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夢そして
未来へ
Dream following the future

写真でたどる産業ヒストリー

板橋の近代化を担った産業人に出会う旅

はばたく企業家精神
志。
夢。
誇り。
こだわり。
野心。
それぞれの思いを胸に
いたばしの地から
近代化を急ぐ実業の海原に
漕ぎ出した先達たち
引き出しの奥に残された
1 枚の写真と
モノクロームの人びとの表情を介して
都内有数のものづくりの街として
発展を遂げた
産業文化都市いたばしの
東京光学機械（現、㈱トプコン） 本社工場全景（昭和８年）

原風景をたずねる

畦道に続く1 本の煙突。
工場の北側一帯に連なる畑の彼方に大宮市街が見渡せたという。
戦中・戦後と技術開発に明け暮れ、板橋の光学産業を牽引してきた同社創業の地は
のどかな農耕地が広がる「田園」そのものといった風情であった。
近代産業の夜明け前夜の佇まいである。

2

3

門出の日に

真球の達人
初代吉川時蔵社長（前列右

株式会社ナノテックの前身の
横山測量器械製造所（後の
測英舎）
は、大正6年（1917
社員らと新工場落成の記念写真に納まる創業者の横山又太郎氏と
左隣りに立つ横山元宣少年〈現会長〉
（昭和12年）

年）に製図機や測量機を一
貫製造する工場として東京
市 下 谷 区（ 現 在 の 上 野 付
近）
で創業した。

昭和８年頃）

測英舎正門

トックベアリング株式会社の前身の
吉川製作所は、
大正14年
（1925年）
に、
吉川時蔵氏によって設立された。
同社誕生の地は、
現在の墨田区立花
付近の50坪ほどの木造建物だった。
創業当初から、
機器の回転や力を
伝達する技術を磨いてきたが、昭和
8年
（1933年）
に完成した最初のボー
ルベアリング製品は、
当時国内での

関東大震災後に東京市北豊島郡西ヶ原町
（現在

組み立てが始まったばかりのシボレー

の北区西ヶ原）
に移転した合資会社測英舎
（当時）
は、

やフォード車に採用されたという。

昭和12年
（1937年）
に志村清水町
（現在の板橋区泉

本社玄関の社名表示（昭和13年）

町）
の土地約650坪を取得し、
最新鋭のドイツ製自動
目盛機械などを備えた測量機のための一貫生産ライ

同社は昭和13年（1938年）
に板橋区志村町（現在の小豆

ン工場を完成させた。

沢）
に移転。戦時色が強まるなか、軍用機部品の有力供給者

しかし、
その工場は昭和20年
（1945年）
4月の大空
襲で、
西ヶ原工場とともに焼失してしまう。幸い板橋工
場の自動目盛機械は消失を免れ、
工作

となるなど、順調に業績を伸ばした。
下谷時代

一方、国を挙げての敵国語排斥の風潮はいたるところに及

工場風景

んだ。ベアリング事業を基軸とする同社に対し、軍部当局者が

機械などを総出で修理し、
翌年には操業
再開にこぎ着けたという。
終戦直後の物資欠乏の時代、
工場復
活のためには、
ものづくりにかける並々な
らぬ情熱と行動力が必要だった。

携えてきた「帝国航空軸受」への社名変更案が提示されるな
ど、次第に社会全体が戦時の息苦しさを覚えるようになる。

4本ネジの米式
新型トランシット
（昭和12年）
〈経緯儀〉

戦後、社名が復活するまでの一時期は、上の写真のような
洒落たデザインも封印を余儀なくされた。
そんな時代であった。

初代社長・吉川時蔵氏（昭和8年頃）
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真球（真球度）
：寸 分の狂いもない完全な球体のこと。ベアリング用の鋼
球やレンズなどでは極めて高い精度が求められる。
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椎の葉のカーテン

工場建設の槌音が響く
板橋区誕生前の大正時代から昭和初期にかけ

一方、区内には明治初頭から軍需工場が存在して

て、東京圏の拡大に合わせて中山道や川越街道の

いたが、大正14年（1925年）
に志村地区が工業地

拡幅、東武東上線の開通など交通網の整備が進み、

域内甲種特別地区に指定されて以降、化学工場や

川越街道沿いには伸銅産業などの集積が見られた。

危険物取扱工場が次第に集積していった。

カスタムナイフMatrix-AIDAなどの製造・販売を
通じて、国内外のファンから絶大な支持を集めてい
る合資会社武蔵野金属工業所の歴史は、大正3年
（1914年）
に始まった。
板橋区成増で工場を展開した同社には、
当時の建
築行政を窺い知ることができる貴重な資料が残され
ていた。

相田製作所時代の工場正門（板橋区成増

昭和10年代）

「本出願ノ件許可ス」
左の許可証は、昭和10年に相田製作所（現
大和合金株式会社

在の武蔵野金属工業所）
に交付された鍍金工

設立式典（昭和18年）

場新設を許可する警視総監名の証書である。
当時の建築法令である「市街地建築物法」で

昭和16年
（1941年）
に創業者の萩野茂氏によって

は、主務官庁を地方行財政や警察などの国内

設立された富士特殊金属研究所は、
特殊強力合金

行政全般を担う内務省とし、実際の許認可は警

の本格的生産に対応するために、
２年後の昭和18年

察が担当した。東京の場合は警視総監の許可と

（1943年）
に大和合金株式会社に改組。同時に新工

なるが、
申請手続きなどは、所轄の警察署（当時

場を板橋区志村前野町
（現在の前野町）
に開設した。

区内唯一の板橋警察署）
を経由して行われたと
いう。

26

時としては近代的感覚充分で、
その頃工事の監督の
任にあった板橋警察署の署長が来られて、
『 之は緑の
工場だ、
工場というものはこのようにあるべきだ』
と言っ
て大変にほめてくれたのをよく覚えて居ります。
」
（創業者・萩野 茂氏の言葉「合金随想」
より）
6

