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序 章 絹の道プロジェクトと「旧片倉工業熊谷工場・片倉シルク記念館」

世界文化遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」と関連する文化財や地域資源を集積した当地域を「上武絹の道」

として一つの集客施設と捉え、広域連携DMO（Destination Management Organization：観光地域づくり法
人）を設立し、地域経済の発展と永続的かつ自立的な観光地経営を目指す地域再生計画が、「上武絹の道」広域

連携DMOによる観光連携である。農業や商工業、教育など多 様な関係者と連携を推進し、「稼ぐ」力を引き
出す地域経営の視点に立った運営で、魅力ある観光ルート、インバウンド誘客や体験事業による都市部との交

流などで観光 入込客の増加を図るとともに、絹産業をベースに当地域にしかできない観光商品、地場産業の振

興を図り雇用機会を創出することに多面的に取り組むことが求められている。

本プロジェクトの実施地域としては、群馬県伊勢崎市、藤岡市及び富岡市並びに群馬県甘楽郡下仁田町、埼

玉県熊谷市、本庄市及び深谷市群馬県伊勢崎市、藤岡市及び富岡市並びに群馬県甘楽郡下仁田町、埼玉県熊谷

市、本庄市及び深谷市の全域が含まれている。

通称「絹の道」プロジェクトに参加している熊谷市としては養蚕文化の継承及び製糸産業の進展という観点

からも、積極的な取り組みを進める可能性と余地があると考えられる。

養蚕技術の拡大を図った養蚕家の鯨井勘衛（1831-1874）をはじめ、養蚕試験場、繭検定場などの関係機関
の所在と役割とともに、熊谷の近代化に寄与した竹井澹如（1839-1912）による桑園の拡張事業などの取り組
みは絹文化の基礎部分に存在する大きな契機であったといえる。そして片倉をはじめとした民間製糸産業工場

によって多量の絹製糸を行う素地が作られ、熊谷地域が明治時代以降における国内主要産業部門の一角を担っ

ていたことは明らかであろう。その最たる近代産業及び絹関連文化の到達点が、「旧片倉工業熊谷工場・片倉シ

ルク記念館」であった。こうした時代背景を踏まえ、保存された建造物の価値を再認識することは極めて有意

義である。そして、これらの建造物は製糸産業が絶えた熊谷地域における時代を超えた文化遺産として評価さ

れるのである。本稿では「上武絹の道」プロジェクトが現代の熊谷地域に果たすべき大きな役割を意識しなが

ら、文化財的価値を有する「旧片倉工業熊谷工場・片倉シルク記念館」の概要を踏まえて、今後の活用に向け

て研究を行うことが最たる目的となる。

第1章 「旧片倉工業熊谷工場・片倉シルク記念館」建造物概要

第１節 基本概要

生糸業は日本の近代化を担ってきた産業であり、明治期の殖産興業の流れとともに、外貨を稼ぐ、国の貴重

な主幹産業であった。その中でも埼玉県は全国有数の拠点のひとつであり、取り分けて熊谷工場を始めとする

熊谷市内の製糸工場は、その中心的な役割を果たしてきたと言える。その「製糸の町 熊谷」を象徴する建物

であると同時に、熊谷市の歴史を知る上でも貴重な建築遺構である。

明治 40年（1907）に信州片倉組が三木原製糸場を買収し、片倉組石原製糸所として操業を開始したのが嚆
矢である。特に貯繭倉庫が記念館として良好に保存されており、日清・日露戦争後に「製糸の町」と言われた

熊谷を象徴する建物であり、熊谷の歴史を考える上でも貴重である。

平成 6年（1994）の業務終了後は、製糸研究所として使用されていたが、平成 9年（1997）12月に大手ス
ーパーを核テナントとする大型店が進出することになり、工場は撤去されてしまったが、片倉工業では、大型

店の西側に、第 2号倉庫（蜂の巣倉庫）と第 4号倉庫（繭倉）を並べ、第 2号倉庫は、下から構造が見える形
に保存して公開。第 4号倉庫は、内部を展示スペースにした「片倉シルク記念館」として整備し、平成 12年
（2000）11月に大型店のオープンと同時に公開が開始された。（所在地：埼玉県熊谷市本石 2丁目 135番地 所

有者：片倉工業株式会社）
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第２節 建造物の環境立地

埼玉県熊谷市は、平成 17 年（2005）に妻沼町及び大里町、平成 19 年（2007）に江南町との合併を経て、
当時、県北初の人口 20 万を超える都市となり、平成 21年（2009）4 月から「特例市」として発足し、現在
に至っている。

熊谷市は、北側で群馬県との境を利根川が、南側では旧大里町及び旧江南町との境を荒川がそれぞれ西から

南東方向に流れており、両河川が最も近接する地域にある。地形的には、市の西側に櫛引台地、荒川を挟んで

南側には江南台地、北側及び東側には妻沼低地が広がっているが、市の大半は妻沼低地上にある。櫛引台地は、

洪積世に形成された荒川扇状地の左岸一帯の総称で、寄居町の波久礼付近を扇頂として、東は熊谷市西部の三

ヶ尻付近まで、北東は JR 高崎線籠原駅から北へ約 2km の西別府付近にまで延びている。標高は約 36～54
ｍを測り、妻沼低地に向って緩やかに下る。櫛引台地の東側には、沖積世に荒川の乱流により新たに形成され

た新荒川扇状地が広がる。新荒川扇状地は、熊谷市の南西に位置する深谷市（旧川本町）菅沼付近を扇頂とし

て妻沼低地へと広がっており、自然堤防や後背湿地が発達している。

熊谷での人々の生活は、箕輪や塩の遺跡から旧石器時代の石器が発見されていることから、およそ 2万 2千
年前に始まったと考えられている。奈良・平安時代になると、西別府や柴には古代の寺院が建てられた。中世

では、豊かな穀倉地帯だった熊谷は、熊谷次郎直実や斎藤別当実盛等多くの武蔵武士の根拠地となった。江戸

時代には、熊谷宿は中山道の宿場として、また、明治初期には熊谷県の県庁所在地となり近代化の基礎が築か

れた。大正から昭和にかけて、熊谷市は、関東大震災や大戦での空襲といった惨禍を受けたが、戦後復興を遂

げ、産業及び農業の進展が顕著であり、埼玉県北部の主要都市に位置付けられている。旧片倉工業株式会社熊

谷工場は、JR熊谷駅から徒歩 20分。熊谷市の市街地に位置する。

位置図
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第３節 養蚕の歴史と片倉製糸

養蚕の歴史は古く、中国では紀元前 1,100年頃から人の手により飼育されていることが、資料等から判明し
ている。そして日本には、縄文時代後期から弥生時代に掛けて大陸より伝えられ、以後、様々な伝播や改良を

繰り返しながら発達してきた。

埼玉県の養蚕業について考える時、安政 6年（1859）の横浜港の開港により、これまでの長く続いた領主貿
易から民間貿易へ転換したことは大きな意味を有している。これにより、横浜港は国内最大の生糸・蚕種・茶

などの輸出港として発展する。他地域に比べ横浜に近いという好条件を備えた埼玉県の蚕業も、その影響をう

けて年々盛んになった。特に、ヨーロッパにおける微粒子病という重病の流行を背景に、蚕種の輸出ブームが

生じた。

幕末までの埼玉県は、綿作地や米作地が多く、蚕業に関しては後進地であったが、埼玉県の積極的な蚕業奨

励策や民間における先覚者の輩出と活躍が発端となり、幕末から明治初期にかけて輸出景気に刺激された上で、

養蚕業に対する関心が高まっていった。

蚕種と並んで生糸輸出が隆盛を見るに併せて、明治政府は粗製濫造を防ぎ、海外市場での競争力を高めるた

め、明治 5年（1872）に群馬県富岡市に日本発の官営模範工場として「富岡製糸場」を開業した。富岡製糸場
は外国の製糸技術を導入し、器械製糸の普及を格段に進展させた。

