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四脚門の柱間寸法決定方法について
○濱田晋一*
* 会員、名古屋工業大学大学院准教授、hamada.shinichi@niteh.ac.jp

1．はじめに
社寺建築の門については、飛鳥時代に建立された法隆寺中門〔飛鳥時代・奈良〕をはじめ、現存遺
構が数多く確認され、その形式も多様である。中でも、中央 2 本の親柱とその前後 2 本ずつの控柱の計
6 本の柱で構成される四脚門は、遺構数が最も多い （図 1）。また、門についての研究はこれまで、形
式分類や建物ごとの特徴を明らかにしたものはあるものの、それらの設計手法について体系的に取り
扱ったものはない。そこで、本研究では最も遺構数の多い四脚門に注目して、その柱間寸法の決定方
法について分析し考察する。
国宝・重要文化財に指定される門は、13 種類 323 棟で、その内、研究対象となる四脚門は 103 棟とな
る。また、屋根形式は 103 棟中、切妻造が 89 棟、入母屋造が 6 棟、向唐破風造もしくは平唐門が 8 棟
となる。本研究では、修理工事報告書が刊行されているものおよび、修理工事の際に作成される保存
図面が残る 68 棟を対象に分析および考察を進める。
2．柱間寸法の分類
柱間寸法に注目すると、（1）正面・側面ともに 6 尺や 6 尺 5 寸等の、尺もしくは 5 寸単位のきりの
良い寸法、つまり完数となるもの（以下、正面・側面完数）、（2）正面が完数で側面が端数となるも
の（以下、正面完数・側面端数）、（3）正面が端数で側面が完数となるもの（以下、正面端数・側面
完数）、（4）正面・側面ともに端数となるもの(以下正面・側面端数)に分類することができる。
3．柱間寸法の決定方法
上記分類にしたがって、柱間寸法の決定方法について分析する。
1）正面・側面完数
これに分類される遺構は 13 棟確認でき、3 種の決定方法が確認される。1 種目は、常憲院霊廟勅額門
〔宝永 6（1709）・東京〕を例に柱間寸法を検討すると、正面の真々寸法が 13.50 尺、側面が 13.60 尺と
なり、当初の計画では正・側面ともに 13.50 尺で計画されていた可能性が高く、正面・側面の柱間寸法
を一致させている（図 2）。これと同様の計画は楞厳寺山門〔室町中期・茨城〕でも確認できる。
2 種目は、瑞巌寺中門〔慶長 14 年（1609）頃・宮城〕を例に柱間寸法を検討すると、正面の真々寸
法が 13.015 尺≒13.00 尺、側面が 12.01 尺≒12.00 尺となり、側面は正面より 1 尺落とした 12.00 尺で決
定されたと考えられる。同様の計画は以下の遺構でも確認でき、天徳寺総門〔慶長頃・秋田〕では正
面より側面を 5 尺落とし、向岳寺中門〔室町後期・山梨〕は 2.0 尺、教王護国寺灌頂院東門〔鎌倉前
期・京都〕は 4.5 尺、教王護国寺灌頂院北門〔鎌倉前期・京都〕は 5.5 尺、妙心寺勅使門〔慶長
15(1610)・京都〕は 4.0 尺、南禅寺勅使門〔桃山・京都〕は 3.5 尺、住吉大社摂社大海神社西門〔江戸前
期・大阪〕は 2.5 尺、それぞれ正面柱間寸法から完数尺を落として側面を決定している。また、日吉大
社末社東照宮唐門〔寛永 11（1634）・
滋賀〕では、柱間真々寸法は正面が
9.33 尺、側面が 5.83 尺で、親柱径の
0.83 尺を引いた内法寸法が正面 8.50
尺、側面 5.00 尺の完数となる。つま
り、内法寸法を完数とし、側面は正面
より 3.5 尺落として柱間を決定する。
親柱径の 0.83 尺は 1 尺の 5/6 もしくは
2.5 尺の 3 つ割りとなる。

