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◎ ノリタケミュージアム企画展 

「大倉孫兵衛・和親父子の偉業 －近代窯業発展の軌跡」  

 

株式会社ノリタケの森  
ノリタケミュージアム学芸員 中井 宏美 

本展は窯業の近代化に尽力した大倉孫兵衛、和親父子の功績を、孫兵衛の本業であった絵草紙屋時

代から大倉陶園設立までの 6 章に分けて辿る。 
明治が始まり間もない頃、日本は工業的に欧米列強から立ち遅れた後進国だった。産業の多くが家内

制手工業のなか、窯業界発展のため、時には私財を

投じてその近代化を図ったのが大倉父子である。 
 父・孫兵衛は、貿易商社・森村組創業時から参画。

流行を読み取る力と審美眼を活かし、外貨獲得のた

めの輸出陶磁器製造に貢献した。さらに1904(明治

37)年に日本陶器合名会社が創立すると、息子・和親

とともに日本初のディナーセット完成の立役者となっ

た。その後も特別高圧碍子や衛生陶器の開発を主導。

日本の窯業界をリードしてきた二人の仕事を紹介す

る。 
 
 
1. 絵草紙屋「錦栄堂」時代 

大倉孫兵衛は東京日本橋で絵草紙屋「錦栄堂」を営んでいた。1874(明治 7)

年に創業したこの店は、当時の様々なニュースやトレンドを、現在の雑誌のような

感覚で錦絵にして評判を得た。手掛けていたものは、花鳥画から美人画、明治

期の事象や風俗を題材とした開化画など、多岐にわたる。森村組の輸出品には

錦絵や絵本(絵入本)が含まれているが、その多くは錦栄堂が手掛けたものと考

えられる。絵草紙屋の経営により、孫兵衛の優れた美的審美眼は育まれた。 
錦栄堂はやがて絵草紙出版から洋紙を用いた

印刷出版物へ展開、「大倉書店」ができ、1886(明

治 19)年頃には洋式本の外国語事典などを製作す

るようになった。孫兵衛は義弟の保五郎に運営を

託したものの、その企画力やアイデアは刊行物に

影響を与えたという。大倉書店は1905(明治 38)年

には 夏目漱石の処女作「吾輩は猫である」を合

版で刊行する。この頃になると日本屈指の出版社

“博文館”に次ぐ、大出版社になっていた。 
印刷文化が発展することを見越した孫兵衛は洋紙の可能性にも着目、

1889(明治22)年に大倉孫兵衛洋紙店（現:新生紙パルプ商事株式会社）を

設立する。印刷出版物が洋紙を印刷機にかけて刷り上げる方法へと移り変わ

るなか、製紙事業への進出は自然なことであった。孫兵衛は時流を読む才知

寄稿・シリーズ  

大倉孫兵衛(1843～1921 年) 大倉和親(1875～1955 年) 

豊原國周による｢當世三十

二想｣のひとつ。版元には

「萬屋孫兵衛」の名がある。 

「吾輩は猫である」の奥付。 

大倉書店と服部書店の合版

になっている。 
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に長けた人物であったといえる。“出版”と“製紙”この 2 つの事業で得た利益の一部は、後年、陶磁器産業

発展に使われた。 
 
2. 森村組へ参画 

1859(安政6)年、横浜で森村市左衛門
※1

と知り合った孫兵衛は、外貨を得て国を豊かにしたいという市

左衛門の想いに賛同、1876(明治 9)年「森村組(現：森村商事㈱)」の創業と同時に参画する。ふたりは東奔

西走し、各地から団扇や扇子、提灯、人形などの雑貨類を買い集め、ニューヨークのモリムラブラザーズ

（森村組の販売店）へ送った。商品の仕入れには、孫兵衛の持つ美的鑑識眼が活かされた。 
その後、陶磁器を主力商品に定めた森村組は、瀬戸や多治見から仕入れた生地に、東京・名古屋・  