埼玉県の器械製糸を初めて稼働に乗せたのは、明治 10年（1877）に開業した「暢業社」である。この工場
は、富岡製糸場をはじめ、前橋市や伊勢崎市等の製糸工場を視察した成果を踏まえて開設された機関であり、

当時としては画期的な生産工場であった。

政府によって器械製糸が奨励される一方、江戸時代から行われていた手繰りや座繰りによる製糸は、明治時

代以後も消えることなく、実際の現場で盛んに用いられていた。埼玉県も秩父地方を中心に座繰り製糸が行わ

れていたが、技術改良が遅滞していたために、その製品は輸出用の質は持ち合わせることが難しく、その大半

が自家用として生産されていた。

明治 10年（1877）頃から富岡に端を発する器械製糸が流行し、関東各地で活発な製糸会社が設置されるよ
うになり、熊谷市でも同時期に製糸業が活発になった。

熊谷市では、養蚕原料となる桑の栽培が盛んであり、養蚕技術の確立についても鯨井勘衛や福島儀平による

研究と伝習が行われ、外国貿易と農村振興のための養蚕飼育が開始されていた。それらが発展し、製糸業の産

業化が開始された。明治 10年（1877）には、「生糸改所」が設立されて製糸の検査が行われ、明治 14年（1881）
には、「蚕糸改良会社」が設置され、共同販売が行われた。以後、複数の製糸会社が設立された。

明治政府が近代産業の育成策を掲げる中で、明冶 6年（1873）、片倉工業は、長野県諏訪郡川岸村（現在の
岡谷市）で名主をつとめていた片倉市助が、天竜川畔の屋敷前にて、手作業による十人繰りの座繰り製糸を始

めたことにその発祥を見る。

明治 11年（1878）、市助の後を継いだ長男の初代兼太郎は、本格的な製糸事業を志し、川岸村に洋式器械製
糸工場「垣外製糸場」を建設した。この工場は、それまでの座繰りから転換し、天竜川に水車を据えて動力源

とする方法を用いた三十二人繰りの洋式器械にて操業を開始した。この地が後の片倉工業が発展する拠点とな

った。

明治 27年（1894）、川岸製糸場の開設とともに、個人経営の製糸事業としては、国内最大の規模になったこ
とから、日清戦争後における好景気の社会状況の中で、明治 28年（1895）片倉組を組織し、また同年に関東
進出の先駆けとして東京支店を開設した。

第４節 埼玉県内の製糸と片倉組製糸場

埼玉県内の製糸工場は、明治 20年代に入り本格的な発展を遂げ、明治から大正に掛けて、約 50もの工場が
稼働していた。その工場の構成要素の特徴は、県内業者と県外業者、いわゆる地元資本と県外資本に分別でき

た。県内業者の経営する製糸工場は、規模が小さく、釜の数も 100釜未満が多い状況であった。この県内業者
については、地域別にみると、県東部の低地や県南部の台地上の新興蚕糸業地帯に多く分布していた。一方、
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県外業者の製糸工場は、諏訪地方の製糸業者が経営する工場と横浜の生糸輸出業者の工場が多くを占め、釜の

数が 100釜以上の大規模生産を行っていた。また、その立地については当時の新たな交通網とも関連し、埼玉
県や群馬県の養蚕地帯の生糸を輸送するために敷設された日本鉄道（現在の JR高崎線）沿線に集中していた。
この分布は、県内業者の分布と対照的であると言える。

県外資本の工場が県内に立地する場合の特徴として、既設の工場の資本を買収する方法と、自らの繭買入所

や乾繭所などを拠点として工場を新設するといった二つの方法で進出する傾向があった。

明治 40年（1907）5月、熊谷工場の操業は、信州片倉組が三木原製糸場を買収し、同年 6月、150釜を増
設したことを機に、片倉組石原製糸所（○イ＝荷印で「マルイ」と呼称）として生産稼働したことに始まる。

この工場の操業は、関東において 3番目であった。
大正 9年（1920）3月に、片倉の製糸場は、片倉組を継承し、片倉製糸紡績株式会社を設立した後、株式会
社組織になった。同年、熊谷尾沢組製糸所を合併して熊谷製糸所（□イ＝荷印で「カクイ」と呼称）として熊

谷の地に二つの製糸工場を持つようになった。大正 10年（1921）には、石原製糸所において「信州式五緒半
沈繰」と呼ばれる煮繭機 524釜を設置し、規模の拡大が行われた。

第５節 戦争の影響と製糸技術革新

第一次世界大戦の戦災により、製糸・機織業の先進国であったヨーロッパでの製糸産業が衰退し、代わって

機織業は発達したアメリカは、日本に大量の高級生糸を求めるようになった。

片倉工業では、発明家の御法川直三郎の研究と今井五介（片倉市助の三男）からの開発援助によって完成し

た「御法川式多条繰糸機」を、大宮製糸場で昭和 3年（1928）に導入して実用化させた。石原製糸所には、昭
和 6年（1931）4月、これまでの普通座繰機を廃棄し、新たに「御法川式多条繰糸機」が 500台設置された。
これにより高級生糸の大量生産が可能になった。また同年、熊谷製糸所を結合して、分工場とし、寄宿舎を新

築した。昭和 9年（1934）には、分工場を分離させ熊谷工場とした。
戦況の悪化が見られ始めた昭和 17年（1942）5月、石原製糸所は「繭短繊維製造機」75台を設置し、短繊
維の製造に開始した。昭和 18年（1943）8月、日本蚕糸製造株式会社に建物、設備を賃貸し、同社の石原製
糸所と位置付けられた。その際、「御法川式多条繰糸機」400台を撤去している。また熊谷工場は、熊谷電気製
作所として軍需工場へと転換される運命を辿った。そして、終戦前夜の昭和 20年（1945）8月 14日、熊谷空
襲で熊谷の町は、多くの災害を被ったが、石原製糸所には不発弾の落下はあったものの、奇跡的に被災からは

免れた。

終戦となり、昭和 21年（1946）4月、同工業組織は、日本蚕糸製造株式会社から片倉工業株式会社に復さ
れ、5月に石原製糸所として操業を開始した。
戦後、化学繊維の開発、生活様式の変化によって、絹製品の需要が減り、また、東南アジア等からの低コス

トの製品に対する需要が高まり、国内製糸産業の衰退が顕著になった。平成 4年（1992）6月、石原製糸場は、
片倉最後の製糸工場として生糸製造業務を休止した。その後も原料繭収納や販売などの業務は継続したが、平

成 6年（1994）の 12月に全ての業務を終え、その長い歴史の幕を下ろした。

第６節 建造物の変遷と現況

当時の様子がわかる建物は、養蚕農家から買い入れた原料の繭を乾燥させて保管する施設として使用してい

た貯繭倉庫のうち、第 2号、第 4号倉庫のみが保存されている。
第 2号倉庫：倉庫内部の繭を貯蔵する縦穴が、蜂の巣に幾つも並んでいることから通称「蜂の巣倉庫」と呼
ばれる。この倉庫は、昭和 11年（1936）に福島県で建設され、元郡山製糸場にて使用されていた建物を、昭
和 40年（1965）11月に移築されたものである。蜂の巣倉庫は、一般の倉庫に比べ、繭を単体のままで多く貯
蔵することができ、併せて、温度や湿度の面においてもより保存環境の安定性が増し、繭を良好に保つことが

できた。また貯蔵空間が床面に接しないことから、ネズミや害虫などの被害から守ることができた。
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第 4号倉庫：通称「繭倉」と呼ばれ、熊谷工場の前身である三木原製糸場の当時（明治 32年（1899）～40
年（1907））から残る土壁の蔵作りの倉庫である。繭を紙袋に入れて保管し、湿気の調整やネズミの被害を防
ぐため、ケヤキや松の木を素材として組んだ木造であり、内部には、薄い亜鉛板が張られていた。

