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燕画三条地区における金型産業の発展

　　　一プラスチック金型を中心に一

小田　宏信

I　はじめに

　プレス加工，プラスチック成形加工など，各種

工業製品の形状形成に用いる金属製の型を広く金

型と呼ぶ。金型は量産工業の基礎を支えるもので

あり，金型産業はわが国の製造業における量産体

制の発展ともに歩んできた産業である。しかし，

量産のために用いる金型自体は，熟練技能に依存

し一品生産で製造が行われる。金型産業は熟練技

術者に著しく依存し，それ故に，その経営規模は

一般に小規模であり，しかも，立地は著しい拘東

性を示し，典型的な外部経済依存産業であり続け

てきたユ）。

　地理学において金型産業を研究する意義は，次

のような2つの技術的な視点に立つことによって

見いだせると筆者は考えている。第1には，金型

業者のような高度な熟練技術に依存する業者が，

どのように発生し，また再生産されてきたかいう

視点である2）。言うまでもなく熟練技術者の存在

は，工業集積地の重要な外部経済であり，このよ

うな視点から研究することによって，工業活動の

地域的集積を説明する一助になると考えられる。

第2には，1970年代後半以降，機械加工にもたら

されてきたメカトロニクス化といった技術革新

が，金型産業にどのような影響を与えてきたのか

という視点である。金型産業は，機械加工を工程

の申心にする業種のなかでも最も捉えやすい業種

であり，その分析を通じて，技術変化が工業立地

や工業地域のあり方にどのような変化を生じさせ

るのかを理解することが可能であると考えられ

る。

　本稿においては，このような2つの技術的視点

から新潟県燕・三条地区における金型生産の発展

の過程を明らかにすることを目的とする。

皿　金型生産の概況

　皿一1　地位と構成

　燕・三条地区には，200以上の金型工場が分布

しており，工場数でみる限り，本地区は全国的に

類をみない金型産業の集積地になっている。これ

は，もともと本地区の金属関連地場産業を市場に

発展してきたものであるが，今日では，自動車用

や弱電機器用などの金型を，関東地方を中心に広

域的に供給する産地となるに至っている。

　1990年工業統計調査によると，産業細分類の「金

型・同部分品製造業」の事業所数は，燕市188，

三条市72の計260事業所，同じく，従業員数は燕

市！，064人，三条市744人の計1，808人，出荷額で

は燕市約110億円，三条市約195億円の計305億円

である。新潟県全体に占めるシェアは，従業者数・

出荷額でともに約45％，事業所数で約65％にのぼ

る。1事業所当り平均の従業者数は7．O人であり，

新潟県全体のそれが9．3人であることに較べると，

零細規模の金型業者が多いことがわかる。

　第1表は，燕・三条の両商工会議所発行の事業

所名簿および通産省発行の『全国工場通覧』から

判明した金型業者の事業所数を市町村別・主要生

産品目別に示したものである。燕市・三条市の事

業所数は工業統計調査に基づく数値と一致しない

が，これはおもに，賃加工を中心とする金型業者
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第ユ表 燕・三条地区における市町村別ト品目別金型業者数（1990年）