昭和 年発売の
安全剃刀や爪切り

「周囲に椎の木を沢山に植えましたので緑の葉影
の間から見える白い新しいモルタル塗りの建物は、
当

区内の工場数は昭和8年（1933年）
に186か所

昭和10年2月、相田製作所は鍍金工場新設の

であったが、同15年（1940年）
には1980か所と

申請書を板橋警察署に提出。同年3月に警視総

約10倍に急増した。 （図説「板橋区史」より）

監名で許可証が交付された。
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いたばしモダン

凸版印刷板橋工場の洋風庭園（昭和
板橋工場内の製本ライン（昭和15年頃）

年頃）

15

凸版印刷株式会社三代目社長の井上源之丞氏

板橋工場では、戦後の復興期には紙幣も刷られ

は、
日本の将来の姿と印刷業界の発展性を見据えて、

た。昭和39年（1964年）
の東京オリンピック公式ポス

世界有数の近代的工場の建設に踏み切ったという。

ターが印刷されたのもこの工場であった。

正門近くには洋風庭園を配し、野球場やテニス
コート、
プールなどを備え、
当時としては出色の超モダ

現存の同社工場としては最も古く、
「印刷の板橋」
の歴史とともに歩んだ象徴的な建築物だ。

ンなしつらえであった。

･･･駿河版銅活字 ･･･
駿河版銅活字は、駿府（現在の静岡市）に隠居した徳
川家康が林羅山らに命じて鋳造したとされ、慶長11年
（1606年）から元和2年（1616年）にかけて11万余
字がつくられたという。
この銅活字は家康の没後に火災に遭うが、焼失を
免れたものは、紀伊徳川家の徳川頼倫が明治35年
（1902年）に開設した私設図書館、南葵文庫（なんき
ぶんこ）に引き取られた。
昭和15年（1940年）の同文庫閉鎖に伴い、凸版印
刷の所有となったが、 戦時下の混乱により一時行方が
わからない時期もあった。
詳しい経緯は不明であるが、日本で初めてつくられ
た貴重な銅活字は、この間、板橋工場の倉庫に保管さ
れていた可能性もあるという。
昭和37年（1962年）に重要文化財に指定された駿
河版銅活字は、現在、文京区水道のトッパン小石川ビル
内にある印刷博物館に所蔵されている。

明治33年創業の凸版印刷合資会社
（東京市下谷区二長町）

8

（写真提供：印刷博物館）
昭和13年に竣工した板橋工場（板橋区志村）
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「自前主義」を貫く
明治27年（1894年）、軍楽隊で使われる外来の

にサクソフォンの試作を始め、
日本管楽器時代の取

管楽器を修理するため、柳澤徳太郎氏らにより日本

引先や元社員の協力を得て起業したのが、後に世界

初の管楽器修理工房が立ち上がった。

三大サックスメーカーに数えられることになる柳澤管

昭和12年（1937年）、
日本人の手で管楽器を作る

楽器株式会社である。

ことを目的に建設されたのが、後に柳澤管楽器の創

サクソフォン一筋、金属材料の加工から部品の一

業にもつながっていく日本管楽器株式会社の板橋工

つひとつを自社で製造する職人技は同社に深く息づ

場（板橋区志村、現在の小豆沢）
だった。

き、
日々洗練の作業が続けられている。

戦後工場は閉鎖されてしまうが、同社で技術を習
得した二代目の柳澤孝信氏が、昭和26年（1951年）

板橋区小豆沢は国産西洋楽器発祥の地といって
も過言ではない。

楽器づくりに
いそしむ若者たち

大日本セルロイド東京工場全景
板橋区立郷土資料館図録「板橋と光学」より

昭和10年代半ばの

工場後方に連なるのは荒川崖線と呼ばれる

日本管楽器板橋工場の様子

河川の浸食作用でできた連続した崖地である。
田んぼが広がる低地の工場周辺は、今ではマン
ションやショッピングセンターに様変わりし、近く
セルロイドメーカー8社が合併して大阪で設立さ
れた大日本セルロイド
（現在の株式会社ダイセル）
は、純国産フィルムの研究・開発を急ぐため、昭和3年

には幹線道路の環状8号線や中山道が走る。
工場南側の台地上の小豆沢公園は昭和14年

クラリネットの組み立て

（1939年）
に開園した。

（1928年）に板橋区志村（現在の小豆沢）の東京
工場内に、写真フィルム生地試験工場を開設した。
国産技術確立前の当時、
研究・開発は輸入品の機
械に頼るほかはなく、
手探りの状態が続いたという。
そして、試 験 工 場 設 立 から5 年 後 の 昭 和 8 年
（1933年）、
自前の技術にこだわった研究者の奮闘

工場跡に置かれた「純国産写真
フィルム発祥の地」モニュメント

（板橋区小豆沢三丁目）

石碑は卵が孵化する直前の姿

努力により、
ついに商用可能なフィルム生地の作製に

をイメージしたもので、手前側

成功した。

に「昭和三年五月 純国産写

同社はこれを機に写真フィルム事業を分離。翌年
に新たに設立されたのが、富士写真フイルム
（現在の

側には「昭和五十五年八月建

富士フイルム株式会社）
であった。

立 富士写真フイルム株式会
社 ダイセル化学工業株式会

フィルム生地から完成品まで、一貫して生産したの

社」と、2社の社名が刻まれて

は国内では初めてで、
まさしく板橋の地が純国産写
真フィルム発祥の地となった。
10

サクソフォンの組み立て

真フィルム発祥の地」、側面

写真提供：板橋区観光協会

いる。

漆（蒔絵）で仕上げられたヤナギサワのサクソフォン
【 富山大学学生の手による卒業制作作品・非売品 】
写真提供：管楽器専門誌『パイパーズ』
撮影：岡崎 正人
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レンズと歩む
軍需の後ろ盾を得て板橋区内には多くの光学系
企業が進出し、双眼鏡などを生産した。
戦前・戦中・戦後と時代の移り変わりのなかで、企
業はそれぞれの道を見出していった。
あるものはカメラづくりや画像にこだわり、
あるもの
は培った光学技術を武器に測量機・医療機器へとい
うように･･･。
前野町時代の旭光学本社・工場（昭和40年代）

アサヒフレックスⅠ
（昭和27年製品）

国産第1号の35ミリ判一眼レフカメラ。日本のカ
メラ産業の躍進は、ここから始まったともいえる
エポックメーキング的な存在である。

東京光学機械屋上 出征する従業員の武運長久を願って（昭和15年頃）

東京光学機械（現在の株式会社トプコン）
は、陸軍省の要請を受

プリモフレックス
（昭和25年製品）

け、昭和７年（1932年）
に京橋区銀座（当時）
で創業。翌年には、板
橋区志村本蓮沼町に本社・工場を移転した。
戦前は、陸軍省関連の測量機や双眼鏡、照準器などの光学兵器
の製造が主力であった。戦後は民生用光学機器メーカーとして再出

レンズ研磨工程（昭和40年代）

発し、二眼レフカメラ「プリモフレックス」や世界初のTTL開放測光
方式を採用した一眼レフカメラ「REスーパー」を送り出した。

旭光学工業合資会社（現在のリコーイメージング

その後35ミリカメラ事業は終了するが、測量機器事業や眼底カメ

株式会社）
は、大正８年（1919年）、眼鏡用レンズなど

ラなどの医療機器分野では圧倒的なシェアを獲得するようになる。

のメーカーとして東京・大塚で創業した。

近年では、培った計測・センシング技術を活用した農業や土木工事

その後、東武東上線大山駅近くに一般カメラ用レ

の自動化・
ＩＴ化を戦略的に推進している。

ンズの工場を取得。後に本社・工場を前野町に開
設した。
一眼レフカメラのパイオニアとして多くのファンを
獲得。今なお同社カメラの「PENTAX」ブランドは
根強い人気を誇っている。