第７節 熊谷の養蚕の歴史と片倉工業の変遷

年 代 出 来 事

縄文後期～弥生時代 中国から日本に養蚕が伝わる

鎌倉～戦国時代 養蚕業が盛衰を繰り返す

1710年頃（正徳年間） 新井白石、白糸（輸入糸）を制限、よって地方の蚕業が発達

1859年（安政 6） 横浜開港により、生糸・蚕種の貿易が始まる

1866年（慶応 2） 玉井村の鯨井勘衛、荒川河原に桑園を開拓

1869年（明治 2） 玉井村の鯨井勘衛、自宅の庭に「元素楼」と呼ばれる 3階建ての蚕室（清涼飼育所）を建てる
1872年（明治 5） 群馬県に官営の富岡製糸場が設立

1873年（明治 6） 片倉市助、長野県諏訪郡川岸村（現岡谷市）で 10人取の座繰製糸を開始
昭憲皇后、英昭皇太后が「元素楼」を見学される

1878年（明治 11） 6月、初代片倉兼太郎が川岸村に洋式器械製糸工場垣外製糸場を開設

1881年（明治 14） 長井市太郎、村岡製糸会社を創立する

1883年（明治 16） 7月、日本鉄道（元JR東日本高崎線）が上野―熊谷間開通し、翌年、前橋まで延長
1893年（明治 26） 富岡製糸場民営化。三井家に払い下げ

1894年（明治 27） 初代片倉兼太郎、三全社創業 全国一の 360釜
1895年（明治 28） 製糸事業の拡張に伴い、片倉組を設立

1898年（明治 31） 長島勘助、熊谷製糸株式会社を設立

1907年（明治 40） 生糸の輸出が急増
片倉組が三木原製糸所を買収、石原製糸所（片倉工業石原工場）と改称

1911年（明治 44） 「蚕糸業法」公布

1912年（大正元） 松崎軌三郎、松崎製糸所設立

1917年（大正 6） 初代片倉兼太郎逝去

1920年（大正 9） 片倉組が尾沢組の事業を継承し、片倉製糸紡績株式会社を設立

1928年（昭和 3） 片倉製糸紡績株式会社大宮工場に御法川式多条繰糸機を独占導入

1930年（昭和 5） 前年の世界恐慌のあおりを受け、糸価大暴落

1931年（昭和 6） 熊谷製糸所（カクイ）を統合し、石原製糸所（マルイ）の分工場となる

1934年（昭和 9） 分工場を分離し、熊谷工場（カクイ）となる

1937年（昭和 12） 日中戦争勃発、以後戦時中の製糸関連工場から軍需工場への転換が相次ぐ
熊谷市に埼玉県繭検定所設置

1939年（昭和 14） 旧官営富岡製糸場（株式会社富岡製糸所）を合併

1940年（昭和 15）
社長・今井五介ニューヨーク、サンフランシスコ万国博覧会協会長ならびに日本中央蚕糸会米国絹業視
察団長として渡米
繭検定規則公布

1942年（昭和 17） 富岡製糸場を全て御法川式多条繰糸機に改造

1943年（昭和 18） 片倉工業株式会社に社名変更
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資料：熊谷工場の主な施設（片倉シルク記念館展示資料から）

1945年（昭和 20）

白石製糸所開設
栗原正雄、熊谷蚕糸株式会社設立し玉糸製造するマルイ
熊谷空襲
熊谷工場、8月 14日の熊谷空襲の被災をまぬがれる
繭検定所、焼失

1955年（昭和 30） 11月、昭和天皇、石原製糸所（マルイ）の自動繰糸工場を行幸

1961年（昭和 36） 1月、石原製糸所（マルイ）を石原工場に改称
万平公園に「蚕霊塔」建立

1965年（昭和 40） 福島県の製糸工場から蜂の巣倉庫を移築

1967年（昭和 42） 生糸輸入額が輸出額を上回る

1969年（昭和 44） 7月、石原工場（マルイ）に熊谷工場（カクイ）が合併し、新たに片倉株式会社熊谷工場（マルイ）
となる

1987年（昭和 62） 3月、富岡工場（旧官営富岡製糸場）を休止
1992年（平成 4） 6月、片倉工業株式会社熊谷工場（マルイ）を休止
1994年（平成 6） 12月、最後の製糸工場の熊谷工場（マルイ）の業務を終了し、蚕糸業 121年の幕を閉じる
1997年（平成 9） 「蚕糸業法」廃止

1998年（平成 10） 3月、埼玉県蚕業試験場と埼玉県繭検定所を廃止
1999年（平成 11） 10月、熊谷工場の建物を解体

2000年（平成 12） 11月、片倉工業株式会社熊谷工場跡地の商業複合施設片倉フィラチャーに「片倉シルク記念館」を開館

2005年（平成 17） 9月、富岡工場（旧官営富岡製糸場）建物等を富岡市に寄付

2006年（平成 18） 1月、富岡工場（旧官営富岡製糸場）社有地を富岡市に売却
7月、旧官営富岡製糸場が重要文化財に指定

2007年（平成 19） 旧官営富岡製糸場にて、「片倉工業株式会社記念碑」を建立
「片倉シルク記念館」、経済産業省 33の「近代化産業遺産群」に認定

2014年（平成 26） 6月、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録
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第２章 資料「平成１９年度「近代化産業遺産群 ３３」／経済産業省」の概要

第１節 近代化産業遺産

全国各地には、我が国の産業近代化の過程を物語る存在として、数多くの建築物、機械、文書が今日

まで継承されており、これらは、自らが果たしてきた役割や先人たちの努力など、豊かな無形の価値を

今に伝えている。経済産業省では、これらの歴史的価値をより顕在化させ、地域活性化の有益な「種」

として、地域の活性化に役立てることを目的として、これらを「近代化産業遺産」として大臣認定し、

平成 19年度及び 20年度において、地域史・産業史の観点から、それぞれ 33のストーリーとして取りま
とめた「近代化産業遺産群 33」「近代化産業遺産群 続 33」を公表した。

平成 19年度
「近代化産業遺産群 33」―近代化産業遺産が紡ぎ出す先人達の物語―
2007年 11月 30日／経済産業省

（P48～）
13．『上州から信州そして全国へ』近代製糸業発展の歩みを物語る富岡
製糸場などの近代化産業遺産群

埼玉県の製糸関連遺産

片倉シルク記念館 繭倉庫、同 蜂の巣倉庫、同 所蔵物製糸関連所蔵物

第２節 近代化産業遺産群の構成遺産リスト

地 域 遺 産

都道府県 市区町村 名 称 内訳（不動産） （動産）

群馬県 富岡市 群馬県の製糸関連遺産 旧富岡製糸場

高崎市 新町紡績所

甘楽郡

甘楽町
旧甘楽社小幡組倉庫

藤岡市 高山社発祥地・高山長五郎生家（蚕室）

安中市 旧碓氷社本社事務所

生糸輸送関連遺産 碓氷峠鉄道施設群

長野県 北佐久郡

軽井沢町

岡谷市 諏訪地域の製糸関連遺産 旧林家住宅

旧山一林組製糸事務所・守衛所

（岡谷絹工房）

旧岡谷市役所庁舎

鶴峯公園

成田公園

市立岡谷蚕糸博物館所蔵資料 「蚕糸資料コレク

ション４ ４２点」旧片倉組本部事務所
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旧山上宮坂製糸所事務所・工場棟・再繰工