図 1：建仁寺勅使門
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図 2：常憲院霊廟勅額
門
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3 種目は、恵林寺四脚門〔慶長 11（1606）・山梨〕を例に柱間寸法を検討すると、正面の真々寸法が
12.09 尺、側面が 9.00 尺で、当初は正面も 12.00 尺で計画されていた可能性が高い。側面の柱間寸法は
正面から 3 尺引いた値で計画されたとみることもできるが、正面と側面の柱間比が 4：3 となることか
ら、正面の柱間寸法に対する整数比によって側面を決定した可能性が高い。同様の計画は、勝興寺唐
門〔安永 4（1775）・富山〕でも確認でき、正面と側面の柱間比が恵林寺と同じく 4：3 となる。
2）正面完数・側面端数
これに分類される遺構は 21 棟確認でき、3 種の決定方法が確認される。1 種目は諏訪大社上社本宮四
脚門〔慶長 13（1608）・長野〕を例に柱間寸法を検討すると、正面の真々寸法が 9.0 尺（24 枝）、側
面が 7.6 尺となっている。側面の柱間寸法は、正面の柱間 9 尺に垂木を 24 枝割付けた結果、一枝寸法が
0.375 尺となり、この一枝寸法を 0.38 尺と置き換えて、その 20 枝分の 7 尺 6 寸で決定したと考えられる
（図 3）。つまり、正面を完数で計画し、そこに割付けて得られた一枝寸法を基に、枝割制で側面の寸
法が決定される。同様の計画は久能山東照宮廟門〔元和 3（1617）・静岡〕、葛井寺四脚門〔慶長 6
（1601）・大阪〕、四天王寺本坊通用門〔元和 9（1623）・大阪〕、不退寺南門〔正和 6（1317）・奈
良〕、法華寺南門〔慶長頃・奈良〕、西宮神社表大門〔桃山時代・兵庫〕でも確認でき、西宮神社表
大門では、柱間真々寸法は正面が 19.41 尺、側面が 15.39 尺で、正面では控柱径の 1.41 尺（1 尺の√2
倍）を引いた内法寸法が 18.0 尺の完数となっている。そして、正面柱間真々に 24 枝配した結果、一枝
寸法が 0.809 尺≒0.81 尺となり、その 19 枝分の 15.39 尺で側面柱間寸法を決定したと考えらえる。
2 種目は北野天満宮中門〔慶長 12（1607）・京都〕を例に検討すると、正面の真々寸法が 16.0 尺、
側面が 16.40 尺で、正面の柱間真々寸法 16.0 尺の１/9 の 1.78 尺を親柱径、親柱の 1/√2 の 1.26 尺を控柱
径とし、控柱の 13 本分の 16.38 尺で側面の柱間寸法を決定したと考えられる。同様に正面を完数で決
定した後、柱径を基に側面を決定したものに、誓願寺山門〔江戸中期・青森〕、妙興寺勅使門〔貞治 5
（1366）・愛知〕、石清水八幡宮東総門〔天正～慶長期・京都〕、万福寺松隠堂通玄門〔寛文 5
（1665）・京都〕、宗光寺山門〔天正 9（1582）・広島〕がある。
3 種目は、東大寺法華堂北門〔延応 2（1240）・奈良〕を例に検討すると、正面の真々寸法が 13.98 尺
側面が 11.67 尺で、当初の正面柱間寸法は 14.00 尺で計画されていたと考えられ、側面の柱間真々寸法
は正面の 5/6 となっている。つまり正面：側面の柱間比を 6：5 として側面の寸法を決定したと考えら
える。同様の計画は以下の遺構でも確認でき、正面：側面の柱間比を、薬師寺南門〔鎌倉後期・奈
良〕は 5：4、普賢院四脚門〔寛永頃・和歌山〕は 4：3、阿蘇神社神幸門〔嘉永元（1848）・熊本〕お
よび阿蘇神社還御門〔嘉永元（1848）・熊本〕は 6：5 となっている。また、十輪院南門〔鎌倉前期・
奈良県〕では、柱間真々寸法は正面が 10.63 尺、側面が 7.95 尺となり、正面では控柱径の 0.63 尺を引い
た内法寸法が 10 尺の完数となっている。そして、側面の柱間真々寸法は正面の 3/4 の 7.97 尺、つまり
正面と側面の柱間比を 4：3 として決定したと考えらる。
また、喜多院山門〔寛永 9（1632）・埼玉〕および崇福寺第一峰門〔寛永 21（1644）・長崎〕につい
ては、正面柱間寸法を完数で決定するが、側面の決定方法については現段階で明らかでない。
3）正面端数・側面完数
これに分類される遺構は 3 棟確認でき、大徳寺唐門〔桃山・京都〕の柱間真々寸法は、正面が 16.20
尺、側面が 12.00 尺で、正面の柱間寸法は側面の 1.35
倍、つまり柱間比は 10：13.5 となり、柱間比で計画
された可能性が高い（図 4）。その他、大徳寺勅使
門〔桃山・京都〕および、雲樹寺四脚門〔室町前
期・島根〕でも、側面の柱間寸法は完数で決定され
るが、正面の決定方法については現段階で明らかで
ない。
図 3：諏訪大社上社本宮
