する研究を進めているところであるが、要介護者や障がい

者のモビリティ支援は、介護者の支援にもつながるものと考える。ダイハツ工業の福祉車両に

ついて概要をまとめるに留まったが、今後は、要介護者や障がい者の自律した移動にとって欠

かすことのできない生活支援機器の実態について紐解いていきたい。

最後ではあるが、お忙しい中、館内の案内をしてくださったダイハツ工業の社員の方には、

この場を借りて御礼を申し上げたい。次回、訪れる機会があれば、是非、工場の中を見学でき

ることを期待している。

参考文献 

生活支援技術革新ビジョン勉強会・厚生労働省社会援護局（2008）支援機器が拓く新たな可能

性－我が国の支援機器の現状と課題、（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/ 

dl/kanousei.pdf（2018/ 06/03 最終閲覧） 

ダイハツ工業（2005）Challenge Next Vol. 2 福祉（Press Information） 

――――――（2007a）ダイハツ「百年百話」－ダイハツ工業の百年 

――――――（2007b）道を拓く－ダイハツ工業 100 年史 

9 ダイハツ工業ホームページ、「『バリアフリー2018』に最新の軽福祉車両を出展」（2018/4/12 記事）を参

照（https://www.daihatsu.com/jp/news/2018/20180412-1.html、2018/05/23 最終閲覧）。 
10 ダイハツ工業ホームページ、イベントレポート「ダイハツの福祉車両に関する取り組みが『IAUD アウ

ォード 2015』で金賞受賞」（2016/03/17 記事）を参照（https://www.daihatsu.co.jp/friendship/event/ 
report_iaud2015.htm、2018/05/23 最終閲覧）。 



－ 128 － 

ダイハツ工業広報・渉外室（2015）会社概況データブック 2015、

https://www.daihatsu.com/jp/company/databook2015.pdf（2018/06/01 最終閲覧） 

――――――――――――（2016）会社概況データブック 2016、 

https://www.daihatsu.com/jp/company/databook2016.pdf（2018/06/01 最終閲覧） 

――――――――――――（2017）会社概況データブック 2017、

https://www.daihatsu.com/jp/company/databook2017.pdf（2018/06/01 最終閲覧） 

 



－ 129 － 

大阪西成地域（通称、釜ヶ崎）と 

ＮＰＯ法人“釜ヶ崎支援機構”について 

飯田 謙一 

１、はじめに 

2017 年度社会科学研究所の春季実態調査が、2018 年 2 月 28 日から 3 月 3 日までの 4 日間に

わたって実施された。此度の調査は大阪の産業や行政の実態調査が目的で実施されている調査

の一環として、大阪市内と大阪府泉佐野市ならびに池田市において実施された。大阪市内では

西成市役所や通称釜ヶ崎と呼ばれる西成愛隣地区、また大阪南部に位置する泉佐野市では、市

の主要産業で我が国のタオル生産の発生地であり、我が国タオルの最大生産地として有名な泉

州タオルの生産地を訪れ、最大手の生産者であるツバメタオル株式会社を訪問、泉州タオルの

特性に関して詳細な説明を受けた後、実際に稼働中の製織現場を見学することができた。また

泉州タオルの生産の特徴は後晒であるが、その糊付け作業の大手加工業者のダイワタオル社で

は、染色工場で稼働中の生産活動現場を見学することができた。そのあと日本一を誇る泉州タ

オル生産地の各種製品の展示所で、泉州タオルの現状に関する説明を受けた。調査最終日、池

田市のダイハツ工業を訪れた。今回の実態調査でも今日の大阪を支える一部の産業や、大都市

大阪のある地域における人々の実態について知るうえで、その一部ではあったが地域や産業の

拠点などを訪問でき、それらの地域に関する大変有意義な知識やその実態を知ることが出来た。

この度も大都市大阪の一部ではあるが、大阪をより知るうえで有意義な調査に参加出来たと考

えている。 

 この度の調査合宿でも、上に述べた生産地で複数の企業の作業現場を直接見学する機会があ

り、各訪問先では大変懇切な説明を受けることが出来た。さらに各企業の生産現場では具体的

に製品がどのようにして生産されているのか、製品の生産にどのような特殊技術が採用され活

用されているのかなどに関しても、詳細な説明を受けることが出来た。また生産地では日々単

に製品を生産するだけでなく、より優れた製品を生み出すための努力を日々続けていることを、

生産現場で直接聞くことが出来、またその現場を直接目の当たりにすることも出来た。各企業

がより優れた製品を日々生み出す努力をしていることを具体的に知り、著名な生産地ではすぐ

れた製品をうみだすために、日々努力を重ねている姿を目の当たりにすることが出来た。また

各企業が日夜積み重ねている努力に関しても、生産現場を直接訪れ見聞することによって、優

れた製品の多くが生産されていることを知ることも出来た。本来ならば此度訪れた各企業で、

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009137

http://doi.org/10.34360/00009137
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見聞することが出来た事柄のすべてに関して、筆者が理解できた事柄をすべて記述、紹介した

いと考えているが、記述スペースが限られているので別に機会に紹介することにして、小論で

はこの度の実態調査の初日と最終日に訪問した、大阪の釜ヶ崎として全国に知れ渡っている、

大阪西成区を訪問してその実情について詳細な説明を受け、その後でその地域を見学した折に

貴重な体験をすることが出来たので、その事柄だけに限定して、筆者がそこで体験しながら考

えた様々な事柄に関してのみ、執筆可能な範囲で記述することにした。 

 此度の実態調査では最終日に、我々は大阪西成区の、通称釜ヶ崎地域を訪問して、釜ヶ崎の

町再生フォーラム事務局長＝ありむら潜氏の案内で、様々な施設や住人の生活実態などに関し

て、詳しい説明を受けながら見学をする機会を持つことが出来た。また貴重な体験をしながら、

その地域の詳しい情報も得ることが出来た。注 1） 

 

２西成地域の人々の生活と各種の施設見学 

 

 此度の調査の最終日の午後、我々は大阪西成に所在する、ありむら潜氏注 2）の事務所を訪問

して、ありむら氏から、これから訪れる釜ヶ崎地域に関して、この土地の歴史から始まって、

釜ヶ崎を全国に知ら占めることになった、1968 年からの度重なる暴動事件や注 3）この地域の現

在までの歴史、さらに今日この地域がどのような状態に変容しつつあるのか、その歴史、なら

びに釜ヶ崎を特徴づける様々な事柄、そして今日の状況について等々、詳細な資料や OHP を

活用した解説で、現地に関する様々な予備知識を獲る学習をした。また氏が今日行っている様々

な活動、さらに今後目指している各種の活動などに関しても詳しい説明を受けた。それらの内

容に関しては、氏が懇切な紹介をしながら我々を案内してくれた場所と関連させながら、小論

で徐々に紹介する事柄と関連させて、それらのことを紹介しながら明らかにしていく事にした

い。 

 ありむら氏の事務所における懇切で詳細な説明を受けた後、我々は氏の案内で、日々その地

域で繰り返し行われている、住人たちの生活実態の現場を見学して歩いた。はじめに訪れた場

所は、多くの釜ヶ崎の住人にとって必要不可欠、そして彼らの大多数の者が日々係わりあって

いる公益財団法人西成労働福祉センター（あいりん労働公共職業安定所）を訪れた。当日はあ

いにく午後に現場を訪れたために、実際の職業紹介や彼らの求職活動を直接眼にする事ができ

なかったが、職業紹介所の窓口を見学した。この地域の住人にとって最も大切な場所である職

業紹介所の活動実態に関しては、ありむら氏の詳しい紹介と写真などを使用しての説明により、

その機能やこの職業紹介所が果たしている実態などをかなり理解することが出来た。 

 西成労働福祉センターでは日曜、休日以外の毎日、センターに登録した労働者に、当日必要
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とされる求人数に応じて、当日登録をした労働者に仕事を斡旋する。しかし当日紹介を受ける

ことが出来なかった労働者には、当日臨時求人がある場合には仕事を紹介したりする。また当

日だけ必要とする数の労働者を日雇いで採用する事業所が、職業紹介所周辺で車などを使用し

て求人活動を行うとか、労働者と相対で仕事を紹介する業者などが必要な数の労働者を求めて、

求人活動を活発に行っている。労働者の中には当日希望しても登録順番により仕事が得られな

い者もいる。また 65 歳以上の高齢者には求人が少ないか無いために、センターでは高齢者特別

清掃仕事を、連日輪番紹介という形で、清掃作業をある程度の人数の労働者に紹介するとか、

センターのガードマンの仕事を、その数は多くはないが紹介している。それでも紹介にあぶれ

る労働者が出るために、なるべく労働者が仕事に就ける機会が増えるように、この西成労働福

祉センターの建物の 2 階には、彼らがなるべく仕事が得やすくなるような技術を習得させるた

めの技能講習受講相談や、労働相談、労災相談、生活その他の相談所などがある。また尋ね人

の紹介や、生活その他の相談など、様々なサポートを行う相談所が設けられている。 

 西成労働福祉センターを見学した後、西成の路上で地域に居住する人々の日常生活を観察し

たり、近くの公園でボランテイアの青年と、サッカーを興じる子供たちの姿を見学したりした。

また、ありむら氏に親しく声をかけてくる住人の話を聞いたり、住人や町の日常の様子を見学

しながら、ありむら氏から住人たちの日々の生活に関する説明を受けた。その後我々は、西成

労働福祉センターと道路を挟み、反対側の「あいりん シェルター（無料休憩所、禁酒の館）」

という看板のかかったプレハブの施設に案内され、その施設内部を見学した。この施設は NPO

法人“釜ヶ崎支援機構”が運営している施設で、この施設の主な目的は、西成労働福祉センタ

ーで、その日に仕事の紹介を受けることができなかった労働者や無職の者で、その殆どの人が

その日簡易宿泊施設に宿泊する資金がなく、夜間路上などで野宿して過ごすしかない者の中で、

数に制限があるが当日宿泊の申し込みの順番を取り、手続きをした者にパイプ製の簡易二段ベ

ッドが用意されており、そこに宿泊できる施設で、夕刻より翌日の早朝 5 時まで寝所と簡単な

食料を提供して、野宿から彼らを守るために開設している施設を訪れた。注 4）彼らは仕事にあぶ

れると、その日は路上生活を余儀なくされるので、この西成労働福祉センターの近くには、こ

れらの労働者を路上生活させないための救済手段として、利用者の人数は限られるが宿泊や休

息できる設備が準備されている。 

その施設を訪れると、宿泊用の部屋の内部は驚くほど清潔に保たれ、また身体を清潔に保つ

ためのシャワーやトイレ、それにゆっくり休息ができるスペースや談話室が用意されており、

その上、自由に読書することが可能な図書室が設置されている福祉施設である。施設内は当然

のことながら禁酒・禁煙で、静かに利用することが条件となっている。 

筆者がその施設内で強く印象づけられたことは、ありむら氏の説明で、海外から訪れる見学
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者も一様に驚きの感想を漏らすとのことであるが、30 畳余ほどの図書室があり、各種書籍がか

なり備えられ、利用希望者は無料で好きな蔵書を借りることが出来るので、図書室で静かに読

書をしていたことである。訪れた当日戸外はかなり寒かったこともあり、この図書スペースは

満席であった。ありむら氏の説明ではこの施設の利用者は、外部の一般の人々より読書を好む

傾向があるとのことである。 

 ありむら氏によると、現在もこのような施設は十分でなく、路上で生活せざるを得ない労働

者が、かなりの数いるとのことであった。 

 この施設を見学した後、我々はこの施設近くの、“おはな”という名称の簡易宿泊所を経営す

る経営者の計らいで、その内部を見学する機会を得た。この宿泊所で宿泊者用の居室を見学し

たが、各室は 3 畳ほどのスペースがあり、室内には白いシーツに包まれた清潔な寝具が敷かれ、

その部屋の内部にはテレビや冷蔵が設置されていた。見るからに快適な宿泊をすることができ

ると考えられる居住スペースであった。この簡易宿泊所の全室は同じような仕様であり、また

居室の外部には各階に簡易炊事場所が設置され、自由に使用することが可能となっていた。こ

の施設では入浴や洗濯も自由に出来るようになっており、居住者の身なりも清潔であった。さ

らにこの設備では各階に談話スペースが設置されており、居住者が自由に雑談するために使用

できるとのことであった。またこの簡易宿泊所の玄関には、宿泊者の世話や必要なときサポー

トをする事務所があり、手助けをする若者が常にそこに詰めていて、必要な場合、宿泊者の支

援を行っているとのことであった。訪れた当日、サポートに当たる若者達が、宿泊者に明るく

声掛けをするなど、宿泊者の要望に気軽に対応をしていた。 

 ありむら氏の説明では、近年この種の簡易宿泊所が“おはな”の他にも数軒あり、同じよう

な簡易宿泊所が徐々に増えていて、“おはな”と同様のサービスを行っている宿舎もあるとのこ

とであった。 

 我々が訪れた簡易宿泊所“おはな”の経営者は、簡易宿泊所を利用する宿泊者に対して大変

理解があり、日常の生活の相談とか宿泊者が入院した場合など、必要とされる様々な手続きや

支援を積極的に行っており、同氏は西成地域の町会長を務めるなど、ありむら氏の様々な活動

に理解を示し、常に協力を惜しむことなく積極的に様々な支援をされる篤志家であることを知

った。 

 “おはな”では内部の見学を終了した後、経営者と３名の宿泊者との懇談をすることができ

た。3 名の方から彼らの過去の経歴、西成に定住することになった経緯、また現在西成の日々

の生活などに関しての話を聞くことが出来た。3 名の方の過去は様々であったが、現在の西成

での日々の生活に一様に満足しており、今後も現在の生活状態を続け、西成を出て外部で生活

する気持ちは全くないとのことであった。そこには同じような環境の隣人を愛し、ともに支え
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あって生きて行きたいとの気持ちが強くあふれ出ていた。このことに関しては、小論では詳し

く記述することが出来ないが、後日機会があったら是非、詳細な執筆をしたいと考えている。 

 現在、簡易宿泊所で生活している人たちの話を聞くことが出来、その人たちの現在や今後の

ことについて話を聴くことが出来た。ありむら氏は西成、愛隣地区などで生活を送る人たちに

関して、彼らがどのようにして西成愛隣地区に住み着くようになったのか。また西成愛隣地区

に住む人々の考え方や行動の特性と、彼らはどのようにして日々生活を送っているのか。また

彼らの近年の生活環境がどのように変化しているのかなどに関して、以下のように分析しなが

ら、今後の環境の変化（生活保護に依存して生活する体質）に対して、ありむら氏や様々な形

態で彼らを支えている人々が、それらに対してどのように対応し、道を切り拓いていくべきな

のか関して述べておられる。これらの一部に関して以下簡単に紹介をしてみたい。 

はじめに、ありむら氏は現在西成愛隣地域で生活を送る人々が、どのようにして愛隣地区に

居住することになるのか、そのことに関して彼らの殆どが人生の終着駅として、無縁状態で西

成地区にやってくる。彼らは特有の生活意識を共有しているといえる。すなわち孤立と絶望の

感覚を持ち、極度な無縁状態で、非定住性意識を持ち、その日暮らし意識が強く、当然なこと

ながら住民意識が希薄など特有の生活意識をもっている。金銭管理ができず日々酒におぼれ野

宿しながら、目的もなく生きているというのが特徴である。さらに、彼らの特徴は単身者男性

で、日雇い建設労働者が多く、住居は簡易宿泊所が主である。さらに彼らの特徴は特有の熟練

度と労働観を持っているが、責任感が希薄で、住民登録はせず、問題が起こると遁走してしま

うという特性を持っている。またその日暮らしで宵越しの金を持たない。酒におぼれて野宿を

するなどの、不規則な生活と刹那的な生き方をしているために、結核などの病に侵されている

ことが多い。反面刹那の縁で友人ができると、とことん面倒を見るなどの情にもろい感覚を持

ち合わせている。家族縁者との関係がほとんどなく、そのような考え方をあえて持たずに、天

涯孤独でその日暮らしの生活をする者が多く、一種の自暴自棄的な生活価値態度をとっている

者が多いと分析している。注 5） 

ところで、西成地域には住人を支える、様々な活動が行われているのが、そのことに関して

は、後日改めて紹介する機会を持つことにしたい。本稿ではその代表的ともいえる組織で、最

も中心的存在で影響力を持っているといわれている、“NPO 釜ヶ崎支援機構”の主な活動に関

して、簡単に紹介をしたい。 

３ NPO 釜ヶ崎支援機構について 

この西成地域に関しては、府や市などの必要な政策が実行されているが、その他に、様々な
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NPO 団体をはじめ、キリスト教や仏教団体、それに NGO や、地域の公園において、路上生活

者や生活困窮者に炊き出し活動を行っている組織、それに地域の学童や幼児に対して、学習指

導やサッカーを始め様々なゲームなどをして、活動を継続している学生ボランテイア団体など、

まさに多種様々な団体や組織が存在しており、住人にとって必要とされる活動を長年にわたっ

て行ってきている。これら諸団体の活動は、いずれも西成地域に居住する住民にとって、必要

不可欠なものである。 

ここでこれら全ての活動団体の活動や、組織自体に関して詳細に紹介する事は不可能である

ので、その中から代表的な支援団体の例として、“NPO 法人釜ヶ崎支援機構”に関して同組織

の案内書の紹介文から、その一部を紹介することにしたい。 

“NPO 釜ヶ崎支援機構”は釜ヶ崎の現状を踏まえ、野宿生活者と野宿に至る恐れのある人々

の社会的処遇の改善や、その自立支援が図られるような地域の形成に関する事業を行うことに

より、社会福祉の向上を図ることを目的に活動する団体である 

私たちは、就労機会拡大と居住；生活の安定により、野宿生活をなくしても良い社会の形成

を目指しています。具体的に、ａ）ホームレスの予防。ｂ）ホームレス状態からの脱却。ｃ）

再ホームレス化の防止を支えるために、制度の隙間を埋める多様な支援事業を展開しています。 

就労支援と福祉援護の垣根を越える総合支援を目指します。官民協働のセフティネットワー

クで、ソシアルインクルージョンの実現を目指します。 

この支援機構は理事長、副理事長、理事、監事の 10 名の役員がおり、各分野から選出された

理事が中心となってこの活動を行っている。 

釜ヶ崎支援機構の活動は大阪西成区に居住し、日雇い労働市場である愛隣総合センターを中

心に存在する簡易宿泊所に宿泊し、その周辺の食堂や飲み屋を頼りに生活する日雇い労働者や、

高齢で一般の日雇い労働につけず、愛隣地域内外の清掃や除草、補修作業などに従事する老齢

労働者、それに仕事に就けず路上で野宿せざるを得ない状態に追い込まれている人たちなど、

様々な支援を必要としている人々の救済や要望に応えるために、多岐にわたり様々な活動を

日々継続的に行っている組織である。 

そのために様々な支援活動を広範囲にわたって支援活動を行っている。その中でも主な活動

は基礎的支援事業分野の活動としては、上に述べた高齢者特別清掃事業（社会的就労事業の他

に、同じく基礎的支援事業として、野宿を余儀なくされた人々に対する夜間宿泊所を提供する

宿泊運営事業（シェルター）、昼間の休憩や交流の場所として、また就労生活支援のために、「禁

酒の館」の名称で、食事付き相談会、喫茶室、図書館、無料シャワーや洗濯機の利用ができる

場所の提供などの活動を日々行っている。そのほかに訓練と就労準備分野としては、地域密着

型就労自立支援事業、内職作業提供事業。また社会的企業分野として公園管理共同事業。自転
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車リサイクルシステム構築事業。その他民間企業や社会福祉法人などから請負や委託を受けた

就労機会の提供。そのほか相談支援事業として野宿生活者からの相談を受け、その転換を図れ

るようにする事業や医療、債務、年金、生活保護の相談と支援。生活改善、健康相談事業。就

労相談、就職支援。さらには西成地区単身高齢者生活保護受給者の社会的つながり事業など、

支援が可能な様々な分野の活動を行って、西成地区の住人の様々な支援活動を日々実施してい

る。 

この活動は特定非営利活動法人として、北と南（仕事支援部）の両事務所。“あいりんシェル

ター”。日雇い労働者就労支援センター（禁酒の館）相談支援事業部、リサイクルプラザ、チャ

リテエイ自転車プラザポリタン、ひと花センターなど様々な活動を効率的、かつ有機的に活動

を行っている。 

そして NPO 法人 釜ヶ崎支援機構は、様々な私的、公的機関と多様な協力関係をもって維持

されている。財政的には公的支援や多くの人や企業などからの寄付金により運営されているが、

篤志家や関心を持つ一般の人々からも寄付の振り込みを受け付けており、その財政を賄って運

営されている。 

この釜ヶ崎支援機構への入会は、正会員は年会費が 5,000 円、賛助会員は 3,000 円となって

おり、年会費は毎年 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日各年間単位で納める方式をとっている。 

ところでこの支援機構にはすでに紹介した、ウエルフェアマンション“おはな”の他に、機

構の活動に賛同協力する簡易宿泊施設があり、その数が近年増加しているとのことである。こ

れらの簡易宿泊所の他に現在では、外国人旅行者や安価な宿泊施設を利用する人々がこの地域

でも多くなり、安く宿泊できる宿泊施設が増加しているとの事である。 

NPO 法人釜ヶ崎支援機構には多くの簡易宿泊所が提携をしており、そしてほとんどの場合,

路上生活者や野宿をする労働者をなくすためのサポートを積極的に行っている。これらの簡易

宿泊所に入居するには、殆どの場合、NPO などの地域諸団体の紹介で入居が決まるといわれて

いる。この他に支援機構は、入居時のサポート、面接、聞き取り、個人ファイルの作成、住所

設定の手伝い、ID カードの発行、家具日用品の購入、保護費振り込み用口座の開設、生活保護

申請の手伝いなど様々な支援を積極的に行い、野宿や路上生活者を少なくする活動を、日々積

極的に行っているとのことである。 

以上、主にありむら氏から紹介された事柄や、その活動の中心となっている西成地域を速足

で眺めた筆者の感想に関して簡単に執筆したが、最後に、最近の西成地域の動きに関して触れ

ることにしたい。 
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４ 近年の西成愛隣地域の変化について 