ポケットの中の宝物
双眼鏡やカメラなどの核心部品として欠かせないプ
リズムは、高い精度が求められる。そのため不適品は

PENTAX K-1

（平成28年製品）

35ミリフィルムサイズと同等の大型イメー
ジセンサーを採用し、往年のKマウントレ
ンズが使用できるペンタックス初の35ミ
カメラ組立工程（昭和40年代）
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リフルサイズデジタル一眼レフカメラ。

町工場の庭先などに捨てられることもあった。
これを近所の小学生が拾ってはポケットに仕舞い込
む。原理はわからなくても、覗き見たときの驚きは感動
的だった。この小さな宝物を学校に持ち寄っては、休み
時間に友だち同士で比べ合う。
“光学のまち板橋”ならではの光景だった。

プリモフレックス生産ライン（昭和30年頃）
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こだわりの「食」で輝く
板橋区仲宿に店を構える鳥新商店（現在の株

黒豆の老舗“味の菊一”
として

式会社鳥新）
は、今から120年あまり前の明治28年

知られる菊池食品
（菊池食品工業

（1895年）
に、初代磯田新助氏によって、鶏肉鶏卵

株式会社）
は、
初代菊池足真彦氏

問屋として創業した。

によって、
大正３年
（1914年）
に三

鳥専門の老舗店として随一の地位を確立した「鳥

河島
（現在の荒川区）
で創業した。

新」の名は、料理人が腕を競い合うテレビ番組「料理

食糧事情が悪いなか、
子どもた

の鉄人」の食材提供者として、
エンドロールの中に見

ちに手軽に栄養をとってもらおう

ることができた。

と、
良質なタンパク質を含む珍味
「のしするめ」を考案。
「日本橋焼
いか」の名で製造発売したのが始
まりという。
事業拡張のため、
翌年には板橋
町
（現在の大山東町）
に本社・工場

板橋町に移転直後の菊池食品工業本社・工場

を移転し、
この地から新たな事業
のスタートをきった。
日本橋焼いかの名は、
日本橋界

竹かごに入れられたニワトリ
（昭和20年）

隈の老舗デパートで取り扱われた
ことが由来という。

鳥新の作業場には、関東一円から仕入れて
きた生きたニワトリがいた。
農家から買い付けた“新鮮”なニワトリをさ
ばき、問屋や料亭などに卸したのが始まりと
いう。

機械化された工場内の様子（昭和30年代）

昭和初期生まれ
の キャラクター
「おつまさん」

東京タワーが竣工した昭和33年（1958年）。同
じ頃に撮影された右の写真に写る卵の値段は1個
12円。大卒初任給が約13,000円、かけそばが約
30円だった当時、卵の値段は相対的に高額であ
り、主役級の扱いを受ける食材の一つだった。
半世紀を経た現在、物価は約15倍になったもの
の、一般的な卵の店頭価格は当時の2倍程度にと
どまっている。
長期に渡って価格の変動が少ないことから「物
価の優等生」といわれる所以だ。
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店舗前で微笑む四代目（中央）
とその母・妹
（昭和33年頃）

15

ミクロの世界を拓く

オリエンタル酵母工業東京工場（昭和5年）
北豊島郡志村（現在の板橋区小豆沢） 手前は中山道

固形飼料の製造風景（昭和27年頃）

オリエンタル酵母工業株式会社は、昭和4年

ライダー姿も爽やかに（昭和５年頃）

（1929年）
に発足。
水質の良い豊富な水ときれいな空気、都心
への距離や当地が甲種特別地区であったこ

パンづくりに不可欠な酵母の一種イーストは、米粒の

となどの条件に加え、荒川の水害を避ける

800分の1ほどの大きさ（3〜10ミクロン ※1ミクロンは

ために、武蔵野台地の端に位置する現在地
に工場が建設された。

1000分の1ミリ）のため、肉眼では見ることができない。

在の板橋区清水町から荒川流域沿岸までの志村地

イーストは、周囲の酸素が不足すると増殖をやめ、糖を

区一帯が「工業地域内甲種特別地区」に指定され

アルコールと炭酸ガスに分解して生命を維持する。この

た。
この地区指定によって、一帯では火薬などの危険

活動がパン生地中での発酵作用にあたり、パンをふくらま

物取扱工場や化学工場を建設できるようになり、大

せる。
自然界に存在するイーストのうち、最もパンづくりに適し
た良質なイーストを種菌とし、この種菌を試験管などで培

河岸川や荒川などの水運、
石神井川ほか小規模河川
を利用した水利、
豊富な地下水、
都心へのアクセスの

が水分であり、生産工程では多くの水が必要とされる。
酵母の研究を長年続けている同社であるが、一時期、
大麦のでんぷんを糖化し、発酵させることで始まるウィス
キーづくりを手掛けたこともあったという。

は、実際にパンを焼き、風味などのチェック
を通じて、
イースト製品の品質向上につなげ
ていた。

（昭和14年）

この一帯は、
当時未開発の広大な土地が残り、新

養し、一定の時間が経過した後、さらに培養タンクに移し
左の写真は、昭和15年頃撮影の創業当時に製造・販売

当時、工場内に置かれた製パン研究室で

規模工場が進出するようになった。

て増やしていく。
されていた製品である。イースト製品の成分は65〜70％

16

大正14年（1925年）2月の内務省告示により、現

良さといった製造業にとっての好条件がそろっていた。
下町に比べ関東大震災の被害が少なかったことも
あって、移転してくる企業も多く、次第に大小の工場
が集積した。
板橋区内に長寿企業が多い理由の一つだ。
17

凛々しく 気高く 美しく
大正12年（1923年）
に浅草で「日賀志屋」として創業した
エスビー食品株式会社は、昭和15年（1940年）
に板橋区志
村清水町（現在の宮本町）
に移転。本社・工場を置く板橋の会
社となった
（現在の本社は中央区日本橋兜町）。
右の写真は昭和25年（1950年）
に建てられ、
「板橋の国会
議事堂」として親しまれたユニークな社屋である。威風堂々と
したその姿からは、
カレー粉の会社を想像することが難しい。
ちなみに
“本物”が竣工したのが昭和11年（1936年）。それ
から10年余りを経た当時、国会議事堂が日本を代表し、かつ
先端をいく建物であったことから、
カレー粉で日本を変えるとい
う気概を込め、議事堂を模した工場が建設されたという。
さて、
この国会議事堂。お馴染みの赤い缶にも隠し味として
描かれているのをご存知だろうか。