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図 4：大徳寺唐門
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4）正面・側面端数
これに分類される遺構は 31 棟確認でき、6 種の決定方法が確認される。1 種目は、真田信之霊屋表門
〔万治 3（1660）・長野〕を例に検討すると、正面の真々寸法が 8.82 尺(22 枝)、側面が 7.43 尺で、一枝
寸法は 0.401 尺≒0.40 尺となる。側面に垂木は配されないが、柱間寸法はこの一枝寸法をもとに決定さ
れており、18.5 枝の 7.4 尺となっている。同様の計画は、弘前八幡宮唐門〔慶長 17（1612）・青森〕、
正法寺惣門〔寛文 5（1665）・岩手〕、円通寺表門〔永正 8（1511）・栃木〕、気多神社神門〔室町後
期・石川〕、小松天満宮神門〔明暦 3（1657）・石川〕、定勝寺山門〔万治 4（1661）・長野〕、豊満
神社四脚門〔元享 3（1323）・滋賀〕、園城寺唐院四脚門〔寛永元（1624）・滋賀〕、教王護国寺北総
門〔鎌倉前期・京都〕本願寺唐門〔桃山・京都〕、新薬師寺南門〔鎌倉後期・奈良〕、元興寺極楽坊
東門〔鎌倉後期・奈良〕、法隆寺大湯屋表門〔室町前期・奈良〕、常念寺表門〔桃山・広島〕、柞原
八幡宮西門〔江戸前期・大分〕の 15 棟で確認できる。この内、新薬師寺南門および元興寺極楽坊東門
では、正面の枝数を 24 枝とし、側面は 17.5 枝で柱間寸法を決定する。さらに、法隆寺大湯屋は正面の
枝数を 22 枝とし、側面は 16.5 枝で柱間寸法を決定する。このように、同じ奈良県に所在し、ほぼ同時
期に建立された遺構の柱間寸法が枝割制で決定され、さらに側面の枝数に小数点第一位の端数が生じ
ることは注目される。
2 種目は法華経寺四脚門〔室町後期・千葉〕で確認でき、正面柱間寸法は 1 種目と同様に枝割制で決
定した後、側面は控柱の 8 本分で決定している。
3 種目は、石清水八幡宮西総門〔寛永頃・京都〕を例に検討すると、正面の真々寸法が 10.90 尺（20
枝）、側面が 8.95 尺で、一枝寸法は 0.545 尺となる。側面は枝割では計画されず、柱径に注目すると、
親柱径は 1.10 尺、控柱は 0.66 尺となっており、仮に柱径をもとに柱間寸法が決定されていたとすると、
控柱径（0.66 尺）の 16.5 本分が 10.89 尺となり、正面の値とほぼ一致する。さらに、控柱径の 13.5 本分
が 8.91 尺となり、これも側面とほぼ一致する。因みに、0.66 尺が何をもとに計画されたかについては、
1 尺の 2/3 もしくは 2 尺の 3 つ割りの 0.666 尺をもとにした可能性が高い。さらに、同境内に所在し、同
時期に建立された北総門〔寛永頃・京都〕も控柱径をもとに計画されている。同様の柱間寸法決定方
法は、窪八幡神社神門〔永正 8（1511）・山梨〕でも確認される。さらに、東照宮仮殿唐門〔江戸前
期・栃木〕、甚目寺東門〔寛永 11・愛知〕、洞春寺山門〔室町中期・山口〕では正面柱間真々寸法が
親柱径を、側面は控柱径をもとにそれぞれ計画されている。
4 種目は、旧台徳院霊廟勅額門〔寛永 9（1632）・千葉〕を例に検討すると、正面の真々寸法が 16.20
尺（28 枝）、側面が 12.57 尺で、一枝寸法は 0.579 尺となる。ここで、1 尺につき 0.0025 尺の縮みがあ
ったとすると、当初の柱間寸法は正面が 16.24 尺、側面が 12.60 尺となり、一枝寸法は 0.58 尺となる。
側面の柱間寸法は枝割制で決定されず、柱間比をみると正面：側面は 9：7 となっていることから、側
面の柱間寸法は正面の整数比で決定されたと考えらえる。同様に正面柱間寸法を枝割制で決定し、そ
の整数比で側面の柱間寸法が決定される遺構に押立神社大門〔室町前期・滋賀〕、宝塔寺四脚門〔室
町中期・京都〕があり、それぞれ、正面：側面の柱間比は 10：13 となっている。
5 種目は、本願寺唐門〔桃山時代・京都〕で、柱間真々寸法は、正面が 17.73 尺、側面が 14.66 尺で、
柱径は親柱が 1.86 尺、控柱が 1.20 尺となっている。正面の柱間真々寸法から親柱径を引いた内法寸法
は 15.87 尺、側面の柱間真々寸法から控柱径を足した外法寸法は 15.86 尺と
なり、ほぼ一致している。この 15.87 尺が何をもとに計画されたかは明らか
でないが、正面内法寸法と側面の外法寸法を基に柱間真々寸法が決定された
ことがわかる。
6 種目は、東照宮唐門〔元和 7（1620）・和歌山〕で検討すると、柱間寸
法は正面が 8.30 尺（8 枝）、側面が 6.35 尺で、一枝寸法は 1.04 尺の大疎垂木
となっている。正面の柱間寸法が何をもとに計画されたかは明らかでない