記述は前後するが、我々は此度の実態調査の初日の 3 月 1 日、最初に大阪西成区の区役所を

訪問して、西成区長の横関稔氏から最近の西成地域に関して、この地域が様々な要因から、最

近大きく変容している事と、市が西成区の住人の量的、質的など様々な変化にどのような対策

や計画を講じて、これらの種々な変化する事項に対して具体的に対応しているかなどに関して、

様々な事例の紹介を受けながら、この西成地区に関する基礎的な知識を得た。 

すべての事柄に関し小論では紹介できないが、その一部を取り上げてみると、この西成地域

の住人に生じている変化としては、 

ａ）西成地域の労働者の主な仕事は、日雇いで建設現場や工事現場での作業であるが、経済

環境の変化により、彼らの主要な産業の建設業界の仕事が大阪周辺でかなり減少しており、

彼らのような日雇い労働者を大量に必要としなくなったために、仕事の量が著しく減少し

ている。 

ｂ）西成地区の労働者が高齢化、減少する一方、新規の若手労働者の参入が少なく、需要に

対応することが出来ない。また我が国では少子高齢化が急速に進み、労働人口が急速に減

少しているが、中でも若年労働者の減少が顕著である。さら若年労働者は危険、汚いなど

の作業現場を嫌う。そのために若年労働者が西成地域に以前のように入ってこない。 

ｃ）西成地域の住人の特徴は、単身、男子労働者が殆どで、家族持ちが極度に少ないために、

人口増が限られるので、若手の労働者の供給が極度に少ない。 

ｄ）近年、社会福祉制度が充実して、生活保護が以前と比較して受給しやすくなり、住人が

積極的に生活保護を受給するようになってきた。 

ｅ）生活保護受給者たちが、西成地域から他の地域へ転出していくことが多くなってきた。 

ｆ）以前路上生活者たちはそのような状態になると、東京の山谷とか横浜の寿町、大阪の釜

ヶ崎（西成）に居住拠点を求めて移動してきたが、今日では東京や大阪などの大都会の地

下街やビルの軒先、公園など野宿する場所が多くあり、食料も飲食店などの残飯が豊富に

あるので、そのような都会での生活が容易になっており、山谷や釜ヶ崎に流れ込まなくて

も、生活することが可能となってきた等々の環境条件が著しく変化してきた。これら様々

な要因により、西成（釜ヶ崎）地域にあえて居住しなくても、生活することが可能となっ

てきた。これら様々な要因が、西成地域に大きな変化をもたらしてきていると考えられる

とのことであった。これらの動きに対して、行政側の西成市役所でも“西成特区構想とし

て、西成区の抱える諸課題として、少子高齢化、不法投棄、迷惑駐輪、治安、結核そして

野宿生活者などが主な問題であると位置づけ、これらの問題に対して、積極的に対応すべ
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きであるとして、これらの課題の具体的な解決には「まちの活性化・イメージアップ」「若

者や子育て世帯の流入促進」が必要であると位置づけ、「西成が変われば大阪が変わる」、

西成区を変えることが大阪市の活性化につながるとの考えを打ち出して、住民の協力を得

ながら、このことに積極的に取り組んでいくとの姿勢を示している。筆者もこの考え方が

重要であると考える。 

５ 結び 

この度の調査に参加して、大阪の各地域で大阪府の産業を力強く支えている企業を訪れ、そ

の実態を知る機会を持つことが出来て、大変有意義であったと考えている。末筆ながらお世話

になった企業の皆さんに、衷心より感謝を申し述べたいと思います。また特に通常では、個人

で自由に訪れ、調査することが不可能と考えられる西成地域（釜ヶ崎）で、その地域の人々の

生活になくてはならない西成労働福祉センター、路上生活者を救済するための“あいりんシェ

ルター（無料休憩所、禁酒の館”）、西成地域の多数の住人が住居としている簡易宿泊所などを

見学できたことは僥倖であった。この貴重な体験ができたのは、長年にわたり日々その地域の

住人の生活全般を支える活動を行っている、NPO 法人釜ヶ崎支援機構のありむら潜氏の協力と

案内があったからである。短時間ではあったが、釜ヶ崎の住人の実態を垣間見ることができた。

また大阪西成区役所では、西成地区（釜ヶ崎）の最近の住民の変化と動向などに関して、大き

く変わりゆく生活実態や、この地域の動きなどに関して詳しい説明を受け、この地域が急激に

変化している実情を把握することができた。そして特にこの地域における変動の主要因である

高齢化と少子化の問題と、働く職場が急速に縮小していること。また住民が高齢化と就業機会

の減少から、生活保護に依存して生活を維持しているのが、現在の状態である事を知った。今

日、西成地域（釜ヶ崎）の居住者の生活基盤も時代と共に、大きく変容を遂げようとしている。

またこの地域の象徴ともいえる西成労働福祉センター（あいりん労働公共職業安定所）も、数

年以内に健康管理センターや、住宅など様々な新しい機能を備えた建物がこの近くに建設され

ることになっており、その場所への移転が決まっているとの事である。新しいセンターが完成

すると、この地域で生活する人々の生活形態も、大きく変化すると考えられる。ありむら氏や

“NPO 法人 釜ヶ崎支援機構”や他のボランティア活動も、新しい時代の動きに合わせて変化

をしていく事と考えられる。 

小論では執筆できなかった多くの事柄に関しては、後日改めて筆を執る機会を持ちたいと心

から願っている。 
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注 

注 1） 我々は調査初日、大阪西成市役所を訪問して区長横関稔氏から、大阪西成の現状に関して詳細な説

明を受けた、そのことに関しては後の章で説明することにした。 

注 2） ありむら潜氏は大学卒業後今日まで、42 年にわたり西成地域（釜ヶ崎）の住人を支援する様々な活

動をしている篤志家ともいえる活動家で、釜ヶ崎地域の住人にとって欠かすことのできない存在で、

今日も住人が日々必要とする、様々な活動をその中心となって日夜活発に活動をしている中心人物

で、釜ヶ崎地域のすべての住人が必要としている活動家である。氏は有名なマンガ家でもあり、著

作物も多数刊行されている。 

注 3） 1961 年以降延べ 24 回に及んだ。 

注 4） 福祉センターでは日々この労働センターに登録して仕事を求める人々にとって、景気に左右される

ことが多く、特に近年不況の影響で求人数が減少しているために、仕事を得ることが出来ない労働

者もかなりの数いるとのことである。 

注 5） ありむら氏のこの分析は、氏が 40 余年にわたり、観察体験した事柄であり、実に詳細な観察と分

析をしていると筆者は考える。 
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釜ヶ崎の守護神「カマやん」と「カフカの階段」その後 

福島 利夫 

はじめに 

 2018 年の２月 28 日（水）から３月３日（土）にかけて、社研の春期実態調査で大阪にでか

けた。その行程の中に、３月１日・午前の西成区長による「西成特区構想」についてのレクチ

ャー、３日・午後の釜ヶ崎（行政地名：あいりん地区）視察が入っていた。 

社研の実態調査で大阪の西成・釜ヶ崎を訪れたのは６年ぶりである。前回は、社研のグルー

プ研究で、経済学部内の「福祉と環境コース」のメンバーで、「自治体による就労支援」をテー

マにして、堺市、豊中市、箕面市なども訪れた。詳細は、社研の月報 No.597（2013 年３月 20

日発行）に寄せた高橋祐吉所員の「大阪調査覚え書き―自治体による就労支援のさまざまなか

たち―」をご覧いただきたい。前回の日程は、2012 年の２月 27 日（月）から３月１日（木）

である。わざわざ曜日を入れたのには訳がある。気がつきにくいが、４年に一度のうるう年な

ので２月 29 日（水）が入っていることと、もう一つは釜ヶ崎を訪れた曜日の違いである。前回

は、28 日（火）の早朝に西成労働福祉センターを訪れた。今回は３月３日（土）の午後なので

様相はまるで違っている。ついでに言えば、前回は経済学部の中の小さなグループであるが、

今回は OB である参与の方々も含めて、６学部にわたり、20 人近い参加者となっている。 

一 西成特区構想 

初に、行政側からみた西成区と釜ヶ崎（あいりん地区）の近年の施策の現状を大前提とし

て取りあげたい。３月１日（木）午前に、西成区役所で横関稔区長から「西成特区構想」につ

いてレクチャーを受けて質疑応答をおこなった。 

橋下徹市長が 2011 年 12 月に就任し、2012 年から「西成特区構想」の検討が開始された。そ

の結果、2012 年 10 月に西成特区構想有識者座談会報告書（８分野 56 項目の具体的提言）がで

きあがり、それにもとづいて５年間（2013 年度～2017 年度）の取り組みがおこなわれてきた。

引き続いて次の５年間の計画も予定されている。 

レクチャー資料によると、西成区の抱える諸課題等としては以下のことが挙げられる。

１．少子高齢化：2010 年の人口は 15 歳未満割合 7.6％、65 歳以上 34.3％であり、同時にこ

れらの数値は「2040 年の大阪市」の姿でもある。 

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009138

http://doi.org/10.34360/00009138
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２．不法投棄：あいりん地域を中心として、ごみの不法投棄が後を絶たない。 

３．迷惑駐輪：あいりん地域内では、道路上の迷惑駐輪が非常に多い。 

４．治安：路上における覚せい剤の売買、違法露店営業など。 

５．結核：西成区における結核罹患率は、大阪市の約 4.5 倍。 

６．野宿生活者：シェルター利用者や路上、公園等で暮らす野宿生活者等が多数存在。 

 そしてこれらのまとめとして、大阪市の様々な課題が西成区に集約されているということと、

課題解決には「まちの活性化・イメ－ジアップ」、「若者や子育て世帯の流入促進」が必要とい

うことが挙げられている。 

 上記の報告書にもとづく、西成特区構想５年間の主な取り組みは３つに分類される。 

 A  短期集中的対策 

  主な取り組みは、①不法投棄対策、②落書き対策、③迷惑駐輪対策、④防犯対策、⑤結核

対策であり、それぞれに具体的な成果を上げている。 

 B 中長期的対策 

  主な取り組みは、①プレーパーク事業：こどもの生きる力を育む居場所として実施し、３

つの場（遊び場・学び場・たまり場）を展開、②簡易宿所設備改善助成事業：大阪の外国人

観光客等の増加に対応。 

 C 将来のための投資プロジェクト・大規模事業 

  ①あいりん総合センター建替え：市営萩之茶屋住宅及び大阪社会医療センターの移転、労

働施設の仮移転について合意。 

 後の総括で、 も強調されているのは、この西成特区構想が行政主導ではないことである。

すなわち、地域住民や様々な活動をしている人々が主体となる「ボトムアップ方式」による議

論の仕組みができたことが、特区構想推進の大きな原動力であると結んでいる。 

 この西成特区構想については、橋下徹市長の特異なキャラクターとも相まって、当初から懐

疑的な見方も多いことは事実である。スラム・クリアランスあるいはジェントリフィケーショ

ン（地域の高級住宅街化）がその狙いではないかということである。つまり、現在の釜ヶ崎住

民の放逐である。 

これに対抗する戦略として、両刃の剣の可能性を逆手に取って、むしろ絶好のチャンスとし

て地域に根ざした住民ネットワークを活かした地域づくりをおこなおうとしたのが、いろいろ

なグループを統括した、あいりん地域まちづくり会議である。この点については、後でもう一

度取りあげたい。 
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二 「カフカの階段」 

 １．「カフカの階段」とは何か 

 貧困問題を考える手がかりとして、「カフカの階段」を見てみよう。これは、生田武志『貧困

を考えよう』（岩波ジュニア新書、2009 年）で紹介しているものである。 

この図１は、本文１ページの始まる直前のページ（ⅹⅱページからⅹⅲページ）に掲げられ

ている。そして、図のさらに前には目次のページ（ⅹページからⅹⅰページ）がある。つまり、

これら全体が本書の導入部分となっている。 

 この図には、こまごまとした説明文が手書きの部分も含めて添えられている。ただし、本文

の箇所として説明がおこなわれるのはずっと後のページである。154 ページに、「『カフカの階

段』で貧困問題を考える」という小見出しが登場し、そこから説明が始まっている。 

まず、「カフカの階段」の命名の由来である。小説家フランツ・カフカはその作品の『変身』

などで「不条理」を表現することで有名である。そのカフカが父にあてて書いた手紙『父への

手紙』（飛鷹節訳）の以下の部分より命名している。 

「たとえてみると、ここに二人の男がいて、一人は低い階段を五段ゆっくり昇っていくのに、

別の男は一段だけ、しかし少なくとも彼自身にとっては先の五段をあわせたのと同じ高さを、

一気によじあがろうとしているようなものです。先の男は、その五段ばかりか、さらに一〇

〇段、一〇〇〇段と着実に登りつめていくでしょう。そして振幅の大きい、きわめて多難な

人生を実現することでしょう。しかしそのあいだに昇った階段の一つ一つは、彼にとっては

たいしたことではない。ところがもう一人の男にとっては、あの一段は、険しい、全力を尽

くしても登り切ることのできない階段であり、それを乗り越えられないことはもちろん、そ

もそもそれに取っつくことさえ不可能なのです。意義の度合いがまるでちがうのです。」 

つぎに、階段を転げ落ちている主人公のキャラクターの説明である。漫画家ありむら潜
せん

の「カ

マやん」だと、とりあえずはごく簡単な説明にとどまっている。もっとも、よく見ると、本書

の他の箇所でもありむらの別のキャラクターが起用されている。それは、本書の導入ページ（ⅴ

ページからⅵページ）の「自立って……」の箇所である。セーフティネットがどんどん無くな

っていって、その上に立っている、キャラクターの１人であるアイリーンがおしまいに転落す

る姿が描かれている（ありむら潜『カマやんの野塾』より引用）。 

そして、表紙カバーである。同じくセーフティネットが破れて大きな穴があいているところ

に、何人かの人たちが落ちていて、それを引っぱり上げて助け出そうとしている人もいる。そ

こには、カマやんもいるし、フワフワくんらしき人もいる。さらに、表紙カバーの上に巻かれ

ている帯である。ここでは、アイリーンがセーフティネットの上に立ちながら、「貧困をカバー 
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してくれるネットはどこにあるの？」と訴えている。ここで登場したキャラクターたちについ

ては後ほど改めて紹介したい。 

 ところで、この「カフカの階段」の 初の出現はもう少し以前のことである。同じ著者の『ル

ポ 底辺――不安定就労と野宿』（ちくま新書、2007 年）に掲載されている。ただし、ここの

図（227 ページ）では、転落途中の説明文がまったく無く、空欄の（   ）になっている。

説明は、図中ではなく、図外の本文でおこなわれている。この点は、本書を改定増補して書名

も変えた文庫版『釜ヶ崎から―貧困と野宿の日本―』（ちくま文庫、2016 年）でも同じ扱い（314

ページ）である。 

 同じ著者の 近の著作『子どもに「ホームレス」をどう伝えるか―いじめ・襲撃をなくすた

めに―』（生田武志・北村年子著、一般社団法人ホームレス問題の授業づくり全国ネット編・発

行、2013 年）では、「カフカの階段」の図の空欄（穴あき）になっている図２（55 ページ）と

合わせて、次のページでその空欄に記入（穴埋め）した図３（56 ページ）が同時に掲載されて

いる。もっとも、この図３の説明は図１よりも簡潔なものになっている。 

なお、本書では、『貧困を考えよう』で起用されていた、アイリーンによる「自立って……」

の図の引用が１ページにまとめられている（21 ページ）。 

また、あまり目立たない工夫として、読者サービスのもう一つ細かな仕掛けが施されている。

図２ カフカの階段２（穴あき） 

出所：生田武志・北村年子『子どもに「ホームレス」をどう伝えるか』2013 年、55 ページ 
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それは、奇数ページ（左側のページ）の左下に小さく描かれているカマやんの物語（3 ページ

から 183 ページ）である。これはパラパラ漫画の試みである。 初のカマやんは右手に「賃金」

と書いた封筒、左手に商売道具のスコップを持って現れる。ところが、つまづいて倒れて気が

つくと２つとも無くなっている。探しているあいだに、またつまづいてどんどん転落していく

が、壁が高すぎて元に戻れない。途中で野良犬（カマワン）も出てくる。その後、支援者が２

人出てきて、その助けにより、段差を一段ずつ登って、ついに壁の上に到達する。 後は、「賃

金」とスコップを再び手にして退場する。メデタシ、メデタシ。何のことはない。これは,もう

一つの「カフカの階段」の図である。 

 

２．「カフカの階段」の展開 

 生田武志『貧困を考えよう』では、図１の転落を順に取りあげて本文で説明を加えていく。

「労働からの排除」、「健康からの排除」、「家族からの排除・脱出」、「住居からの排除」、「金銭

からの排除」である。 

 そして、 終章（６章）「貧困の解決のために」で、「壁から階段へ」と提起する。まず、「壁」

（＝むずかしい条件）とは、つぎのようなものである。 

 １ 福祉事務所の水際作戦 

図３ カフカの階段３（穴埋め） 

出所：図２と同じ、56 ページ 
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 ２ 就職しても給料日までの生活費がない（お金がないと就職もできない！） 

 ３ 住所がないとハローワークが相手にしてくれない。 

 ４ 保証人がいないとアパートなどに入居できない。 

 ５ 資格・技術がなく、低賃金の仕事しかない。 

 ６ 自分と社会への信頼を失った。 

これらの問題（＝壁）の解決のためには、段差を入れることを指摘する。具体的には、 

 １ 福祉事務所に行っても追い返される人には、ぼくたち〔筆者注：著者が関わっている野

宿者ネットワークなどの支援団体。以下同じ。〕が役所に同行する。支援者、そして司法書

士や弁護士が同行すると福祉事務所はあっさり生活保護を認めることが多い。 

 ２ ぼくたちがアパート入居の保証人や緊急連絡先になることもできる。 

 ３ 給料日までの生活費を援助する。ぼくたちは、就職しても一ｶ月先の給料日までの金がな

い人には、「お金を貸して、あとで月々返してもらう」支援をおこなっている。 

 ４ 生活を保障し、「関係の貧困」の解決へ、生活保護などで経済的に生活を安定させたうえ

で、社会とのかかわりを回復して、自分と社会への信頼をつくっていくことが重要である。 

  さらに、行政の出番として、 

 ５ 公営住宅を増やす。家賃補助制度をつくる。 

 ６ 職業訓練や通学のあいだの生活を保障する。 

 以上のように、「段差をつくる」ことが、つまり衣・食・住にわたる社会的な支援が必要だと、

結論づけている。 

 もう一つ、「カフカの階段」図の右側 上段の部分に、「ところで、ここでは何をやっている

のかな？」とある。これについて、ふつうの答えは「まともな収入のある生活」だけれども、

ここでの答えは「上ではいすとりゲームがおこなわれている」であるとして、生田はその解決

策を三つ挙げている。 

 ①人を減らす、②いすを増やす、③いすを分け合う 

まず、①は無理として、②の「いすを増やす」は、仕事を増やすこと、具体的には「景気の回

復（経済成長）」「社会的起業（企業）」「公的就労事業」などがある。そして、③の「いすを分

け合う」は、ワークシェアリングであって、成功例としてオランダを挙げている。そして、そ

れと合わせて、ヨーロッパ諸国でのワークライフバランスなども取りあげる。 

 なお、上記の「カフカの階段」の問題提起と同様に、貧困を社会問題としてとらえ、そこに

絡みついた複合的な原因を整理するとともに、具体的な解決方法を実践の場に活かそうとする

別の例として、湯浅誠『反貧困――「すべり台社会」からの脱出』（岩波新書、2008 年）の「す

べり台社会」の問題提起がある。いやむしろ両者ともに、運動の現場の中から原因と解決策を
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発見し、検証してきたという点できわめて貴重である。湯浅は本書の「まえがき」で、「一度転