現在、板橋スパイスセンターとなっ
ている同センター前通りの公式名
称は「富士見街道」であるが、板橋
区内では同社の歩みと重ね合わ
せ、親しみを込め
“エスビー通り”
と
呼ぶ人が多いという。

赤缶カレー粉

（この建物は現存していません。）
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ものづくりの適地を求めて
株式会社サイトウ製作所は、昭和6年（1931年）

株式会社リネスの原点は、かつて染色

に、金切鋸刃の製造販売業として、初代齋藤留次郎

業者のもとで働いていた初代坂本松之

氏が文京区内で創業した。

助氏が、神田川が流れる高田南町（現

昭和9年（1934年）
に事業拡大で電力の制限を

在の豊島区高田）
で、大正2年（1913

受けたため、板橋区志村（現在の蓮沼町）に本社・

年）
に立ち上げた、繊維くずやボロ布な

工場を移転した。

どの故繊維を手洗いで漂白する「坂本

当時、周囲は野原であったが、十分な水と電力が

晒工場」であった。

確保でき、工場立地としては好条件だったという。工
場の移転によって、焼入れ炉から高温の金属を取り
出して冷却する熱処理が可能となり、同社の主力製
品となる完全国内生産の精密超硬切削工具が生ま
れる条件が整った。

大型脱水機と洗濯機（昭和40年代）

板橋移転直後の工場（昭和15年）

いったん水槽に溜め置いた水は、作業時の
冷却用はもとより、飲み水や洗濯などの生

大型乾燥機（昭和42年）

活用水としても使われた。

水処理装置（昭和50年代）

創業2年後の大正4年（1915年）には、同業他社
に先駆け米国製の工業用洗濯機（ワッシャー）
を導
フライス盤を操作する創業者の齋藤留次郎氏
（昭和20年頃）

入、漂白作業の機械化を進めた。その2年後には陸・
海軍向けに戦車や銃口などの汚れを拭き取るための
晒ウエス
（工業用油布・雑巾）
の製造を始め、製品の
輸出も行うようになったという。
事業拡大に伴い昭和7年（1932年）
には、豊富な
水と土地を求めて、板橋区舟渡に本社工場を移転。
翌年に法人化し合資会社志村橋晒工場と称した。

故繊維の材質確認をする現社長の坂本大太郎氏
（写真左 昭和42年）

近代工業の発展とともに業績を伸ばしていった同
社であるが、昭和15年（1940年）
には陸・海軍から
ATOM印の超硬ドリル
電動工具グラインダー（昭和29年頃）

20

全国唯一の銃口拭布工場に指定されるなど、
当時は

創業以来、一貫して繊維資源の再利用の分野で

同社のウエス事業でさえも軍需の一端を担う役割を

事業を展開する同社の姿は、
まさに「リユース事業」

課せられていた。

の先駆けといえる。
21

エンジン音を轟かせ
船外機などのマリン事業と消防ポンプをは
じめとした防災事業を二本柱とするトーハ
ツ株式会社（本社・板橋区小豆沢）。
その源流をたどると、創業者の高田益三
氏が大正11年（1922年）に東京市京橋
区（現在の中央区銀座）で創業したタカタ
モーター研究所にたどり着く。

東京工場の正門（東京発動機時代

昭和15年頃）

高田益三氏は名古屋高等工業機械科（現、名古屋工
業大学）
を卒業後、発電所、
ガス会社などを経て、大正10
年（1921年）
に鳥羽造船所に移り「飛行機グループ」を
組織。航空エンジンや小型乗用車の設計など、
当時の最
先端技術の研究・試作に取り組んだ。
しかし不況により倒
タカタモーター研究所（創業当時）

産したため、同僚3人を連れて上京する。28歳であった。

研究開発型企業の先駆けともいえるタ
カタモーター研究所は、
発動機付揚水ポ
ンプを手はじめに、
鉄道軌道用の純国産
モーターバイクテストコース（現在の板橋区志村三丁目付近

モーターカーや軍の指示による野戦用の

昭和31年頃）

発電機を製造するなど、一貫して小型ガ
ソリンエンジンを搭載した機器を開発。

陸上競技のトラックと同じ1周約400mのバイ

珍しい前置きエンジン、前輪

ク用テストコースが板橋区志村にあった。

駆動方式のモーターバイク

トーハツの専用コースで磨きをかけた数々の

パピーTRD40型
（昭和23年）

名車は、第二次世界大戦後に多くの企業がバイ
クづくりに参入するなかで、
ファンの熱烈な支持
を得た。
また、
オートレース用バイクでも圧倒的な
強さを見せ、各地の公営レース場で大きな存在
感を示していたという。

ベストセラー
バイクPK-55型
（昭和30年）

昭和12年
（1937年）
に現在地に東京
工場を新設、
2年後には社名を東京発動
機株式会社に改称した。
昭和15年
（1940年）
には陸・海軍の協
力管理工場に指定され、
我が国唯一の小
型ガソリンエンジンの軍需工場として製品
を順次開発生産し、大躍進したという。
戦後は、
当時の国鉄向け軌道用モーターカー、
漁船用石油発動

昭和30年発売の「PK-55型」はベストセラーとなり、
東京発動機は国産バイクのトップ企業へと躍進した。

22

機、
汎用動力エンジン、
揚水ポンプ、
可搬消防ポンプなどを生産。
昭和22年
（1947年）
からはモーターバイクの生産を開始、昭和
31年
（1956年）
には、
我が国初の船外機の生産販売を開始した。
23

伸銅から
“ガルバ”へ
〝灼熱〟 溶けた銅を取り出す

伸銅の時代

光学や印刷産業と同様に、板橋の産業史を振り返

きな役割を果たした。
第二次世界大戦終結後は戦後の需要増に応じて

るときに忘れてならないのが伸銅業だ。
江戸中期に水車を利用して発展した膝折（現在の
埼玉県朝霞市付近）の伸銅業が、近代化を図ってい
く過程で川越街道に沿って伝わり、板橋の伝統的地

さらに発展し、昭和25年頃には区内の伸銅業は全
国一の生産量を誇ったという。
しかし、その後は材料素材の多様化や大手の台
頭、工場周囲の宅地化などにより勢いを削がれてしま