3

図 5：真田信之霊屋表門
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が、柱間比をみると正面：側面は 13：10 となっており、側面の柱間寸法は正面の整数比で決定された
と考えらえる。浄土寺山門〔天正 9（1582）・広島〕では、正面：側面の柱間比は 5：4 になっている。
その他、厳有院霊廟勅額門〔延宝 8（1681）・東京〕、建仁寺勅使門〔鎌倉後期・京都〕の柱間寸法
の決定方法については、現段階で明らかでない。
4．古典建築書「匠明」の柱間寸法決定方法
『匠明』は、江戸幕府作事方大棟梁である平内家によって纏められた建築書で、『堂記集』、『社
記集』、『塔記集』、『門記集』、『殿屋集』の 5 巻からなる。『門記集』には、四脚門をはじめ 33
項目に分けて門の木割が記されており、四脚門については「四脚門之図」と、「唐四脚門之図」に分
けて記述されている（図 6）。
「四脚門之図」の柱間寸法の決定方法については以下のとおり記されている。「一間ハ丈六門二乄
柱太サ壱寸壱分算/丸柱二可ㇾ作也 但冠木ヨリ上ハ/十面之内二スクナク可ㇾ用（後略）」、「一、梁行
袖柱太サハシカノカウオトシト云リ/但大柱二乄七分算モ同 四方柱二十/面ヲトルへシ 梁行間ハ扉開テ
袖/柱外面内二可ㇾ用。袖柱 下之間二乄/妻壱丈二付八分宛踏斗ヘシ（後略）」。記載内容を整理すると、
桁行の柱間は一丈六尺（16 尺）、柱太さは柱間の 11/100（1 尺 7 寸 6 分）となる。また、梁間の袖柱の
太さは、主柱の 7/10（1 尺 2 寸 3 分）となり、袖柱は角柱となる。袖柱は、扉を開けた際に、袖柱外側
の面内に合う位置におき、柱下で 10 尺につき、柱上で 8 分転ぶ。また、平面図が描かれており、そこ
には桁行の垂木枝数が 24 枝と書き入れられている。
続いて、「唐四脚門之図」についは以下のとおり記されている。「一、柱太サ間二乄壱寸壱分算 上
下/粽 丸柱二可ㇾ用 同袖柱太サ/八分算 上下粽 丸柱二乄（後略）」記載内容を整理すると、桁行の柱間
は、一丈六尺（16 尺）、柱太さは柱間の 11/100（1 尺 7 寸 6 分）となり、柱の上下には粽が付く。ま
た、梁間の袖柱の太さは、主柱の 8/10（1 尺 4 寸 1 分）となり、袖柱も丸柱で上下に粽が付く。梁間の
柱間についての記述はない。また、平面図「四脚門之図」同様に平面図が描かれており、そこには桁
行の垂木枝数が 26 枝と書き込まれている。
『匠明』に記される柱間寸法決定方法と一致する現存遺構は確認することはできない。桁行柱間寸
法が 16 尺の遺構は 5 棟確認できるものの、いずれも枝数は 24 あるいは 26 枝となっていない。
5．結
以上をまとめると、次のとおりとなる。
ⅰ）四脚門の柱間寸法については、正面・側面完数、正面完数・側面端数、正面端数・側面完数、正
面・側面端数に分類できる。そして、対象遺構 68 棟の内、32 棟が正面を完数とする。門を計画す
る際には正面の間口が最重要となるため、その寸法をきりの良い完数で決定したと考えられる。
ⅱ）柱間寸法の決定方法については、正面が完数の場合の側面は、正面柱間寸法と同一、正面柱間寸
法から完数尺を除す、正面を基にした柱間比の 3 種類がある。正面が端数の場合は、正・側面とも
に枝割制、正面が枝割制・側面が柱径の倍数、正・側面ともに柱径の倍数、柱間比、正面内法寸
法と側面外法寸法を一致の 5 種類がある。
ⅲ）正面完数・側面端数は 21 棟確認され、7 棟が側面の寸法を
枝割制で決定する。また、正面・側面端数は 31 棟確認さ
れ、16 棟が正・側面の寸法を枝割制で決定する。鎌倉時
代以降、寺院の堂塔や神社の社殿では枝割制が一般化する
が、四脚門においても同様の傾向がみられ、鎌倉前期に建
立された教王護国寺北総門では、すでに枝割制で寸法決定
されている。
ⅳ）柱間寸法の決定方法について明らかにすることができた
が、断面寸法の決定方法については今後の課題としたい。
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図 6：『匠明 門記集』「四脚門之図」
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻蔵
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樺太寒天紛争史とサハリン寒天遺跡
○中村弘行*
* 会員、小田原短期大学食物栄養学科、toisekai@sepia.ocn.ne.jp