場棟・居宅

丸山タンク

金上㈱繭倉庫

旧岡谷上水道集水溝

蚕霊供養塔（照光寺）

丸中宮坂製糸所（繭倉庫）

旧蚕糸試験場（現農業生物資源研究所）所

蔵機械類
多条繰糸機等

新増沢工業株式会社所蔵機械 横フライス盤

諏訪市 片倉館

須坂市 須坂市の製糸関連遺産 旧田尻製糸繭倉（現ふれあい館まゆぐら）

旧越寿三郎家住宅

旧山一製糸 旧牧新七家住宅

俊明社跡

須坂市立博物館所有物 旧大倉製糸須坂工

場ステンドグラス坂田浄水場

臥竜公園（須坂市臥竜）

東行社跡

上田市 上田市の製糸関連遺産 信州大学繊維学部講堂

上田蚕種㈱事務棟

笠原工業㈱繭倉

笠原工業㈱倉庫

常田館

同 所蔵物

生糸製造設備、各

種試験器、蚕種印

紙 等

カネタの煙突

絹糸紡績資料館

上田市立丸子郷土博物館所蔵品 依田社式繰糸鍋等

しなの鉄道㈱ 大屋駅

京都府 綾部市 綾部市の製糸関連遺産 グンゼ記念館

グンゼ博物苑

高知県 安芸郡

奈半利町

四国地方の製糸関連遺産 藤村製糸 工場建屋

同 西蔵

同 東蔵

同 倉庫

同 石塀

徳島県 吉野川市 旧郡是製糸工場

埼玉県 熊谷市 埼玉県の製糸関連遺産 片倉シルク記念館 繭倉庫

同 蜂の巣倉庫

同 所蔵物 製糸関連所蔵物

本庄市 競進社模範蚕室
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第３節 『上州から信州そして全国へ』 近代化産業遺産群の概要（抄録）

出典：経済産業省 平成 19年度「近代化産業遺産群 33」―近代化産業遺産が紡ぎ出す先人達の物語― 2007年

13．『上州から信州そして全国へ』近代製糸業発展の歩みを物語る富岡製糸場などの近代化産業遺産群
開国後の我が国にとって、絹（生糸）は外貨獲得のための重要な輸出品であった。しかし、その生産が人力や小

規模な器械によるものであり、また輸出という新たな市場の出現が粗製濫造を招き、欧州産の生糸に比べて品質が

著しく劣ると評価されていた。そこで明治政府は、高品質の生糸を安定的に生産することを目指して、フランス人

技師ポール・ブリューナを雇い入れ、近代技術の導入による模範工場として、1872 年に官営富岡製糸場を建設し
た。ここで生産された生糸は、1884 年に高崎まで開通した日本鉄道（現：ＪＲ高崎線）を経由して輸出港である
横浜まで運搬された。また、1877 年には、富岡製糸場等から出る屑糸等から絹糸（紡績絹糸）を作る旧内務省勧
業寮屑糸紡績所（新町紡績所）が建設され、上州の地場産業である太織絹織物（銘仙）の材料を供給した。

また、同時期には製糸の発達と併行して養蚕技術の発展も図られた。群馬県では高山社、埼玉県では競進社とい

う養蚕改良普及組織が結成され、室温管理による養蚕飼育法の普及や、養蚕教員の養成、繭や桑などの品種の改良

などが行なわれた。群馬県各地や埼玉県北部には、これら養蚕結社が編み出した飼育法に適した養蚕住宅や専用の

蚕室が多く普及し、原料品質の面から製糸業の発展を支えた。

富岡製糸場の影響を受けて、1880 年前後には、上州や信州の各地でも小規模な器械製糸が次々と興った。その
中で、長野県の諏訪地域の製糸家たちは、既に須坂で試みられていた製糸結社を組織して横浜の生糸問屋と直接の

取引を行うとともに、連帯責任により無担保融資を受けて設備を拡充するという手法で生産量を拡大した。また、

1893 年に官営鉄道中山道線（現：ＪＲ信越本線等）の碓氷峠区間が開通し、1896 年に諏訪からの輸送ルート上
に大屋駅（我が国初の請願駅）が設置されると、横浜までの輸送時間が大幅に短縮され、輸出相場に対応した出荷

が可能となった。こうして諏訪地域は、明治後期には全国一の生糸産地へと成長し、我が国を世界最大の生糸生産

国へと押し上げる原動力となった。

その後、信州の製糸家は、初代片倉兼太郎が創設した片倉組（後の片倉製絲、現：片倉工業㈱）に代表される大

企業へと統合され、技術革新による増産が進み、原料繭の輸送難を解決するために全国各地に工場を展開した。ま

た、京都府の綾部では、1896 年に信州等への視察を契機として波多野鶴吉らにより郡是製絲（現：グンゼ㈱）が
設立された。郡是製絲は製糸技術の改良や「正量取引」による優良繭の確保等を通じて、優良生糸を生産し、米国

スキンナー商会と特約販売を行うなど内外の信用を獲得し、片倉製絲と並び称される存在へと成長した。

他方、明治期の上州においては上記のような工場製糸発展の流れとは別に、安中の碓氷社に象徴されるような養

蚕農家らによる組合製糸発展の流れがみられた。製糸組合では、各農家が座繰りで繰った生糸を、共同で「揚げ返

し」（繰り直し）を行う「改良座繰り」により製品の規格や品質を管理し、さらに、共同での出荷・販売を通して、

独特の発展を遂げた。碓氷社は最盛期には 3 万人を超す組合員を有し、同時期の輸出用生糸の生産に大きな役割
を果たした。

大正期以降には、片倉組（片倉製絲）、郡是製絲といった大企業を中心として技術革新による増産が進むと、製

糸工場の創設、合併、吸収、集中がさらに盛んになった。このような中で、比較的後発であるが高知県においては

藤村製糸が創業され、四国を中心に発展し輸出生糸の生産を担った。

なお、これらの製糸企業の経営者たちは、事業の発展を支える存在として、労働者の福利厚生や地域との共生に

力を注いだ。片倉組の二代目片倉兼太郎は、欧米への視察旅行で訪れた地域の文化・福祉施設に感銘を受け、この

ような施設を地元の諏訪に造ろうと考え、諏訪湖畔に温泉大浴場や文化交流・娯楽空間を備えた片倉館を完成させ

た。また、郡是製絲は、創業理念である「人間尊重」、「優良品の提供」、「共存共栄」の３つの精神を踏まえ、

工女教育を目的にした郡是女学校や、地域の医療施設である郡是病院などを設立した。

昭和初期には、世界恐慌による糸価の下落や人絹糸の進出により、生糸は広幅織物方面の用途からの撤退を余儀

なくされ、新たに「婦人向くつ下」にその用途を求めた。大企業はこうした需要の変化に対応し、高級くつ下の原

料となる高級生糸生産に向けて、片倉製絲が御法川式多条繰糸機を導入したことを皮切りに、設備機器の合理化、

近代化が進められ、生糸生産効率や品質が飛躍的に高められていった。このように、不況および人絹糸の登場が、

逆に生糸生産を発展させる契機となり、日中戦争の開始やナイロンの登場までの間、生糸輸出は増大していった。
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第３章 資料「上州絹の道」に関する歴史的梗概（出典：「上州絹の道」事業概要）

第１節 【上州絹の道】解説１「日本を大国にのし上げた上州武州の生糸」

ヨーロッパの遥か遠く、アジアの東の果てに位置する日本。海外との国交もない貧しくか弱い小さな

国だった日本。19世紀の中ごろ、その存在はほとんど知られていなかった。しかし、開国を果たすと、
たちまちにして日本という国の名が、さらに、ある一地域の名が囁かれ始めたのである。その地域で生

産された生糸、つややかな光沢を放つ生糸が、日本を訪れた外国商人たちの取引の的となった。他の国

が生産するよりも上質な生糸は、欧米諸国のお洒落な貴婦人たちを魅了し、心を捕らえたのであった。

吹けば飛ぶような小さな繭から手繰られた一本の生糸。その細くて弱々しい生糸が、アジアの片隅の小

さな国を、豊かで強大な欧米列強と肩を並べる大国にまで押しやった。鎖国により堅く身を潜めていた

日本は、まさにこの地方で生まれた生糸によって近代化の道を突き進むことが出来たのである。

その地域こそ、上州であり武州であった。

現在、日本は大国として、豊かで平和な国家を築いている。その源となったのは、まさにこの時代に

この地域で生きた人々のたゆまぬ努力があったからである。この地域での人々の活躍が無ければ、今の

日本の発展はなかったであろう。それほど重要な上州武州の生糸。この地域には一本の生糸に託した明

るく活気ある夢と希望があったのだ。21世紀の現代、改めてこの地に残る貴重な絹遺産と、この地に息
づく人々の熱い思いに触れることは、意義ある貴重な体験となることだろう。