場産業として根付いていった。
近代化とともに多様な産業が発展していくなかで、
銅の一次加工業である伸銅業は、他産業を支える大

う。そのため、伸銅企業の多くは独自の企業戦略のも
とに、新たな道を歩み始めた。

伸銅工業所工場全景（昭和
年）

37

株式会社タニタハウジングウェア
（本社・板橋区東坂下）の前身の株
溶解銅で充たされた釜にリンを入れ、
撹拌してリン

式会社伸銅工業所は、谷田製作所（現在の㈱タニタ）が手掛けるシガ

脱酸銅（銅99.9％）
にする

レット・ケースをはじめとした原料供給会社として、谷田製作所社長の

（昭和26～27年）

谷田五八士氏によって昭和22年（1947年）
に創設。板橋区志村長後町
安全靴のない時代
草履履きで伸銅製品の矯正仕上げ

（現在の東坂下）
で操業を開始した。
最新鋭の四段圧延機の導入や若年層の積極的な採用により、
高品質
の銅製品を供給する伸銅産業の一翼を担う企業へと成長していった。

赤銅色が鮮やかな伸銅製品

昭和45年（1970年）
に銅製雨といの製造販売を開始。この
ことを契機に産業用銅原料を供給する立場から、雨といや屋根
和風・欧風・
ビル 用など

圧延機とロール状の銅板

用途に合わ
せた雨とい
を製造販売

24

材、壁材などの加工品を製造・販売する企業へと転換を進めて
いった。
平成8年（1996年）
には、防食性や経済性に優れるガルバリウ
ム鋼板（アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 略称＝ガルバ）
を屋
根材に導入、
その後もステンレスやアルミニウムの雨といやガル

写真はいずれも伸銅工業所時代

バの壁材を順次商品化するなど、
「雨のみちをデザインする」金

の作業風景

属外装メーカーとして進化を続けている。
25

合金の世界を深耕
昭和16年（1941年）
に創業した富士特殊金属
高品質めっき条などの製造

研究所（現在の大和合金株式会社）
は、
自社開

販売を主力とする株式会社

発の結晶微細化強力合金（YGブロンズ）
の生産

シルベニアの前身、成増伸

を開始。高性能が認められ、
自動車、航空機、魚

銅所は、終戦からわずか半

雷などの重要機械部品用特殊材料として採用

年後の昭和21年（1946年）

され、事業は順調に拡大。増産体制を築く必要

2月に、関連企業から分離独

に迫られた。

立する形で誕生した。
大和合金の銅合金鋳造風景（昭和30年代）

特殊合金の本格的生産に対応するため、
創業2年

伸銅所に明かりが点る
（昭和20〜30年頃）

後の昭和18年
（1943年）
には大和合金株式会社に
改組。
同時に新工場を板橋区志村前野町
（現在の前
野町）
に開設した。
創業者の萩野茂氏は、
東京鋼材
（現在の三菱製鋼

戦後まもなく設立された成増伸銅所であるが、
もの

株式会社）
在職当時、
微細化合金などの研究・試作を

づくりの歴史は古く、昭和7年（1932年）
に時計の側

担当、
工業的生産技術を完成させた。以後60年にわ

（ムーブメントを収める部分）の材料となる黄銅条な

たり合金の研究開発に携わり、
豊富な経験と特殊合

どを製造する伸銅工場に行き着く。

金への深い造詣により業界内の信頼を得ていった。

後に日野重工業（現在の日野自動車株式会社）傘

現在、
前野町には工場機能を残していないが、
板橋

下となるこの工場では、
リン青銅の製造販売のほか、

区に軸足を置く特殊銅合金のスペシャリスト企業とし

トラックや戦車の計器類の製造も行った。

て躍進を続けている。

シルベニアの当時の社屋（昭和20年代）

右の写真は、動物や野菜、キャラクター

成増伸銅所設立後は、
合金の特性を生かしたテレ

などをモチーフにした「おもしろ消しゴム」

ビチャンネルの接点材料などを供給。技術の変化と

を製造・販売する株式会社イワコー（埼玉
県八潮市）で使われている金型である。

ともに、
スマートフォンやゲーム機、
デジタルカメラなど

可愛らしいデザインを忠実に再現した製

の電子機器の接点材料へと変わっていくが、
一貫して

品は、大和合金の精密鋳造金型から次々

「接点」にこだわり、
得意のめっき技術と圧延技術の

に生み出される。

融合により、
銀めっき圧延条などを開発している。

高品質の特殊銅合金で航空産業に参入
した大和合金の製品は、ふだん目にする玩
具やOA機器などの小さな製品づくりの裏

戦後まもない頃の作業風景
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作業風景（昭和40年代）

方としても欠かせないものになっている。

写真提供： ㈱ イワコー
（金型とライオンの消しゴム）
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工場のとなりが学び舎だった
東京光学機械（現、㈱トプコン）が設立した「私
立東京光學青年學校」は、昭和14年（1939年）
４月に開校した。
当時の教科書や校章の刺繍が施された青紫
色の校旗は、そのままの形で社内に保存されて
いた。

義務教育を終えた若者は地方から東京を目指した
親元を離れ 見知らぬまち板橋で 仲間とともに働きながら学んだ
当時の義務教育期間である尋常小学校を卒業したばかりの若者が全国から青年学校に集った。寄宿舎に入
り工場に勤めながら学校に通うために。生徒には、出席時間に応じて手当ても支給されたという。
青年学校は、戦時体制下にあって貴重な働き手となった青少年の学力や技能の向上、心身の鍛錬を図るこ
とが目的とされた。
株式会社尾崎製作所

板橋工場（熊野町

昭和18年）

株式会社尾崎製作所は、大正5年（1916年）

青年学校に学ぶ

東京光學青年學校には、
「東京光學体操」と名付けられた独自の体操があった。姿勢の矯正や健康管理を
目的に考案されたという。
「対空観測運動」は、指先で望遠鏡ののぞき窓を作り、猫背を矯正するために空を
グウっと見上げた。光学工場らしい胸を張る運動だった。

の創業。以来一貫して各種精密測定器の製
造・販売を行う。高精度、高品質製品を追求した
「PEACOCK」ブランドは、ダイヤルゲージの

青年学校は、
当時義務教育とされていた尋常小学

代名詞としてユーザーに浸透している。

校（昭和16年からは国民学校初等科）
を卒業後、上

上の写真は青年学校前に集合した生徒たち。写

級学校に進学せずに労働に従事した青少年の教育

真中央の看板に「尾崎製作所青年學校」の文

を担うために設置された。

字が見える。

年若くして会社などに勤務し、勉学の機会が塞が

文 部 科 学 省の資 料によれば 、
青年学校には、
「修身」
「公民科」
「家事」
「裁縫科」
「体操科」
「 職 業 科 」などの 授 業 科目が
あったという。

れていた若者の成長は、青年学校での学びに託され
ていた。
昭和10年（1935年）公布の青年学校令に基づ
き、
公・私立の学校が設置され、
ピーク時の昭和17年
（1942年）の学校数は全国で約2万校、翌年には約
300万人の在籍生徒を数えたという。
都市部での生徒受け入れに大きな役割を果たした
のは、工場や事業所を持つ民間企業だった。
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（写真提供：㈱トプコン）