はじめに
樺太は 1905（明治 38）年、日露講和（ポーツマス）条約で北緯 50 度線を境に、北側が帝政ロシア
領、南側が日本領となった。政府は移民を奨励し産業を振興した。1945（昭和 20）年までの約 40 年間、
約 40 万人の日本人が生活し各種産業に従事した。林業、製紙業とともに鰊、鮭などの漁業も盛んであ
ったが、寒天が製造され外国にも輸出されていたことはほとんど知られていない。
樺太寒天とは、遠淵湖（図 1）に繁茂する伊谷草（学名 Ahnfeltia plicata 図 2）を原料とする寒天の
ことである。1916（大正 5）年から終戦まで製造された。年間生産量は平均約百トン、半分は内地都府
県へ移出、半分はアメリカ、イギリス等に輸出された。弾力に富むため、練り羊羹、キャラメル、キ
ャンディーに適していた。
テングサの場合、煮熟して寒天液を抽出する際に少量の酢酸を入れるが、伊谷草の場合、この方法
だと黒色の心太（トコロテン）になってしまった。この問題を解決したのは、東京深川の材木商・杉
浦六弥である。杉浦は 1915（大正 4）年、石灰を使った方法で特許「杉浦式寒天製造法」（特許第
28066 号）を取得した。杉浦は、樺太寒天合資会社を設立。樺太庁公認のもと、特許を理由に伊谷草を
独占採取し、遠淵湖を漁場とする漁民と衝突した。
1．先行研究
① 今田清二「伊谷草採取権問題」北海道帝国大学付属水産部「水産研究彙報」第 4 巻（「漁村経
済機構論」第 8 章）1934 年
② 野村豊『寒天の歴史地理学研究』大阪府経済水産課 1951 年
③ 会田理人「日本領樺太における寒天製造」『北方の資源をめぐる先住者と移住者の近現代史
2005-07 年度調査報告』北海道開拓記念館 2008 年
2．その問題点
① 今田清二論文…1934（昭和 9）年、つまり紛争のさなかに書かれた論文である。当然のことな
がら、全体像をとらえきれていない。
② 野村豊著書…「昭和 10 年頃迄は樺太寒天合資会社の独占であったが、その後同会社の特殊権
益の消滅と共に個人事業者が出来る様になった」と述べている。流れとしては正しいが、年
代が不正確である（正しくは昭和 6 年頃）と共に「個人事業者」についての具体的記述がない。
③ 会田理人論文…伊谷草に関する紛争を取り上げているものの、資料を樺太日日新聞に限定し
ているため、漁民側の動きをとらえきれていない。

図 1：遠淵湖 筆者作成

図 2：伊谷草 コルサコフ博物館 筆者撮影
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3．樺太寒天紛争史
－ひとりの医師が問題を解決した西暦
1909

和歴
明治 42

1910

明治 43

1911

明治 44

1912

明治 45

1913

大正 2

1915
1916
1919

大正 4
大正 5
大正 8

1920

大正 9

1922
1923

大正 11
大正 12

1925
1927

大正 14
昭和 2

1929
1930
1931

昭和 4
昭和 5
昭和 6

1932

昭和 7

1937

昭和 12

紛争経過
（北海道北見の漁師・小笠原九郎太、伊谷草の加工研究。大泊支庁長の池上安正も激励し
たが、失敗）
遠淵村住人・西川又三郎、黒色の心太の試製に成功。池上大泊支庁長は、脱色処理の研究
を指示し、その間第三者には採取許可を与えないと約束。
深川木場の材木商・杉浦六弥、伊谷草研究に着手。水産講習所（現東京海洋大学）の伊谷
以知二郎（水産加工学）に指導を仰ぐ。
杉浦、樺太に移住。大泊に寒天製造試験所を建設。池上、杉浦に伊谷草採取許可。これに
対して、遠淵村は村を挙げて抗議。
杉浦、樺太庁に海藻採取のための漁業権申請。役人から海藻に命名を指示される。和名
「伊谷草」の誕生。
杉浦、伊谷草を原料とした寒天製造特許（杉浦式寒天製造法 特許第 28066 号）を取得
杉浦、大泊に第 1 工場建設
杉浦、女麗に第 2 工場建設（図 3）香曽我部穎良（以下穎良、図 4）、遠淵村の村医とな
る。
樺太寒天合資会社（以下、寒天会社）設立、資本金 83500 円、杉浦、坂井久二、鈴木長作
を無限責任社員とする合資会社。
杉浦、留多加郡に樺太最大の材木工場設立。穎良、樺太庁立病院副院長になる。
樺太庁、寒天会社に伊谷草を漁獲物とする区画漁業権第 1 号を与える。漁民には「作れな
いのだから採るな」と伊谷草採取を禁じた。穎良、青森県小泊村の医師になる。
杉浦、材木業経営不振（関東大震災の影響）特許失効（原因：特許料不納）
杉浦材木店倒産、樺太を去る。坂井久二、後継社長に。樺太庁、寒天会社に区画漁業権第
2 号を与える。
穎良、村民に請われて再び遠淵村の村医となる。
穎良、第 5 代遠淵漁業協同組合長となり、調査の末、特許失効を発見。
漁協と寒天会社、伊谷草採取に関する協定締結。
遠淵村の伊谷草採取と寒天製造始まる。
樺太地裁判決「漂着した伊谷草採取に官庁の許可不要」
寒天会社、島外採取夫の雇用停止。
遠淵村（代表・穎良）、伊谷草採取に関する帝国議会請願。漁協と寒天会社、寒天製造に
関する協定締結。以後、共存共栄した。

