
  陶磁器文化の息づく界隈 ～名古屋陶磁のこれまでとこれから～       

 

名古屋文化遺産活用実行委員会主催の連続セミナーが名古屋陶磁

器会館で行われました。このセミナーは、名古屋の絵付け加工を中

心とした陶磁器産業の歴史をたどるとともに、その技術・文化遺産

を次世代へとつなげる可能性を模索することを主旨としたもので

す。計 4 回開催で、それぞれ「世界へ羽ばたいた戦後の名古屋陶

磁」「名古屋陶磁の歴史を学ぶ」「名古屋陶磁の今を語る～文化の

みちとやきもの～」「名古屋陶磁の未来を展望する」をテーマにし

ています。今回は平成 23 年 11 月 20 日に行われた第 1 回の「世界 

へ羽ばたいた戦後の名古屋陶磁」の内容を紹介します。 

 

世界へ羽ばたいた戦後の名古屋陶磁 

コーディネーター：鈴木俊昭 （元日本陶器株式会社常務取締役）   

パ ネ リ ス ト ：小川武雄 （元ノリタケクラフトセンター部長） 

近藤進 （元日本陶磁器輸出組合専務      

斎藤文孝 （元株式会社サイトー代表取締役 ） 

 

-----戦前の名古屋の陶磁器産業 

 

鈴木: 名古屋の陶磁器産業は明治の初期に海外向けの輸出から始まりました。

その後、明治の 20 年代に、全国の絵付け業者が名古屋に集結してきました。当

時、東京、京都の絵付け業者は非常に高価な美術品的な絵付けをして海外へ輸

出しておりましたが、アメリカ市場などでは価格的な問題が大きくなっていま

した。そのため、高級な有田の磁器を使うのではなく、比較的値段のこなれた

瀬戸・美濃の磁器を使って、国際競争力のある価格で海外へ輸出することを目

指し、名古屋に絵付け業者が集結したわけです。 

その際、京都や東京だけでなく、九谷からもたくさんの絵付け職人が名古屋

へ来たそうです。そのため、名古屋の絵付けには九谷の絵付け技法を取り入れ

たものがあります。 

それから、1904 年（明治 37 年）には日本陶器合弁会社という近代的な陶磁

器工場が名古屋の則武村につくられました。1908 年（明治 41 年）に名古屋港

が開港してからは、堀川を通じて名古屋港まで商品を運び、そこから世界へ商

品が輸出されました。 



 名古屋の陶磁器産業の飛躍の契機となったのは、1914 年（大正 3 年）に始ま

った第一次世界大戦によって、ドイツからアメリカへの輸出がストップし、そ

の注文がすべて日本へ来るようになった頃です。以降、昭和の初め頃まで、陶

磁器産業は絶頂期を迎えます。これが簡単な戦前の名古屋陶磁器産業の歴史で

す。 

 

-----戦後の推移 

 

鈴木： 日本の陶磁器生産の最盛期は 1970 年から 91 年までで、バブル経済の

崩壊と同時に下り坂となります。輸出は 1985 年のプラザ合意で大きく減少しま

した。1996 年には、とうとう陶磁器の輸出金額と輸入金額が逆転し、輸入のほ

うが大きくなりました。中国からの輸入が激増、2006 年には 200 億円となって

います。 

 