京都にあった画付工場で画付けをさせて輸出するようになる。当初の画柄は和風モチーフが主流であった。

しかし1893(明治26)年に開催されたシカゴ万博を視察した孫兵衛は、自分たちが輸出している陶磁器製

品がヨーロッパのものに比べ、品質、彩画ともに劣っていることに気が付く。販売数を増やすためには洋風

画への転換が必要と考え、会場で画付の道具や見本となる西欧製品を買付け帰国。洋風画を習得させる

べく孫兵衛自ら職人の指導を繰り返し、日本の画工の技術に洋風画を取り入れた独自の意匠ができていっ

た。これらの花瓶や飾皿といったファンシーウェアには、画柄や装飾が盛上げて施されているものが多く存

在する。これら“金盛”や”エナメル盛”といった“盛上技法”※2
を森村組は得意としていた。こうした陶磁器は

ニューヨークで好評を得たという。日本の同業他社の多くが業績の伸び悩みにより事業撤退を余儀なくされ

るなか、どこよりも早く画風を転換した森村組は更なる飛躍を遂げることとなる。 

 
 
 
 
 

 
 
3. 近代的洋食器製造工場の誕生 －日本陶器 

森村組は、事業を拡大するには“ディナーセット”※3
の輸出が不可欠であると考えていた。1894(明治27)

年モリムラブラザーズの取引先から、その販売を勧められたことで製造を決意する。しかしそれまで森村組

が仕入れていた生地の色はディナーセットには不適切であった。森村組は生地改良のため1896(明治29)

年、技術者
※4

を雇い入れ白色硬質磁器開発に取り組んだが、それは困難を極めた。 
研究が始まってから6 年後の1902(明治 35)年、森村組のファンシーウェアに施された”金盛”技法に魅了