んだらどん底まですべり落ちていってしまう『すべり台社会』の中で、『このままいったら日本

はどうなってしまうのか』という不安が社会全体に充満している、と感じる」と述べている。 

 そして、湯浅は本書の第三章「貧困は自己責任なのか」で、貧困状態に至る背景には、「五重

の排除」が以下のようにあるとする。 

 第一に、教育課程からの排除。第二に、企業福祉からの排除。第三に、家族福祉からの排除。

第四に、公的福祉からの排除。第五に、自分自身からの排除。 

 さらに、「貧困はたんに所得の低さというよりも、基本的な潜在能力が奪われた状態と見られ

なければならない」というアマルティア・センの貧困論を紹介し、生活上の望ましい状態を達

成する自由としての「潜在能力」に相当する概念を、湯浅は〝溜
た

め〟（溜池の「溜め」）と表現

する。金銭的な〝溜め〟だけではなく、人間関係の〝溜め〟や精神的な〝溜め〟など、いろい

ろな〝溜め〟（エネルギー、ゆとり）がある。そして、こうした生活困窮者の〝溜め〟の拡大

のためには、「社会資源の充実」とともに、「当事者のエンパワーメント」が「反貧困」活動を

支える両輪として必要となると図示（140 ページ、図 13）している。 

 同じく、「健康格差」という社会問題の視点から、貧困を社会問題としてとらえて、その複合

的な要因を取りあげている、NHK スペシャル取材班『健康格差――あなたの寿命は社会が決め

る』（講談社現代新書、2017 年）を挙げておきたい。本書の「はじめに」で、WHO（世界保健

機関）が「健康格差」を生み出す要因として、所得、地域、雇用形態、家族構成の４つが背景

にあると指摘し、「健康格差」を解消するよう各国に対策を求めていることを紹介している。 

３．「カフカの階段」の授業での利用 

 私はこれまで大学の授業で、この「カフカの階段」図１とともに、本書の１章「二人のひろ

し」の内容を配布資料として利用してきた。それは、経済学科１年生を対象にした「社会経済

基礎」という科目の前期（半年）の第２回目である。第２回目は「現代における貧困と格差の

現実把握」、第３回目は「現代における貧困と格差の考察」となっており、それぞれの回のテー

マ全体の概要とともに、トピックを提供している。このトピック箇所で当該の図も利用してい

るが、参考までに第２回目の資料の文章部分も以下に示しておこう。 

Ⅰ 世界の貧困を考える 

タレントの黒柳徹子（ＴＶ「世界・ふしぎ発見！」や「徹子の部屋」）は、国連のユニセ

フの親善大使をしているが、アフリカに行った時に、小さな子どもに将来の夢をきくと、

思いがけない答が返ってきた。それは、「大人になりたい」。多くの子どもが大人になるま
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でに死んでしまうからである。 

 ユニセフ（国際連合児童基金：United Nations Children's Fund）は、戦後に発足した当初

は国連国際児童緊急救済基金（UNICEF：United Nations International Children's Emergency 

Fund）として創設された。日本もしばらくは主な被救済国の一つであった。現在の名称に

変更後も、略称は以前のものを受け継いでいる。 

 なお、アフリカなどの貧困の大きな原因としては、イギリスやフランスなどのヨーロッ

パ諸国の植民地として支配されてきた歴史がある。これまでの「世界史」は、「地理上の発

見」という表現に見られるように、欧米中心の歴史観で描かれがちであったことも大きな

問題である。 

Ⅱ 二人の「ヒロシ」 

 「ヒロシ」という名前から、何を連想するだろうか。あるいは、ホスト出身のタレント・

「ヒロシ」のボヤキ風の自虐ネタを思い出すかもしれない。例えば、「ヒロシです。視力は

いいのに、未来が見えません！」。「ヒロシ」は日本の男性の代表的な人名の一つである。 

 ここで紹介するのは、生田武志『貧困を考えよう』（岩波ジュニア新書、2009 年）から

である。①造田 博（ゾウタ ヒロシ）は 1999 年に「池袋無差別殺傷事件」をおこした死

刑囚である。1975 年生まれ。両親が多重債務で失踪し、岡山県立の進学高を２年で中退。

パチンコ店など、数か月ごとに仕事を転々と変わった。②田村 裕（タムラ ヒロシ）は

1993 年、中学２年生の時に「差し押さえ」で自宅（大阪府吹田市）が無くなり、親もいな

くなったので公園で野宿を始めた。近所の人たちが協力して家を借りてくれて生活保護を

受けることができた。そして、高校卒業もでき、吉本興業のお笑いタレント養成所 NSC（New 

Star Creation）に入校し、1999 年にお笑いコンビ「麒麟（キリン）」でデビューした。2007

年、田村裕の書いた『ホームレス中学生』はベストセラーになり、造田博は死刑が確定。 

 「お金がない」という「経済的な貧困」だけでなく、「助けあえる関係がない」という「関

係的な貧困」が重なったことが悲劇を招いた。 

 次の図も、『貧困を考えよう』から転載したものである。 

失業者は、自殺・犯罪（刑務所）・野宿という究極の選択をせまられている。 

この図のイメージ・キャラクターは、大阪市西成区のスラム街（ドヤ街）「釜ヶ崎」の住人・ 

日雇い労働者の「カマやん」（漫画家ありむら潜〔セン〕の作） 

「カフカの階段」は不条理を表す。カフカ（代表作『変身』）は「可・不可」ではない。 

考えてみよう：「いすとりゲーム」（「自己責任」論による競争）の解決方法  

 

ただし、注意点を１つ挙げる。それは「貯蓄ゼロ世帯」の数値である。「貯金切れ」の説明が、
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日銀金融広報中央委員会、2009 年により、２人以上世帯で 22％となっている。この数値は過大

である。これは、外部に委託した世論調査で、標本数も少ない。貧困の増大を訴える研究者や

運動団体などでよく利用されているが、もう少し慎重さが求められる。数値としては、厚生労

働省の国民生活基礎調査（３年ごと）がある。これによれば、その数値は日銀の約半分である。

対比してみると、2001 年 日銀 16.7％、厚労省 8.2％、以下、同様に、2004 年 日銀 22.1％、

厚労省 9.4％、2007年 20.6％に対して 10.2％、2010年 22.3％に対して 10.0％、2013年 31.0％

に対して 16.0％となっている 1）。 

 

三 「居住の階段」から釜ヶ崎のまち再生ステージへ 

 

  「階段」図の発想は「カフカの階段」だけではない。同じくありむら潜による「居住のはし

ご」（その後、「居住の階段」と改称 2））図がある。こちらの方が古い。そして、「はしご」の名

称、ならびに着想は都市計画家シェリー・アーンステインが使用した「住民参加のはしご」に

ヒントを得たとのことである 3）。この「居住のはしご」は、釜ヶ崎居住問題懇談会（居住懇：

1997 年設立、2000 年から「釜ヶ崎居住 COM」に改称）が提唱したものであり、その図（イラ

スト）は居住懇「緊急アピール」第１弾で使用されている 4）。ありむらによれば、「居住のはし

ご」は、地域労働者や野宿者の居住形態は階層状になっており、それを「居住水準」によって

並べ直すことからできあがる。 

この図を見ると、４階立ての構造になっている。一番下が野宿型、その上が収容型、さらに

簡宿型（簡易宿舎型）、アパート型と続く。ここでもカマやんが活躍している。一つ上の階に上

がろうとするカマやんをアシスト（公・NPO・業界・地元・地域福祉）の矢印が押し上げてい

る。アパートにたどりついたカマやんはバンザイし、表札には「人間カマやん」と書かれてい

る。なお、この４階立てのさらに上には、一般都市住宅政策が提示されている。 

 以上を前提にして、つぎに、図４「居住の階段」論に進む。この図は８段階にもわたってお

り、野宿→施設収容型→居宅自立型の様子について、1998 年から 2008 年の 10 年間をふりかえ

った「俯瞰図的たたき台」5）として提供されている。この図の見方のポイントは、８段階の「ス

テップアップ」の上昇ベクトルを 初につくったものは７段目にある「サポーティブハウス」

（簡宿転用型の生活支援付き高齢者マンション）だった 6）という点である。 

さらにたどれば、簡宿（簡易宿泊所）の「敵視」から「活用できる貴重な地域資源」視へと

コペルニクス的転換をおこなったうえで、この簡宿を転用した「サポーティブハウス」をも創

り出していくアイデア 7）が注目される。 
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 ここからさらに、釜ヶ崎居住問題懇談会（釜ヶ崎居住 COM）の呼びかけで立ち上がった「釜

ヶ崎のまち再生フォーラム」の取ってきた手法が以下のようにまとめられている 8）。 

・ホームレス支援策で終始させず、初めから「誰もが住み続けられるまちづくり」という地

域全体の課題とワンセットで取り組んだこと

 ・「ファースト・ステージ（緊急策）」「セカンド・ステージ（抜本策）」等の市民版グランド

デザインを提示し、具体化を促進してきたこと 

・行政のように「就労自立偏重」ではなくて「ハウジング・ファースト」路線を 初から発

想してメッセージしたこと

 これらは 終的には、「まちづくり第３ステージ」9）として、「住民参加のはしご（階段）」も

構想されている。すなわち、「おっちゃん（住民）参加型」である。 

 そこで、図５ 釜ヶ崎の町再生１st ステージと図６ 釜ヶ崎の町再生２nd ステージを眺めて

みよう。すると、「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」と書かれた気球にカマやんやアイリーンなど

が乗っている。乗船部分の外側には「ワシらでも住民参加ができる」と記されている。それだ

けではない。図６をよくよく見ると、街中にもカマやんがいる。どこにいるかわかるかな？ こ

れは、マーティン・ハンドフォードの絵本『ウォーリーをさがせ！』にもなっている。この図

を見る人が、楽しみながら、いろいろなことを考える材料を提供しているわけである。 

四 釜ヶ崎のまちスタディ・ツァー 

 釜ヶ崎では、スタディ・ツァー（街歩き＋解説＋懇談）が日常的におこなわれている。これ

は、ホームレス問題や釜ヶ崎を「学びたい」「役立ちたい」「良い報道をしたい」人を対象とし

ている。さらに、オプションには、「報道関係者コース」「起業＆現場スタッフ研修コース」「卒

論・修論への援助コース」も設けられている。 

 また、総合社会福祉研究所が大阪で開催している、社会科学・社会福祉基礎講座（６月から

12 月：全 11 日 22 回）にも、後期初日（2018 年 10 月６日）「フィールドワーク：釜ヶ崎 現代

の貧困と子どもの貧困」として組みこまれている。 

 2018 年３月３日（土）午後２時に大阪市立大学・西成プラザに集合して、パワーポイントに

よる事前レクチャー（ありむら潜）をうけてから、２つのグループに分かれてフィールドワー

クに出発した。私は幸運にもありむらグループの一員となった。ありむらの極めて精力的で、

せっかちで、使命感にあふれた姿にじかに触れることができたのは、それだけで大満足である。

地域に溶け込んでいて、あちこちでオッチャンたちから親しげに声をかけられているのが、印

象的であった。 



－ 153 － 

配られた資料の中に、私も読者になっている、月刊誌『福祉のひろば』（総合社会福祉研究所）

連載の、ありむらによる「ホームレスから日本を見れば」（イラストと文で１ページ分）があっ

た。サポーティブハウス「おはな」１階の談話室で入居者（生活保護受給者）３人の話も聞い

たが、その３人は、この連載記事に登場している人たちで、似顔絵もよく似ていた。 

その資料の１枚目に登場するＨさん（71 歳）・2015 年６月号掲載は、実はこの『福祉のひろ

ば』2018 年３月号にも再度登場している。年齢は 75 歳で、サブタイトルは「財布を拾った生

活困窮爺さんのお話」だが、このことは、別れ際に、ありむらから教えてもらった。 

 あいりん総合センター（地下１階、地上 13 階）は 1969 年度に建設され、現在、この建て替

え・移転がまちづくりの大きな課題となっている。この総合センターは、２階が吹き抜けにな

っている。そして、あいりん労働公共職業安定所（国の所管：３階～４階）、大阪社会医療セン

ター付属病院（大阪市：５階～８階）、萩之茶屋第１住宅（大阪市：５階～13 階）公的財団法

人・西成労働福祉センター（大阪府：３階～４階）、寄り場（大阪府と雇用促進事業団：３階）、

寄り場（雇用促進事業団：１階）、シャワー室（雇用促進事業団：地下１階）、日雇い労働者就

職援護施設（売店、食堂、理髪店、ロッカールーム）から構成されている、巨大な複合施設で

ある。 

 １階の寄り場の前ではシェルター並び場の様子を見た。『福祉のひろば』2018 年４月号の「ホ

ームレスから日本を見れば」（写真付き）ではクイズになっている。「これは何の風景かな？」

答えは、野宿状態にある人々が、通称「シェルター」（臨時夜間緊急避難所：定員 550 床）に今

夜の寝床を確保するため並ぶ列である。５時半オープンだが、３時頃から順番取りが始まり、

空のペットボトルからしだいに大きな荷物も並び出す。外国からの研修訪問者たちは驚いて、

「コノ荷物ハナゼ盗マレナイノデスカ？？」と質問する。それに対しては、「ここは日本だから

です」で納得してもらう。 

 労働福祉センターでは、「特掃」（55 歳以上の高齢者特別清掃事業、公園・道路・草刈などの

公的就労）などの説明を受けた。たずね人や無料結核検診、技能講習のお知らせなども目を引

くものである。その後、NPO 釜ヶ崎支援機構の「特掃」詰所、シェルター、昼間居場所棟、図

書室なども見た。 

 こどもスポーツ広場、炊き出しがおこなわれている四角公園、三角公園、子どもの里、ひと

花センター（単身高齢者の社会的つながり再生）、さらに、外国人バックパッカー用にリニュー

アルされたホテル、中国系の不動産業者によるカラオケ居酒屋なども見た。国際化の一端は、

ゴミ捨て場に貼られていた注意書きが数カ国語で書かれていたが、一番 後に見慣れない言語

のものが見うけられた。ベトナム語ということだった。 
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五 カマやんの物語 

 

 １．カマやん誕生と作者ありむら潜 

 これまでにもすでに舞台回しの役割で何度も登場している、カマやんの漫画について改めて

見ていきたい。 初は、作者のありむら潜についてである。それは、神田誠司『釜ヶ崎有情』

（講談社、2012 年）が教えてくれる。ありむらは、本書の「まえがき」と「あとがき」に登場

するだけでなく、第一話「ドヤ街の漫画家」の主人公であって、写真も掲載されている。同じ

く漫画家のやくみつるを連想させる体つきと風貌である。大学卒業後、世の中の深奥を見つけ

だそうとして「西成労働福祉センター」に就職し、３年間のつもりがそのまま居ついてしまい、

定年後の現在もなお、釜ヶ崎のまちづくりの活動を続けている。 

 釜ヶ崎を笑いで表現したいと思いついて、『漫画の描き方入門』を購入して、独学でマンガを

描き始めた。そのうちに、1978 年に西成労働福祉センターが、労働者向けの広報紙「センター

だより」を創刊し、声をかけられて、４コママンガの連載が始まった。はじめは特定の主人公

はいなかったが、やがて「カマやん」が誕生する。 

 「カマやん」は、腹巻き、ニッカボッカに地下たび姿、大阪空襲で孤児になり、天涯孤独。

若いとき、貨物船で世界中を回った経験を持つ。涙もろくて、世話好き。単純な性格で、豪放

にガハハと笑い飛ばす楽天家。 

 その人物像は、ありむらが、実際に接した何人かの労働者のキャラクターをつぎはぎしたも

のだということだが、よく見ると、ありむら自身と重なって二重映しのようにも見える。つま

り、ありむらの分身である。 

 もっとも、カマやんのマンガの中で、ありむら自身が登場するものも一部にある。『HOTEL 

NEW 釜ヶ崎』では、ある１話の主人公である。また、『カマやんの夢畑』では、ある１コマ

の人物の１人として「とりあえず原稿を出すだけの漫画家」で、スンマヘンと誤っている。さ

らに、『カマやん漂流記』では、目立たないが本業である労働福祉センターの窓口業務でも登場

している。 

「カマやん」の名前は「センターだより」で公募したところ、「釜ヶ崎の赤ヒゲ先生」として

有名だった医師の本田良寬（大阪社会医療センター付属病院長）からさっそく電話があって、

「おい、『カマやん』ちゅうのはどないや」ということで決まった。 

 

 ２．カマやんの物語 

 カマやんは神出鬼没であり、いろんなところに現れる。物語の主人公にもなれば脇役にもな

る。物陰でながめていたりする。そのときは、何となく場を和ませている。息抜きの役割であ
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る。これは、手塚治虫では、キノコの一種ともいわれている、小さなヒョウタン型で息を吐い

ている「ヒョウタンツギ」であるし、赤塚不二夫では、ロボットのような顔立ちでホウキを持

って、「おでかけですか。レレレのレー？」と声をかける、「レレレのおじさん」である。カマ

やんの愛犬カマワンもその役回りである。それでカマワン（笑）。 

カマやんの物語を発行年の順に列挙すると以下のようになる。

①『釜ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記』（日本機関誌出版センター、1987 年６月）

②『カマやん漂流記 釜ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記 パート２』（日本機関誌出版センター、

1987 年 12 月）

③『釜ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記３・英訳入り・カマやんアジア太平洋を行く』（日本機関誌

出版センター、1989 年） 

④『HOTEL NEW 釜ヶ崎』（秋田書店、1992 年）

⑤『日本
ニッポン

お笑い資本主義 釜ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記４・英訳入り』（日本機関誌出版セン

ター、1993 年）

⑥『カマやんの曲がりかど 釜ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記５』（日本機関誌出版センター、1998

年） 

⑦『カマやんの野塾――漫画 ホームレス問題入門』（かもがわ出版、2003 年）

⑧『 下流 ホームレス村から日本を見れば』（日本居住福祉学会ブックレット、東信堂、2007

年） 

⑨『漫画 ホームレスじいさんの物語 震災・ガレキを越えて カマやんの夢畑』（明石書店、

2012 年） 

 以上は、主に既出の「センターだより」、『福祉のひろば』と日本機関紙協会大阪府本部・月

刊『調査資料集』（現『宣伝研究』）、『ヤングコミック』（少年画報社）に収録されたものである。

その他に、ありむら潜「釜ヶ崎 いま むかし」（原口剛・稲田七海・白波瀬達也・平川隆啓編

著『釜ヶ崎のススメ』洛北出版、2011 年）がある。1945 年敗戦直前から 2010 年前後までの風

景を描いている。 

 それでは、第１作①『まんが日記』を開いてみよう。冒頭に、「ズバリ＜釜ヶ崎＞ご案内」の

文章と隣のページにイラストのあんない地図が掲載されている。楽しい地図でカマやんが 16

人もいる。 

しかし、残念なことが一つある。それは、ここに出ている南海天王寺線が現在は存在しない

ことである。1984 年に天下茶屋―今池町は廃止、1993 年に今池町―天王寺は廃止となり、全線

が廃止されている。「釜ヶ崎は、地理的には大阪市の中心部のやや南側にあります。JR 環状線・

南海本線および南海電車天王寺線に囲まれた三角地帯（約 0.6 ㎞ 2）を、人々はそう呼んでいま
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す」と視覚的にはイメージしやすいことは事実であるが、三角形の斜線箇所は部分的に地下鉄・

堺筋線がカバーしているだけである。 

 もっとも、近年の「釜ヶ崎（あいりん地区）周辺要図」（⑦『カマやんの野塾』）では、鉄道

路線は訂正されている。 

 

 ３．マルクスの資本主義分析 

 つぎに、⑤『日本
ニッポン

お笑い資本主義』に移る。ここでは、ソ連の崩壊により幽閉を解かれた難

民マルクスが登場する。なぜか関西弁（ドイツ語なまり）をしゃべる。内容はおもしろいのだ

が、よけいなことに気づいてしまった。目次の英訳のマルクスが Marx ではなく、Marcus にな

っている。これは、訳者のデイビッド・メイヤーソンがアメリカ人で、本書が出版された前年

の 1992 年にノーベル化学賞を受賞したのがアメリカのルドルフ・マーカス（Rudolph Marcus）

だったことがおそらく影響している。 

 マルクスは不況のドヤ街を見て、自分の本（『資本論』）の理論に満足して喜ぶ。「貧困化法則

論だってしっかり生きとるやないか」と。さらに、機嫌良く、エンゲルスの『イギリスにおけ

る労働者階級の状態』まで持ちだしてくる。しかし、生活費に困ったあげくに、この『資本論』

を売ろうとして古本屋に持っていく。「これだけ真理を見通した本や。しかも本人のサインつき

や」ということで、めちゃ高く売れると思ったら、実際は「50 円でんな」と冷たくあしらわれ

てすごすごと帰る。「古本高価買入れ」と書かれているのが、何とも皮肉である。よく考えて見

ると、『資本論』という、カネ（貨幣）の運動の原理を解いている本の値段がこれだけ安価とい

うこと自体が大きな皮肉である。 

 それだけではない。労働者が団結してゆくはずなのにそうではない。また、バブルが破綻し

て人々が反省する姿を見て、マルクスは人々が自覚し、変革を求めつつあると理論的確信に満

ちて、研究論文「日本資本主義論」に没頭する。だが、再びバブル景気が到来して、人々は反

省などは忘れ去って、浮かれ騒ぎまくる。マルクスは落ち込み、カマやんとヤケ酒をあおると

いう結末。現代日本では、マルクスも目を丸クスる事態が続出である。 

 

 ４．カマやんと参加型人生へ 

それでは、⑥『カマやんの曲がりかど』に行こう。３章「〝危機ざんまい〟のニッポン」で

は、大震災、家族・コミュニティ（地域社会）、超高齢化、労働者生活、自然環境、官僚主義、

企業行動、リッパな政治のそれぞれの危機を取りあげている。 

 末尾の「釜ヶ崎ノート」では、＜カマガサキ＞と＜釜ヶ崎＞の二つの側面（あるいは実態）

についてありむらが述べている。それによれば、＜カマガサキ＞は、釜ヶ崎を起点に、各地に



－ 157 － 

拡散しつつある日雇い労働者のネットワークとその独特の世界をさす。これには、近年の不安

定雇用層の急増の中で生み出されつつある新しい日雇い層の星雲状態的存在も含みたい。＜釜

ヶ崎＞とはそのような星雲を吸い寄せ、萩之茶屋という特定の地域に凝縮して形成されたブラ

ックホールのようなコミュニティをさす。前者はおもに一般的労働問題として現れ、後者では

集中して住むことから派生するコミュニティ固有の問題が深刻な形で加わる。このように、あ

りむらは釜ヶ崎を動態的なものとしてとらえている。 

 「あとがき」でありむらは心境を語る。今日の日本の混迷からの脱出についての議論や報道

を注視していて、あることに気づいた。新しい社会を準備する際に必要なはずの「市民の自己

変革」の視点がほとんど欠落している、ということだ。そして、その状況を突破する役割をカ

マやんに求めた。カマやんはその社会の 深部のところで「市民変革ドミノ」の起点になろう

とした。カマやんは革命家である。ただし、それはたいそうなことではなく、「きちんと住む」

だけでいい。その意味は、市民社会への再参加である。これまでの「抵抗手段としての民主主

義」を乗り越え、「参加する民主主義」の実態をつくる。これが新世紀への入口であり、参加型

社会、参加型都市づくり、参加型人生へ、モードを切り換えなければならないと訴える。 

 