近藤： 陶磁器製飲食器の出荷額と輸出額のグラフがあります。1953 年から

2010 年までのグラフです（1953 年に日本陶磁器輸出組合が設立されたことか

ら、正確な統計が得られるようになった）。オイルショックの時は大変だと騒

がれましたが、グラフを見ると出荷額は増加しています。バブルの頃がピーク

で、以降、出荷額は減少していきます。 

一方、輸出はニクソンショックの頃、少し停滞しましたが、その後は増加し、

プラザ合意を境に減少していきます。 

 2010 年の価格を基準として物価調整をすると、1953 年は約 600 億円の出荷

額になります。戦前の 1940 年（昭和 15 年）が 600 億円ちょっと。つまり、戦

後 9 年あまり経過した 1954 年で戦前の最高額に達し、さらに増加して 1969 年

には 1350 億円になります。プラザ合理を境にして輸出額は減少していきますが、

全体の出荷額はバブル景気が崩壊するまで増加傾向にあります。 

出荷額から輸出額を引いて輸入額をプラスすると、陶磁器製飲食器の国内消

費額が算出されます。これを見かけの消費といいますが、それを見ると、バブ

ル崩壊の少し後がピークとなり、以降、減少していきます。減少しているとい

うことは、中国品などの価格の低いものが多くなったということを表していま

す。 

 世界の一番大きな市場であるアメリカの輸入額を見ると、1977 年には日本製

品が 66％を占めて 1 位になっています。その後、ずっと 1 位だったのですが、

1994 年に中国に抜かれました。現在、どんどん下がって日本は 7 位です。イギ

リスは 2009 年までずっと 2 位で推移していましたが、2010 年には 4 位に転落

しました。 



一方、中国から日本国内への輸入は 1990 年には 1.3％と取るに足らない金額

だったんですが、その後、どんどん増えていって、1996 年には 11.3％になりま

した。そのほかはイギリス、ドイツ、イタリアなどが主要な輸入国ですが、中

国がどんどん増えて、今や全体の輸入額の約 63％を占めています。数量では 9

割が中国品です。日本だけでなく、中国品は世界の市場を席巻しています。 

 

鈴木： 斎藤さんの戦後の輸出の状況はどうでしたか？ 

 

斎藤： 私どもはあまりアメリカ向けではなく、欧州向けがほとんどでした。

市場でいうと北欧三国のデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、あとドイツ、

オランダというとことです。輸出したのは食器が主体です。現在、家具の会社

であるイケアとも取引をしています。インテリアとして陶器を扱うようになっ

たことから取引が始まり、本社にも行ったことがあります。 

わたしは若い頃、ドイツとスイスの会社で働く機会を得ました。その当時は、

ヨーロッパではほとんど日本人を見かけませんでした。あるとき、仕事の関係

で旧東ドイツの会社へ連れて行ってもらったことがあります。しかし、わたし

のパスポートには東ドイツのスタンプが押してありません。これは普通あり得

ないんですが、会社の人が事前にパスポートに押さないようにと、話をつけて

くれていたようです。 

その理由は、当時、東側の印のあるパスポートだと、アメリカなどでは入国

を拒否されることがあったからです。そういう時代だったんですね。 

旧東ドイツから西側へ帰るとき、国境付近の空が非常に明るいんです。どう

してこんなに明るいのかと不思議に感じたんですが、要するに東側は電気がつ

いていないからなんです。改めて東と西の違いを実感しました。 

 

鈴木： ありがとうございました。わたしも 30 年ほど前にヨーロッパに駐在し

ておりました。ノリタケの商品を持って店を回るんですが、なかなか買ってく

れない。唯一買ってくれたのは瀬戸から仕入れたノベルティです。ノリタケの

商品を売るのに苦労をしました。 

ところで、戦後、陶磁器産業では大きな事件がいくつかありました。「Made in 

Occupied Japan（メイドインオキュバイドジャパン）」という非常に屈辱的な

裏印をつけて出した時代もありました。輸出制限もありました。これはチェッ

クプライスといいまして、ある一定以下の価格の商品は出せない、ようするに

安物を輸出するなという制度がありました。それからバンブーチャイナ事件が

ありました。 

 