（3枚の写真はいずれも㈱トプコン提供）
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学舎から工場へ 学徒勤労動員

吉川製作所（現在のトックベアリング株式会社）
の吉川時蔵社長を校長とする「私立吉川工業

大戦末期には内地の労働力不足を補うために、
中

青年學校」は、昭和13年（1938年）
の創立。

昭和37年に公開された小林旭主演の日活映画

昭和20年当時、
中央
等学校以上の学徒に軍需関連工場をはじめ、
衣料・ 「惜別の歌」の同名の原曲は、

私立としては板橋区内で2番目の設置だったという。

食料などの工場での労働が課せられた。
いわゆる学

大学予科学生だった藤江英輔が、
学徒出陣で戦地に

徒勤労動員である。

赴く学友への惜別の思いを込め作曲したものという。

昭和19年に学徒の通年動員が閣議決定される

開校直後の教室は従業員食堂の一隅だった。食卓

この曲を作った藤江自身、
勤労動員として東京第

はそのまま教卓となり、壁には小さな黒板が一つ。生

（板橋区加賀）
に配属さ
と、
旧制中学や女学校の授業は休止に追い込まれ、 二陸軍造兵廠板橋製造所

徒たちは味噌汁の香りをかぎながら勉学に勤しんだ。

学徒らは学びの場を離れて各地の動員先で共同生

6人の生徒から始まった青年学校は、終戦時には
200人ほどの大所帯になっていた。

青年学校玄関前

前列中央は吉川時蔵校長
（昭和13年）

れていたと伝えられている。

活を送ったという。

吉川工業青年学校の学校活動には、
三つの特色があった。
「空飛ぶ少年工」の見出しが踊る
読売新聞の記事（昭和 年）
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その一つが全国的に注目されたグラ
イダー部の活動だ。昭和15年（1940
年）、
当時の社会情勢を受け航空思想の
普及が急がれたなかで、いち早くグライ
ダー部を創設し飛行訓練を行った。戸田
橋滑空場で行われた部の発会式には、1
万人もの群集が押し寄せたという。

前野町付近の土地を借りて作物を作った

心身の鍛錬も怠りなかった。
目的地までひたすら歩き続ける「強歩」だけでなく、登山や

軍用機の青焼き図面集
（安達光機㈱提供）

行列の理由は不明であるが、日の丸を手に坂道を下る人たち
（トックベアリング㈱提供）

郷土訪問を加えるなど工夫した。体力づくりと郷土の知識を深
めるとの教育方針のもと、向島にあった工場にも足を運んだ。
残りの一つが農園の運営だ。
見次公園（板橋区前野町）近くに畑を借り、農作業を正式な
課外授業とした。生徒たちは学校から農場に出掛けては麦や
野菜を作った。心身の鍛錬と食料確保の一石二鳥の取り組み
だった。
青年学校は「学問」を教えるだけでなく、生徒の生活や人間
形成全般にかかわった。一方で戦時下の企業にとっては、貴
重な働き手でもあった。
教員及び本科生徒が向島・吾妻町の工場を訪問
（昭和16年）
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ここから巣立った若者は、
ある者は工場を支え、
ある者は戦
後の復興に活躍の場を見出していった。

その頃、
板橋区志村前野町
（現在の前野
町）
の大和合金㈱には都立五中
（現在の小
石川中学・高等学校）
の生徒が動員された。
同社では、
16歳前後の少年たちを家族同
様に迎え入れ温かく見守った。
思いがけず生まれることになった経営者・従
業員と生徒の心の交流は、
戦後になっても途
切れることなく続き、
当時を懐かしむ50歳を超
えた同窓会メンバーが、
同社の三芳工場
（埼
玉県）
まで見学に訪れたこともあったという。
（大和合金㈱提供）
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消えた巨像
櫻井鍛冶鋳物工場
（現在の有限会
社櫻井美術鋳造）
は、
初代櫻井賢一郎
氏が大正4年
（1915年）
に美術工芸品
の専門鋳物工場として創業した。
ものづくりと芸術性を兼ね備えた作風
は、
現在の三代目社長である櫻井淳一
氏まで脈々と受け継がれた。
当時の主な作品には、渋沢栄一像
（養育院）
、三笠宮様青年像、陸軍省・
海軍省発注の記念品、宮崎県八紘宇
宙平和記念塔の青銅扉など数多い。
戦後においては、
新最高裁判所のド
アー引き手、
日本レコード大賞のブロン
ズ像なども櫻井美術鋳造が手掛けたも
のという。

銅像の行方

近代日本の黎明期に数々の事業を立ち上げ、東京商法会
議所
（東京商工会議所の前身）
初代会頭を務めるなど、語りつ
くせない功績から日本資本主義の父ともいわれる渋沢栄一。
渋沢は、明治5年（1872年）設立の「養育院」
（現在の東
京都健康長寿医療センター、板橋区栄町）
の運営に明治7年
（1874年）
からかかわり、東京市営となった明治23年（1890
年）
から約50年間にわたり院長を務めた。
下の像は、大正14年（1925年）、時の東京市長らが発起人
となり、600余名の寄付を募り敷地内に建てられた座像であ
る。同年11月に行われた除幕式には本人も出席した。埼玉県
深谷市の渋沢栄一記念館には、銅像を背に謝辞を述べる本
人の写真が残されている。
櫻井美術鋳造制作の座像の原型は、帝展や文展の審査員
を務めた彫刻家・小倉右一郎の作とされ、高さ16尺（4.8m）、
方20尺（6m）
の花崗岩の台座に、高さ10尺（3m）、重量480
貫（1.8トン）
の青銅づくりの像が据えられた。

明 治 以 降 、戦 国 武 将や政 治
家、実業家などの銅像づくりが盛
んに行われた。
立像の中には大人の身長の2
倍を超えるような巨大なものが制
作され、街角や公園などに設置さ
れたという。
しかし、第二次世界大戦下に
あって、武器製造に必要な金属が
不足するに伴い、金属類回収令
が発令されることとなる。
工房にそそり立つ氏名不詳の銅像
ご子息らとともに写真に納まる創業者の櫻井賢一郎氏（右端）
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昭和18年（1943年）
に出された、政府の特殊回収