 ５．ホームレス問題からまちづくりへ 

 こんどは、⑦『カマやんの野塾』である。まず舞台とキャラクターたちの紹介から入る。 

大阪市内のいくつかの公園や河川敷に、カマやん（日雇い寄せ場経由型）、フワフワくん（自分

さがしの家出少年。よくさかさまに浮いている）、七 転
ななころび

ヤオキさん（元サラリーマン、リスト

ラ型）、他にサイゴーさん、オークボくん、マルクス先生など、著名人のそっくりさん。 

そして、釜ヶ崎には、古い日雇い仲間に加えて、このまちを「単身高齢者でも住み続けられ

るまち」につくりかえようと運動や事業を始めた新しい仲間たち。アイリーン・コマチ（ネー

ミングはあいりん地区の地名から：小さなまちづくり NPO の代表。都市計画家、コミュニティ

ワーカー）、萩
はぎ

吉
きち

ジーサンとその仲間たち（支援運動のおかげで野宿から畳
たたみ

の上にあがること

ができた、元
もと

日雇いの単身高齢者たち）、まちづくりネットワークの仲間たち（仕事づくりや居

住の確保、つながりやささえあいづくり）。 

 野宿者問題を理解するための 50 のキーワードが配置されていて、索引もついている。いくつ

かを紹介しておこう。これらのキーワードが小見出しの役割も果たしているので、４コママン

ガのテーマとセットで読み進むのがオススメである。 

・「ホームレス」と「野宿生活者」：この２つは別々。国際的定義では「ホームレス」とは、

人たるにふさわしい「適切な住まい」に住む「居住の権利」をおびやかされている状態を

さす。簡易宿泊所などに寝泊まりしている状態も意味する。「野宿生活者」は、その中で公
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園など野外で寝て生活している人を言う。日本の「ホームレス自立支援特別措置法」では

混乱していて、「ホームレス法」としながら内容は「野宿生活者対策」に矮小化されている。 

・日雇い労働者：日雇い労働者は「野宿をよぎなくされる恐れのある人々」であり、簡易宿

泊所住まいの日雇い労働者はすでにその存在自体が（広義の）「ホームレス」状態だ。ここ

への対策が予防的意味でとても重要だ。 

・ホームレス問題の総合性：人がすべてを失って野宿までするということはよっぽどのこと

である。実際、雇用・居住・福祉・医療・教育・人権・ジェンダー・宗教・文化などきわ

めて複合的な問題がごった煮の世界である。だから、対策も支援も広い視野をきたえられ

る。 

・生活づくり：釜ヶ崎では「自立」というあいまいな言葉に換えて、生活づくりという用語

を使う団体が目につく。なぜなら、恵まれたとは言えない生い立ち等に加えて、人夫出し

飯場と簡易宿泊所（ホテル）暮らしをずっとしてきた単身男性たちは初歩的な家事知識す

らない場合も多い。そのような人が自立するとは、アパート等での炊事や洗濯、金銭や健

康の自己管理、近所づきあいなど、生活実体そのものをあらためてつくっていく、それも

自分のテンポでつくっていくプロセスだからである。ちなみに、サポーティブハウスはそ

のためのトレーニングの役割も負っている。 

・就労自立・福祉自立・半就労半福祉型自立：自立には２通りがある。自活するに足る収入

がともなう仕事につければ「就労自立」。しかし、高齢などのため生活保護でサポートされ

る場合でも自己決定がだいじにされる暮らし方ができれば「福祉自立」と、釜ヶ崎では呼

んでいる。現実には、50 歳代から 65 才未満の人々は、自分でできる仕事の範囲内で働き、

不足する分を（とりわけ家賃だけでも）生活保護制度で支援してもらう「半就労半福祉」

型の実施を強く望んでいる。 

・エンパワメント：野宿から脱し、新生活を安定軌道に乗せるためにはその人自身が自分の

潜在的力を引き出し、自己決定できる力を高めるなど、パワーアップする必要がある。健

康管理や金銭管理に始まり、コミュニケーション力の回復、仕事づくりのための能力開発、

文化活動による生きがいづくりにいたるまで、釜ヶ崎のまちづくりではさまざまな試みが

なされている。マンガでは識字教室を取りあげる。 

・釜ヶ崎のまちづくり：野宿者激増による地域崩壊を背景に、1999 年に始まり、いくつかの

注目すべき盛りあがりを見せている。労働運動系からの NPO の誕生、市民運動系の参画、

町会住民系の活性化、それらの相互理解とネットワーキングが進展。ソーシャルインクル

ージョン（社会的包摂）や「社会再参加」が共通の言葉となっているのが特徴。それらの

底流にある変化は、すでに 5000 人の単身高齢者たちが生活保護制度の活用によって畳の上
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にあがって、定住化が浸透しつつあること。そうした人々が地域と向かい合い、地域参加

を課題としつつあること。一人ひとりのケアを通じた支援者側の多様な結びつきの進展な

どである。 

・つながり・ささえあいづくり：ただでさえ高齢者はこもりがちなうえに、釜ヶ崎ではコミ

ュニケーションをうまくつくれない人も多い。そこで、地域通貨を使って、楽しみながら

それを克服しようとする試みも始まった。釜ヶ崎での地域通貨（１円＝１カマ）は「つな

がり・ささえあいづくり」という素朴な目的にしぼって、流通促進されている。

付録資料「釜ヶ崎のまちづくり紹介」を見よう。 

＜総論＞の「地域状況」から入る。 

釜ヶ崎地域は、約２万人の日雇い労働者と約 160 軒の簡易宿泊所（簡易ホテル）が密集して

いる、寄せ場と呼ばれる労働者コミュニティである。しかし、近年の経済不振と労働者たち自

身の高齢化（平均 55 歳）にともなって、地域内外は数千人規模の野宿者であふれるようになっ

た。これが問題の出発点である。 

 そして、ありむらの以下の主張が続く。1999 年が運動の転換点である。NPO 釜ヶ崎支援機構

ができ、簡易宿泊所組合も地域貢献路線を打ち出し、釜ヶ崎のまち再生フォーラム等も創設さ

れた。行政に本格支援の要請はし続けるとしても、コミュニティの中にある地域資源（古いし

くみの中で孤立化し、朽ちかけているように見えるモノやヒトやソフト）を再発見し、住民主

導の新しいネットワークで結ぶことで役立つものにつくりかえ、自己変革とエンパワーメント

を引き出しあい、「住む能力」を発展させ、参加と自治に向かう。 

 まるごと「社会的排除」されていた釜ヶ崎が方向転換して、「社会再参加」の道にいっせいに

走りだした。これは、地球全体に強まる非営利市民活動の釜ヶ崎的現れであり、カマやんが市

民として登場する時代到来である。 

つぎに、＜釜ヶ崎のまち再生フォーラム＞に入る。 

 「フォーラムの目的としくみ」としては、「個人のゆるやかなネットワーク」であり、参加者

それぞれが、まずは個々人の自由な立場と自由な発想にたちかえることが強調される。ここで

すでに紹介した、図５ 釜ヶ崎の町再生１st ステージと図６ 釜ヶ崎の町再生２nd ステージを

もう一度利用したい。つまり、まち再生の全体像（緊急対策と抜本対策）の広大な見通しを提

供している。それが、気球の意味するところである。 

「具体的な活動内容」としては、これまでにも見てきたが、少し付け加えておこう。安否確

認巡回事業、「釜ヶ崎ボランティア養成講座」開講、「投票へ行こう！ 社会再参加キャンペー

ン」実行委員会、「野宿生活者の社会復帰を実現するモデル区域」での新しい町会結成、さらに、

西成市民会館建て替え＝「地域福祉総合センター」化、地域のあらゆる人々との共生をめざし
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た次なるまちづくりビジョン（ネクストステージビジョン）の策定である。 

 そして、「失敗もある」として、運動が進むにつれて、個性や手法、利害のぶつかりあいも生

じることから、人と人の「信頼と敬意」の関係づくりが何よりもたいせつだと結んでいる。 

 「あとがき」では、前作『カマやんの曲がりかど』（1998 年）以後の５年間、作者のありむ

らは自らが運動に没頭していたことと、前作では暗黒の 90 年代の社会崩壊とその中でのカマや

んの個人的意識転換＝曲がりかどがテーマだったことを語っている。そして、1999 年になって、

釜ヶ崎にも運動の根本的な転換が訪れ、ありむら自身も同じく転換し、さらにその二重映しと

して、当然ではあるが、物語の主人公カマやんも転換するというのが、本作『カマやんの野塾』

（2003 年）である。 

 おもしろいことに、こんなことも書いている。「まちづくり運動における漫画キャラクターの

役割」。どなたかこのテーマで１本論文を書いてほしいと思いますと。 

 本稿は、ありむらのこのつぶやきも意識して書いている。シリーズ全体の書評の意味もこめ

ている。ただ、「カマやん」本とも言うべき、カマやんのシリーズは絶版なので一般書店では手

にすることもできない。古本をネットで注文するしかないのは残念至極である。 

 

 ６．どん底から新しいふるさとづくりへ 

後に、⑨『カマやんの夢畑』である。 

 舞台背景と時代背景が違ってくる。釜ヶ崎以外に、川べりのホームレス・テント村、リーマ

ンショック（2008 年）後の山の中の限界集落、東日本大震災（2011 年）被災地。 

つぎに、物語のキャラクターたち。主に新人を紹介しよう。 

カマワン：釜ヶ崎の野良犬。というよりコミュニティ・ドッグ。カマやんのトモダチ。伴走

的パーソナル・サポーター。 

ディビッド：NPO のボランティア。テキサスから卒論書きにやってきて釜ヶ崎にはまり込ん

だ。 

通称マルクス先生：幽閉先のソ連崩壊（1991 年）に伴い、釜ヶ崎に逃れて静養中。今は生活

保護で暮らし、引きこもりがち。カマやんと行く立ち飲み屋の大阪名物ドテ焼きと

梅クラゲがすき。 

 本文は、カマやんの回想・記録（４コママンガ）とありむら潜のコラム「新しいふるさとづ

くりへのつぶやき」（イラスト付き）25 回が併行する。 

行旅死亡人（行き倒れ）、刑余者（満期受刑者などの処遇）問題の次には、釜ヶ崎の本質が語

られる。「日本列島総釜ヶ崎化」という言葉がいまや警鐘用語ではなく、「ニッポンの現実」と

なった。釜ヶ崎の本質は、①日雇いという非正規雇用労働者の極度の集住地域。②家族・社会
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的諸集団どころか自分の過去とさえいっさいのつながりを断ち切った（断ち切られた）極度の

無縁状態の人々の集住地域。この両面が一体化したのがカマガサキだ。地理的概念ではなく、

貧困の「状態」概念にすら、ありむらには思える。 

 以上の①②のうち、これまではもっぱら①に起因する問題が貧困の基軸だと考えられてきた

がそうではなかったことをありむらは指摘する。生活保護を受けて人々は幸福になったか。ノ

ーだ。アパートでの生活保護になり、唯一あった、労働を通しての社会参加の実感を失い、む

しろ孤独と空虚感は深まった。つまり、人間論、幸福論的には②の問題こそ重要なのだ。遅れ

て釜ヶ崎化した日本列島各地はこの教訓に学ぶべき。「つながりの再生列島」をめざすべき。な

お、ここで提供されている日本列島のイラストにはカマやんが 11 人。 

 お次は、日雇い版「定年退職前準備支援プログラム」が必要という話である。A さんは恒常

的野宿から救急車で病院へ。以後は施設収容と社会的入院と再野宿。B さんは公的窓口や支援

団体などとつながって、「半福祉・半就労型」のアパート生活に移り、その後「全生活保護型」

に。タイトルは「カマやんはどっちになるのかな？」である。 

 今度は、セーフティネットの「アフター」より「ビフォー」の重要性を説く。ホームレス問

題とは、問題が極限化してからの問題であって、セーフティネットをはさんで、「アフター」の

世界である。そうなる前に、「ビフォーの世界でなんとかせいよ」、つまりそもそもはセーフテ

ィネットに近づかなくてもすむようにするのが一番いい。そのためには、国民一人ひとりが、

労働・家庭・教育・人と人とのつながり・地域、とりあえずこの５つの領域で「力をつけてお

く」ことだ。「子供の時代に力をつけること」だとも言えると。 

 ベーシック・インカム 10）という政策をアイリーンが説明している。すべての国民にたとえば

８万円とかを毎月無条件に支給するしくみ。子ども手当も年金も生活保護も全部統合して社会

保障の基礎部分として払う究極の政策である。そこで、サイゴーさんが「そういえば釜ヶ崎で

は多くが生活保護をもらってるから、もう実現してるようなもんや」と言えば、カマやんが「そ

う、ベーシック・インカマや」とオチが来る。 

 「New ニュー日雇い」のススメに入る。一人ひとりへのサポート現場での実態の話だ。カマ

やんたち「オールド日雇い」、そしてフワフワくんたち「ニュー日雇い」（スポット派遣）のよ

うに、「断続的な仕事なら継続的に」働ける人もかなりいる。こうした「オールド」や「ニュー」

を教訓に、「New ニュー日雇い」を勧める。つまり、日雇い仕事を継続しながら、支援付き住

居の安定確保やつながりづくりを模索し、支援を受ければいい。シンプルに考え、ゆっくり次

のステップ・アップをめざせばいいのだと。 

 同じく、孤立しがちな人たち全般への支援策として、ありむらたちはコレクティブ・タウン

（造語）という考え方を広め始めた。それは、人々のゆるやかなつながり・やわらかい参加で
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あって、強い連帯ではない。それに合致するしくみづくりのヒントは釜ヶ崎にある。居住政策

不在のおかげで、人々の住居は簡易宿泊所の、ただ寝るだけの狭小な個室である。本来居室内

に持つべき生活諸機能が路上や公園に外延的にあふれていかざるを得ない。人々はどこでも創

造的に気ままに「ひろば」として使う。そして、「ひろば」とは現代のキーワード＝「居場所」

と同義語になる。釜ヶ崎はいわば天然のコレクティブ・タウンだ。北欧発のコレクティブ・ハ

ウジングが「建物にコミュニティ（まち的要素）を組み込む」のに対して、「まち（コミュニテ

ィ）を住まいの一部として」とらえる。コレクティブ・タウンの成立要件は、ハードの問題よ

りも、空間の利用のしかただと結論づける。 

 ありむらの「つぶやき」の 後は、「定年退職にあたって」である。「どん底で見てきたもの」

は、マルクス風にいえば、「一つの極での貧困の蓄積」の実にわかりやすい事象の数々であった。

しかし、見るだけなら、解釈するだけなら、達成感につながらない。そこで、「どん底でしてき

たこと」が続く。労働福祉センターでの仕事にとどまらず、その狭い枠組みに閉じこもらなか

ったという達成感がある。一つは、漫画で地域に社会に発信し続けたことである。もう一つは、

1999 年に釜ヶ崎のまち再生フォ－ラムを仲間たちと創設し、まちづくりによる状況打開の事例

群をつくり得たことである。 

 結論として、「貧困が蓄積する一つの極」は実は社会的に排除された人々にとっては「そこ自

体が丸ごとセーフティネットや居場所になりうる」というパラドックスを釜ヶ崎の人々全体で

創り出したということが導かれる。『資本論』を抱えたイラストのマルクスも、「釜ヶ崎だから

こそ救われるという、ある種のパラドックスだね」と満足げに納得している。 

 「あとがき」は～漢方薬「カマやん」のススメ～となっている。本巻のセールスポイントと

して、伴走的記録者かもしれない、「ガレキの中で生きる達人たち」から何かを学べる、どん底

の笑いを考える材料にできるかも、の３つを挙げている。 

 そして、ありむらは、人間社会というものはどん底ですら笑いがあるものなのだ、人間とは

もろく弱いと同時に、そうした強さがあることを感じて安心してほしい。人間社会とはそうい

う「奥ゆき」があるものだということを、特に若い人たちに感じてほしいと語る。 

 以上、ここまでカマやんの物語を取りあげてきたが、その内容はチャップリンを連想させる

ものがあった。チャップリンは、漫画と同じく、活字とは違った、映画という映像の手段で、

貧困などの社会問題を笑いを武器にして取り扱い、観客を楽しませるとともに勇気づけてきた

ことが印象的である。チャップリンいわく、「笑いのない１日、それは無駄になった１日です（A 

day without laughter is a day wasted.）」。 

 もう一つ付け加えておきたい。カマやんの物語の舞台が釜ヶ崎であることは周知のとおりだ

が、そこが日本の笑いの本拠地である大阪の一角だという背景である。大阪は商人の町として
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栄えてきたが、そのためにコミュニケーションが極めて重視され、その重要な構成要素として

笑いが欠かせないものだった。「商都」が同時に「笑都」であったゆえんである。以上、ショー

トショート。 

 

六 もう一つの「日本列島総釜ヶ崎化」 

 

 １．「移民都」大大阪
だいおおさか

 

 大阪という西日本随一の大都市の持つ、貧困集中地域を生み出す歴史的な空間構造の特性を

把握しよう。これについては、水内俊雄「大阪の困窮化の歴史的背景と西成区への貧困集中の

実態」（貧困研究会『貧困研究』Vol.9、2012 年 12 月）が明らかにしている。それによれば、伝

統的な「商都」に続く「工都」は、中心部の「商都」をとりまく周辺部に広がり、「煙の都」と

も呼ばれ、それを支える人々は、移民として大阪に劇的に流入し、中心部のまわりに、同心円

状に職工の街、工場労働者の街、それを支える街角商店街や盛り場が、まわりに張り付いてで

きてゆく。「移民都」の誕生である。その移出元は遠く朝鮮半島にも及ぶ。 

 移民が持つ社会経済的な脆弱性は、被差別部落民、日雇い労働者、朝鮮半島出身者、南西諸

島出身者などが集住する地区により強く出る。行政区全体にその特性が強く見られるのは、大

正区のリトルオキナワ 11）であり、生野区のコリアタウン 12）である。この脆弱性を克服し、「移

民都」の保持・再生産をはかるために、行政による伝統的な都市社会政策、福祉施策、同和対

策事業、そして釜ヶ崎（あいりん地域）への施策が存在してきた。 

 

 ２．インナーシティの形成と「ホームレス問題」 

 資本主義の発展は、農村から都市への労働力としての大規模な人口移動をもたらした。これ

が、上記の「工都」誕生の原理であるが、その都市部においても、資本主義的蓄積の、一方に

おける富の蓄積、他方における貧困の蓄積の地理的な対比構造がつくりだされる。労働者層に

おいても、都市郊外への住宅の移転が進行するとともに、「インナーシティへの貧困や不安定労

働・居住の集積と囲い込み」13）が併行する。「スラム」の形成である。 

 さらに、釜ヶ崎については行政施策の展開がある。以下、具体的な釜ヶ崎対策の二つの方向

性について、原口剛の整理によって見てゆきたい。「第一に家族持ちの労働者に対しては、釜ヶ

崎地域外の公営住宅が斡旋され、釜ヶ崎からの分散化が企図された」14）。しかし、「第二に、各

地の農村や炭鉱等から流入する単身男性の労働者に対しては、むしろ釜ヶ崎への流入が促進さ

れた」15）。これらの結果、「七十年代には釜ヶ崎は、日雇労働市場や簡易宿泊街としての性格は

そのままに、単身日雇労働者が過度に集中する地域へとその姿を塗り替えられ、以後は日雇労
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働力の供給地（寄せ場）として政策的に放置された」16）。そして、「九十年代に入り高齢化した

日雇労働者の大規模な失業と野宿という形で噴出し、都市全域へと拡大するに及び、ようやく

『ホームレス問題』として認知されるに至った」17）。 

 合わせて、釜ヶ崎は変容を続ける。まず、出発点として、釜ヶ崎は、「次の三つの空間性が折

り重なることによって形成されていた。『不安定労働の空間』『ホームレス＝不安定居住の空間』

そして『ホームレス＝野宿の空間』」18）である。これら「三層の空間性を凝集させた場所」19）こ

そが、「釜ヶ崎」という地名に他ならない。そして、この「釜ヶ崎」は携帯電話とネットカフェ

という情報技術の飛躍的な進化によって、その存在基盤が大きくゆらぐことになる。原口はそ

の結論として、「現在進行中の『社会の総寄せ場化』にともなう都市再編のありようを、『地名

なき寄せ場』と呼ぶ」20）とする。 

 そして、この「地名なき寄せ場」の問題点として、「権力による日雇労働者の集中・管理、監

視を示唆」21）する「寄せ場」という呼び方に対抗的で、「労働者が寄り集まるという主体性を強

調する呼び方であり、そこには寄り集まることにより労働者が集団的主体へと転化する可能性

が含意されている」22）「寄り場」の側面の欠落を挙げている。 

 

 ３．もう一つの「日本列島総釜ヶ崎化」 

 ありむらは、「大阪・釜ヶ崎に関する３冊の新刊書をめぐって」という合同書評会 23）で述べ

ている。まず、1987 年に『釜ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記』シリーズ第１巻を出し、ここで「日