第２節 【上州絹の道】解説２「世界一の製糸場誕生！」

東京から新幹線で高崎まで一時間ほど、そこから上信電鉄に乗り換えて 40分。富岡の静かな町を歩い
ていると、突如現れる赤煉瓦の巨大な建物。それが、富岡製糸場である。今でもモダンなこの製糸場で、

世界中の人々を驚愕させた上質な生糸が生まれたのだ。

文明開化を迎えた当時の日本は、近代国家として国際社会へ踊り出るために、「富国強兵」「殖産興

業」を打ち出していた。特に外貨獲得の政策として、絹の輸出に重点を置くこととなったが、これまで

の手動による座繰り製法では大量輸出は望めない。そのために、大隈重信と伊藤博文により、洋式製糸

場の建設を計画。明治 2年（1869）フランス人ポール・ブリューナを招いて、長野・群馬・埼玉各地を
視察。その結果、群馬県富岡に近代的製糸場を建設することを決定した。当地に製糸に必要な「繭と良

質な水」、工場建設に必要な「広大な土地」、さらに、近隣に蒸気エンジンの燃料となる「石炭」が確

保できたことが、その要因だった。すでに江戸時代から、藤岡には日本中の呉服商が集まり、絹市が開

かれるほど、この地域一帯は絹産業が盛んな土地だった。建設に当たっては、渋沢栄一が設置主任とな

り、中心的役割を果たした。驚くことに、当時大変珍しかった煉瓦も、近隣で韮塚直次郎が製造したも

のだった。そして、明治 5年（1872）官営・富岡製糸場が開設された。日本は、近代化を目指して、船
出したのである。

第３節 【上州絹の道】解説３「生糸に掛けた夢、最新の技術開発」

世界一の規模を誇る富岡製糸場。繰糸場に一歩足を踏み入れると、そこは柱のない大空間が広がり、

ガラス窓から差し込む自然光が眩しいほどだ。そこに、三百人取りの繰糸機械が並んでいる。ここで、

ポール・ブリューナの指導のもと、製図工、生糸検査人、技術者、繰糸教師、医師らが横浜や本国フラ

ンスから呼ばれ、操業に携わった。

初代工場長に抜擢されたのは、尾高惇忠だった。彼は渋沢栄一の従兄であり、幼いころの栄一の論語

の師でもあった。こうして製糸場で働く人々は、外国人の指導のもと、日を追うごとに技術を身につけ、

上質な生糸を大量に生産できるようになっていったのである。

一方、製糸場の外でも、人々が質の良い生糸生産のために弛まぬ努力をしていた。この地域特有の「空

っ風」で鍛え上げられた辛抱強い気質が、生糸生産に驚くべき改革を加えたのである。良質な繭を作る

ためには、蚕の飼育法が重要だ。この養蚕法に力を注いだのが、田島弥平である。彼は「清涼育」を確

立、文久 3年（1863）に建てた蚕室は、近代養蚕農家の原型となった。
現在、伊勢崎市に田島弥平旧宅が残り、富岡製糸場と共に、世界遺産に登録された。同時に世界遺産

となった藤岡市の高山社跡は、高山長五郎が確立した養蚕教育機関として、日本国内はもとより海外か

らやって来た多くの若者を指導したところだ。彼はまた、通風と湿度・温度管理を調和させた「清温育」

という蚕育方法を確立させた。長五郎の弟の木村九蔵も、養蚕技術の改良とその教育に重要な役割を果

たした。彼は「一派温暖育」を唱え、明治 10年（1877）に養蚕改良競進組を結成。明治 17年（1884）
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に養蚕改良競進社と組織を改め、明治 27年（1894）競進社模範蚕室を建てた。ここからも養蚕技術を身
につけた若者たちが、全国へと羽ばたいていった。ちなみにこの競進社は、その後幾度もの改称を重ね

て、平成 7年（1995）埼玉県立児玉白楊高等学校として現在に至っている。
さらに、蚕の卵である蚕種の貯蔵法にも、画期的な工夫がなされた。明治 38年（1905）、庭屋静太郎
が建設した荒船風穴にそれを見ることが出来る。ここでは、岩の隙間から吹きだす冷風を利用した貯蔵

法で、当時年一回だった養蚕を、複数回可能にした。この風穴は国内最大規模を誇り、取引先は全国四

十道府県に及び、遠く朝鮮半島にまで及んだ。ここも、世界遺産として登録された、貴重な遺産である。

そして、この地域の名物、日本遺産にも登録されている「嬶天下（かかあでんか）」に代表される、

天下一の働き者と言われる女性たちの活躍も、忘れてはならない。彼女たちの働きは古くからこの地域

の絹産業を支えて来た。製糸場創設後は工女として、また絹製品の織り手として大活躍する。

多くの女性たちが製糸場の労働に携わったことは、特筆すべき重要な事実であった。これまでは、女

性は家を守ることが役割であり、外で働くことなど考えられないことであった。そのため、製糸場の創

設時は工女のなり手が無かったことに頭を悩ませた。この急場を打開させたのは、初代工場長尾高惇忠

だった。彼は自分の娘の勇を工女第一号として入場させた。これを機に、全国から女性たちが集まるこ

とになる。当初は地方の旧士族の子女が多く、その数は全国 32都道府県にまで及んだ。しかも、労働条
件も驚くほど良いものだった。労働時間は一日平均 7時間 45分、日曜日は休み、食費や医療費は国の負
担であった。寄宿舎や診療所も構内に完備。政府も「伝習を終えた工女は出身地へ戻り、地元の製糸工

場の指導者となること」を奨励していた。彼女たちにより、ここで学んだ最新の技術が全国に広がって

いったのである。いち早く、女性が社会進出を成し遂げた驚くべき事実である。当時の工女たちの生き

生きした姿は、『富岡日記』を読むことで、伺うことが出来る。

富岡製糸場を中心として、多くの人々が活躍したこの時代。さらに、周辺地域にも変化が訪れた。大

量の絹を運搬するために、利根川の水運が発達。鉄道も大切なインフラであった。険しい山を切り開い

て開通した碓氷線、高崎線、両毛線、上野鉄道（上信電鉄）と次々に開通。特に高崎線は上州と横浜を

結ぶ線として重要な役割を果たすことになる。近年、このルートは湘南新宿ラインとして利用されてい

る。水運・鉄道の開発も、日本の絹産業に多大な影響を及ぼしたのである。

第４節 【上州絹の道】解説４「トミオカ・シルクが、世界を魅了！」

欧米諸国が、長い年月を重ねて大国になりえたその業績を、何の資源も力も無い木と紙の国日本は、

驚くほど短期間でなし得てしまった。この驚異的な発展をなしたのは、政治家でも軍人でもなかった。

それらの力の根底にあったのは、産業人や科学者、実業家と呼ばれる、一庶民たちであり、これまで世

に出ることは禁じられていた女性たちであった。すなわち、維新において日本を近代国家へと導いたの

は、江戸時代にひっそりと生きて来た、庶民だったのである。彼らが自由に才能を発揮することで、日

本は欧米諸国の人々を驚嘆させる程の大国へと変貌していったのである。その原動力の源に、富岡製糸

場を中心とした、全国各所に点在する、上質な生糸産業があったのだ。

富岡に官営製糸場が置かれ、近隣の人々の弛まぬ努力と熱意によって発展を遂げた生糸産業は、大き

く世界へ羽ばたくこととなる。その先駆けとなったのは、明治 6年（1873）に開催された、ウィーン万
博である。ここで富岡の生糸が高い評価を受け、一夜にして「トミオカ・シルク」の名が、ヨーロッパ