主要生産
品目 プレス金型 プラスチック金型 鍛造金型 その他・不明 計

市町村

燕 市 109 30 2 4 145
一一一

条市 19 14 ユ5 9 57

栄 町 0 2 O 2 4
吉 田町 8 1 O 2 11

中之口村 2 O O O 2
分水町 1 O O 1 2

計 139 47 17 18 221

（構成比％） （62．9％） （21．3） （7．7） （8．1） （100．0）

単位：事業所 （商工会議所名簿，ξ全国工場通覧』より作成）

を含めていないことによるものである2）。プレス

金型を中心に生産している業者は139事業所で全

体の63％，プラスチック金型を申心に生産してい

る業者は47事業所で全体の21％，鍛造金型を生産

している業者は17事業所で全体の8％である。燕

市と三条市を対比すると，燕市の場合，プレス金

型を中心に生産している業者が圧倒的に多い。三

条市においてもプレス金型を中心に製造している

業者が最も多いが，プラスチック金型や鍛造金型

との差は小さく，相対的にみれば鍛造金型の生産

に特化しているといえる。これは，燕市における

金型産業がおもに洋食器のためのプレス金型の生

産から発展してきたものであり，三条市の金型産

業がおもに利器工匠具などの鍛造金型の生産から

発展してきたものであることに起因する。

　このように地場産業と密接な関連を有して発展

してきた金型産業は，もともと2市の中心市街地

を中心に発生し，とくに燕市の人口集中地区にあ

たる中ノロ川沿岸においては，各種金属製品工業

とともに，住宅と工場が混在した景観を形成して

きた。現在，金型産業の分布域は，旧自然堤防上

の農業集落，さらには各工業団地へと拡大し，両

市の間で分布が連担するとともに，吉田町をはじ

めとした周辺町村にも及んでいる（第1図）。

　皿一2　受発注構造

　一般的な金型業者をめぐる受発注構造は，第2

図に示すようになっている。受注先は，電機・電

子メーカーや白動車メーカーなどの完成品メー

カーと，プレス業者。プラスチック成形業者など

の成形業者とに大別できる。ここではまず，受注

先について検討する。

　広域関東圏産業活性化センターが行った1991年

7月に行った50社からのアンケート調査3）による

と，受注先企業の業種の構成は，自動車関連が約

29％，電機・電子関連が約28％，地場産業関連は

約23％である。また，受注先企業の地域的構成を

みると，「県央地域」の割合は45％，その他の新

潟県が23％，関東地方が21％である。

　以下，筆者の調査によると，地元の代表的な金

型発注企業としては，家庭用の電熱器具を製造す

る東芝熱器具（加茂市），コロナの商標で知られ

る内田製作所（三条市）などがある。これらの企

業のそれぞれが下請けの成形業者を複数擁してお

り，成形業者を通じて，燕・三条地区の業者に発

注がなされる場合も多い。

　県外の主要な受注先としては，本田技研工業，

富士重工業，日産自動車，三菱自動車工業，トヨ

タ自動車などの自動車メーカーやその系列企業，

ソニー・シャープ・パイオニア・日本電気などの

電機・電子メーカーやその系列企業などがある。

したがって，日本を代表する自動車および電機・

電子メーカーのほとんどからの発注があるといっ

ても過言ではない。やはり，完成品メーカーと直

接に取引のある業者はごく一部であり，下請けの

成形業者や金型業者から発注が来る場合が多い。
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　次に，発注先を検討する。一般に，金型産業か

らの発注構造は，従来に較べて単純なものになっ

てきている。型材や部品の規格化・標準化が進み，

型板の荒加工や部品加工といった準備工程に以前

のような手間がかからなくなってきたためであ

る。プラスチック金型の製造業者の場含，部品加

工，みがき加工，めっき加工，熱処理加工，シボ

加工などで外注に依存している雀）。燕・三条地区

の平均的な規模の業者では，部品加工，みがき加

工の外注先をそれぞれ概ね2～3件ずつ，めっき

加工，熱処理加工，シボ加工の外注先を各々1件

ずつ有しているのが一般的である。このうち，シ

ボ加工を除けば，外注先は地区内で充足されてい
る5）。

　とくに，みがき加工は，熟練した技能を要し，

プラスチック金型にとって製品の良否にかかわる

重要な工程といえる。燕・三条地区において，プ

ラスチック金型のみがき加工を担っているのは，

彫金業者である。彫金業者はもともと金属洋食器

の金型に模様を彫っていたのであるが，放電加工
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第2図 金型製造業の受発注構造