本列島総釜ヶ崎化」を書いた。その理由として、パートや人材派遣が主流になるだろうからと

書いた。その後、この「日本列島総釜ヶ崎化」がネガティブな意味で使われるようになったが、

違う意味で「もう一つの日本列島総釜ヶ崎化」を提唱したいとする。それは、支援体制の面で

ということである。 

 もう一つある。「釜ヶ崎」は、ある時点までは一つの地名だった。しかし、70 年代に入り、

この頃から「釜ヶ崎」は、地理的概念ではなく、貧困の独特な状態を指す概念になったのでは

ないか。「釜ヶ崎」とは、日雇という非正規雇用、不安定雇用の形態と究極の無縁状態の二つが

ワンセットになった貧困のことである。だから、非正規化と無縁化が列島全体に広がっていく

のは、「日本列島総釜ヶ崎化」ということになる。しかし、上記のように支援体制が進んでいく

と、「もう一つの日本列島総釜ヶ崎化」が求められ、誕生していくことになる。 

以上のありむらの意見に見られるように、これが、1999 年にもたらされた大転換であり、『釜

ヶ崎＜ドヤ街＞まんが日記』シリーズでは、『カマやんの野塾』（2003 年）以降に対応するまち

づくりの実践である。当初の作品ではネガティブな意味で表現されていた、「新首都」24）や「地

下の首都」25）は、今や大手をふって、「地上の新首都」になってもおかしくはない。 
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おわりに 

 

 釜ヶ崎は、守護神カマやんが道案内で先頭に立って、汚名返上の過程にあることが理解でき

る。「まちづくり第３ステージ」9）として、「おっちゃん（住民）参加型」が展望されているが、

これは生活困窮者としての釜ヶ崎住民が福祉施策の対象として保護される存在ではなく、自ら

積極的にまちづくりにかかわる存在に変身することである。つまり、客体から主体への転化で

ある。 

 保護される対象から主体への逆転は、障害者問題においても同様な過程を見出すことができ

る。それは、重症心身障害児施設「近江学園」を創設した糸賀一雄の思想と実践である 26）。「『こ

の子らに世の光を』あててやろうというあわれみの政策を求めているのではなく、この子らが

自ら輝く素材そのものであるから、いよいよみがきをかけて輝かそうというのである。『この子

らを世の光に』である」27）。糸賀はクリスチャンであり、新約聖書のマタイ伝５章の「塩のたと

えと光のたとえ」の箇所に記されている「あなたたちは世の光です」が影響していると考えら

れる。苦しくつらい状況からの反転として、世の中全体の見直し、組み立て直しの論理である。

障害者の視点からのまちづくり、バリアフリー、社会の側を変えていく社会リハビリテーショ

ンなどが同じく共通している。 

 卑近な例としては、トランプ・ゲームのツー・テン・ジャックが連想できる。得点の多さを

競うのだが、マイナス札であるスペードの得点札（A［エース］：マイナス 15 点を始めとした）

６枚（合計でマイナス 55 点）をすべて集めればプラス（55 点）に反転するというルールであ

る。つまり、オセロ・ゲームで言えば、黒がすべて白に変わるようなものである。 

 釜ヶ崎の新しいまちづくりはダイナミックに現在進行中である。「遅れて釜ヶ崎化した日本列

島各地」28）は、先進地域である釜ヶ崎の今後の動向から目を離さず、共に新しい社会づくり、

国づくりの道を歩んでゆきたいものである。 

 なお、2015 年４月には、国の制度としても生活困窮者自立支援法が施行され、全国各地で新

たな活動が展開されている。 

 また、 近出版された参考文献として、生田武志・稲葉剛・芦田麗子『当たり前の生活って

なんやねん？！ 東西の貧困の現場から』（日本機関誌出版センター、2018 年）を挙げておき

たい。そこで、稲葉が「カフカの階段」について紹介している。生田のホームページを見るか、

「カフカの階段」と検索するといいと（29 ページ）。 

 それによれば、「カフカの階段」がヴァージョンアップされて、より詳細になっている。 

新は、Ver. 2018/01/11 である。 
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釜ヶ崎の街は本当に福祉の街なのか？ 

福島 義和 

はじめに 

 大阪文化を語る際、「いちびり（逸ぶる、市ぶる）」に少し言及したことがある（社研月報、

No637/638、2016)。それは大阪の日常生活の「笑い」に通じる。つまり、笑ったり、笑われた

りそして笑い飛ばしたりするこの行為が、移民問題や部落問題などに対しても時間をかけて大

阪の庶民（下町）文化に包摂させていくエネルギーになっているように思える。 

 大阪の空間は、もともと西日本、特に沖縄などを含めた九州からの人々の流入が多く、海外

では済州島を含めた朝鮮半島からの労働者の流入が顕著である。 

 都心に近いが交通の便があまり良くない大正区には沖縄出身者が多く、在日コリアで有名な

鶴橋は日本 大のコリアンタウン猪飼野（行政上の番地表示は存在しない）の玄関口である。

JR 鶴橋駅近くの「朝鮮町」に 初に居住したのが 1920 年頃である。本格的には 1936 年以来、

大阪国際空港（伊丹市）の建設に従事し、出身地は慶尚南道が多い。また現在でも太鼓の販売

店がみかけられる芦原橋の駅周辺は被差別部落の街がある。そして本研究の研究対象地域であ

る「日雇い労働者の街」であるあいりん地域（旧地名は「釜ヶ崎」）は現在人口が減少している。

水内俊雄の指摘にもあるように、これらの歴史が大阪の街を「移民性のるつぼ」にしている。 

上記の諸地域は環状線の駅の周辺に比較的集中立地して見られる。日本的インナーエリア（イ

ンナーシティ問題を抱える地域）であり、極めて大阪の庶民性が匂う地域である。アジア的国

際色の豊かな場所でもある。確かに大阪の街を歩くと、アジア的と感じる景観に頻繁に遭遇す

る。要するに、アジアが大阪の日常空間の隣に存在するのである。 

Ⅰ章 あいりん地区の歴史的推移と空間的展開－木賃宿からの出発－ 

 俗称「釜ヶ崎」と呼ばれるあいりん地区の形成は、1903 年に今宮（現在の天王寺公園や新世

界〉付近を会場に内国勧業博覧会が開催されるので、名護町の長町スラムのクリアランス（南

区日本橋筋 4・5 丁目）で追い出された貧民層が入船町（西成区）に大量に流入してきたことが

原因であると通常説明されている。しかし、異論もあって、1897 年の「宿屋営業取締規制」が

釜ヶ崎に木賃宿を立地させる制度的な基盤になっていたことを重視する見解もある（加藤政洋，

2001)。 

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009139

http://doi.org/10.34360/00009139
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以下にあいりん地区に関連する年表を作成した（表１）。 

表１ あいりん地区の関連年表（筆者作成） 

【木賃宿の釜ヶ崎から戦前の安宿へ―停滞的スラム－】 

  1888；鈴木梅四郎『大阪名護町貧民窟視察記』 

  1897；宿屋営業取締規制 

  1902；名護町のスラムクリアランス（貧民部落の処置） 

  1903；第５回内国勧業博覧会（今宮付近を会場） 

  1918；米騒動（米価の引き下げを要求する暴動）釜ヶ崎から大阪一円に拡大 

《20 万人の参加者に、3000 人の検挙者（多くが生活困窮者)》 

  1922；「釜ヶ崎」の行政地名が消滅  

  1925；普通選挙制度（貧民にも政治的権利） 

  1927；不良住宅地区改良法 

【日雇労働者の街－寄せ場の労働力－】☚「複合スラム」（倉田，1970） 

  1960 年代；高度経済成長期、単身の男性日雇労働者が集中（男性が 85％) 

子育て世代はあいりん地区外の公営住宅に転出 

  《1961～2008；24 回の暴動☜劣悪な労働条件や警察による不当行為等への不満》 

  1962；(財)西成労働福祉センター（官民一体で、地区労働者の就労正常化と   

(大阪府） 生活安定→労働福祉）☜求職登録制導入 

 総合社会福祉機関として市立愛隣会館設立（ベビーセンターやあいりん銀行等の設置） 

    1964；JR 新今宮駅開業   

  1966；愛隣（あいりん）地区指定（大阪市・大阪府・府警の三者協議会） 

  1970；大阪万博☚労働力需要の高まり              （国） 

あいりん総合センター（医療・住宅・労働）☜労働公共職業安定所等 

 わかくさ保育園開設（大阪市の委託） 

  1971； 西成市民館の立て直し 

  1972；「あおぞら保育」開始  

 1971；「大阪市立更生相談所」開設☚生活保護の決定・実施機関 

  1980 年代後半；好景気を背景に、簡易宿泊所の建て替え（中高層建築物） 

  1990 年代；バブル崩壊後、野宿者であふれる⇔寄せ場機能が低下 

《アブレる日、アブレる人々も激増☜高齢化、構造不況、工場現場の機械化》 

(ありむら潜，2014) 

  1993；南海天王寺線の廃止 

  1994；関西国際空港開港（着工 1987 年） 

  1998；大阪市における野宿者概数・概況調査実施（大阪市 8660 人） 

【生活保護の街－自治体の負担増－】 

  2000 年代；「生活保護の街」⇔生活保護行政の転換により、受給が容易に、 

特にホームレスや失業中の若年層が対象に 

  2000；「臨時夜間緊急避難所」開設☚あいりん地区内に無料宿泊 

 「ホームレス自立支援センター」開設☚就労支援 

  2002；ホームレス自立支援法☚ホームレス対策の理念（目的、方向性、国の 

（時限立法） 責務）を掲示、ホームレスの全国調査実施と、それ 

を踏まえたアクションプログラム（国の基本方針、 

自治体の実施計画）の策定 

《調査（事業対象の可視化→計画→事業実施→調査（効果検証）》 

 日本全体のホームレス総数 

 《25,000 人越え(2003 年)→13,000 人強(2009 年)→約 5,500 人(2017 年）》 
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表１ あいりん地区の関連年表（筆者作成）続き 

  2003；厚労省「ホームレスの実態に関する全国調査」（大阪市 6603 人） 

厚労省「ホームレスに対する生活保護の適用について」 

《住所不定者への月払いの賃貸住宅→野宿者の激減》 

  2010；あいりん地区の住民の３分の１（約 9000 人）が生活保護受給者 

《生活保護費の負担は国（75％)、地方自治体(25％)》 

  2015；生活困窮者自立支援法☚全国的に推進されてきたホームレス対策事業 

 の実施は実際には困難。ホームレス対策事業の空白化 

【ボトムアップ型の街づくりを目指して】 

  2010；あいりん地区の人口減のための「消滅の危機」(2035 年には約 7700 人） 

 《約 3 万人(1960 年代）→約 1.8 万人(2015 年）☜図７参照》 

  2012；西成特区構想（西成特区構想有識者座談会） 

  2013；エリアマネジメント協議会（西成区役所と地域住民でボトムアップ） 

    2015；あいりん地域街づくり会議（街全体を再生し、人を呼び込む策を） 

  2016；西成区の外国人観光客の宿泊者数は年間延べ 30 万人を超える（推定値） 

  2018；大阪府知事への要望書「釜ヶ崎の就労対策を大幅に拡充」⇔ 

高齢化、野宿の長期化に対し、自立支援センターと生活保護制度では不十分 

《釜ヶ崎越冬闘争実行委員会、釜ヶ崎就労・生活保障制度実現を目指す連絡会》 

《大阪府が 2018 年度の特別清掃の事業費を削減》 

 《特掃等の軽作業→就労意欲の低下を防ぐ→就職活動、年金・生活保護》 

  2022；新今宮駅前に、星野リゾートが都市型の観光ホテルを建設予定 

 この年表から、あいりん地区の大きな流れとしては木賃宿から日雇労働者の街へ、さらに生

活保護の街からバックパッカーの街へと急激に変容していることが理解できる。既に多くの研

究者が指摘しているように、現在のあいりん地区は「生活保護の街」「福祉の街」などと呼ばれ

ており、日本の近き将来つまり日本の課題の極端な縮図であるといえる。 

Ⅰ－１ 木賃宿の釜ヶ崎から戦前の安宿へ 

 初にあいりん地区の空間的変遷を把握しよう。加藤政洋(2001)の論文の付図を参考にする

と、1909 年頃の釜ヶ崎近辺の様子が伺える（図１）。南北に走る紀州街道の西側に釜ヶ崎の地

名がある。西成郡今宮村に属する（余談であるが、東に隣接する天王寺村は当時東成郡に属し

ていた）。この明治の末期には家ができ始めている。やがて、昭和に入ると(1929 年）、図２か

ら石鹸工場や写真台紙・防水布の工場が南海鉄道と関西鉄道の交差する場所（現在の、新今宮

駅の南側）に集中立地している。 
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（２万分の１「大阪西南部」1910 年、「大阪東南部」1909 年に加藤政洋加筆） 

図１ 釜ヶ崎近辺の状況(1909 年頃) 

 

 

図２ 1929(昭和４）年の釜ヶ崎（郡、1969 に丹羽純生加筆） 



－ 173 － 

（出所）大阪市（1951）『昭和大阪市史』第１巻概説篇 

図４ 大阪市不良住宅地区分布図(1937 年 8～10 月） 
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Ⅰ－２ 日雇労働者の街－寄せ場の労働力－ 

 図５は 1990(平成２)年のあいりん地区周辺図（（財）西成労働福祉センターの事業報告書、第

29 号）である。東側を南海天王寺支線（1993 年、廃線）で囲まれた 0.62 ㎢（西成区総面積の

8.4％）の地区に、1970 年代にあいりん総合センター、西成警察薯に隣接した西成市民館、大

阪市立更生相談所等が次々と建設されていった。日雇労働者の確保のためである。 

 

 
（出所）（財）西成労働福祉センター（1991）『西成地域 日雇労働者の就労と福祉のために』 

1990 年度事業の報告、第 29 号 

図５ あいりん地区周辺図(1990 年) 
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 1990 年当時の労働者を取り巻く状況を、伏見康介（西成労働福祉センターの理事長）は以下

の様に述べている。 

 「雇用情勢は、建設部門の景気の好調を反映して前年度と殆んど変わりなく、活況

を呈しました。また、簡易宿泊所（いわゆる「ドヤ」）の新改築が進み、個室化や冷暖

房化、建設飯場の「個室化」の推進など生活環境は著しく変化してきております。し

かし、一方で地区日雇労働者の高齢化がさらに進んでいます。 

 また人手不足の中、外国人労働問題もクローズアップされているところであります

（西成労働福祉センター『西成地域 日雇労働者の就労と福祉のために』1991)。 

 1990 年は簡易宿所の建て替えラッシュの時期である。バブル崩壊の直前(1989 年）には、西

成区の日雇求人の推移（1 年間の総就労数）は建設業を中心に 大の 190 万人近くを示してい

る（図６）。一日平均就労者数は 5220 人で、前年度より約 25％の増加である。なお、あいりん

地区の人口の推移（図７）も、バブル崩壊前には 3 万人近くを擁しており、それが 20015 年度

にはわずか 1.8 万人（図７の推定値では、17,287 人）にまで減少している。 

 

 

（出所）西成労働福祉センターが扱った産業別日雇（現金）求人の推移。西成労働福祉センター 

『平成 27（2015）年度事業の報告』をもとに白波瀬達也作成。 

図６ 西成区の日雇求人の推移(1961～2015) 
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資料：2005 年までは、大阪市の web サイト http://www.city.osaka.lg.jp/shisei_top/category/1756-4-1-0-0.html

及び「大阪市統計書」より都市研究プラザ作成。2010 年から 2030 年までは、学習院大学経済学部 鈴

木亘教授の推計より都市研究プラザ作成。 

（出所）大阪市立大学都市研究プラザ編『あいりん地域の現状と今後―あいりん施策のあり方検討報告書 

資料集』2011 年 

図７ あいりん地区の人口推移(1990～2025) 

 あいりん地区の就労状況をもう少し別の資料からみてみよう。1970 年 4 月 1 日に設置された

あいりん労働公共職業安定所（表１の年表、参照）の「日雇登録者の状況」（表２）をみると、

28 年間で就業登録者数（年度末）は 93.7％減の 1542 人である。1 日平均給付人数も同時期に

96.5％減の 262 人と激減している。つまり、かつての寄せ場的機能は完全に衰退化している。

一つ注目すべき点は 2002 年あたりをピークに就労者の高齢化はわずかであるが止まっている

ようである。見方を変えると、高齢者でない、新しい労働者があいりん地区に流入している可

能性は考えられる。 

 外国人の流入も想定できる。今後の検討課題である。と同時に、働かない、働けない高齢の

労働者が、生活保護受給者の対象として浮かび上がってくる。年表にもあるように、2010 年に

はあいりん地区の住民の３分の１にあたる約 9000 人が生活保護受給者といった報告もある（図

７の数字とは少し齟齬がある）。 
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表２ あいりん地区の日雇登録者の状況(1986～2014 年度） 

 1986（S61） 2002（H14） 2013（H25） 2014（H26）米 

登録者数（年度末） 24,458 人 10,491 1,577 1,542 

新規登録者 3,807 人 1,010 205 ? 

1 日平均給付人数 7,394 人 2,621 217 262 

平均年齢 48 歳 55 53 53 米米 

米：2014 年度の数字は 8 月末の状況です。 

 米米：50歳以上の構成率は62.3％である。 

（出所はあいりん労働公共職業安定所作成の印刷物） 

 

 このことを踏まえると、あいりん地区の簡易宿所の存在理由も変化してくる。つまり、年表

にもあるように、1980 年代後半以降の好景気には、簡易宿所の中高層化が進み、1991 年のバブ

ル崩壊以降は日雇労働者が生活保護受給者に代わり、安宿としての簡易宿所は経営者たちに

よって福祉アパートに建て替えられることになる。 

 それを裏付ける 2 枚の地図を提示する。図８は大阪就労福祉居住問題調査研究会（代表水内

俊雄、事務局が大阪市立大学都市研究プラザ）が 2005 年 11～12 月の調査で得られた結果であ

る（『大阪市西成区の生活保護受給の現状』2006 年）。あいりん地区内の黒マル●印は簡易宿所

を業態変更し建物をそのまま転用して共同住宅（福祉アパート）にしたものである。明らかに

あいりん地区独特の景観変化である 

 

Ⅰ－３ ボトムアップ型の街づくりを目指して 

 あいりん地区をゆっくり歩くと、ご飯の硬さが明示されているお惣菜や、福祉アパートであ

ることを明確に示した共同住宅を頻繁に見かける。図９は図８と同様、大阪市立大学都市研究

プラザ編『あいりん地域の現状と今後―あいりん施策のあり方検討報告書 資料集、2011 年』

の 2010 年夏の調査結果からの引用である。調査対象数 4242 戸数のうち、営業形態別には約 57％

がアパート、約 32％が簡易宿所、そして併用住宅が約 13％である。圧倒的に多いアパートの居

住者の 73.2％が生活保護受給者であり、また年金受給者も 14.1％と比較的高い。一方簡易宿所

の居住者はその 68.7％が純粋な労働者で、生活保護受給者は 0％である。併用住宅の居住者の

場合は、純粋な労働者は 45.2％で、生活保護受給者は 33.4％となっている。つまり、高齢化や

疾病等の理由で働けなくなってくると、簡易宿所から福祉アパートに移動することになるが、

その時生活保護や年金を受給できることが移動の大きな前提になってくる。 
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資料：大阪就労福祉居住問題調査研究会（2006）『西成区生活保護実態調査』 

（注）資料を修正せず掲載（なお、図中に１のダブリと凡例９の位置が地図上になし） 

図８ 福祉アパート分布(2005 年 11～12 月) 
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資料：調査検討チームの 2010 年夏の現地調査より作成。出所は図７と同じ。 

図９ 簡易宿所、簡易宿所・アパート併用、および 

簡易宿所転用アパートの分布（2010 年夏） 
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Ⅱ章 ハウジングファーストと逃れの街－まとめにかえてー 

 

 現代社会の貧困は経済の貧困と社会的関係の貧困が合わさり出来上がっている、と指摘され

ることが多い。大別するとホームレスの問題は前者であり、引きこもりや孤独死などが後者に

該当する。前章で触れたように、あいりん地区はもともとは木賃宿（長屋）から出発しており、

貧困地域から現在のような「福祉の街」と呼ばれるようになったのは社会的・政治的背景が

強く影響しているといっても過言ではない。今でも一部の有識者の中には大阪市に代表される

行政の政策が、内国勧業博覧会がらみの貧困層による南への強制移動が西成区内にあいりん地

区を作り上げたと展開し、あいりん地区の再生に大阪市は責任をもって積極的に取りくむべき

であると主張している。 

 あいりん地区に話を戻そう。現在でもあいりん地区を歩くと、公園などに多くのホームレス

（住宅困窮の極限状態）の人々を見かける。2000 年（平成 12）年をピークに公園のホームレス

の数は減少したはといえ、失業手当といった行政サービスを受けられない住民は依然として多

い。ほかに行くところがない人を受け入れる『逃れの街』（憲法学者で弁護士の遠藤比呂道）と

呼んでいるあいりん地区は、 近世界のバックパッカーたちの宿泊地として脚光をあびており、

年表にも記載したように西成区全体で年間約 30 万人近くの外国人観光客が宿泊している。横関

稔西成区長もゴミが少なくなったクリーンなあいりん地区を頻繁に紹介されている。確かにあ

いりん地区は天王寺や難波に近く、交通至便な場所でもある。しかし、世界の若者が宿泊して

いる施設はかつて日本の高度経済成長を支えた日雇労働者たちの宿泊地であったケースが多い。

かれら高齢化した旧日雇い労働者の生活はどのように保証されているのか。インバウンド観光

をインナーエリアの再生と 100％喜んでいいのかどうか、難しい判断である。空き室の有効利

用であることも理解できるし、街の姿を一部では変容させているのも事実であろう。 

 今年の 2018（平成 30）年度は橋下徹前市長が提案した西成特区構想（平成 25～30 年度）の

終年度であり、その評価がまもなく問われる。1999 年以降、釜ヶ崎のまち再生フォーラム、

萩之茶屋まちづくり拡大会議（仮称）、エリアマネジメント協議会、まちづくり合同会社など継

続してボトムアップ型に近いまちづくりが展開されてきた（ありむら潜作成の資料、2018 年）

やはり筆者も安定した居住場所を持たない人々の存在を見聞するたびに、住居保障の政策がな

かなか具体化しない日本のホームレス政策や住宅政策（さきほど北海道で大きな地震が発生し

たようですが、災害時の住宅政策）の根本的な発想の転換が必要なのかもしれない。その転換

になるかもしれない「ハウジングファースト（HF)」の思想はアフォーダブル住宅の普及と同

様に真剣に日本で検討する時期がきているようである。 

 「まずは住まいを無条件で提供する。健康、依存症、教育、就労等の支援サービスは住居提
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供の後から包括的に提供する」。つまりこのアメリカで生まれた支援モデルの思想は「住まいは