各国に響き渡ったのである。この時、渋沢栄一は養蚕書の編纂を命じられ、広く日本の生糸を広めるこ

とに力を注いだ。その書が「蚕桑集成（さんそうしゅうせい）」である。その後、明治 13年（1880）に
は、メルボルン万博でも絶大なる賛辞を受け、さらに明治 26年（1893）のシカゴ万博では、碓氷社製生
糸が栄えある賞を受賞。世界中に日本のシルクブームが巻き起こったのである。かつて、シルクロード

を渡ったマルコ・ポーロが日本を「黄金の国・ジパング」と称したように、この時、日本は「シルクの

国・ジャパン」として知られるようになったのである。

日本における生糸の海外取引の歴史は、既に、安政 6年（1859）にまで遡る。この年日米友好通商条
約により横浜が開港されると、イギリスのジャーデン・マセソン商会やデント商会、アメリカのウォー

ル商会などが貿易を開始。またたく間に日本の生糸は欧米各国の貿易商たちが争って買収する一番の輸

出品になった。それとともに、横浜には全国から志ある人々が押し掛けた。生糸貿易の開祖と言われる

中居屋重兵衛を始め、上州武州の有力な売り込み問屋が次々と出店。茂木惣兵衛や、原善三郎なども、

大きく生糸の商いに貢献した。

また、地元で生糸を買い集め、横浜に売り込む在方荷主と呼ばれる商人も出現。仲買人として莫大な

利益を上げることとなった。この在方荷主の一人下村善太郎は、文久 3年（1863）に郷里前橋で糸繭商
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として海外との取引を開始。当時の横浜の糸相場をいち早く把握して大富豪へと登りつめ、前橋の発展

に寄与した。しかも明治 9年（1876）には海外に蚕種を輸出し、生糸の品質保持に力を注いだ。彼らの
活躍により日本の生糸は海外へと輸出されて行ったのである。それだけではなかった。彼らの中には外

国商人の手を介さず、直接海外で生糸の販売を目指す者もあらわれた。その一人が富岡製糸場の所長を

務める速水堅曹である。彼は明治 13年（1880）3月、横浜同伸会社を立ち上げ、生糸の直輸入のために
大いに力を注いだのだ。さらに、星野・新井兄弟の働きは、生糸の直輸入の業績を大きく飛躍させた。

明治 7年（1874）に洋式器械製糸場の水沼製糸所を創業し、生糸の大量出荷をなした群馬県出身の星野
長太郎は、明治 9年（1876）に弱冠 20歳の弟、新井領一郎をアメリカのニューヨークに派遣、日本初の
生糸直輸出を実現させた。

明治初年当時、日本人は未開の国から来た人種とみなされ、公平には相手にされなかった時代である。

そんな時代に、何の伝もない日本の青年が事業をするには、どれだけの苦労があったことだろうか。し

かし、彼らは強い信念を抱いて、初心を貫徹したのだった。この二人の強い思いに賛同し、絶大なる後

押しをした男がいた。その男こそ明治政府の参与、楫取素彦であった。幕末の志士、吉田松陰の義弟で

もあった彼は、初の群馬県令として前橋に赴任、富岡製糸場の存続・発展に大いに寄与した。ちなみに、

新井領一郎は元駐日大使ライシャワー夫人・ハルの祖父でもある。

この時、新井がアメリカに輸出した生糸は、女性のリボンやハンカチーフなどの小物製品に使用され

た。トミオカ・シルクは、アメリカの女性の心を虜にしたのである。特にトミオカ・シルクのストッキ

ングは、その後の女性のフアッションを大きく変えるほど多大な影響を与えることとなった。

これらの人々の活躍により、生糸の輸出量は格段に増え、莫大な利益を日本にもたらすこととなった

のだ。また、輸出国もヨーロッパ諸国からアメリカへと大きく移行する。明治当初生糸の輸出先はイギ

リスが 50パーセントを占めていたが、明治 18年（1885）には、アメリカが 58パーセントに、さらに
明治 40年（1907）には 70パーセントにまで達した。そして、明治 42年（1909）、日本の生糸輸出量
は世界市場の 80パーセントを占めるに至ったのである。
忘れてはならないのは、こうした成果の陰には、高品質の生糸と共に、器械の技術革新があったこと

である。「御法川（みのりかわ）式立繰多条繰糸機」もその一つ。この機械で生まれた製品は「ミノリ

カワ・シルク」として絶賛された。戦後、この技術革新は自動繰糸機となり、日本を代表する自動車産

業等、現代日本企業の出現に大きく関わることとなったのである。

さらに忘れてはならない人物がいる。現在、横浜本牧に広がる三渓園。この優美な日本庭園を造園し

た原三渓こと、原富太郎である。岐阜生まれの彼は、横浜で一・二を争う生糸売込商であった原善三郎

が築いた「亀屋」を継いで、富岡製糸場の経営にも参加。その巧みな手腕により、近代的事業経営を展

開。莫大な資産を築いたが、富を独占することなく、当時の若き芸術家たちを支援するなど、大いに社

会に貢献したのであった。

このように富岡で生産された生糸は、生産量、輸出量ともに、世界一へと躍り出たのであった。つい

に、日本はシルクの国ジャパンとして、世界の一流の大国の仲間入りを果たしたのである。

第５節 【上州絹の道】解説５「絹遺産が伝える、未来へのメッセージ」

わずか数十年の間に、世界中に広まったトミオカ・シルク。その輸出によって得た莫大な外貨により、

日本は近代化をなし列強と肩を並べる大国へと上り詰めた。その源となった富岡製糸場は、明治 26年
（1893）に三井高保が落札し、民営化される。次いで、明治 35年（1902年）には、原合名会社が買収。
あの三渓園を築いた、原富太郎が経営を受け継いだ。彼は、アメリカを始め、ロシア、ヨーロッパに代

理店を開設、より積極的に生糸輸出を展開した。その後、昭和 14年（1939）に信州諏訪で製糸業を展開
していた片倉製糸が経営を引き継いだ。

戦後、ナイロンなどの普及により、シルク製品に陰りが見えて来たが、それでもなお、富岡製糸場で

は、高品質な生糸の生産を続けていた。そして、昭和 62年（1987）、富岡製糸場はその役割を終えた。
まさに、近代日本を支えた絹産業の歴史に幕を閉じたのである。有りがたいことに富岡製糸場は、閉鎖

後もそのままの姿で保存された。それによって、現在も、当時の姿を垣間見ることが出来るのだ。そし

て、再び富岡製糸場に、世界中から脚光が浴びせられた。

平成 26年（2014）6月 21日、中東の国カタールの首都ドーハで開かれた第 38回ユネスコ世界遺産委
員会。「富岡製糸場と絹産業遺産群」が審議され、日本を含む 21の委員会のうち 18ヶ国が登録支持の
発言をした。特に反対する意見は出なかった。そして、同日午前 10時 55分、日本時間の午後４時 55分
に、世界文化遺産の登録が正式に決定された。かつて東の果ての小さな国でしかなかった日本の一地方
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の人々のひた向きな努力と、近代日本に与えた業績が認められ称賛されたのである。まさに、会場を埋

め尽くした人々を、感動の渦に巻き込んだ歴史的瞬間であった。

歴史に埋もれていた一つの大きな偉業。近代日本の歴史を眺めると、ややもするとその業績は、重工

業に偏りがちであるが、その根底に生糸があったことを忘れるわけにはいかない。

古くから育まれてきた養蚕技術。ひたすら高品質な生糸を生産することに力を注いできた先人たち。

長い鎖国から目覚めた日本には、米と絹のほかに主要な産業はなかった。とてつもなく強大な欧米諸国

に比べれば、当時の日本などは、吹けば飛んでしまうほどの、貧しくか弱い国でしかなかった。

しかし、当時の人々は諸外国の人々を前に、決して屈することはなかった。日本人ならではの礼節を

持って、したたかに根気強く努力を続け、唯一世界に誇れる絹という弱くか細い生糸をひたすら手繰り

続けたのである。この気の遠くなるような地道な作業に、富岡を始め上州武州の先人たちは挑み続けた。

そこで得た富は、日本の近代化に役立つ資金として使われたのだ。

そんな先人たちの偉業が、この地には数多く点在している。既に世界遺産群として承認された富岡製

糸場、高山社跡、田島弥平旧宅、荒船風穴を始めとするぐんま絹遺産、さらに近隣でも数多くの貴重な

遺産に触れることが出来るのである。

文明開化を成し遂げ、70年前の壊滅的な敗戦から立ち上がり、驚異的な復興を成した日本人。その尊
い精神の源が、上州武州に生きた先人の中に存在していた。その思いは、今も脈々とこの地に暮らす人々