　　　　　　　　　　（臼本金型工業会東部支部資料を筆者修正）

機や自動彫刻機の普及によって，受注量が減って

きたために，プラスチック金型のみがき加工を行

うようになった。現在，燕市にある50件の彫金の

賃加工業者のうち3分の1程度がプラスチック金

型のみがき加工を行っているといわれる。これと

は別に，燕市には，金属洋食器のみがき加工の専

門業者があるが，要求される精度が異なるために，

プラスチック金型のみがき加工を行うことはな

い。燕市における彫金業者の存在は，金型生産の

ための重要な技術的基盤になっているといえる。

皿　金型業者の発生とその形態

　皿一1　金型業者の発生

　先述したように，今日では燕・三条地区の金型

産業は，広範な需要の上に成り立っているが，金

型生産はもともと地場産業の発展の中で発生した

ものである6）。

　燕市も三条市も近世においては著名な和釘の産

地であり，明治初期に和釘の需要が減退したこと

から，和釘生産に代わって，燕市では農機具・鑛・

銅器・矢立・煙管など，三条市では利器工匠具や

農機具・作業工具の生産が発達してきた。燕市に

おいては，煙管の生産に関連して発達した彫金技

術が，金属を彫るという意味で後の金型技術へと

継承され，フォーク・スプーンの生産が開始され

た！9！4（大正3）年には，「曲げ型」がすでに成

立していたといわれる。その後，大正4年には

フォークの「抜き型」，大正7年には煙管の金型，

昭和5年頃には金属器物の金型の生産と使用が開

始さんた7）。三条市においても，大正初期に「抜

き型」を用いた錠前生産が行われており，昭和初

期には金型を用いた型鍛造が始められている。

　このように，燕市においても三条市においても，

今日の金型からすれば原始的であるものの，大正

期から昭和初期にかけて，プレス金型・鍛造金型

を用いた工業生産が成立していた。その後，第2

次世界大戦中には，燕・三条地区の工場の多くが

強制徴用され，軍事需要で金型生産が発展した。

　戦後は，地場産業の一層の発展の中で，本格的

に金型生産が行われるようになり，その技術も格

段と上昇していった。技術の上昇の契機は，第！

には，金属洋食器の材質が銅から硬質ステンレス

に変わったために，金型の硬度が従来以上に重要

になり，熱処理技術やめっき技術と結び付いてき

たことである。第2には，ハウスウェアーと呼ば

れる金属器物の生産が発展する中で，プレス金型

において，これまでの「抜き型」。「曲げ型」に

加えて「絞り型」の技術が必要になり，3次元形

状の加工技術が発展したことである。第3には，

金属洋食器やハウスウェアにプラスチック製の部

品が取り付けられるようになり，プラスチック金

型の生産が発展したことである。

　このような経緯を経て，1960年代になると，金

型業者が地場産業の分業体制の中で確固たる地位
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を占めるようになり，洋食器・作業工具・農機具