基本的人権である」とし、支援サービスを明瞭に「住まい」と「住まい以外」に分けることの

重要性を主張している（稲葉剛、小川芳範、森川すいめい編、2018)。「仮設」という言葉を耳

にするたび、住宅困窮者や被災者の「元気や希望」が消滅していく様子を目に浮かべてしまう。

日本で空き家、空き地が多数存在するなか、「安心して健康的に住むこと」の重要性を住宅政策

上、再確認すべきであろう。 

●本研究は 2016 年度の国内留学（大阪市立大学都市研究プラザ）の成果の一部である。

水内俊雄教授、キーナー ヨハネス氏と専修大学に深く感謝致します。 
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大阪ワインの底力 

宮嵜 晃臣 

はじめに 

 今回の社研実態調査のテーマは福島義和所員の発案・行動力によって「大阪の底力」に置か

れ、その所在の在処を西成区、釜ヶ崎、泉州タオル、武田薬品、ダイハツの実地調査で確かめ

ようとした。今回の大阪調査は 2015 年度春季実態調査に引き続くもので、その際のテーマは「関

西における地域再生の種々の試み」であった。その報告書、『専修大学社会科学研究所月報 637・

638 号』に筆者は「『百舌鳥・古市古墳群』の世界遺産登録事業について」を提出した。昨年日

本政府は｢百舌鳥・古市古墳群｣をユネスコ世界遺産センターに推薦したので、拙稿のタイムリー

性は確保できたと考えているが、「大阪ワイン」に関する報告書を記せなかったことが心残りで

あった。2015 年度の調査で古市古墳群の実踏調査に引き続いて市内隣町にある河内ワイン株式

会社を見学した。その報告書も叙上の月報に提出すべきであったにもかかわらず、それができ

なかった。できなかったのは「大阪ワイン」の何を描き出すのか、その軸がわかっていなかっ

たからだと思う。今回の調査のテーマ「大阪の底力」で軸にやっと気づき、情けないが、2 年

という周回遅れで、「大阪ワインの『底力』」を提出することにした。大阪ワインの「底力」と

は、調査時から「地域へのこだわり」、「100 年近い歴史」あたりにあるのではと見当をつけて

いたが、この 2 点は一朝一夕につかめるものではなかったし、他の地域のワイナリーの創意工

夫の歴史を学ばなければ、つかめなかったと思われる（１）。 

今、日本もワインブームの中にある。ブームにあってその原料はシャルドネ、ソーヴィニヨ

ン・ブラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワールが代表格で、醸造用欧州

系ブドウである。正確にはフィセキセラ抗体のあるアメリカ系品種の台木に欧州系穂木を接ぎ

木した品種で、その苗木の品不足が深刻な問題になっている。これら欧州系品種の日本への定

着の経緯をみえると、まずは大手が導入し、これに成功し、個人ワイナリーも次々にこれら欧

州系醸造用高級ブドウの定植、への更植を試み、その功あって高価な高級国産ワインで賑わう

ことになった。サミットの晩餐会に提供され名をあげ、なかには県名をローマ字にし、県が推

進母体になって輸出促進を図るまでに発展している。こうした風潮のなかにはワインは生食用

ブドウからでなく、醸造用それも欧州系高級ブドウからつくられるのが好ましく、従来からの

デラウェア、キャンベル・アーリー、コンコードといったアメリカ系品種、甲州等の在来種、

マスカット・ベリーＡ等の日本での品種改良種とは何かしら「差別化」が図られている気がし

専修大学社会科学研究所 月報 No.661・662 2018 年 7 月・8 月合併  doi.org/10.34360/00009140
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てならない（２）。ところが大阪のワイナリーの中には、醸造用欧州系ブドウだけでなくこれら

生食用ブドウに様々な工夫を凝らして、ワイン、蒸留酒をつくり、地域還元を図りながら販売

している。斟酌するに、地域の先人たちが苦心しながら定植した品種を守る中でその地域・風

土に合ったブドウに育て、大和川を超えると大阪市という宅地化が漸次進む大都市近郊の中で

ワインづくりを続けてきたことが「底力」となっていると考えられるのである。「100 年近い歴

史」からたどってみたい。 

 

１．大阪ワインの歴史 

表‐１ 平成 29 年産ぶどうの結果樹面積、10ａ当たり収量、収穫量及び出荷量 

  
結果樹面積

ha 

10ａ当たり

収   量

kg 

収穫量 

t 

収穫量 

全国比 

％ 

出荷量 

t 

全 国    16,900     1,040   176,100 100%   161,900  

北 海 道     1,030       629     6,480 3.7%     6,220  

青 森       434       908     3,940 2.2%     3,070  

岩 手       356       892     3,180 1.8%     2,880  

秋 田       180     1,020     1,840 1.0%     1,660  

山 形     1,500     1,110    16,700 9.5%    15,100  

福 島       263     1,010     2,660 1.5%     2,380  

茨 城       244       860     2,100 1.2%     1,950  

群 馬       137       869     1,190 0.7%     1,100  

埼 玉       168       835     1,400 0.8%     1,330  

新 潟       254       840     2,130 1.2%     1,850  

富 山        29       720       209 0.1%       203  

石 川       157       762     1,200 0.7%     1,090  

山 梨     3,820     1,130    43,200 24.5%    40,400  

長 野     2,310     1,120    25,900 14.7%    24,200  

愛 知       461       926     4,270 2.4%     3,900  

滋 賀        54     1,120       605 0.3%       555  

大 阪       413     1,210     5,000 2.8%     4,800  

兵 庫       263       986     2,590 1.5%     2,470  

鳥 取        69       882       609 0.3%       562  

島 根       236       944     2,230 1.3%     2,120  

岡 山     1,130     1,480    16,700 9.5%    15,000  

広 島       277     1,110     3,070 1.7%     2,780  

香 川       182       727     1,320 0.7%     1,160  

愛 媛       151       799     1,210 0.7%     1,130  

福 岡       802     1,030     8,260 4.7%     7,660  

大 分       285       947     2,700 1.5%     2,460  

宮 崎       165     1,140     1,880 1.1%     1,700  

資料：農林水産省「平成 29 年産日本なし、ぶどうの結果樹面積、収穫量及び出荷量」 
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 表‐１は直近の調査での都道府県別ぶどう収穫量等である。収穫量においては全国 7 位でこ

の位置はしばらく変化ない。面積当たり収量は岡山に次いで 2 位で、山梨、長野両県よりも少

しではあるが上回っている。おそらく大阪に住んでいても大阪が全国 7 位のブドウの産地であ

ることは近鉄大阪線、JR 大和路線で大和川に接近してさらに東向し、あるいは近鉄南大阪戦で

石川を越えて乗車したことがなければ実感できないであろう。生駒信貴山地南西麓上と金剛葛

城山地西北麓上には露地あるいはハウスでブドウが栽培されていることが車窓から確認できる。

とはいっても「昭和 10 年（1935）に大阪の栽培面積は 866ha で全国 大であった」（柏原市立

歴史資料館[2011]）、10 頁）し、同年の大阪のブドウの生産量は 11674 トンで 11174 トンの山梨

を凌駕し、全国第 1 位となった（大阪府南河内農と緑の総合事務所「南河内ぶどうの過去・現

在・未来」）。平成 29（2017）年の栽培面積と収穫量はともに 1935 年の半分にまで縮小してい

ることがここから判明する。しかしここでは、大阪のブドウ栽培がどうやって全国一位に上り

詰めたかを先行研究に基づいて明らかにしていきたい。 

 

１－１ 大阪ぶどうの黎明期―その定着を規定した世界経済的要因にも触れて― 

 大阪ぶどうの起源については「紫ぶどう」、「聚楽ぶどう」等導入時期が確定できない種もあ

るが、明治期になって甲州が多く栽培されていることに着目すると、その起源は明治 11（1878）

年あたりにもとめられよう。「明治 11 年、大阪府勧業課は東京の新宿御苑より甲州ブドウの苗

木の配布をうけ、志紀郡沢田村(現藤井寺市)に育苗圃を設置して試作した。・・・その後個々の

苗木を大県郡平野村(現柏原市)の中野喜平ほか数人がそれぞれの村へ持ち帰って試作したとこ

ろ、中野喜平だけが成功した。・・・中野喜平は明治 17 年ごろ一反余歩を圃場で栽培した」（柏

原市史編纂委員会[1972]、265 頁）という（３）。 

 「甲州ぶどうは、甲斐国八代郡岩崎村（今の山梨県勝沼市）の雨宮勘解由が地元の『城の平』

で甲州ぶどうを発見し、これを栽培したのが始まりという」（柏原市立歴史資料館[2011]、1 頁）。

またこのぶどうは江戸時代終わりごろまで門外不出で、であれば名称に地名が付くには、その

ぶどうの由来が問われる機会が必要で、河内から見ればそれは内藤新宿からの「下りもの」な

らぬ「上がりもの」、甲州由来のぶどうということで広まっていったと想像される。「19 世紀末

の駒ヶ谷では『甲州』という品種のぶどうが日よけのために家の付近に植えられていたようで

ある」（羽曳野市史編纂委員会『[1998]、906‐7 頁）と、羽曳野市でも甲州ぶどうの普及に言及

している。 

 平野村（現柏原市）で甲州ブドウの大規模栽培がはじまり、それが中・南河内地方全体に普

及していった経緯を考えると、そもそも門外不出であった甲州ぶどうが新宿御苑から何故大阪

府勧業課に配布され、沢田圃場で試作されたのか、また現柏原市域の農民がこれを受け入れ、



－ 186 － 

その栽培を拡張したのか、各の理由を考えておかなければならない。 

まず、明治政府が岩倉使節団の提案を受け、山梨県勧業試験所、北海道開拓使官園付属果樹

移植試験場、播州葡萄園を核に「産業振興の国策の一環として、ワイン生産とそのためのブド

ウ栽培の奨励を精力的に進めた」（植原[2015] 11 頁）。ワインを輸出し、外貨獲得の手立てを考

えていたようである。日本の工業化のための資金をワイン輸出で賄う、輸入代替型工業化政策

の一環である。そうした中央集権国家の上意が大阪府勧業課にまで下達された結果、甲州ブド

ウの栽培が河内地方に広まっていったといえよう。 

他方、広く河内地方の農民がこの苗木を栽培した理由も世界経済的視点で考えなければなら

ない。「大大阪」では「生産の都」をも実現するために近代的な綿紡績及び綿織布の機械制大工

場を次々に設立操業し、その原料を河内の在来棉花ではなく輸入棉花によって賄っていく過程

で、伝統的な河内木綿が衰退していくこととなった。柏原市史編纂委員会[1972]では「紡績業

が重要な輸出産業となるとともに、輸入綿への関税の免除が唱えられだし、明治 39 年には関税

無免の法律が国会を通過して、いよいよ河内の綿作を圧迫するようになり、綿作の終わりとなっ

た」（柏原市史編纂委員会[1972]、257 頁）と記されている。同書では高田清二稿｢河内木綿並び

に綿作｣を引用して、「柏原を中心としての綿作の初めは、宝永元年(約 246 年前)大和川改修と

同時に栽培しはじめたと伝えられている。而して 後の栽培は大正 13 年(約 26 年前)即ち 220

年が真の河内木綿、綿作として寿命であった」（柏原市史編纂委員会[1972]、149 頁）と綴って

いる。明治期の日本の輸出指向型工業化、また商工都「大大阪」をつくるという大阪市の政策

が大阪近郊の伝統産業を壊滅させていったのである（４）。 

河内木綿の復活は現在、八尾市や東大阪市等で行われている。大正 13 年が綿作の 後の年と

なったと高田清二は当時記していたが、衰退のプロセスは明治 10 年代から顕著にみられていた。

柏原村の実綿の作付面積は明治 6 年の 29 町から明治 11 年には 19.45 町、13 年には 15.78 町に

7 年で半減し、その後の動向を河内国全体でみると 16 年に 9305 町の綿作が 20 年には 4944 町

に大幅に減少していった（柏原市史編纂委員会[1972]、149 頁参照）。堅下地区では「木綿作り

が輸入綿に押されて先行きの心配があることを、一般の人々もすでに気付いていたので」、ブド

ウが「明治 10 年代の終わりには堅下の各村でかなり広く普及し栽培されていた」（柏原市史編

纂委員会[1972]、266 頁）。また、大阪鉄道（ＪＲ関西本線）が「明治 22 年 5 月 14 日、湊町(現

ＪＲ難波)・柏原間が開業を始めた。開業当時は湊町、天王寺、平野、八尾、柏原の 5 つの停車

場があり」（柏原市史編纂委員会[1972]、246 頁、ここでの平野は現大阪市平野区に所在）、この

開通と同時に柏原村は…南河内の玄関口としての地位を獲得していった」(柏原市史編纂委員会

[1972]、249 頁)。その結果「果実類はより早く、一度により多く出荷できて、都会の消費地へ

運び込むことが容易になった。堅下村のブドウは当時まだ微々たるものであったが、後年の堅
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下ブドウとしての大発展には大阪鉄道の開通が一つの基盤になっていた」(同前)。柏原市史編

纂委員会[1972]によれば、大正 15 年のブドウ作付面積は 132 町 5 反歩で、収量は 53 万貫、米

作面積 58 町３反歩の 2.3 倍の規模に達していた。柏原市立歴史資料館[2011]では「堅下村のぶ

どう栽培面積は、大正 10（1921）年に 30.0ha、大正 15（1926）年には 132.5ha に、そして昭和

10（1935）年には 240ha に急増した。それに伴って生産高も、大正 10 年には 551ｔ、大正 15

年には 1,988ｔ、昭和 10 年には 3,600ｔと伸びている」（10 頁）と記されている。この記述を手

掛かりに考えると、堅下村のぶどう作付面積は 1921 年から 1926 年にかけて 4.4 倍に、1935 年

にかけて 8 倍に、生産高では 1921 年から 1926 年にかけて 3.6 倍に、1935 年にかけて 6.5 倍に

伸びている。大正 15 年段階で米作の 2.3 倍に作付面積が拡大したブドウはその当時でも堅下の

代表産品となっていたと考えられるし、その後の拡大によってブドウは堅下村の主力産品の位

置をさらに固めていったと考えられる。大正 15 年段階でブドウ作付面積の内訳をみると、甲州

が 87 町 3 反歩（65.9 パーセント）、デラウェアが 33 町 2 反歩（25.0 パーセント）で、これま

でにデラウェアも 4 分の１を占めるほどに普及してきたことを物語っている（柏原市史編纂委

員会[1972]、270 頁）。 

１－２ 柏原市域におけるブドウ栽培発展の内発的要因 

 明治政府の殖産政策の上位下達で新宿→沢田→平野で生食用として甲州ブドウが栽培され、

広く柏原市域さらには河内地方で栽培が拡大され、全国でもブドウの産地の地歩を固めたその

経緯にはこの地域の人々の創意工夫がなくてはならなかった。志紀郡沢田村の育苗圃場から苗

木を持ち帰った数名のうち、試作に成功したのが大県郡平野村の中野喜平のみであったことか

ら、甲州ブドウの栽培は前途多難から出発したということがうかがえられる。明治政府自らワ

インを輸出するために設立し、欧州系苗木の栽培を図った播州葡萄園がフィロキセラによって

壊滅したのとは好対照にこの地でのブドウ栽培は成功した。漸次発生する諸困難にこの地の

人々が、この地を越えて協力を求めながら対処していったその成果であり、こうした努力がこ

の地をブドウの産地たらしめる地歩となったのである。 

 明治 10 年代の甲州ブドウの模索・定着時にすでにうどんこ病の被害を受け、「明治 17 年、大

阪府の農務課から松室茂という人が出張してきたとき、この人は予防策としてまず水鉄砲で黴

のついた実や枝葉を濡らし、そのうえで樹皮に硫黄を吹き付けるよう指導した。・・・その後の

22 年に中野喜平は偶然紙袋で開花前の果穂を包むことが有効であるのを発見、紙袋は渋引きの

工夫をした。・・・明治 25 年に大平寺の坂口清次郎が紙袋の内側に硫黄を糊でといたものを塗っ

たうえで袋掛けをするという方法を試み、これが的中した。・・・この方法は、大正中期ごろに

ボルドー液の散布が始まるときまで使用された」（柏原市史編纂委員会[1972]、266～267 頁）。
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当初は大阪府の役人から指導を受けたものの、それをヒントにうどんこ病への予防を創意工夫

で編み出し、その予防策が域内さらには域外にも広まっていった。 

大正期に入るともっと厄介な事態に直面する。フィロキセラである。「大正 2、3 年、甲州種

にフィロキセラが大発生し、全滅の危機がおとずれた。堅下村では先に導入した北村ブドウ（カ

トウバ）がこの病気に強いので、これに接ぎ木をしたりした。また先の研究（山梨県立農事試

験場のフィロキセラ研究）でヴィアラ種、リパリア種が台木としてよいことが判明したので、

これらの免疫砧木を、越後の川上善兵衛氏の指導を受けた高井作次郎などが村へ導入した。こ

の結果、育苗に大変革が起こり、これまでのさし木に変わり、これ以後はつぎ木が一般化した」

（柏原市史編纂委員会[1972]、267～269 頁）。フランスで大流行し、一時壊滅的打撃を受け、チ

リへの移植等の対策も講じられ、結果的にフィロキセラ抗体を持つアメリカ系台木に欧州系醸

造用ブドウの穂木を接ぎ木し、ワイン産業を維持したこの方法がワイン醸造のはじまる前の段

階で柏原の地で、川上善兵衛の力に依存しながらも実現できたことは称賛されてしかるべきで

あろう。現在でも苗木業のプロで成功率は 50 パーセントといわれている接ぎ木がこの地で「一

般化した」というのも驚きである。 

これまで中野喜平、坂口清次郎、高井作次郎の名をあげてきた。高井作次郎は葡萄酒醸造の

先駆者ともなる。他に「品種改良によって『高井早生』を生み出した高井豊次郎」、「温室栽培

に精力を傾けた・・・山﨑醇治」らによって「大正期前後の堅下村には、ブドウ栽培の技術向

上を目指す人材があふれていた」（安村[2011]、49 頁）。こうした人々の営みが大阪をブドウ・

ワインの一大産地にしていく基礎となったのである（５）。

黎明期のぶどう栽培・販売の様子は安村[2011]によって詳細に記されている。取り上げられ

ている｢山﨑氏 日記 明治廿七年壱月一日ヨリ｣をもとに紹介しておきたい。日記を記したの

は山﨑醇治の父初一である。 

1 月 27 日‐2 月 1 日 「葡萄切込」 おそらく剪定 

2 月 9 日‐12 日 「赤松葡萄足立」 赤松材でぶどう棚支柱づくり 

2 月 13－3 月 5 日 「葡萄棚」 竹を使って棚づくり 

2 月 16 日 「葡萄苗植」 

2 月 23 日 「葡萄ニションベンヲキ」 おそらく肥料として 

3 月 6 日 「葡萄ツルクバリ」 弦を棚に這わせる 

3 月 7 日、4 月 1 日 「土運び」 土壌の補充 

3 月 26、4 月 4 日 「葡萄ツルオサエ」 弦の固定 

3 月 28、31 日  ぶどうの苗木入植(28 日に 1,200 本 

4 月 25、5 月 4 日 「目（芽）カキ」 芽の選別 
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4 月 27 日 「草ケズリ」おそらく除草 以後 5/16、19、22、23、7/5、13、26、9/5 

5 月 9‐17 日 「袋着セ」 渋引き袋 5,028 个（固） 

5 月 20 日‐8 月 9 日の 25 日 「水ヤリ」 晴天日の午後 6 時から 1～2 時間ほど 

5 月 22、23 日 「糞ヲキ」 おそらく干鰯を土壌に 

5 月 26 日 「花盛」 

6 月５、6、12 日 「袋取リ」 

 7 日 「袋ノバシ」3,350 个、「シブシナオシ」363 个 

 18 日 「袋ノバシ」1,190 个 

6 月 11 日 「葡萄ノ糞」 「イワシ 39 貫 400 目」を「代 6 円 40 銭」で購入 

6 月 13、17 日 「薬ヲカケル」 

6 月 19、7 月 16、17、26、8 月 6、12 日 「イワシノダシカケ」イワシの煮汁を肥料として 

6 月 16、19 日 「ブンブン取」 ブイ？コガネムシ科の昆虫 

8 月 13 日  初出荷 後の出荷は 10 月 29 日 

 初出荷は大阪天満への出荷で、「午後 4 時に 6 箱を用意し、午後 11 時に出発、翌日 4 時 30

分に天満着」。「人夫１人と初一の２人で 6 箱、8 貫 550 目」の荷を担いで徹夜で歩いて、「6 時

30 分にぶどうは無事に売れ、代金は 4 円 38 銭であった。帰りは天王寺から鉄道で帰っている」

（以上、安村[2011] 50～51 頁）。 

 