の血となり肉となっているのだ。今、再び、一本の細く弱々しい生糸の遺産を手繰ってこの土地を歩い

て見ると、現代に生きる我々が忘れていた日本人の素晴らしい力を、肌で感じることが出来るだろう。

先人から現代の大人たちへ、さらに、子供たちへ伝える尊いメッセージが、必ず見つかることだろう。

第６節 【上州絹の道】解説６「上州絹の道がつなぐ」

上州・武州の間には利根川が流れる。日本最大の流域面積を持つこの大河は、国内屈指の「あばれ川」

であり、氾濫のたびに流れを変え、田畑や人家の流失など、甚大な被害をもたらした。一方、大河ゆえ

に舟運が発達し、各所に河岸（港）がつくられ、物資が行き来した。上流から運ばれて堆積した砂質土

が桑の生育に適するという恩恵があり、河原に桑畑がつくられ、養蚕地帯が形成された。「上武絹の道」

は、利根川を挟んで向かい合い、利根川によって結ばれている。坂東太郎（利根川の異名）は、上州・

武州を分断するものではなく、つなぐものだった。

「上武絹の道」の形成には、利根川が重要な役割を果たしたという地理的条件に加え、近世から近代

に至る歴史の転換点に遭遇したという時代的背景がある。幕末から明治維新へ、約 260年続いた江戸幕
府が崩壊して新政府が生まれ、新しい国家への道を日本は歩み出した。時代が近代化と国際化を求めて

いた。「上武絹の道」はその機会をとらえた。もともと上州・武州の各地で生糸や絹織物が生産され、

絹の市が立つなど、「絹の道」の下地はあった。

「上武絹の道」のまなざしは世界へ向けられた。外貨を得て近代国家のかたちをつくるため、横浜開

港を契機として生糸輸出を伸ばすことが喫緊の課題となった。江戸時代を通じて醸成された日本人の真

面目さ・勤勉さが発揮された。世界に追いつこうと背伸びをした。明治政府がつくった富岡製糸場は、

規模の巨大さで、西洋の水準を遥かに超えていた。その大きさに、国際社会の仲間入りをしようとする

当時の人びとの思いが映し出されている。

第７節 【上州絹の道】解説７「産業観光学習のありか」

「上武絹の道」の示唆するものは多い。近代産業の道筋、技術立国の原点、そして新しい時代に向き

合う人々の営み。絹産業の枠組みの中だけでも、蚕種製造・養蚕・製糸・染色・織物などの専門分野が

ある。そこでは品質向上を求める技術革新が行われた。絹産業から生まれる生糸や絹織物は、さらに物

流や商取引、輸出などの過程を経て世界市場へ送られ、外貨を稼ぎ、また「メイド・イン・ジャパン」

の品質の良さが評価を受け、日本を近代国家へ押し上げる原動力となった。川上から川下にいたるまで、

業際化や産業統合による「産業ルネサンス」が起こった。ものづくりだけでなく、人づくりも行われた。

人材が発掘され、さまざまな知識や技術が持ち寄られた。「上武絹の道」には、軽工業・重工業・情報

産業など、多様な広がりを見せる現代の産業のルーツがあり、知と技の源泉がある。

さらに「地域の再発見」という観点から、「上武絹の道」によって結ばれた群馬南部・埼玉北部とい

うエリアそのものが、地元の人たちにとって誇り得る郷土遺産であること、この地域が富岡製糸場を核

に形成された近代産業の揺籃の地であることに思いを致したい。
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第４章 資料 画像資料「旧片倉工業熊谷工場・片倉シルク記念館」

昭和 6年撮影 片倉製糸紡績株式会社 石原製糸所工場内部の製糸機と作業風景

提供：江森正次氏 出典：『熊谷市史研究第 3号』2011年

片倉熊谷工場 昭和 15年頃撮影

大正７年～昭和 8年（推定） 片倉熊谷製糸所

上の写真は、私立片倉熊谷青年学校の校庭。奥がバ

レーコート、中央がバスケットコート、手前がテニ

スコートになっていた。両写真の中央奥には、製糸

所の大きな煙突が見える。
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旧第 2号倉庫（右側）・旧第 4号倉庫（左側）、隣接建物から北東を望む

旧第 2号倉庫（右側）・旧第 4号倉庫（左側）、駐車場から北東を望む
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旧第 2号倉庫（左側）・旧第 4号倉庫（右側）、北側市道から南西を望む

旧第 2号倉庫（左側、手前）・旧第 4号倉庫（右側、奥）、歩道から北を望む
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旧第 2号倉庫と手前の桑植栽

旧第 4号倉庫（右側）と旧第 2号倉庫の狭間
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旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階内部の製糸機械展示

旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階内部（北東側）床板張り

旧第４号倉庫（片倉シルク記念館本館）展示内容

【1階】 選繭機（半木製）、増澤式煮繭機（新 増澤工業）、同制御器、日産自動繰糸機（日
産自 動車繊維機械部）、HR自動繰糸機制御盤、小枠 湿機

【2階】 御法川式多条繰糸機、セリプレーン 巻取機（ハマ精機製作所、横浜市中区）、ボ
ビン 巻取機、検位衡、検尺器、水分検査機（本間鉄工所、 昭和 42年（1967））、括造り
機（新増澤工業（株） 昭和 41年（1966））、糸捻器（半木製）、揚返機（半木製）
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旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階と 2階を接続する階段（北西側）

旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）2階内部の梁組状況
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旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階内部の製糸機械展示

旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）2階内部の製糸機械展示
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旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階内部の製糸機械展示

旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階内部の製糸機械展示
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旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）1階内部の製糸機械展示

旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）2階内部のメモリアル展示
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旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）2階の展示と梁組

旧熊谷工場作業被服展示
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片倉組・片倉製糸・片倉工業歴代社長の紹介展示

旧第 4号倉庫（片倉シルク記念館本館）2階から 1階への展示導線となる階段

- 25 -



旧第 2号倉庫（蜂の巣倉庫）内部展示状況

旧第 2号倉庫（蜂の巣倉庫）内部展示状況
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旧第 2号倉庫（蜂の巣倉庫）内部展示状況と天井に繋がる穴

旧第 2号倉庫（蜂の巣倉庫）内部と繭保管倉庫（床面から天井を見る）
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終 章 考察 片倉シルク記念館の保存と活用をめぐって―絹の道プロジェクトの先にあるもの―

第１節 熊谷シルクと養蚕の歴史―鯨井勘衛の存在―

天保 2年（1831）、旧玉井村で生まれ、伊勢崎の田島弥平と共に、日本を代表す
る養蚕技術の先駆者となった鯨井勘衛（くじらいかんえ：右写真）は、玉井に「元

素楼」という大蚕場を作り、清涼飼育という画期的な養蚕技術を多くの人々に伝習

したことで知られている。勘衛によって成し得た養蚕技術の向上が、関東地域での

繭生産の増大をもたらし、富岡製糸場への供給を確固として下支えした。

勘衛によって著された「元素楼養蚕関係文書一括」は、養蚕技術の歴史を示す貴

重な文化財資料であると同時に、熊谷における養蚕関連の文化財は、「富岡製糸場

と絹産業遺産群」と深い関わりがある。勘衛の功績は、熊谷地域における養蚕文化

及び製糸産業の再認識に繋がる「熊谷シルク」を知る上でも感慨深い。

その生涯について改めて概説すると、鯨井勘衛（天保 2年（1831）
～明治 7年（1874））は、幡羅郡玉井村（現・熊谷市玉井）の代々名
主の家に生まれ、蚕糸業の先駆者として知られる。文久 3年（1863）
には、蚕種の製造を始め、慶応 2年（1866）に、荒川河原に桑園を
開設した。これが埼玉県における桑園の始まりであり、更に明治 2
年（1869）には、蚕糸改良の目的で、屋敷内に 3階建て間口 16間、
奥行 8間の大蚕室「元素楼」を作り、清涼育と呼ばれる養蚕の飼育
法に関する研究と伝習に努めた。イタリア人の調査官への対応や当