メーカーなどから金型職人が独立するとともに，

それ以前から存在していた金型業者からも独立す

る職人が目立つようになった。

　以下では，比較的歴史の新しいプラスチック金

型業者の発生の形態を検討する。

　皿一2　プラスチック金型業者の発生形態

　燕。三条地区におけるプラスチック金型生産

は，戦後復興期に会津漆器の椀の成形に用いる金

型を生産したことに始まる。当初は，三条市の成

形業者を通じて受注し，数少ない業者が旋盤を用

いて椀用の型を製造していたに過ぎなかったが，

1956年に始まる合衆国による金属洋食器の対日輸

出規制は，その後のプラスチック金型生産の発展

に大きな影響を与えた。輸出規制にかかったのは，

全金属製の洋食器のみで，スプーン。フォークの

類でも柄の部分に異質材を用いていれば，規制の

枠にはかからなかった8）。そのため，これを契機

に，プラスチック製の柄がついた洋食器の生産が

発展し，プラスチック金型の生産が本格化した。

　このようなプラスチック金型生産の発展を助長

したのは，1965年前後における倣いフライス盤の

普及であった。倣いフライス盤とは，モデル（木

型等）の形状をトレーサーで倣いながら，それに

従って自由曲面加工を行う切削機械である。洋食

器の柄の形状はまさしく自由曲面であり，倣いフ

ライス盤の導入が金型の生産を加速させた。この

ように地場産業においてプラスチック金型の需要

が伸びていった中で，プラスチック金型の製造業

者が確固たる地位を築いていった。

　第2表は，燕市・三条市のプラスチック金型業

者の発生形態別にその数を集計したものである。

発生形態の中で最も多いのは地元プラスチック金

型業者からの独立によって創業したケースであ

る。43業者中約6割に当たる27業者がこのような

形態で発生した。うち，8割が燕市であり，三条

市では，地元業者からの独立が限られている。そ

の他，彫金業や他の種類の金型からの転業によっ

て，プラスチック金型の生産を開始したケースも

存在する。また，三条市において，地区外のプラ

不チック金型業者が2件あることも特筆に値す
る。

　燕市で独立による創業が多いのは，同市の製造

業においては，伝統的に，「親方」からの「のれ

ん分け」を奨励するような一種の社会的風土が培

われてきたためだといわれる。「親方」が，従業

員の独立に際し，仕事の世話をするだけではなく，

創業に必要な機械設備の一部を寄贈する場合も存

在する。その結果，第3図でみられるように，「親

方」を核としたプラスチック金型業者の「系列」

関係が形成されてきた。燕市における「親方」か

らの独立の時期的傾向をみると，独立が活発に行

われたのは，1970年代前半であり，この間に3社

から計1！人の従業員が独立してそれぞれの工場を

創業している。地元の業界では，この時期を「独

立ブーム」として位置づけている。この時期は，

倣いフライス盤さえ準備すれば，開業が可能な時

第2表 燕市・三条市におけるプラスチック金型業者の発注形態

燕市　　　三条市 計

地区内のプラスチック金型業者からの独立 22　　　　　　5 27

地区外のプラスチック金型業者からの独立 0　　　　　　2 2
プレス金型からの転換 1　　　　　　1 2
鍛造金型からの転換 0　　　　　　2 2
彫金業からの業種転換 2　　　　　　0 2
切削加工業からの業種転換 ユ　　　　　　O 1
成形業からの業種転換 1　　　　　　0 ユ

その他・不明 4　　　　　　2 6
計 31　　　　　12 43

単位：業者数 （ユ992年現地調査より作成）
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第3図 燕市におけるプラスチック金型業者の系譜