近藤： 戦後、「Made in Occupied Japan」という裏印がありました。民間貿

易が再開したのは 1949 年（昭和 24 年）なんですが、再開の以前から「Made in 

Occupied Japan」がつけられています。「Made in Occupied Japan」をつけた

ことによって、戦後の陶磁器輸出が始まり、そのころは輸出が陶磁器の生産業

界をリードしていましたから、生産を回復していく出発点が「Made in Occupied 

Japan」であったわけです。 

戦争が終わって、しばらくは「Made in Occupied Japan」の時代です。これ

は「占領下の日本」という意味です。日本へ進駐したＧＨＱ（連合国総司令部）

の最高司令官（SCAP）であるマッカーサーが日本政府に出した訓令のことを

SCAPIN（スキャッピン）といいます。たとえば、「日本政府は連合軍が必要と

する資材、労働力、建物は、なんでも供給しなければならない」というスキャ

ピン 2 号は、1945 年（昭和 20 年）の 9 月に出ました。これによって、名古屋

では名古屋観光ホテルが連合軍の司令部しとなり、布池の日本陶磁器センター

旧館も摂取されました。 

そういう時代だったのです。そして、1947 年の 2 月 20 日のスキャッピン 1535

号で、「Made in Occupied Japan」をやるようにしろと命令が出ました。 

1945 年 12 月 14 日に商工省の外局として貿易庁が開設されました。民間貿易

が再開される以前の段階では、この貿易庁が品物を買い上げて進駐軍に渡して、

進駐軍が輸出する。お金は貿易庁から受け取るという形で輸出が行われました。 

民間貿易は 1947 年の 8 月に再開されましたから、その少し前に「Made in 

Occupied Japan」の命令が出たわけです。 

戦後、名古屋は焼け野原になりました。戦争中は 68 回も空襲があったそうで

す。東区にあった陶磁器の業者も半分以上は焼けてしまったといわれています。

名古屋の陶磁器はそこから立ち上がってきました。 

ＧＨＱは非常に陶磁器の産業を支援してくれました。どうしてそんなに支援

してくれたかというと、日本の陶磁器に対するあこがれがあったことが大きな

理由です。アメリカの一般人にとっては、超高級なヨーロッパ製品よりも、若

干価格の低い日本の陶磁器にあこがれをもっていたようです。兵士の中にもそ

ういう人が多く、そのため日本の陶磁器産業を支援してくれたといわれていま

す。たとえば、陶磁器製品は、1947 年の一時期、540 円という円交換レートで

した。つまり、1 ドルのものを売ると 540 円がはいるわけです。他の産業に比

べると、非常に優遇されていました。 

その後、対日平和条約が調印され、60 年代、70 年代を経て、日本はプラザ合

意まで世界一の陶磁器輸出国でした。 

 



斎藤： 経験的なことを話しますと、戦後、進駐軍が広島県の呉に来ていたの

で、私どもの会社は、そこの兵士にスーベニアとして陶磁器を売りにいったこ

とがあります。 

また、10 数年前にＮＨＫのテレビで見ていると、最初の画面で商品がクロー

ズアップされて、「Made in Occupied Japan」の印を映しました。場面が変わ

ると、山に棒 3 つのヤマサンの印が映りました。それは私どもの会社の屋号で、

正直びっくりしました。うちのものに違いないと思いました。感慨深いものが

ありましたね。 

 

鈴木： 戦後は輸出制限（チェックプライス制）もありました。昭和 22 年に制

限付き輸出が再開して、そのときの日本の陶磁器輸出額が 4 億円でした。23 年

には 30 億円、26 年には 145 億円の輸出になった。わずか数年で 30 数倍になっ

たわけです。これはアメリカでも随分問題になり、その結果、一定価格以下の

商品は輸出してはいけないというチェックプライス制へとつながっていきまし

た。 

当時、通産省が調査したところ、一般的な 93 ピースセットで 200 ドルくらい

の売値だったんですが、日本品は 60 ドルから 100 ドルで売られていました。そ

こで、アメリカとの貿易摩擦を避けて輸出振興を図るために、一定価格以下の

ディナーウエアを輸出しないようにしようと通産省が決めました。これがチェ

ックプライス制です。以降、安いディナーウエアを輸出できずに苦労しました。 

それからバンブーチャイナの問題もありました。 

 