されたロンドンの陶磁器商・ローゼンフェルド社の社長に請われ、日本を訪れた二人の息子に孫兵衛がそ

の製法を伝授した。その際、白生地改良について相談したところ、ヨーロッパの製陶工場見学を斡旋しても

らえることになった。翌年、孫兵衛は和親
※5

と技術者とともに渡欧、ローゼンフェルド社が所有するオースト

リアのヴィクトリア製陶工場を視察する機会を得る。さらに技術者がベルリンへ向かい、日本から持参した原

外国の鳥であるオウムを 

取り入れた意匠 

森村組と取引のあった井口昇山の 

工場による和風モチーフの画柄の 

輸出陶磁器 

“金盛”とは泥漿や盛上用絵具で凸模

様を描き、焼成後、金液を塗り焼成する

技法。浮き彫りのような効果がある。 

2



     JAPPI NEWSLETTER  December 2019 

料の分析と生地調合の研究を依頼、最適な原料調合の教示を受けた。

この渡欧により、ついに白色硬質磁器のベースが完成。 

翌 1904(明治37)年、森村組は自社の輸出用洋食器を製造するため、

愛知郡鷹場村大字則武（現:名古屋市西区則武新町）に工場を建設。

ここに「日本陶器合名会社(現：㈱ノリタケカンパニーリミテド)」が創立さ

れた。当時、日本の陶磁器製造業の多くが家内工業の域を出ていなか

ったなか、日本陶器の近代的な工場は画期的なものであった。運営は

大倉父子が担うことになり、代表社員（初代社長）には和親が就任した。 

しかし肝心のディナーセットは完成せず、開発費用だけが膨らんでいっ

た。日本陶器と森村組の幹部の間には事業方針の違いが顕著となる。

こうして 1908(明治 41)年、日本陶器は生地製造を行い、森村組がその

生地を購入、画付工場で画付けをして輸出、モリムラブラザーズは販売

を担うという分業体制が確立し、日本陶器は生地開発に専念することに

なった。 

ディナーセットに必要なディナー皿がなかなか完成しなかったことか

ら、和親は日本陶器構内に自宅を構え日夜研究に没頭する。 
1912(明治45)年、和親は技術者・江副孫右衛門

※6
と共に再び渡欧、  

ディナー皿の生地製法についての指導を受けた。そうして、良質な原料

を使うこと、粒子を細かくすること、粘土をよく寝かせることの 3点のアド

バイスを得て、翌年ようやく白色硬質磁器のディナー皿が完成。1914 

(大正3)年、ディナーセット「SEDAN(セダン)」がアメリカにむけて輸出さ

れた。製造を決意してから 20 年かかった開発には、大倉父子による  

2 度の渡欧が大きな功を奏している。以来、ディナーセットは日本陶器

の主力製品となり、受注は拡大していった。 
 
4. 碍子の研究 －日本碍子 

日本における碍子の製造は明治初期から各地で行われていたが、そのほとんど

が通信もしくは低圧送電用であった。明治30年代に入ると、都市の電力需要拡大に

より、発電所から中距離の送電が必要になったことで高圧送電が開始されたもの

の、これに必要な特別高圧碍子は輸入に頼らざるを得なかった。 
日本陶器創立の翌年、近代的な製陶工場ができたことを知った、芝浦製作所

（現:㈱東芝）の技術長が森村組を訪れた。磁器が持つ絶電性能を活かした碍子の

製造を、日本陶器に強く勧めたのである。 
森村組幹部の中には、ディナーセットの完成を見ぬままの状況では時期尚早との

意見もあったが、大倉親子の“国家へ奉仕したい”との意見が承認され、百木三郎
※7

を主任に据えて、試作研究が開始された。高い強度が求められる特別高圧碍子製

造への進出は容易ではなく、日本陶器は芝浦製作所の指導を受けて研究と試作を

重ねた。その結果1907(明治40)年、15kV 用高圧碍子の製造に成功、翌年には芝

浦製作所との間で恒常的に碍子を供給する契約を結ぶ。同社と共に開発した特別

高圧碍子は、その精度の良さから各地の電力会社からの受注が急増。同年、日本

陶器の利益の42％を碍子が占め、翌年から業績は好転した。 

「日本陶器の工場建設現場を巡視

する大倉和親(中央)」 1903 年 

ディナー皿「SEDAN」の 1 号皿 

中央には由来が記された紙が貼り 

付けてある。 

「日本陶器合名会社製の

ヒューレット型懸垂碍子」

1907 年 
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1910(明治43)年には碍子を取り扱う営業部を設置、日本陶器は自ら

碍子の販売に取り組むようになり、翌年以降独自の販売活動を強めて

いった。 
和親は“それぞれの事業に専念することが、その事業の発展につな

がる”という「一業一社」の考えを持っていた。電力事業の拡大に伴い更

なる生産力の増強が必要となった碍子部門は、1919(大正8)年「日本

碍子株式会社(現：日本ガイシ㈱)」として分離独立、和親が社長に就い

た。さらに日本碍子のプラグ部門が分離独立し、日本特殊陶業株式会

社が誕生した。 
 
5. 衛生陶器の開発 －東洋陶器 

白色硬質磁器開発のため 1903(明治36)年に渡欧した和親は、ローゼンフェルド氏から衛生陶器が将来

的に日本でも需要が高まることが見込めると助言を得る。そこでひそかにその製造を決意した。氏はイギリ

スで実験段階に入ったばかりのトンネル窯焼成が合理的なこと、これこそ衛生陶器製造に実用化すべきと

述べたという。 
和親は海外生活の中で、衛生設備の急速な発展を目の当たりにしていたことから国内での必要性を確

信、国産化を急ぐべきと考えた。しかし本業のディナーセットも未完成のまま、将来の確証がない事業を展

開する余裕はないとの理由から周囲は消極的であった。製造への一歩を踏み出したのは1912(明治45) 