図 3：樺太寒天合資会社女麗工場
世良泰一『樺太郷土写真帖』樺太郷土写真会 1934 年

図 4：香曽我部穎良
遠山美知『樺太を忘れ得ぬ人生』
1991 年から
図 5：香曽我部穎良のガリ版刷り手記
『世界の珍草伊谷草』1931 年
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4．サハリン寒天遺跡
2019 年 8 月 9 日から 13 日までサハリンに旅行し、樺太寒天ゆかりの地を訪ね歩いた。
1）樺太寒天合資会社大泊工場跡
杉浦が 1916（大正 5）年、大泊に設立した工場は戦後、ソ連国営の寒天工場になった。その後、故
障・老朽化のために操業停止になったが、88（昭和 63）年、長野県の伊那食品工業株式会社が最新の
寒天製造プラントをソ連に輸出し、それがコルサコフの寒天工場に設置された（図 6）。
91（平成 3）年のソ連崩壊後、軍用培地の需要が亡くなり、再び操業停止。が、2002（平成 14）年、
ロシアの水産会社ビノム社がコルサコフの寒天工場を買収し操業を再開した。07（平成 19）年には伊
那食品工業（株）の井上修社長（当時）が同工場を視察。井上氏の報告書によると、従業員は 56 名、
製品の主体は細菌培養基（寒天培地）、現場責任者は女性、生産効率はあまり良くないとのことであ
った。09（平成 21）年には北海道博物館の学芸員・会田理人氏らが同工場を視察した。しかし、会田
氏らが視地視察したときには寒天プラントは停止していた。17（平成 29）年、伊那食品工業（株）の
技術者が工場再開のために同工場を診断。再開は絶望的との見解を示した。以降、現在までは停止状
態。
8 月 11 日、筆者は、会田氏が視察したときに撮った写真を 3 枚持っていった。その写真と見比べると
明らかに老朽化が進んでいることが分かった。昔、門に 3 枚掲げられていた看板は 2 枚になっていた。
工場を取り囲む長い塀の一部が傾き壊れていた。日
本の旅行会社からは「現在閉鎖中で、写真は撮れな
い」と知らされていたが、通訳のロシア人女性はビ
ノム社時代のコルサコフ寒天工場で研修をした経験
があるため、「大丈夫、大丈夫」と言って中に入っ
ていった。犬が数匹いるので引き返し、車に乗って
工場内に入った。ひび割れた道路を車で 10 メート
ルほど行くと、右手に伊谷草を洗浄した巨大な装置
が見えてきた。全体が茶色く錆び付き長く使われて
いないのが一目瞭然であった（図 7）。倉庫、研究
所、製造工場と思われる建物があったが、どの建物
も壁が崩れ落ち、補修することなく放置されていた
（図 8）。犬が鎖につながれているのを確認できた

図 6：テープカットに臨む塚越寛社長（当時）
写真提供 井上修氏

ので、車から降りて写真を撮った。

図 7：錆びついた伊谷草洗浄装置
筆者撮影

図 8：樺太寒天合資会社寒天工場跡
筆者撮影
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2）ブリゴロドノエ（女麗）寒天工場跡
図 9 に見える 2 本の煙突が戦前の女麗の寒天工場である。寒天工場の周囲、そして手前には女麗の海
岸に沿うようにして 30 軒以上の日本人家屋が写っている。漁業、寒天業の家並みである。
現在、寒天工場の跡地には液化天然ガス（LNG）プラントが建っていて、煙突から火を噴いている
（図 10）。日露協力のシンボル的存在である。サハリンの歴史学者サマリン氏によると、女麗の工場
は関東軍第 731 部隊に細菌兵器研究用の寒天を供給していた。1947（昭和 22）年に焼失。戦後 2 年間
はソ連が寒天会社の日本人社員を使って寒天を作っていたが、帰国を悲観した日本人社員が工場に放
火した。資料はないが、そのように言い伝えられているとのことであった。
3）ムラヴィヨーボ（遠淵村）寒天自家製造工場跡
終戦時の遠淵村にはおよそ 3000 人の村民がいた。ほとんどの村民が船で内地に引き揚げたが、村にと
どまった人もいた。その一人が、佐藤重時（当時 15 歳）である。理由は、父親の病気であった。10 月、
ソ連人が大勢トラックに分乗してやってきて村に住み着き、寒天製造に興味を持った（図 11）。佐藤
は同級生の村山清美と共にソ連人に寒天製造を教え、彼らと一緒に寒天製造を行った。翌年の夏、父
が亡くなった。これで内地へ帰れると思ったが、ソ連人が寒天製造技術を未だ完全に習得していない
ため、一年の延期を命じられた。翌年７月、帰国許可がおり、佐藤は帰国した。ソ連の民間人による
寒天製造はしばらく続いたが、やがて途絶えた（図 12）。
参考文献等
・香曽我部穎良「世界の珍草伊谷草」1931 年 ガリ版刷り（図 5）
ママ