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1992年現地調査より作成）

代であった。これに対して，1976年以降独立した

ケースはまれである。これは，金型製造において

メカトロニクス化が進展する申で，開業に必要な

資金が膨れ上がってきたためだといわれる。

　一方，三条市において地区外の業者から独立し

た2業者は，経営者がいずれも三条市の出身で，

東京の工場で勤務ののち，Uターンして金型製造

業を開業したものである。これは「東京修行」の

業者として位置づけられる。このうちの1社の経

営者は，三条市の度量衝器の製造業者の家に生ま

れ，東京へ出て中野区。板橋区・世田谷区の業者

で勤務ののち，1963年に三条市で金型製造業を創

業した。この業者は，当初から，熟練技能に依存

しない資本集約的な近代的経営を目指すととも

に，市場の面でも自動車メ．一カーを始めとして域

外の需要に依存し，今日では従業員約450名を擁

する世界的な金型業者に発展している。このよう

な当初からの近代的経営は職人的な集団を形成さ

せず，燕市にみられるような良い意味での「親方」

意識を芽生えさせなかったといえよう。

M　技衛導入と事業展開

　M－1　生産設備の保有状況

　広域関東圏産業活性化センターのアンケート調

査9）によると，1991年7月現在，何らかのNC機

械を導入している業者の割合が74％である10）。

プレス金型では66％，プラスチック用の金型では

100％の業者でNC機械を導入している。NCフラ

イス盤の普及率は64％，立型マシングセンターが

40％，NC放電加工機38％，ワイヤーカット放電

加工機62％，また，CAD／CAMシステム11）を使

用している業者の割合は50％である。そのうち，

約半数の業者がフロッピィディスクや磁気テープ

による図面受渡しがあると答えているユ2）。

　筆者の調査によると，燕・三条地区の金型産業

でNC機械の導入が始まったのは，1970年代前半

であり，急速に普及したのは，1980年代前半であ

る。マシンニグセンターは，1985年を過ぎてから
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普及が始まった。このようなメカトロニクス機器