１－３ 大正期以降の柏原市域の発展 

 大正期になると柏原市域のブドウ産業は出荷組合結成による地域組織的販売、温室栽培、ワ

イン醸造の 3 側面からさらに発展を遂げる。販売からみておこう。 

山﨑家が所蔵する資料の中には「売付通知書」も含まれており、安村[2011]では次のように

紹介されている。 

 「明治 44 年（1911）から大正 4 年（1915）にかけての各地の問屋からの売付通知書、および

はがきによる仮通知書が計 127 枚残されている。・・・これらの資料から、山﨑家の取引先がわ

かる。・・・ 

 出荷先は、大阪木津市場の大彌商店・向井利三郎（川沼）、大阪天満市場の岩田商店・加藤與

兵衛（川與）・木村源二郎・清水商店、大阪難波市場の安田芳松(南徳)、大阪骨屋町市場の八百

甚(竹本甚造)、神戸海岸通りの濱藤商店、神戸湊町 3 丁目の井上商店、京都新町の京都果実合

名会社、京都五条市場の大竹商店、京都高倉錦市場の京都食料品市場、紀伊高野口町の青物市

場、伊勢山田の山田商会、名古屋中央市場の河長本店などとなっている」（安村[2011]、55～56

頁）。 
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 当時は個々の栽培農家が出荷をも担当していたが、大正期後半には 2 つの出荷組合が誕生し

た。「大正 10 年 8 月、安堂、高井田、大平寺、大県、平野などが一団となって堅下ブドウ出荷

組合を創立した。大正 13 年 7 月には堅下ブドウ安堂出荷組合も結成された。昭和 3 年当時、堅

下ブドウ出荷組合の会員数は 220 名、出荷量 60 万貫、価額 50 万円、出荷地方は北は北海道か

ら南は長崎・台湾まで達し、ほぼ日本全国におよんだ。安堂出荷組合も、会員数 47 名、15 万

貫、15 万円であった」（柏原市史編纂委員会[1972]、271 頁）。「堅下ブドウ組合の組合員名簿(昭

和 4 年 4 月)によると大平寺 82 軒、大県 67 軒、平野 44 軒、山ノ井 1 軒、高井田 25 軒が加入し

ている」（柏原市史編纂委員会[1972]、283 頁）と記されている。堅下ブドウ出荷組合創立時に

は加盟されていた安堂地域が昭和４年の名簿にはない。大正 13 年の堅下ブドウ安堂出荷組合結

成は「分派」ということになるのであろうか。 

 栽培方法の発展については温室栽培で、「大正 6年(1917)に大平寺の高井豊次郎、高井作次郎、

坂口清次郎、大県の山﨑醇治、増井啓二、平野の中野友吉郎ら、当時の堅下ブドウの生産・技

術開発を担っていた人々20 名で、温室ぶどう栽培がはじめられた。・・・昭和 10 年（1935）の

堅下村の温室数は 135 棟、栽培面積は 1.7ha まで拡大し・・・・温室ではさまざまな品種の栽

培が試みられた」（柏原市立歴史資料館[2011]、11 頁）ようである。 

 ぶどう酒醸造についてはカタシモワインフード株式会社に発展するカタシモ洋酒醸造所とそ

の創業者高井作次郎に言及しておかなければならない。すでに「日本のワインぶどうの父」川

上善兵衛の指導を仰いで接ぎ木の方法を広めたキーマンとして拙稿でも触れてきた。堅下にお

いてもアントレプレーナーシップに長けていたと思われる。柏原市立歴史資料館[2011]によれ

ば、「大正元（1912）年頃、ブドウの冷蔵貯蔵を考案。甲州ブドウを 10 月に採取し冷蔵庫内で

保存した後、時期をずらした翌年 3～4 月頃に市場に出荷することにより商品価値を高めて有利

に販売した。大正 3（1914）年には温室栽培を開始。通常、露地物のぶどうは 8 月後半から収

穫できるが、温室でぶどうを栽培することにより２個月も早く収穫できることになり、高収益

を上げることができるようになった」（22～23 頁）。筆者も見学する機会をえたが、カタシモワ

インフード貯蔵庫の１階の「床と壁はコンクリートの内側に炭を固めた構造になっており、湿

温度を一定(低温)に保つことができる。建物自体が冷蔵庫のようなものである。・・・近年まで

は敷地内の井戸から地下水を汲み上げ、貯蔵庫内を循環させることにより室温管理されていた」

（34 頁）。信州でもリンゴ農家がリンゴの「ボケ」を遅らせるために倉を改良してリンゴの貯

蔵を図る工夫がみられる。あるいは雪国では雪洞貯蔵、氷室貯蔵も広くみられる地域特有の工

夫であるが、湿度も温度も高い関西でこのような工夫が凝らされているのには驚きの対象で

あった。越後高田の川上善兵衛訪問の際にヒントをえたのかもしれない。 

温室栽培を開始した大正 3（1914）年に高井作次郎はカタシモ洋酒醸造所を設立する。「昭和
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9（1934）年の室戸台風直撃による被害（の）・・・

特例でぶどう栽培農家すべてに醸造免許が交付」

（柏原市立歴史資料館[2011]、22 頁）されたこ

ともあり、「昭和初期には 70 軒のメーカーが

あったという」(同前)。また、「昭和 11 年には

堅下村、堅上村、国分村の共同出資による河内

農村工業利用組合が安堂に設置され」(同前)た。

その結果葡萄酒の醸造量等は表‐２のように推

移する。敗戦に近づくにつれ、ブドウ酒の醸造

量と原料使用量が増えていく。周知のようにワ

イン醸造の過程で酒石酸が産出され、これはソ

ナーの原料となる。したがって原料のぶどうは

ワインをつくるために調達されているのではな

く、ソナーの原料に用いられる酒石酸を取るた

めに生産され、ブドウも当時は食することが禁じられていた。高井利洋現社長によると、酒石

酸を取るために醸造されているので、酒石酸を取った後、それはもうワインではなく、2 度蒸

留されメチルアルコールをつくり、これも消毒薬として軍用に徴用され、戦後に残ったワイナ

リーは柏原市域で 3 軒となり、葡萄酒の生産量も壊滅的水準に追い込まれることになった。口

にするものまで戦争遂行のために徴用する戦争の恐ろしさを実感すると同時に、これまでの筆

者の考え違いを正すことができた。これまで酒石酸を取ることで、総動員体制の下でワインづ

くりが残されたばかり考えていたが、実はこの戦時体制はそれまでのワインづくりの営みを台

無しにするものであったと考えなければならなかったのである。大阪においては、戦後のワイ

ンづくりはゼロからの出発ではなく、マイナスからの出発となったのである。 

 

１－４ 羽曳野市域のブドウ栽培・ワイン醸造の歴史 

 同じ河内地方でも柏原市域では生駒・信貴連峰の丘陵及び二上山脈の丘陵地帯にブドウ畑が

存在し、羽曳野市域では金剛・葛城山地西麓にブドウ畑が存在している。羽曳野市域のブドウ

栽培・ワイン醸造の歴史については羽曳野市史編纂委員会[1998]に簡単にふれられているので、

紹介しておきたい。 

 「小寺正史によると、19 世紀末の駒ヶ谷では『甲州』という品種のぶどうが日よけのために

家の付近に植えられていたようである。明治の末頃に奈良の苗木商から『チャンピオン』、『キャ

ンベル』、『シャスラー』、『龍眼』などの品種が導入された。おそらくこの頃からぶどうの栽培

表‐２ ブドウ酒醸造の状況 

  葡萄酒(石） 原料（貫） 

1939 年 5,100 408,000 

1940 年 5,200 416,000 

1941 年 5,500 440,000 

1942 年 8,401 672,880 

1943 年 10,600 848,000 

1944 年 18,334 1,466,720 

1945 年 1,044 83,520 

1946 年 955 76,400 

1947 年 117 9,360 

1948 年 65 5,200 

1949 年 7 560 

資料：奥野藤治郎「柏原町公民館、展示資料

集」ただし、引用は柏原市立歴史資料館

[2011]より 
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が本格化したのであろう。大正 3 年（1914）頃に山梨からデラウェアが導入されたのは、第 1

次大戦の好景気でぶどうの需要が増大したことと無関係ではない。この頃に林野のぶどう園化

が進んだのである。大正 6 年（1917）に青果組合、大正 12 年（1923）には駒ヶ谷青果移出組合

が結成され、販路も名古屋・伊勢方面に広がった。昭和 3 年（1928）には大阪鉄道（現近畿日

本鉄道）を使って柏原まで運ばれ、国鉄(現ＪＲ)関西本線で名古屋方面に出荷されるようになっ

た。昭和 3 年（1928）から昭和 10 年（1935）の間に、駒ヶ谷をはじめとする大阪の産地は出荷

額で山梨県を抜いて全国 1 位であった。第 2 次世界大戦中には、軍用酒石酸に用いられるブド

ウの樹木は伐採から免れたものの、昭和 23 年（1948）までは食料増産のために栽培面積は減少

していった。しかし翌年からの『果樹栽培振興計画』によって栽培面積は拡大していった」（羽

曳野市史編纂委員会[1998]、906‐907 頁）。 

 羽曳野市史編纂委員会[1998]では『世界農林業センサス』を用いて農業集落ごと作物結合状

況を 1960 年、1970 年、1980 年、1990 年の推移でまとめている。1990 年では果樹栽培は駒ヶ谷

地区の駒ヶ谷東町、同中町、同西町、同北町、同山田町、飛鳥で果樹専業、通法寺、大黒、壺

井で稲作との結合、また古市地区では誉田東、同西、確井で稲との結合がみられ、それ以外で

は果樹栽培はされていない。「平成 3 年のいちじく出荷量で・・・羽曳野市域は府下で 大の出

荷量を誇り全体の 29.6 パーセントを占め」、1990 年の『世界農林業センサス』の誉田東、同西、

確井の「『果樹』はいずれもいちじくにほかならない」（910 頁）と分析している。正反対に駒ヶ

谷地区の叙上の 6 農業集落の果樹はブドウであり、羽曳野市域のブドウはこの駒ヶ谷で栽培さ

れている。 

我々が訪問した株式会社河内ワインも、駒ヶ谷の竹内街道沿いにある。同社の設立は平成 8

（1996）年であるが、その前身は昭和 9（1934）年に創業者金銅徳一が果実酒製造免許取得し、

設立した金徳屋洋酒醸造元にある。同社のＨＰによれば、「室戸台風関西直撃。ぶどう棚大被害。

弊社はこれを契機に農業振興策としてワインづくりを提案し、実践に踏み切った」という。堅

下と同じように駒ヶ谷でも室戸台風の被害にあったぶどう栽培農家に直ちに果実酒製造免許が

与えられたと考えられる。事業所名に洋酒醸造元とつけられているのは元請けにワインを納品

していた、「桶売り」事業を主に行っていたからである。同工場には当時使われていた大樽が今

でも 3 つ置かれており、カタシモワイナリー直売所の駐車場にも 6000ℓの大樽が置かれている。

（株）河内ワインでうかがったところではこの元請けの調達先が海外にシフトし、それ以降、

現在の経営形態になったそうである。 

元請けはちょうど堅下と駒ヶ谷の中間に位置しているところに道明寺工場を設置していた現

サントリー株式会社であろう。その前身は明治 32（1899）年に鳥井信次郎が開業した鳥井商店

で、葡萄酒の製造販売を同年 2 月から開始している。店名を寿屋洋酒店と改めた翌年の明治 40
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（1907）年に製造販売した「赤玉ポートワイン」が爆発的に売れ、ワインの調達先に苦慮し、

自ら葡萄農場を造りそこでのワイン醸造を手掛けていくようになった。そこで頼ったのが川上

善兵衛で、川上もまた自ら明治 24（1891）年に開設した岩ノ原葡萄園の経営が苦しくなった時

で渡りに船となり、信次郎の代で新潟県の岩ノ原葡萄園（昭和 9 年）、山梨農場（昭和 11 年）、

塩尻工場（昭和 11 年）、山形工場（昭和 27 年）、岡山県の瀬戸工場（昭和 28 年）を開設し、ブ

ドウ栽培とワイン醸造、ブランデー蒸留を行っている。 

木島［1991］によると、坂口謹一郎東大教授（醸造学）の研究室を訪ねた鳥井信次郎は次の

ように言ったという。 

「先生、私は赤玉ポートワインの原料として毎年 150 万円に相当する生葡萄酒をスペインや

チリから入れています。これはお国のためによくないから、ぜひ国産の生葡萄酒を自分の手で

造りたいと思うので、どうか指導してください」（212 頁）と。そこで引き合わせたのが川上善

兵衛であり、両者は意気投合し、昭和 9 年に川上が負っていた岩ノ原葡萄園の旧債はすべて鳥

井が弁済し、社長を鳥井、専務を川上とする法人「株式会社寿葡萄園｣を設立し、昭和 11 年に

は「株式会社岩ノ原葡萄園」に名称変更した。そこで川上は品種改良の研究をつづけながら、

その種も含めて川上が手掛けたマスカット・ベリー A、同 B、ブラック・クイーンを代表とす

る交配種の栽培と葡萄酒醸造を行った。とはいえ爆発的に販売量が増えていく「赤玉ポートワ

イン」への葡萄酒の供給は岩ノ原葡萄園だけではまかなえず、鳥井と川上は再び坂口謹一郎に

相談したところ、明治 42（1909）年に開拓された小山葡萄園（山梨県北巨摩郡登美村、岩ノ原

葡萄園の 6.5 倍の 150ha の敷地面積、大正 2（1913）年に大日本葡萄酒醸造株式会社に改組）

が昭和 7（1932）年から国税局の管轄下に置かれている情報を提供し、昭和 11（1936）年の競

売で寿屋が落札し、10 月 11 日に「株式会社寿屋山梨農場」と名付け、葡萄栽培、葡萄酒醸造

を行った。現在のサントリー登美の丘ワイナリーである。（以上、木島［1991］、244～247 頁なら

びにサントリー［1969－a］、サントリー［1969－b］を参照した）。少しさかのぼる同年 7 月 14

日、（株）岩ノ原葡萄塩尻工場を寿屋の経営に移し、「塩尻工場」（敷地面積 1.4ha）と名付けた（６）。 

戦後になると山形県天童市に「山形工場」（昭和 27（1952）年、敷地面積 0.6ha）、岡山県瀬

戸町に「瀬戸工場」（昭和 28（1953）年、0.6ha）も設立し、さらにワイン専用品種の栽培も行

い、「昭和 39 年（1964 年）から 49 年（1974 年）にかけて大井一郎を中心にカベルネ・ソーヴ

ィニオンとメルローとのブレンドによるボルドースタイルの上級ワイン「シャトーリオン」と、

さらに上級の「シャトーリオン スペリュール」を出すようになった」（植原［2015］、22 頁）。 

鳥井信次郎と川上善兵衛が出合ったのが昭和 9（1934）年、そのお膳立てを願った際に坂口

謹一郎に「ぜひ国産の生葡萄酒を自分の手で造りたいと思｣ったのには、この時節柄切迫した理

由もあった。1931 年に柳条湖での軍事衝突をおこし、国際的に孤立化していく中、原料を輸入
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に頼るのも難しいとの判断があったのであろう。昭和 9（1934）年から昭和 11（1936）年にか

けて国内で叙上の三つの葡萄園・醸造＆蒸留工場を設けることに成功する。明治 40(2007)年に

販売した「赤玉ポートワイン」は大正 8（1919）年に建設された築港工場（後に大阪工場）で

ようやく「赤玉ポートワイン瓶詰専用工場」（サントリー［1969－b］、198 頁）が持てるように

なり、その後国内で葡萄も調達できるようになって、大阪工場は「原料アルコール、ウイスキー、

ブランデー、甘味果実酒、スピリッツの製造・瓶詰」を担った。さて、道明寺工場は昭和 9 年

10 月 15 日に開設され、「ブランデー原酒、ジン原酒、ブランデー、甘味果実酒、スピリッツ、

リキュール」の製造・瓶詰を担った。サントリー［1969－b］には「道明寺工場のむかし①」と

「道明寺工場のむかし②」に往時の写真が掲載されている。①には古い順で「酒庫の一部（昭

和 15 年頃）」では大木樽、中木樽が、「葡萄果の破砕作業（昭和 22 年）」では木箱に入った葡萄

果を木製の破砕機にかけ、大桶に押し流された葡萄果と葡萄汁をさらに足で圧搾しようとして

いる風景が写し出されている。その奥にはたくさんの木箱が積み重ねられており、おそらくそ

の中には葡萄果が入っていると考えられる。また「デリカワインの瓶詰（昭和 22 年頃）」とい

う写真もあり、道明寺工場が開設された翌年に生葡萄酒「ヘルメスデリカワイン（赤白）」およ

び「ヘルメスシャンパン」が製造されるようになっていて（サントリー［1969－b］、203 頁）、

この両者はこの道明寺工場で造られたと考えられる。さらにこのページの 後には「堅下（か

たしも）葡萄園（昭和 25 年）」という写真があって、おそらく合名山だと思われるが、広大な

葡萄園が写されていながら、この「葡萄園」の所有関係は判然としない。社史で「堅下（かた

しも）葡萄園」と公表するのであるから、サントリー株式会社の葡萄園だった公算が高いよう

に考えられる。「道明寺工場のむかし②」では「シャンパン冷凍装置（昭和 28 年）」、「ブランデー

蒸留器」、「ジン・スチル」の写真が掲載されている。道明寺工場、大阪工場で葡萄酒が醸造さ

れ、ブランデーが蒸留されるようになって、その調達先としては現地に近いにこしたことはな

い。その貢献度は資料的制約性から、また筆者の分析力の限界から推し量ることはできないが、

サントリーの大阪工場、道明寺工場が大阪のブドウ栽培、ワイン醸造を支えていたことは間違

いないであろう。道明寺工場は 2004 年 10 月に操業を停止し、解体された。 

２．大阪ブドウ・ワインの特徴 

 近時の大阪ブドウ栽培の特徴をみておきたい。近時といっても筆者の分析力ならびに統計資

料の制約性から 2006 年までの統計でしかつかみようがない。表‐３「農林水産省 果樹生産出

荷統計品目別結果樹面積、収穫量、出荷量累年統計」および「農林水産省 市町村別の結果樹

面積・収穫量・出荷量」ではたとえば大項目果実→中項目ブドウ→詳細項目デラウェアで、か 
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表‐３ 大阪府におけるブドウ結果樹面積、収穫量及び出荷量 

年次 ぶどう デラウエア キャンベルアーリー 

  
結果樹

面積 
収穫量 出荷量

結果樹

面積 
収穫量 出荷量

結果樹

面積 
収穫量 出荷量 

  ha t t ha t t ha t t 

1973 831 9,790 9,062 696 8,100 7,582 20 281 240 

1974 818 9,960 9,217 690 8,310 7,777 17 258 217 

1975 805 9,350 8,705 689 7,870 7,395 16 249 208 

1976 802 7,860 7,325 689 6,950 6,538 14 185 150 

1977 800 9,010 8,377 695 7,740 7,264 14 192 155 

1978 795 8,310 7,715 691 7,180 6,736 14 167 130 

1979 795 7,950 7,391 691 6,940 6,520 14 160 122 

1980 795 7,120 6,598 691 6,260 5,865 14 140 102 

1981 791 7,360 6,816 690 6,390 5,977 14 163 118 

1982 793 8,290 7,698 692 7,270 6,814 14 172 124 

1983 777 9,060 8,469 691 8,180 7,707 10 127 95 

1984 754 8,940 8,262 684 8,200 7,608 5 65 49 

1985 745 8,040 7,467 679 7,390 6,892 5 60 47 

1986 737 8,460 7,857 676 7,828 7,308 5 59 45 

1987 739 8,700 8,092 678 8,020 7,480 5 62 48 

1988 740 8,780 8,269 679 8,080 7,635 5 64 50 

1989 729 8,940 8,433 674 8,280 7,834 5 67 53 

1990 710 8,450 7,920 658 7,830 7,360 5 65 52 

1991 703 8,360 7,820 651 7,730 7,250 5 65 52 

1992 698 8,670 8,110 647 8,030 7,540 5 65 52 

1993 700 8,530 7,910 648 7,920 7,360 5 62 49 

1994 693 8,560 8,010 643 7,950 7,470 5 61 49 

1995 685 7,710 7,180 634 7,070 6,600 5 61 49 

1996 662 7,900 7,370 612 7,270 6,770 2 31 30 

1997 637 7,440 6,890 578 6,680 6,180 1 23 22 

1998 600 6,810 6,360 536 6,040 5,640 1 13 12 

1999 578 6,820 6,370 513 6,020 5,630 1 13 12 

2000 564 7,030 6,570 497 6,180 5,790 1 14 13 

2001 560 7,300 6,840 494 6,430 6,040 1 14 13 

2002 537 6,920 6,490 472 6,060 5,710 1 13 12 

2003 503 5,870 5,550 444 5,070 4,800 1 10 10 

2004 490 6,120 5,820 431 5,310 5,070 0 7 7 

2005 490 6,040 5,680 431 5,220 1,920 0 7 7 

2006 488 5,710 5,370 429 4,900 4,620 0 7 7 

2007 486 5,980 5,620 … … … … … … 

2008 482 6,170 5,840 … … … … … … 

2009 474 5,930 5,620 … … … … … … 

2010 464 5,060 4,780 … … … … … … 

2011 452 4,790 4,570 … … … … … … 

2012 441 5,340 5,100 … … … … … … 

2013 436 5,140 4,880 … … … … … … 
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年次 マスカットベーリーＡ 甲州 巨峰 