・香曽我部穎良「遠渕ニ於ケル寒天製造起源」1938 年 ガリ版刷り

千葉ゆつき氏所有
千葉ゆつき氏所有

・村史誌『異国となった遠淵村』1991 年
・遠山美知『樺太を忘れ得ぬ人生』1991 年

自費出版

図 9：戦前の女麗
写真提供 Igor Anatolievich Samarin 氏

図 10：現在の女麗
筆者撮影

図 11：村の寒天工場
『異国となった遠淵村』から

図 12：ブッセ（遠淵）湖
筆者撮影
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シンポジウム「産業技術史から見た富岡製糸場」
○鈴木 淳*
* 会員、東京大学、jsuzuki@l.u-tokyo.ac.jp
司会 亀井 修**
** 会員、国立科学博物館、kameio@kahaku.go.jp
趣旨説明
近代の産業遺産として国内で初めて世界遺産に登録された富岡製糸場は、初期の官営工場として登
場して以来、115 年にわたって製糸工場として操業を続けて来ました。その官営工場時代の、お雇い外
国人ブリュナが整えた繰糸設備の産業技術史的な意義については繰り返し論じられてきたところです。
しかし、富岡に当初の機械は残っていません。その代り、当初の建物と、さまざまな時代の設備、機
械が残されていますが、それらの価値は必ずしも理解されてはいません。そこで産業技術史学会の年
会が富岡製糸場で開催される機会に、製糸場に現存している資産が産業技術史上どのような意味を持
つのか、ということを議論するシンポジウムを企画しました。第一には、当初の建造物の価値です。
木骨煉瓦造の当初の建物については、横須賀造船所との関係が古くから指摘されて来ましたが、当時
までの国内での洋式工場、産業施設建設の流れの中で、どのような位置にあるのか、全体的な展望は
なされてこなかったように思われます。近年、初期の洋式工場、工業施設の建築について研究を積み
重ねて来られた水田会員にその成果を踏まえて、富岡製糸場の建物の日本の産業技術史の上での意味
を論じていただきたいと思います。第二に、富岡製糸場に現存する設備として、かなり大きな比重を
占めているものに、繭の乾燥設備があります。その概要と、日本の蚕糸業における意味について、私、
鈴木が未熟な考えを述べさせていただきます。第三は、繰糸場に現存する自動繰糸機についてです。
それは錦絵や古写真、あるいはテレビドラマでの再現などで当初の機械を期待して訪れる方々をがっ
かりさせることもあると聞いていますが、一世紀余りの日本における製糸の機械化の努力の到達点と
言うべき機械で、それがこの場所にあること自体が、製糸業の歴史を伝える場としての富岡製糸場の
価値の一つです。この機械の技術上の意義やその開発経緯について、同種の機械の動態展示を行って
いる東京農工大学科学博物館で関係者からの聞き取り調査を進めて来られた齊藤さんから御紹介いた
だきたいと思います。3 つの報告の後、御参加の方々も含め、議論を進め、産業技術史の観点から富岡
製糸場の価値を見直したいと思います。

9

日本産業技術史学会 第 37 回年会（2021 年 9 月 11 日）講演要旨 S-2

建物の特色

―幕末明治期の組積造建築・産業施設との比較から―

○水田 丞*
* 会員、広島大学、smizuta@hiroshima-u.ac.jp
1．はじめに
富岡製糸場の産業技術史上の意義を考える本シンポジウムにおいて筆者に与えられたテーマは建物
の特色を説明することである。だが筆者は幕末から明治初期の産業施設を研究してきたとはいえ、九
州や関西の遺構のみを扱ってきたため、富岡製糸場をはじめとする関東の産業施設についてはほとん
ど知識を持ち合わせていない。そこで本稿では、これまで筆者が携わってきた研究から大きく 2 つの事
柄を紹介し、本シンポジウムの議論のきっかけにできればと思う。
一つが、幕末や明治期の埋蔵文化財の発掘事例からである。近年、各地で幕末明治期の建築遺構の
発掘事例が続いている。筆者自身も九州や関西で埋蔵文化財調査に現地指導等で呼ばれることがあり、
当時の建築構造や歴史的価値について考える機会があった。特に地中の基礎構造など、これまでの近
代建築技術史では十分顧みられることの少なかった部分もあったように思われる。もう一つが、国際
的な位置づけの検討である。筆者はこれまで幕末明治初期の産業施設の性格について、国際的な視点
から研究を重ねてきた。富岡製糸場のような初期の製糸工場についても今後の研究の可能性は大きい
と思われる。ここでは筆者の知るジャーディン・マセソン商会のシルク工場を一例として紹介したい。
2．埋蔵文化財遺構にみる幕末明治期の組積造建築の建築技術
1）旧神戸居留地遺跡（ヘリヤ商会茶再製場の遺構）
明治時代の日本の外国人居留地には、日本産緑茶を輸出用の再加工するための再製場が存在してい
た。その実態は古写真や絵画などからしか知ることができなかったが、平成 21 年の末に神戸居留地 97
番のヘリヤ商会の茶再製場の遺構が確認され、煉瓦敷の竈や建物の基礎構造が検出された。筆者は外
国人居留地の茶再製場について研究していたこともあり、現地の遺構を見学し、当時の再製場の建築
や設備について推定復元図を作成した（注 1）。なお、神戸居留地 97 番地は、1898 年（明治 31 年）版以
降のジャパン・ディレクトリーに Hellyer & Co., Godown と掲載されることから、この頃の遺構と推測さ
れる。外国人居留地では茶再製場のことを Tea firing godown などとも呼んだことや、次に述べる遺構の
状態からして、ヘリヤ商会の茶再製場にあたると考えられる。