時の皇后の行啓によって名声を高めた。勘衛が築いた養蚕の技術が

製糸の原料生産を格段に増加させ、当時の日本を代表する富岡製糸

場など近代産業発展の下支えとなったことが窺える。

その後、元素楼の一部は川本南小学校（現・深谷市）の校舎に移設されたが、現在は解体され姿を消し

た。元素楼の跡地には行啓記念碑が建立され、「元素楼跡」として熊谷市の史跡に指定されている。

勘衛の功績において重要な意味を含むのが、養蚕の新たな生育法の開発と教育にあった。養蚕技術の進

展は生糸生産の増加につながることから、時代や地域の差異において様々な生育法が探究された。鯨井勘

衛や『養蚕新論』を著したの田島弥平（群馬県）らが技術革新をもたらした「清涼育」もその一つとして

知られる。養蚕の歴史の中で主に採用された技術については次の内容がある。

自然の温湿度での生育を実施する「自然育、天然育」は、江戸時代の養蚕技術書の代表作『養蚕秘録』

に記され、「暑湿を除くために高くつくること」「風抜穴や窓をつけること」「屋敷の西へは樹木を植えて

夕日を避けること」といった方法論が提示されている。江戸時代から明治時代初期まで行われた「清涼育」

は、通風換気に配慮する生育法で、カイコ飼育のために専用の蚕室を作ることが特徴である。「温暖育」

は蚕室に炉を置いて加温し、飼育期間を短くする方法であり、稚蚕期には温暖に、壮蚕期以降は清涼育で

育てる。この方法が用いられる際には密閉した蚕室が必要とされた。「折衷育」はカイコの成長に合わせ

て環境を調整する方法で稚蚕期は加温、壮蚕期以降は通気乾燥して育て、桑の供給に際しても一定の配慮

を要する。桑を枝ごとに与えて育てる「条桑育」は給桑回数が減る利点もあるが、規模の大きい蚕室が求

められた。近代化に伴い「共同飼育」の技術も確立された。これは病気を防ぐ技術の発達、省力化・機械

化の利点を生かし、共同で大量に飼育する方法で、稚蚕期は人工飼料を使って共同飼育場で育て、壮蚕期

から以降は農家の蚕室にて桑を供給するもので、地域内での分業体制の側面があった。

ここに示される養蚕技術は、時代や地域の気候的特色の差を踏まえて適合された。勘衛による技術的革

新や、田島弥平による知見拡大は、北関東の域圏全体を包含するような製糸文化の萌芽と密接な関連を持

つものである。勘衛が開拓した技術は当時の国内生産品の粗悪物の流行の中で、品質の改善と向上を目指

す風潮が下支えして幅広く伝授されたのである。

鯨井勘衛

熊谷市指定史跡「元素楼跡」
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第２節 片倉シルク記念館を活用した歴史物語の発信

前節に示したような歴史的背景に基づいた当時の社会環境に対する研究を進めることで、現代の熊谷地

域に繋がる「熊谷シルク」とも称すべき全体像に着目することができる。特に熊谷地域における養蚕文化

の水脈を広げるという意味において、養蚕から製糸の両輪が果たした意義を再認識することで、郷土にお

ける産業文化の経過に光を当てることできる。この情報発信拠点が片倉シルク記念館であると評価するこ

とができる。

特に近代以降の製糸の歴史を概観すると、養蚕から製糸の産業の進展は国際的根状況にも深く関わる特

色を要している。国内生産されたシルクの外国への輸出によって国益を得ていた構造とともに、養蚕によ

って得られる製糸の原料の繭については当時の安価な生産品としてアジアからの輸入という状況があっ

た。シルク産業の全体は、産業経済の国内外動向とともにあり、輸出入という原料と生産品の移動の中で

恩恵を得ていた産業部門と、疲弊し縮小化の一途をたどった産業部門に分かれていた。つまり、旧来型の

産業が社会生活と乖離し、農業生産の変更を余儀なくされるという岐路に立たされていたのである。

明治時代の熊谷においては製糸産業の進展とともに、他地域に比べ養蚕の生産数も維持されていたが、

古くからの木綿生産は減少し、藍玉生産も化学染料に淘汰される経過で地域産業として役割を終える状況

にあった。また、養蚕技術の革新から半世紀の中で拡大と縮小へと転じる国内での推移を目にすると、養

蚕以上に製糸技術の革新は急速であったことが分かる。熊谷における勘衛から片倉へという養蚕から製糸

へという系譜は、同地域の近代的産業の変化そのものを示している。まさしく、世界でのグローバル化産

業で進展していた傾向の一端が、熊谷においても惹起していたということは興趣に尽きない。

片倉シルク記念館では、片倉製糸における技術進展の様相を関連機械の展示によって分かりやすく解説

している。世代を問わず生産工程に対する関心を助長させる展示は多くの工夫が含まれている。工場内の

解説に限らず片倉組から片倉工業への経緯を含む熊谷シルクの歴史を広く発信していることは、当時の製

糸産業に特化した博物館施設としての役割を果たしているとともに、熊谷工場で片倉製糸の幕が閉じられ

たという歴史物語を、この地に記録する重要な意義を有しているのである。そして、片倉シルク記念館は、

シルク文化によって地域的な産業の進展が図られたことを示す資料として、更には文化遺産としての価値

を内在していると明言できよう。

第３節 絹の道プロジェクトの先にある道

世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」に関する様々な動きとともに、深谷市出身の渋沢・尾高という

日本近代化に向けた先覚者の面々がクローズアップされている中で、群馬県及び埼玉県の各市町を中心と

した地域の文化遺産を活かした取り組みは、街づくりや街おこしの下地としても大きな意義を持つもので

ある。世界遺産と地域文化を基軸に、日本の近代化に寄与した先覚者たちの努力を萌芽に、現代に至るま

での産業の流れに着目する「絹の道プロジェクト」の可能性は、多様性のある地域づくりに結び付くもの

である。広域圏に根差し、地域の産業振興と文化の連携の中で生み出された企画は、発案段階から運営の

段階へと進展する中で、地方公共団体の相互協力が必須であった。行政間のコミュニケーションが効果的

な役割を果たし、広く市民が関心を持つことができる環境の醸成は、その継続性が要点である当時に課題

があるように感じられる。

世界遺産登録直後の「富岡製糸場と絹産業遺産群」への来場者数は飛躍的な増加を見せたが、時期を経

る中で減少しているなどの課題もあり、市民の関心の再起という観点からも「絹の道プロジェクト」を下

地とした振興や情報発信事業が急務であると考えられる。地域連携によって絹産業文化の全体像を描き、

地域の文化発信としての構想は一定の効果を得ていると評価できる。各地域、地方公共団体においては絹

産業や渋沢栄一の顕彰施設の拡充も行われており、税制事業を生かした取り組みなども含めて同プロジェ

クトを冠に銘打った事業は促進されている状況にある。これらは地域内外からの来場者更にはインバウン

ド（外国人観光客）を見込んだ諸政策とも繋がり、将来的な展望は準備されていることが分かる。

本市においては片倉シルク記念館をはじめ熊谷染や愛染堂・愛染明王などの有形の資料を活用し、調査

研究で得た情報を発信した上で、当時の時代を形成した「情熱」を受け継ぐためにどうすべきか、絹の道

の先にある「道」を探究していくことが求められている。
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