  
結果樹

面積 
収穫量 出荷量

結果樹

面積 
収穫量 出荷量

結果樹

面積 
収穫量 出荷量 

  ha t t ha t t ha t t 

1973 44 591 490 45 474 439 - - - 

1974 40 542 463 45 495 450 - - - 

1975 33 455 387 42 454 422 - - - 

1976 33 284 235 42 273 254 - - - 

1977 32 404 347 35 385 358 - - - 

1978 32 364 311 35 350 326 3 33 27 

1979 32 332 281 35 282 262 3 32 26 

1980 32 299 251 35 225 210 3 29 25 

1981 32 342 296 32 245 228 3 32 26 

1982 32 353 307 32 271 252 3 32 26 

1983 29 332 286 27 212 197 3 32 26 

1984 24 286 252 22 190 177 4 42 34 

1985 25 272 237 16 130 118 5 46 38 

1986 25 277 240 11 92 83 5 51 44 

1987 25 305 271 11 102 97 5 56 49 

1988 26 313 283 9 90 88 5 57 51 

1989 24 304 275 9 93 91 5 59 53 

1990 24 297 271 7 70 68 5 57 51 

1991 24 302 277 7 77 75 5 58 52 

1992 23 302 274 6 68 65 6 63 56 

1993 22 280 254 5 55 53 9 96 83 

1994 22 280 260 4 47 46 9 97 84 

1995 19 244 226 3 35 34 13 159 148 

1996 17 223 211 3 35 33 17 214 200 

1997 18 245 229 2 24 22 24 299 287 

1998 21 261 243 2 20 18 26 309 296 

1999 21 271 252 2 21 19 26 322 300 

2000 21 292 271 2 24 21 26 324 302 

2001 20 293 274 2 24 21 26 327 305 

2002 20 290 271 2 24 21 25 321 299 

2003 18 283 269 2 27 26 23 292 273 

2004 18 283 269 1 19 18 23 295 275 

2005 18 289 274 1 19 18 23 293 273 

2006 18 277 263 … … … 23 292 272 

2007 … … … … … … … … … 

2008 … … … … … … … … … 

2009 … … … … … … … … … 

2010 … … … … … … … … … 

2011 … … … … … … … … … 

2012 … … … … … … … … … 

2013 … … … … … … … … … 

資料：農林水産省果樹生産出荷統計品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計 
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つ市町村別で統計がみられるのは 2006 年までである。例えば羽曳野市でのデラウェアの収穫量

は 2006 年までは統計があるが、それ以降はないので、統計的には近時といっても 2006 年が

も直近となる。 

 この表‐３を一瞥しただけでデラウェア栽培が突出していることが明らかである。いずれも

もともとは生食用ブドウとして定植されたものであるものの、ワイン醸造用にも使用される。

次に大阪府下の市区町村別ぶどう栽培、収穫量を表‐４、表‐５でみると、作付面積でも、収

穫量でも羽曳野市、柏原市、太子町、交野市、大阪狭山市の 6 市町で 97.5 パーセントを占め、

殊に羽曳野市、柏原市で収穫量の 76.4 パーセント（2006 年）と、府下では他を圧倒している。 

表‐４ 大阪府下ぶどう結果樹面積（ｈａ） 

大阪府下 柏原市 府下割合 羽曳野市 府下割合 大阪狭山市 交野市 太子町 

1995 年  685 214 31.2% 280 40.9% 8 10 162 

1996 年  662 209 31.6% 269 40.6% 9 10 152 

1997 年  637 190 29.8% 261 41.0% 13 10 149 

1998 年  600 174 29.0% 253 42.2% 12 9 135 

1999 年  578 171 29.6% 240 41.5% 12 9 129 

2000 年  564 165 29.3% 233 41.3% 12 9 128 

2001 年  560 162 28.9% 233 41.6% 12 9 128 

2002 年  537 162 30.2% 221 41.2% 11 8 121 

2003 年  503 158 31.4% 217 43.1% 9 8 100 

2004 年  490 157 32.0% 216 44.1% 9 8 88 

2005 年  490 157 32.0% 216 44.1% 9 8 88 

2006 年  488 157 32.2% 214 43.9% ‐ ‐ 88

資料：2007 年農林水産省作物統計調査市町村別データ 

表‐５ 大阪府下ぶどう収穫量（ｔ） 

大阪府下 柏原市 府下割合 羽曳野市 府下割合 大阪狭山市 交野市 太子町 

1995 年 7,710 2,240 29.1% 3,310 42.9% 85 107 1,850 

1996 年 7,900 2,270 28.7% 3,390 42.9% 106 114 1,880 

1997 年 7,440 1,990 26.7% 3,230 43.4% 144 114 1,800 

1998 年 6,810 1,920 28.2% 2,940 43.2% 125 102 1,540 

1999 年 6,820 1,990 29.2% 2,860 41.9% 130 106 1,540 

2000 年 7,030 2,210 31.4% 2,840 40.4% 130 108 1,540 

2001 年 7,300 2,230 30.5% 2,990 41.0% 134 114 1,630 

2002 年 6,920 2,230 32.2% 2,770 40.0% 129 102 1,510 

2003 年 5,870 1,850 31.5% 2,530 43.1% 95 94 1,170 

2004 年 6,120 2,090 34.2% 2,600 42.5% 99 106 1,080 

2005 年 6,040 2,070 34.3% 2,560 42.4% 99 103 1,060 

2006 年 5,710 1,950 34.2% 2,410 42.2% ‐ ‐ 1,020 

資料：2007 年農林水産省作物統計調査市町村別データ 
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表‐６ 大阪主要市町別ぶどう栽培経営体数と栽培面積（2015 年、面積は ha） 

市区町村名 

ぶどう 

栽培経営体数 
露  地 施  設 

栽培経営体数 栽培面積 栽培経営体数 栽培面積 

大 阪 府  453  274 7 148  265 14 249 

柏 原 市  118  107 3 214  45 2 348 

羽 曳 野 市  142  44 1 529  119 7 763 

交 野 市  16  13  205  10  371 

大阪狭山市  29  22  601  10  299 

太 子 町  75  26  686  61 3 325 

資料：農林水産省農業センサス 2015 より作成 

注：この調査対象は販売目的で栽培している果樹類 

 

表‐６はブドウ栽培におけるハウス利用状況である。「昭和 10 年（1935）の堅下村の温室数

は 135 棟、栽培面積は 1.7ha まで拡大し」たと先に紹介したが、その後空襲の標的になるから

といって撤去され、表‐６では柏原市は露地栽培の方が多く、羽曳野市（実体は駒ヶ谷町）と

駒ヶ谷に隣接する太子町ではハウス栽培が圧倒している。 

 

２－１ 近時柏原市のぶどう栽培・ワイン醸造、ワイン販売の特徴 

 

表‐７ 柏原市ブドウ作付・収穫推移 

 

ブドウ合計 デラウェア マスカット・ベリーA 

作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 

ha t ha t ha t 

1995 年 214 2240 187 1910 14 185 

1996 年 209 2270 182 1940 13 181 

1997 年 190 1990 168 1700 13 189 

1998 年 174 1920 150 1640 16 206 

1999 年 171 1990 147 1690 16 216 

2000 年 165 2210 141 1890 16 237 

2001 年 162 2230 138 1890 16 240 

2002 年 162 2230 138 1890 16 240 

2003 年 158 1850 134 1480 16 259 

2004 年 157 2090 134 1730 16 259 

2005 年 157 2070 134 1700 16 264 

2006 年 157 1950 134 1590 16 253 

2006／1995 73.4% 87.1% 71.7% 83.2% 114.3% 136.8% 

2006 年大阪府 488 5710 429 4900 18 277 

柏原市シェア 32.2% 34.2% 31.2% 32.4% 88.9% 91.3% 

農林水産省 市町村別の結果樹面積・収穫量・出荷量 
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 表‐７は柏原市のぶどう栽培・収穫状況の推移を 2006 年までみたものである。2006 年の収

穫量のうちデラウェアとマスカット・ベリーA で 94.5 パーセントを占めている。両者の推移を

みてみると、デラウェアが面積で 28.7 パーセント、収穫量で 16.8 パーセント減少し、マスカッ

ト・ベリーA では逆に 14.3％、36.8 パーセント拡大している。おそらくマスカット・ベリーA

の拡大は生食用で伸びているのではなく、醸造用で伸びていると考えられる。 

しかしブドウの作付面積はこの 11 年間で 4 分の 3 に減少した。2007 年以降ともなると団塊

の世代が高齢者の仲間入りをしてくるので、一層作付面積は減少することになると想像される。

事実耕作放棄地もあり、カタシモワイナリーが発起して管理できなくなったぶどう畑の保全活

動を実施している。「農家の高齢化により管理できなくなったぶどう畑を多数のボランティア

（酒販店・飲食店・テレビ局・航空会社・鉄道会社・一般府民等）とともに管理するほか、ぶ

どう畑・ワイナリーツアーやぶどう棚の下でフレンチを味わう等のイベントを積極的に開催。

多くの都市住民を地域に呼び込む原動力となっている」。ボランティア参加人数は 2013年で 423

人、ボランティアとともに管理する農地面積は同年までに 170 アールに達した（「ぶどうを核と

した地域活性化、企業・都市住民との連携によるぶどう畑の保全、６次産業化の取組（カタシ

モワインフード株式会社 大阪府柏原市）（http://www.maff.go.jp/j/kanbo/saisei/jikou_honbu/ 

pdf/27_sentan_osaka.pdf）。 

こうしたボランティア参加者は種々のイベントを通じて集うようになっており、筆者も今年

1 月の見学会に参加した。カタシモワイナリーの底力の 1 は地域を様々な主体の結集軸にし、

地域力として自らの力の底上げを図っている点にあると考えられる。つまり人々にこの地域に

関心を持ってもらって参加してもらい、また異業種の産業、事業所を結びつけ、これら結びつ

きを文化としてその地域に根付かせ、地域の持続可能性を模索し、それをワイナリーの資源を

もとに実践されている点にあると考えられる。地域へのこだわりである。氏によるとワイナリー

 

 

ぶどう畑路地上に実る甲州ぶどう（2016 年 6 月 27 日 筆者撮影） 
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のワインの 90％は大阪で販売され、頑固なまでに地元粘着性を実践されている。 

筆者が見学会に参加し同ワイナリーのぶどう畑も案内していただくなか、樹齢 100 年を超え

る紫ぶどうも見ることができた。高井利洋氏からこのぶどうは 77％がコーカサス系で、残りは

中国の野生種で、おそらく中国から仏教関連で移入されたと教わった。また写真にもあるよう

に甲州ブドウが実っており、このワイナリーの強みは古木を一定規模で有していて、そのメン

テナンスをしっかり行いながら、その果実からワインを造ることにあると高井氏は述べ、ヨー

ロッパからの客もこのようなワインを好んで購入するという。筆者も 50 年以上の樹齢の甲州種

から作ったワインを購入した。カタシモワイナリーの底力の 2 はこのすでに堅下の住民となっ

た古木の活用である。高温多湿の堅下で樹齢を重ねてきた甲州の古木は、きっと山梨の甲州と

は異なるであろう。堅下のぶどう畑を大切に保全するということは、後々そこで育まれたぶど

うの木がその地域の大切な資源になることにつながる。ここで育ったぶどうの木は、欧州系ワ

イン用ぶどう品種と異なって、これから進んでいく温暖化に耐えられるのではないかと氏に質

問したところ、同感との返答を得た。 

 この地のぶどうを資源として大切にすることにつながるが、カタシモワイナリーの底力の３

はデラウェアの活用である。カタシモワイナリーが作成した「地域資源を活かしたつながりで

経営革新―ぶどう産地を守り、地域とともに実践してきたこと―」（http://www.maff.go.jp/j/ 

shokusan/sanki/6jika/attach/pdf/160915-17.pdf）によれば、デラウェアは「当時・・・世界で誰

もワインにしない」ものであったが、それを工夫しながら 4 通りの化け方をはかった。第 1 は

＜たこシャン＞ スパークリングワインの製造販売で、ここには「果汁の前処理」、「濁度（NTU）

の調整」、「発酵温度の発見」、「酵母菌の選定と管理」で工夫が凝らされていると考えられる。

第 2 は＜柔らか薫るデラウェア 爽やか薫デラウェア＞デラウェア スティルワインの製造販売

で、「果汁の前処理」、「濁度（NTU）の調整」、「温度自動管理密閉タンクでの発酵」、「酵母菌の

選定と管理」で工夫が凝らされていると考えられる。第 3 は＜グラッパ＞の 2001 年日本初の製

造販売で、「10 数年にわたり蒸留装置を研究、自社開発」した成果である。第 4 は＜葡萄果皮 

KAHI＞ ノンアルコールワインで、「グラッパの残渣液から製造」したものである。デラウェア

の力を引き出すのも人だということが、しかもここにはもったいない精神が幾重にも実現され

ていて、いかにも大阪の力と感ぜられる。搾りかす、果皮からも製品を造る。大阪では値段高

こしたら売れんから、えーもんをつくり販売するためにはもったいない精神をいかんなく発揮

せざるをえない。同ワイナリーでは「１升瓶ワイン」も５種類用意されている。 
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２－２ 近時羽曳野市のぶどう栽培・ワイン醸造、ワイン販売の特徴 

表‐８ 羽曳野市ぶどう耕作面積（Ha) 表‐９ 羽曳野市ぶどう収穫量（ｔ) 

合計 デラウェア 合計 デラウェア 

2003 年 217 215 2003 年 2,530 2,510 

2004 年 216 214 2004 年 2,600 2,580 

2005 年 216 214 2005 年 2,560 2,530 

2006 年 214 212 2006 年 2,410 2,380 

資料：農林水産省平成 15～18 年産果樹生産出荷統計より作成 

ここで羽曳野市（駒ヶ谷）のぶどう栽培の特徴を、得られた資料の制約性から限界がありな

がらも、掴んでおきたい。表‐８、９から明らかなように、羽曳野市のぶどう栽培の特徴はそ

のほとんどがデラウェアによって占められていて、表‐６からハウス栽培が多い点にある。そ

の効果は「第１に、ビニールでの被覆によって他産地の露地栽培によるぶどうよりも約１カ月

早く出荷でき、・・・第２に、露地栽培ではジベレリン処理を集中的に実施する必要があるため

家族労働力だけではまかなえなかったが、ビニールの被覆によって処理の時期を分散できるよ

うになった。第３に、収穫期が早まり、台風の被害を受けることが少なくなった」（羽曳野市史

編纂委員会[1998]、907‐908 頁）ことにあるという。（株）河内ワイン醸造長高坂氏によると、

さらにハウス栽培によって雨水が根を通してぶどうの果実が水分過多になることを防ぐメリッ

トもあるが、逆に樹齢は約半分になるデメリットもあるという。その分更植も早まり、それが

後継期と重なれば後継問題をより複雑なものとする。実際（株）河内ワインの自社畑の傍に耕

作放棄地も散見された。 

さて、2016 年 2 月に社研で（株）河内ワインに見学した際、専務の料理と同ワイナリーのワ

インを堪能した。フランス語での浄瑠璃もご披露いただき、文化あふれる雰囲気の中で多くを

学ばさせていただいた。原料の葡萄種はデラウェア、シャルドネ、マスカット・ベリーＡ，ナ

イアガラ、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨンで 17 種類のワインの品ぞろえがあり、ナイア

ガラは長野の葡萄を原料にしているが、長野のナイアガラワインとは趣を異にし、辛口仕立て

に造っているそうである。長野の風土と南河内の風土の差なのか、全体として辛口にワインを

つくっていると考えられた。ここでもデラウェアのワインが一升瓶で用意されていた。マスカッ

ト・ベリーA の一升瓶もあり、大阪では一升瓶文化が根強く残っているので、大阪では必須ア

イテムとのこと。デラウェアの 2015 年醸造の 1 升瓶ワインと 2016 年のそれを時期を異にして

飲んだ印象だが、味が随分と変わったように感じられた。酵母菌は渡仏して購入されると聞き
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及んだが、味の変化の違いで酵母菌の選択と管理がワインづくりにいかに重要なのか、その一

端がわかったような気がした。地元の従来からのぶどうを使っていても、ぶどうのでき次第で

どの酵母菌を選択し、その発酵をどう管理するか、がワイナリーの腕の見せ所となる。もちろ

ん、ぶどうの質によって根本的にワインの質が規定されるのではあるが。 

 

（１）他の分野でもそうであろうが、ワイナリーの実力は直面する苦難を克服する過程で蓄積されていく

ものだということが、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所を学ぶことで判明した。宮嵜［2018］を参照さ

れたい。 

（２）植原[2015]によると、昭和 33 年に行われた第 4 回山梨県葡萄品品評会に出品したワイン 213 点のう

ちその原料として用いられた割合は「デラウェア（46％）、甲州（33％）、ネオマスカット（15％）、マ

スカット・ベリーA（4％）」で、サドヤの今井友之助は、これらを「三流どころの原料」（21～22 頁）

と呼んだ。こうした風潮が今でも残っているのかもしれない。 

（３）柏原市立歴史資料館[2011]では「明治 9 年（1876）、果樹栽培を振興するために、大阪府勧業課によっ

て南河内郡道明寺村沢田（現藤井寺市沢田）ぶどう試験園が設けられた。明治 11 年（1878）、そこか

ら配布された苗木を堅下村の数名が栽培し、堅下村平野の中野喜平の実が苗木の育成に成功したとい

う」（柏原市立歴史資料館[2011]、5 頁）と記されている。道明寺村と沢田村が合併して道明寺村にな

るのは明治 23 年のことなので、ここでは柏原市史編纂委員会[1972]の記述を引用することにした。 

（４）ワイン輸出で工業化の資金を賄い輸出代替工業化を達成せんとする明治初期の目論見はフィロキセ

アによってはかなくも頓挫し、輸入綿を原料に綿糸、綿織布を輸出して工業化を進めていこうとする

明治後半以降の輸出指向型工業化政策によって伝統的な河内木綿産業が衰退した。その過程で事業転

換対象となったワインづくりが現在では当地において輸出ではなく、逆に地域密着型の展開をはかっ

ていることには大阪府民の歴史の重みが感じられる。 

（５）マーシャルは「外部経済」の第 1 の要件がその効果として、産業が特定の地域に長くとどまること

によってその地域に、地域特有の技術・知識が、普通のもとして波及し、また次々に新しいアイデア

が生み出されて、技術が深化いくことをあげている。「その職種の秘密はもはや秘密ではではなくなり、

いわば空気のようなものとなり、子供たちは無意識のうちにそれらの多くのものを学ぶ。よい仕事は

正しく評価され、機械、行程および事業の一般的な組織における発明と改善は、その長短がたちどこ

ろに議論され、一人が新たな考案を始めると、他の人々によっても取り上げられ、それらの人々の考

えと結合され、そのようにしてさらに新たな考案の源泉となる」（Marshall [1920]、P．271、邦訳第 2

分冊、201 頁 Marshall Alfred [1920], Principles of Economics, 8 ed., Macmillan and Co., London（永澤越

郎訳『経済学原理』、岩波ブックサービスセンター、1985 年)。マーシャルはシェフィールドの刃物産

業を念頭に産地型の産業集積でこの外部経済を考えていたが、柏原が一大ブドウ、ワイン産地になっ

ていく基礎を上記の黎明期の人々が築いていったのである。 

（６）NAGANO WINE オフィシャルサイト「No.17 サントリー塩尻ワイナリー」によると、「同（1936）年、

塩尻では、生食用ブドウの新たな販路を模索していた林五一氏、塚原武雄氏らの尽力によって工場が

誘致された」という。 
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〈編集後記〉 

2017 年度春季実態調査（大阪）特集号をお届けします。今回の調査は 2018 年 2 月 28 日から

3 月 3 日にかけて実施され、大阪の調査は 2016 年 3 月以来 2 年ぶりとなります。前回の調査の

テーマは「地域再生の種々の試み」。今回は「大阪の底力」で担当者の力の入れ具合が直ちに伝

わってくる行程となりました。それが伝わってか、今回の特集号には執筆陣の意気込みが感じ

られます。ことに泉州タオルについては 4 つの原稿が並んでおります。武田薬品工業株式会社

の調査報告を欠いている点が残念ではありますが、製薬という我々にとっては全き未知の領域

に制約されたものとご寛恕いただければ幸いです。 

今世紀になって社研での自動車工場の見学は初めてでしたが、ダイハツ(系)の工場見学を編

者は 54 年前に経験しております。小学校 3 年の社会見学で旭工業の西宮工場に行きました。旭

工業は川西航空機が民需転換した明和自動車工業がダイハツ工業と三和銀行の資本参加で更生

した企業で、川西航空機時代の工場を利用しており、機銃掃射による弾痕が至る所に残ってい

たことを鮮明に覚えています。戦後生まれでありますが、戦争の恐ろしさを子どもながらに社

会見学で実感したわけで、平和教育の一環として同工場が選択されたのかなと今思われます。 

(宮嵜) 
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