の導入にあたっては，同業者どうしの競争意識が

働いた。同業者どうしの競争とは，1つには系列

間の競争であり，また1つには同一の「親方」の

もとで働いたかつての同僚問の競争でもある。

NC機械の普及が始まると先を争って購入し，そ

の際には，単にNC機械であるばかりではなく，

「牧野フライス」の名前のついた「ブランド品」

が好まれたといわれる。

　もちろん，こうした競争意識のみがメカトロニ

クス機器の導入をうながしたわけではない。ひと

たび，新しい生産設備の導入が始まると，精度や

納期の面で旧来の生産設備に頼った生産が困難に

なってきたためでもある。とりわけ，電機・電子

部品用の金型を受注するに際しては，地場産業

用。雑貨用に較べ，受注先から厳しい精度と厳し

い納品期隈を要求される。1986年前後の円高不況

によって，燕・三条地区の地場産業は大きな打撃

を受け，地場産業用の金型生産に依存するのでは

なく，より広域的な需要を相手にした多角的な経

営を強いられるようになた。とくに近年では，製

品設計や金型設計においてCADの使用が進み，

磁気テープやフロッピィディスクを媒体とした受

発注が一般的になってきているため，経済的に有

利な市場を開拓するためには，CAD／CAMシス

テムの導入が不可欠になってきた。

　以下では，いくつかのプラスチック金型業者を

事例にして，事業展開の諸相にふれつつ，メカト

ロニクス機器の購入などの新規技術導入と生産内

容の変化について検討する。

　V－2　プラスチック金型の事業展開

　第4図は，5つの業者について，生産内容の変

化過程および主要メカトロニクス機器の導入年，

あわせて創業・転業・工場移転の年次を示したも

のである。5業者に共通していえることは，地場

産業用を申心にする雑貨用のプラスチック金型中

心の生産から，いわゆる弱電部門を中心にする電

機・電子製品用のプラスチック金型中心の生産に

切り替えたことである。

　最も古くから弱電用の金型を生産していたのは

A社で，これは先述した発生形態の分類では「東

京修行」の業者の1つである。A社の経営者は，

もともと三条市の出身であるが，！8歳の時，東京

に出て，渋谷区の大手金型メーカーに就職，2年

問の勤務ののち，葛飾区四ツ木の金型業者にさら

に2年間勤務し，1966年，22歳の時に，三条市で

親類が経営するプラスチック成形工場の敷地内で

金型製造業を創業した。創業時は，編針などの雑

貨用の金型を生産していたが，その後，間もなく，

弱電用の金型を手掛けるようになり，徐々に生産

規模を拡大，！971年には現在地に移転，さらに

工974年には他の業者に先駆けてNCフライス盤を

導入した。経営者は，東京の城南地区・城東地区

それぞれで固有に培われた金型製造技術を身につ

け，当時の新潟県の水準からすればかなり先進的

な経営を行っていたといえる。弱電用の金型は，

長い間，地元の大手電熱機器メーカーからの発注

が申心であり，一頃は同メーカーからの発注が全

体の生産の7割近くを占めていた。しかし，円高

不況の時期に同メーカーからの発注が激減したた

め，A社ではいち早くCAD／CAMシステムの導

入を行い，取引先の多角化を進めた。現在では，

域外の大手電機・電子メーカーからの発注にも大

きく依存している。

　B社は，事例の5社の中では最も古くに創業し

た業者で，燕市にいくつかの金型業者を育てた「親

方」的業者である。B社に限らず，「親方」的な

業者は，自社の従業員が独立して工場を持った場

合，独立した工場主にそれまでの自社の仕事を分

け与える場合が多い。したがって，「親方」は，

自社の従業員が独立すると，それまでの技術水準

よりも高度な新たな仕事の発掘を強いられること

になる。B社の場合，独立ブームが一段落した

1982年に弱電関係の金型の生産を始めているが，

この契機となったのは，経営者の長男が同社にU

ターン就職したことであった。それ以前は長男は

横浜市の金型業者に勤務しており，これによって

京浜地区のプラスチック金型製造のノウハウがB

社に導入されたといえる。経営者の子女を他社に
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C
A
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雑貨用プラスチック金型

弱璽用

プラスチック金型

C社

創
業

NA　　　WC
Cp　　　DA
F　　　　　D
雑貨用プラスチック金型

。。。。。。十・・十十…　十・ヰ　　　　弱電坦
。。地蕩角ツ十‡拍動車用‡‡‡十　　　プラスチック

鍛造金型“　吟十十十→鍛造金型十寺　　　■金型
o－　oo－oo　　＋＋＋＋†††十十十ヰ十十十
〇　〇　　〇　〇　　〇　〇　十十十十十十十十十十十十十十十十十十

○社

獲社

創　　　移　　　移
業　　　転　　　転

　　NA　WNC　M
　　CP　DCA　C
　　F　　　DD　　　　　　ダイカスト金型．
　　　　弱璽用
　　　　プラスチック
プラスチック金型！

　　　F　D
　　　　　弱電用
　　　　　プラスチッ
雑期　　　金型
プラスチック金型

業　転FD　　D
　　⑧は，主要メカトロニクス機器の導入年を示す

　　略称）NCF：　NCフライス盤　　　　　　MC　：　マシニングセンター

　　　　NCD：　NC放電加工機　　　　　　AP　：　自動プログラミング装置

　　　　wD：　ワイヤカット放電加工機　　cA0：　cAD／CAMシステム

第4図　燕・三条地区における事例プラスチック金型業者の事業展開

　　　　　　　　　　　　　　　　（1992年現地調査より作成）

派遣し人材面での技術導入を図るというケース

は，必ずしも特殊なものではなく，他のある業者

では，経営者の長女が長岡市の機械メーカーで勤

務の後，自社でNCデータのプログラミングを

行っている。B社では，その後，NC工作機械の

導入を進め，現在では受注量の8割近くを弱電用

の金型が占めるようになっている。

一方，C社は，他業種から金型製造業への転換

を図った業者であり，やや特殊な部類に属する。

同社はもともとハサミ類の型鍛造を行っていた鍛
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造業者であるが，工場の移転を契機に鍛造金型の