上の写真は櫻井鍛冶鋳物工場（現在の板橋区前

銅物件審査委員会の答申によれば、銅製レリーフや

野町）
の工房で昭和初期に撮影された巨大な立像で

仏像などを含め、調査対象約9,240件のうち存置と

あるが、制作時の記録がなく詳細は不明のままとい

されたのは僅かに約280件、実に97％の作品が供出

う。創業者らに囲まれ正面を見据える像のモデルは

候補とされたという。

誰なのだろうか。

渋沢栄一座像前に並ぶ看護学第30回・産婆学第20回卒業生（昭和14年）
東京都健康長寿医療センター提供
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「変化」をカタチに
大正12年（1923年）、創業者の名を冠した谷田賀良
倶（たにだかろく）商店を東京市下谷区（現在の台東
区）
で創業。シガレット・ケースや貴金属宝飾品の製
造販売、時計側の製造を家業とした。
昭和19年（1944年）
には、谷田賀良倶商店を引き継
いだ谷田五八士（たにだいわじ）氏が、谷田無線電機
製作所を設立、板橋区志村前野町（現在の前野町）
で通信機部品などを製造した。

品質検査工程（昭和30年代）

電熱器の組立（昭和30年代）
トースターを量産化（昭和28年）

谷田賀良倶商店前で社員・家族らと写真に納まる創業者の谷田賀良倶氏
（前列中央 右隣は谷田五八士氏 昭和18年正月）

家庭用電気器具の生産で成長を遂げるが、当時
は、
そのほとんどが、大手電機メーカーに製品を供給
するOEM生産だったという。
真 鍮 製 のシ ガレット・
ケース
谷田製作所時代の
主力商品（昭和21年）

株式会社タニタの第一歩は金属加工品の製造か
ら始まった。
宝飾品などの金属加工を経て、戦後、家庭用電気
器具などを製造するメーカーへと転進していく。
しか
し、
当時はまだ「タニタ」ブランドが前面に出ることは
なかった。

今では健康機器のトップメーカーとなり、食堂など
ヘルスメーター1号機
（昭和34年）

本社内の博物館には、同社が製造してきた「モノ」
がずらりと並ぶ。そして今、同社が提供するサービス
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大台突破の手書き文字
が踊る。ヘルスメーター
が躍進の原点だった。

は「タニタ食堂」の展開に代表されるように、
「健康」
をキーワードにした「コト」づくりへと変化した。
決して立ち止まらない同社は、すでに変化の先を
見据えているに違いない。

転機はハカリ製造許可証を取得し、昭和34年
（1959年）
に生産を始めたヘルスメーターだ。

のサービス事業も展開している。

ご注意：タニタ博物館の見学は事前の予約が必要です。

カウンセリングルームを併設した
丸の内タニタ食堂
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社員は宝
昭和20年（1945年）の終戦を機に、企業や勤労者は「統
制」という名の不自由さから解放された。軍部を中心にし
た絶対的な権力が消え去り、
自由と民主主義を謳歌する
社会へと変貌していく。
一方で戦争が歪めた価値観や社会制度が変わりゆくな
かで、少なからず混乱も見られるようになる。そうした時代
に中小企業の多くは、従業員との信頼の回復や強化に取

木村工作所（現、㈱デンテック）の寮のホールで卓球を楽しむ
（昭和43年）

り組んだ。
職場や寮に息抜きの場を用意し、
スポーツや娯楽を会社ぐ
るみで楽しんだ。家族的な雰囲気と一体感がある職場は、

木村工作所本社食堂（昭和43年）

こうして育まれていった。
㈱ライト製作所の社員運動会
（昭和30年代）

株式会社ライト製作所（板橋区前野町）で
㈱尾崎製作所の軟式野球部
（昭和30年代）

は、早くから人材確保に取り組んだ。当時、高卒
の従業員を確保するために、九州から東北まで
まわり、採用活動を行っていたという。また、採
用後の従業員の定着を図るため、
いち早く専用

トックベアリング㈱は吉川産 業 時 代の昭 和 45年

の通勤バスを導入し、社員寮や託児所の整備

（1970年）
に、敷地の一角にTOK保育園を開設し

を行うなど、従業員が安心して働ける環境づく
りを積極的に進めた。

球技大会（昭和30年代）

た。企業内保育園が今ほど注目されていない時代
に、他に先駆けて従業員向け保育園を整備した。
保育園のおかげでパート従業員などが安心して働け
るようになったが、徐々に子どもの数が少なくなり、開
設から11年後の昭和56年にその幕を閉じた。

TOK保育園のおやつの時間

･･･待機児童の解消に一役 ･･･
小さな子どもを育てながら働く社員が、仕事と家庭を両立し、安
心して働き続けられる職場環境を整えようと、平成27年4月、エス
ビー食品㈱の事業所内保育所「バジリッコ保育園」が板橋スパイス
センター（宮本町）内にオープンした。
通勤用バス（昭和34年）
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工場前に全員集合！
（昭和30年代）

エスビー食品事業所内保育所
「バジリッコ保育園」

平成28年8月からは、板橋区の待機児童解消の取り組みに協力
し、同園の定員の一部が地域に開放された。
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精緻を究める
大正12年（1923年）
に、青木了氏が高田
馬場で創業した金属加工工場が株式会社
青木メタル
（板橋区西台）
の原点だ。
青木氏は記章や制服などの金属ボタンの
製造を手掛ける傍ら、品質向上を目指し金
属接合材
（はんだ）
の研究にも励んだという。
はんだの研究は意外なところで実を結
ぶ。昭和5年（1930年）
に発明した特殊はん

木村兼次郎氏作
のかんざし

だ「プラスタン」は、水道管などの鉛管の接
合に画期的な工法をもたらした。施工法を
解説した「特許プラスタン鉛管接合法」など

歯科用インプラントの手術用ドリルで圧倒的なシェ

の書籍も出版し、その革新的な工法は、次

アを誇る株式会社デンテック
（板橋区清水町）の原

第に全国の水道事業へと広がっていった。

本社・工場全景（板橋区成増

点は、明治40年（1907年）
に東京府北豊島郡下谷

昭和30年代後半）

谷中村（現在の台東区谷中）
で創業した木村工作所
一方、創業時から携わる工芸分野でも腕を磨い

にあった。

た。昭和13年（1938年）
に造幣局の協力工場に指

木村工作所は、かんざし職人として腕を磨いた創

定されると、
より精緻な技術が求められる褒章や勲章

業者の木村兼次郎氏が立ち上げたもので、米国から

などの部品製造も請け負った。

木村工作所創業者の木村兼次郎氏

以来、培われてきた七宝などの技能は若い社員へ
と継承され、伝統工芸を通じた文化の継承に貢献し
ている。

の輸入品に替わって、
日本で初めて歯科用バーやドリ
ルを製造した。
創業当時、歯科医療器具用の工具などはなく、か
んざし職人として使い込んだヤスリやタガメを駆使し

創業直後から異なる分野で業績を伸ばした同社

て作製したという。

であるが、創業者の青木了氏が確立した二つの事業
は、現在に至るまでみごとに受け継がれている。

「正倉院宝物 黄金瑠璃鈿背十二稜鏡文鎮」
銅素材。
プレス成型、
七宝加工・研磨後、
各々金
メッキ・銀メッキ仕上げを施した逸品。
（昭和40年代後半）
幻の「モスクワ五輪公式記念メダル」
日本選手団の不参加決定を受け、
記念メダルの
販売も中止された。
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（昭和55年）