年のこと、大倉親子は私財を投じて日本陶器構内に製陶研究所を設立した。孫兵衛はその理由について

こう述べている。 
「前進しなければ、時流に乗り遅れ、工場設備の更新を怠れば、競争についていけなくなるため、研究施

設は必要である。日本の陶業界は遅れており、社会のためにもこの道の開発に全力を注ぐ覚悟で研究所

設置を急いだ。私は昨年、試験室の必要性を訴えたが、多くの日常業務と、時間、経費の問題から、十分

な試験を実施できないため、同志（和親）の協力で研究所を私設した」。
※8 

研究所は国立の研究施設から主任技師を招致、百木が補佐する体制

で、20 数名を配置し、衛生陶器の構造や生地質、大型の流し込み成形な

どの基礎実験を開始した。試行錯誤の末、1914(大正3)年には、水洗便

器、洗面器などの商品の試験販売を依頼するまでにこぎつけた。英語の

“Sanitary Ware”を「衛生陶器」と訳し名付けたのは百木であり、これが日

本における衛生陶器の始まりになった。 
試験販売は好調で 1915(大正4)年、和親

は百木を伴い、再度欧米の陶磁器業界を視

察、衛生陶器事業がますます将来有望であ

ることを確信する。さらに近代的製陶技術に

関心を持っていた和親はイギリスで製陶機

械を発注、帰国後、小倉市郊外の敷地に新工場建設の準備を整えた。こうし

て衛生陶器と国内、アジア向け磁器製食器の増産を図るため、“日本陶器小

倉工場”として衛生陶器製造工場の建設を開始。この工場には日本初のトン

ネル窯の採用が計画された。1917(大正6)年、分離独立した小倉工場は「東

洋陶器株式会社（現：TOTO㈱）」となり、社長には和親が就任した。 
 

「日本陶器構内に積まれピン碍子」 

「製陶研究所で作られた最初期

の洋風便器（複製品）」 

「建設中の小倉工場」1916 年 
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6. 良きが上にも良きものを －大倉陶園 

1918(大正7)年に書かれた孫兵衛の手記には「全く商売以外の道

楽仕事として良きが上にも良きものを作りて、英国の骨灰焼、フランス

のセーブル、イタリアのジノリー、以上のものを作り出し度し。利益を思

うてはとても此事は出来ぬ故、全く大倉の道楽として此上なき美術品を

作り度し」とある。大倉父子は、日本陶器でディナーセットが完成したこ

とから、次は最高級白色磁器の洋食器製造のための“美術陶器工場”
を作ろうと考え、1919(大正8)年、私財を投じて「大倉陶園(現：㈱大倉

陶園)」を設立した。東京・蒲田に着工した工場は1920(大正9)年に竣

工し、翌年操業を開始する。1,460℃の焼成は日本初のことで、技術

的には困難とされてきたが1922(大正11)年、初窯製品・白磁薄肉彫蓋

付菓子鉢が完成。初窯品を製造する際に、大倉陶園は東洋陶器の研

究成果を基礎とした。 

和親は後年、設立時の思い出を語る中で「金は失くしても、技術者

諸君の腕とその作品が残れば満足しています。そして、父の気持ち－

国内で喜ばれ、外国で驚かれる様な品が出来さえすればよいと思って

いる」と述べている。 
 

インダストリアルデザインという言葉が生まれたのは約 100 年前のこと。工業製品に美しさが求められるよ

うになった時代の先端には常に大倉父子がいた。 
 
 
 