生産に切り替えた。1970年に金型の生産を開始し

た当初は，タバコ製造機械部品や作業工具の鍛造

金型の生産が中心であった。しかし，まもなく石

油ショック後の不況に直面し，自動車のエンジン

部品用の鍛造型の受注を開始するとともに，ほぼ

同時期から鍛造用以外の各種金型の研究・試作を

試みるようになった。数年にわたる試行錯誤の末，

NCフライス盤を購入し，おもに雑貨用のプラス

チック金型の生産を本格的に始めたのは，1983年

である。1982年から1983年にかけての時期は，日

本の自動車メーカーが対米翰出自主規制を図った

時期であり，自動車用鍛造型の需要の不安定感が，

プラスチック金型の生産を本格的に開始する重要

な転機となった。その後，NC放電加工機・ワイ

ヤ放電加工機・CAD／CAMlシステムなどを導入

し；！988年には，雑貨用のプラスチック金型の生

産を弱電用のプラスチック金型の生産に完全に切

り替えた。雑貨用の型の生産を取りやめたのは，

第1には，円高不況によらておもに地場産業向け

の金型需要が減退したこと，第2には，雑貨用の

金型からは高額な設備投資に見合うだけの収益が

期待できないためである。現在，恒常的に取引の

ある客先は，新潟県外を中心に10社にのぼる。

　D社・E社はともに独立によって創業した金型

業者である。やはり，メカトロニクス機器の導入

を伴いながら，地場用を中心とした雑貨用金型か

ら弱電機器用の金型への移行が認められる。取引

先は，ともに完成品メーカーではなく，県内の成

形業者が中心であるものの，それぞれ10社前後の

得意先を有しており，経営基盤の安定化が図られ

ている。D社の場合には，最近になってプラスチッ

ク金型の形態に近いダイカスト金型を手掛けるに

至っている。さらに，両社に共通して指摘できる

ことは，メカトロニクス機器の導入に先だって，

工場の移転が行われていることである。とりわけ

D社は，2度の工場移転の直後に集中的に機械設

備への投資が行われている。このような工場移転

は，単に設備拡充のために広い土地としっかりし

た地盤が求められるために行われるわけではな

い。NC工作機械は一度段取りを行えば，無人運

転が可能であるという利点を有しており，この利

点を最大限に活かすためには，夜問運転を行う必

要がある。夜間運転を行うためには，騒音や振動

に対する配慮から，住宅と工場が混在した既成市

街地内では操業が困難となる。

V　結　語

　大正期に始まった燕・三条地区における金型生

産は，地場産業と密接に結び付いて発展し，1960

年代には地場産業の分業体制の申で確固たる地位

を占めるに至った。その後の金型産業にとっての

重要な転機は2つあった。1つには，1970年代後

半に始動し1980年代後半に本格化したメカトロニ

クス機器の普及である。もう1つは，円高不況に

よる地場産業における金型需要の減退である。こ

れらの転機を経て，燕・三条の金型産業は，地域

的なまとまりをもった地場産業の分業体制の1要

素という地位を離れて，白動車工業や電機・電子

工業の広域的な分業体制の中に組み込まれていく

こととなった。

　プラスチック金型業者の場合，！960年代におけ

る倣いフライス盤の普及が発展の契機になり，そ

の業者数は！970年代半ばまで急速に拡大した。

1970年代における業者数の増大は，おもに地区内

の業者からの独立による創業によってもたらされ

た。それらの業者の聞には競争的な刺激が働き，

そのことは1980年代に入ってメカトロニクス技術

が円滑に普及する基礎になった。業者の中には，

他社への人材派遣によって新たな技術を獲得した

ものもあり，それらの結果として，1980年代後半

になって，電機・電子関連の金型生産が活発に

なった。一方で，数は少ないが「東京修行一の業

者も，1960年代に操業を開始しており，これらの

業者は当初から近代的経営を行い，資本集約化や

市場の広域化をリードしていた。

　本稿においては，熟練技術に依存する業者の発

生と再生産の機構，および新技術の導入とその影

響という2点に着目して，地方在来工業地域にお

ける金型産業の発展過程について解明してきた。
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今後，同様の視点から，大都市工業地域における

金型産業の発展，さらには金型産業の立地の全国

展開について包括的に検討していく必要がある。

　現地調査に際しましては，地方公共団体および関連諸機関，商工会議所，各企業の皆様方から，温かい

御協力と御助言を賜わりました。また，奥野隆史先生を始めとする筑波大学地球科学系の先生方からは現

地調査と本稿作成にあたり御指導・御鞭捷いただきました。以上記して心より御礼申し上げます。
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