戦後すぐに池袋から板橋区本町に移転したが、石神井川の水害を避けるため、昭和30年に現在地の清水町に移転した。
昭和40年7月頃の工場内の様子

39

15坪からの旅立ち

博士が通った研究室
明治時代後期に建てられた東京第二陸軍造兵廠

板橋区蓮沼町に研究開発拠点を置く

板橋製造所の建物の一部は、激しい戦火を奇跡的に

歯科医療の総合メーカー、株式会社

くぐり抜け生き残った。

ジーシー
（本社・文京区本郷）
は、大正

終戦によって役割を終えた施設には、現代物理学

10年（1921年）
に池袋に「ヂーシー

の父と呼ばれる仁科芳雄研究室の宇宙線研究グ

化学研究所」を設立、歯科材料のリン

ループが、疎開先の金沢から移転してきた
（写真右

酸亜鉛セメントの研究に着手した。

の建物）。
昭和21年（1946年）
に理化学研究所所長となっ
た仁科博士の宇宙線研究室には、後にノーベル物理

共同創業者の3人は、東京帝国大学の

学賞を受賞する朝永振一郎博士らがいたが、
日本人

工学科応用化学科を卒業したエリート化

として初めて同賞を受賞した湯川秀樹博士も、研究

学者であった。

のために頻繁に訪れていたという。

理化学研究所板橋分所（加賀一丁目）

彼ら3人は最高学府に学んだ誇りを胸
に、わずか15坪の研究所を立ち上げる。そ
こには若い創業者たちが思い描いた壮大
な夢や理想が込められていた。
研究者から企業家へと転身した姿には、
ゆるぎない自信と決意がにじみ出る。
まさに研究開発型ベンチャーの先駆けと
いえよう。
3人の共同創業者 右から水野徳右衛門氏、
圓城芳之助氏、中尾清氏（昭和15年）

標準中間子宇宙線計

＜その後の研究室＞
理化学研究所板橋分所では、宇宙線のほかにも
様々な研究が行われた。昭和24年（1949年）
には磁

ヂーシー社（当時）の板橋本社・工場全景
（昭和13年竣工）

気切符の裏面に使われているフェライトなどの研究
を行った武井研究室、昭和36年（1961年）
には湯川
博士を主任研究員に迎えた理論物理研究室が置か
れた。

･･･近代化遺産へ ･･･
板橋分所は平成27年３月に歴史の幕を閉じた。板橋
区は板橋分所跡のほか、閉鎖された野口研究所跡を含
め、明治以降の産業の歩みを表す「近代化遺産」として
保存・整備する方針を打ち出している。
将来的には国の史跡指定を受け、周辺一帯を史跡公
園として整備する考えだ。

当時の研究室
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（株）本間製作所

日本琺瑯釉薬（株）

関東混合機工業（株）

（株）
ダイトク

昭和40年代

ホンママルチチャック

創業者
小島 捨一氏

昭和30年代
第一工場溶解炉

創業者
本間 義太郎氏

昭和42年
社内報創刊号

昭和22年
国産初ケーキ用ミキサー

鏡板の溶接

水圧試験

（株）松崎マトリクステクノ

ヒストリー 〜夢を紡いで〜

それぞれの

丸織機

昭和29年
自動織機の製造

（株）藤村工業

安達光機（株）

パック
手動包装機

昭和39年
社屋前にて
現社長と母親
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勝間光学機械（株）

昭和40年代
8mm映写機用
レンズユニットの製作
360度写るレンズ

（有）アーウ精機製作所

創業（昭和28年）当時の
機械が現役で活躍中

7倍50mmの双眼鏡
6倍30mmの双眼鏡
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ノスタルジックな原風景
〜モノクロームの時代〜
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45

第1回開会式

第3回開会式

工業展（昭和

46

35

年）

優良機械工具展（昭和43年）
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■ 取材・写真提供協力
（50音順）
有限会社アーウ精機製作所
株式会社青木メタル
安達光機株式会社
エスビー食品株式会社
株式会社尾崎製作所
オリエンタル酵母工業株式会社
勝間光学機械株式会社
関東混合機工業株式会社
菊池食品工業株式会社
株式会社サイトウ製作所
有限会社櫻井美術鋳造
株式会社ジーシー
株式会社シルベニア
株式会社ダイセル
株式会社ダイトク
株式会社タニタ
株式会社タニタハウジングウェア
株式会社デンテック

トーハツ株式会社
トックベアリング株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社トプコン
株式会社鳥新
株式会社ナノテック
日本琺瑯釉薬株式会社
富士フイルム株式会社
株式会社藤村工業
株式会社本間製作所
株式会社松崎マトリクステクノ
合資会社武蔵野金属工業所
柳澤管楽器株式会社
大和合金株式会社
株式会社ライト製作所
国立研究開発法人理化学研究所
リコーイメージング株式会社
株式会社リネス

各企業の詳しい事業内容などは、各社のホームページをご覧ください。

■ 協力
株式会社イワコー
印刷博物館
株式会社杉原書店／管楽器専門誌『パイパーズ』
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター／養育院・渋沢記念コーナー
東洋大学附属図書館
宮澤フルート製造株式会社
板橋区教育委員会生涯学習課
板橋区立郷土資料館
板橋区公文書館
板橋区観光協会

平成8年に板橋区が実施した、工業集積地域活性化計画検討調査をもとに「いたばし産業見本市」が企画
され、翌年10月に第1回の見本市が開催されました。
昭和30〜40年代の高度経済成長期以降も増加を続けた区内の工場数は、昭和53年をピークに減少に転
じ、次第にその速度を速めていきました。
製造業を覆う様々な向かい風はその後もやむ気配を見せず、板橋の強みである産業集積の綻びに直結しか
ねない状況が生まれてきました。冒頭の調査はそうした背景のなかで実施されたもので、地域経済の活性化の
一助として、区内で事業展開する企業の多様な姿や技術を広く発信するために始まったのが「いたばし産業見
本市」でした。
「産業見本市20回記念」として発行する本誌は、近代産業の草創期や発展期に、企業家として、技術者とし
て、従業員としてチャレンジし、数々の試練に直面しながら事業を成功へと導いていった先人の情熱や先見性
に触れ、区内産業の未来を描くヒントを見つける契機になればとの思いからまとめたものです。
本誌作成にあたり、
ご多忙のなか快く取材や問い合わせにご対応いただいた企業の皆様、貴重な写真をご
提供いただいたすべての皆様に心から感謝申し上げます。
平成28年11月
公益財団法人 板橋区産業振興公社
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