※1 日本橋の御用商人。外貨を得て国を豊かにしたいという想いで貿易商社・森村組を創業する。 

※2 イッチンや筆、竹串などを使って陶磁器の表面に立体的に模様を装飾する技法の総称。 

※3 ディナー皿やサラダ皿、パン皿、碗皿などの各々が使用するアイテムとプラターやベーカーなどの共用アイテムから成る洋

食器揃え。ここでは、装飾品を指すファンシーウェアに対して、実用品を意味する。 

※4 飛鳥井孝太郎。東京工業学校(のちの東京高等工業学校、現：東京工業大学)の校長の推薦で森村組に入社した。 

※5 1894 年森村組に入社。神戸支店で勤務したのち、翌年からニューヨークのモリムラブラザーズに入った。 

※6 東京高等工業学校を卒業後、1909 年日本陶器合名会社に入社しディナーセット開発の技術陣に加わる。退任した飛鳥井

に代わり、翌年、技術部常務主任としてその完成の責任を担った。 

※7 河原徳立の三男。森村組の専属画付工場の責任者だった。孫兵衛の三女と結婚し、孫兵衛の父方の百木家の養子となる。 

※8 日本陶器の社内報『さきがけ第 53 号』1912(明治 45)年 7 月発刊より 現代語訳 

 
 
 
 
 
 
 

初窯製品「白磁薄肉彫蓋付菓子鉢」 

「東京 蒲田に建つ大倉陶園の工場」 

昭和初期 
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【展覧会概要】 

 

 

 

 

 

【主要参考文献】 
■ノリタケカンパニーリミテド社内資料 

『社内報 さきがけ 創刊号～第 165 号』日本陶器會社内同仁會 1907～1922 年 

■社史 

『大倉陶園二十五年譜紀』大倉陶園、1944 年 ／ 『大倉陶園五十年譜』大倉陶園、1970 年 

『東洋機器七十年史』東洋機器株式会社、1988 年 

『大倉紙パルプ商事百年史』大倉紙パルプ商事株式会社、1989 年 

『日本ガイシ 75 年史』日本碍子株式会社、1995 年 ／ 『大倉陶園 75 年譜』株式会社大倉陶園、1995 年 

『Kokura Ware～もうひとつの TOTO 社史～』東洋機器株式会社、2001 年 

『ノリタケ 100 年史』ノリタケカンパニーリミテド、2005 年 ／ 『TOTO 百年史』電子ブック、TOTO 株式会社 2018 年 

■展覧会図録 

『ノリタケデザイン 100 年の歴史』ノリタケカンパニーリミテド監修、朝日新聞社、2007 年 

『オールド大倉の世界展』岐阜県現代陶芸美術館、2013 年 ／ 『セラミックス･ジャパン』岐阜県現代陶芸美術館、2016 年 

『華めく洋食器 大倉陶園 100 年の歴史と文化』岐阜県現代陶芸美術館、2019 年 

■単行本 

松村介石『大翁訓話』道會本部、1923 年 ／ 伊勢本一郎『陶業振興の核心』技報堂、1957 年 

小出種彦『江副孫右衛門 近代陶磁器史上の一人間像』江副孫右衛門伝記纂集会、1961 年 

百木春夫『デザインマインド―百木春夫の洋食器』用美社、2005 年 

前田裕子『水洗トイレの産業史』名古屋大学出版社、2008 年 

宮地英敏『近代日本の陶磁器業』名古屋大学出版社、2008 年 

■逐次刊行物 

『紙業集談会雑誌 第四號』1889 年 

大倉孫兵衛『実業之世界 12 巻 9 号』「余の經験より觀たる成功の要訣」1909 年 

宗宮重行『マテリアルインテグレーション 通号 175～177』「近代日本のセラミックス産業と科学・技術の発展に尽力した偉人、

怪人、異能、努力の人々(4)大倉孫兵衛と和親(1)～(3)」2002～2003 年 

『大倉山論集 第 54 號』「特集 大倉孫兵衛の事跡と思想の研究」2008 年 

『ふでばこ 36 号』「特集 もてなしの器 大倉陶園の百年」白鳳 

■開催期間： 
■開催場所： 
 
 
 
■開館時間： 
■休館日： 
■入館料： 

2019 年 9 月 3 日(火)～2020 年 9 月 6 日(日) 
名古屋市西区則武新町 3－1－36  
ノリタケの森クラフトセンター内  
ノリタケミュージアム 3 階  
TEL: 052－561－7114 
10:00～17:00 
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 
大人 500 円 
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