近藤： バンブーチャイナは竹の絵がついている商品のことです。アメリカ向

けは戦前から関税問題などいろいろ問題があって、日本からは一定価格以上の

ものをださないといけないという取り決めなどがありました。チェックプライ

ス制もそのひとつです。 

戦後、いち早く最低価格を決めて輸入制限をされないような配慮をしてきた

わけですが、1954 年（昭和 29 年）、安価で品質の劣る並素地のディナーウエ

アをアメリカに輸出したいという業者が現れました。それまでチェックプライ

ス制を維持してきたノリタケ、鳴海、瀬栄などメーカーや陶磁器の業界団体は、

そのような市場を乱すことはしてはいけないという立場をとりました。しかし、

バンブーチャイナを輸出したい業者は、政界の黒幕といわれた鮎川義介をバッ

クにつけて猛烈に反対して、陶磁器業界だけでなく政府内も含めて非常にもめ

ました。 



その後、1955 年（昭和 30 年）、業界代表者による使節団が渡米し、国務省

をまわって輸入業者にも会って、結局、丸くおさまりまして、一部経過措置と

いうことになりました。 

 

鈴木： 昭和 30 年代末から昭和 40 年代にかけて、バラもののディナーセット

の輸出が増えました。1955 年（昭和 30 年）が 34 万セット（93 ピース）でた。

1969 年（昭和 44 年）には 221 万セット。これはガソリンスタンドや銀行の景

品なんですね。ガソリンを入れるごとに食器と交換できて、最終的にディナー

セットが揃うようになる。これが非常に流行って、瑞浪、土岐、恵那のメーカ

ーがたくさん出荷しました。 

しかし、これがアメリカを刺激して、その後、陶磁器は大幅な関税の引き上

げにあってしまいました。ディナーウェアメーカーはこの関税引き上げによっ

て、がくんと落ち込みました。 

 

 

----世界を魅了した名古屋陶磁 

 

鈴木： この地域で絵付けされたものは世界的にも非常に質が高いいわれてい

ます。とくにハンド付けの魅力についてお話しいただきます。 

 

小川： ペイントのものは高く評価されています。その第一人者である小川さ

んに、絵戦後、わたしは働くところもなくて、やることがないので、好きな絵

を描いていました。親には絵描きなんてやめて、農業を手伝えと言われていま

した。でも、絵が好きで、一生懸命描いていました。そして、家の障子のカラ

カミがやぶれると、そこへわたしの描いた絵を貼り付けていました。そうした

ら、その絵を見た従兄弟が「息子さんは絵を描くのか。何もしていないのはも

ったいない。遊んでいるなら、おれのところへ来てもらえないか」と言われま

した。 

従兄弟は、戦後になって陶器をはじめていたんです。それで、そこへいくこ

とになり、一生懸命、絵を描きました。師匠からは「お前は職人になれ」と言

われました。職人にとって一番大事なことはなにかというと、桶だったら水の

漏らない桶をつくること。でも、水の漏らない桶をつくって、それでお仕舞い

という職人がほとんど。そこから一歩踏み出していくためには、もっと形のい

いものをつくりたいと努力すること。そういうことを言われました。それで、

わたしは給料が高いとか、安いとかは一切言わないで、絵を描きました。 



わたしが陶器をはじめた頃は、バイヤーがマイセンなどをもってきて、この

ままではひっかるから、ちょっともじって描いてくれと頼まれました。バイヤ

ーはまずアーティストに会わせろ、直接、アーティストに伝えたい、といいま

した。 

それ以降は、とにかく忙しかった。なんでもかんでも売れました。窯のなか

の製品をスコップですくってほったもんです。そのくらい忙しかった。 

わたしは定年後も 9 年、ノリタケのペイントをやりました。人より 10 年よけ

いに働いたことになります。風景とは、風は「かぜ」で景は「かたち」。絵付

けは風景が描けないといけない。せっかく栄えた伝統のある絵付けの仕事を継

承したい。なんとか継承したいと思っています。 

 

鈴木： どうもありがとうございます。今後、伝統的な名古屋絵付けの認知と

周知は必要です。世界を見ても、伝統的な陶磁器産業の町は縮小していますが

生き残っています。大量生産の時代は終わりましたが。絵付け技法の伝承は非

常に重要だと思います。価格競争から脱却して、ほかのできないものをどうや

ってつくっていくか。それが課題だと思います。今日はどうもありがとうござ

いました。 

 

 