写真 1：ヘリヤ商会茶再製場の遺構

写真 2：同（煉瓦敷北側の布基礎の遺構）

（三和土と両側の煉瓦敷）
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当該遺稿は表面が炭化した三和土の南北に幅 2.8m ほどの煉瓦敷がひろがる（写真 1）。炭化した表
面や煤けのついたくぼみがあることからみて、茶葉の加熱に用いた再製炉の遺構と考えられる。三和
土面の両側には礎石も検出されている。また、煉瓦積の北側と南側には布基礎と考えられる遺構が検
出された（写真 2）。この下は煉瓦積みと同様に松杭を打ち込んでいた。この布基礎の幅は約 54cm、
セメントと礫を混ぜたコンクリート状のものだが、セメント量がすくないという。
復元図では、両側の布基礎の上に木骨石造の壁を築いて梁を渡し、土間の両側にたてた柱で支えた
構造を復元した。屋根は類例を参照して越屋根をあけた構造としている。建物の梁間は約 11m と推定
した（注 2）。
2）異人館（旧鹿児島紡績所技師館）
慶応 3 年（1867 年）に完成した異人館（旧鹿児島紡績所技師館）は日本でも最古級の洋風住宅とし
て国の重要文化財に指定されている。現在、建物は旧鹿児島紡績所跡の付近に所在しているが、明治
15 年（1882 年）に鹿児島城本丸跡へ移築され、昭和 11 年（1936 年）に現在の位置に再移築された。こ
のような経緯から現在の異人館の位置は創建時の場所と若干異なっている。そこで、創建時の異人館
の所在地を確定させるため、推定地の試掘調査が平成 23 年度に鹿児島市教育委員会によって実施され
た（注 2）。結果、異人館の主屋の背後にあった二棟の附属屋の遺構が検出されている。平成 28 年度には
再び試掘調査が行われ、二棟の附属屋の背後にあった乗馬小屋の遺構も検出され、主屋、附属屋、乗
馬小屋を含む異人館全体の空間構成が明らかにされた（注 3）。
附属屋の検出遺構は日の字型をした地業の遺構で、幅 0.7 から 0.9m、東西（桁行）約 8.7m、南北（梁
間）約 5m の大きさをはかる。地業は溝状の掘り込みを行い、底に人頭大の凝灰岩を平置きし、礫や土
を突き固めたものという。附属屋は二棟ともに石造だったことが古写真から確かめられるので、この
地業の上に石積みの布基礎を置き、石積みの周壁と間仕切り壁を支えていたと考えられる。ちなみに、
慶応元年（1865 年）に完成した旧集成館機械工場も異人館と同様の小礫を突き固めた幅 1.4ｍほどの地
業の上に石積み壁を築いたもので、壁厚は 60cm とされる（注 4）。また、二棟の背後にあった乗馬小屋の
遺構は直径 50cm ほどで小礫を突き固めた円形の坪地業の遺構である。2 基の間隔は 1.8ｍをはかり、6
尺１間間隔で柱を立てた構造だったと考えられる。敷地境界や附属屋と重ならない範囲で、規模を推
定すると梁間 4 間桁行 10 間ほどの建物が推測される。

図 1：発掘調査の成果を反映した異人館配置復元図

11

日本産業技術史学会 第 37 回年会（2021 年 9 月 11 日）講演要旨 S-2

3）久慈白糖工場跡
慶応元年から慶応 3 年の間に奄美大島の 4 か所（金久、瀬留、須古、久慈）に外国人技術者の指導の
下、輸入機械を装備した白砂糖製造工場が薩摩藩によって建設されている。その実態はわずかな文献
と跡地の付近から収集された赤煉瓦や耐火煉瓦が伝えるだけだったが、平成 28 年度から平成 29 年度に
かけて 4 か所の工場のうち、久慈の工場跡地で発掘調査が行われ、当時のものと考えられる煉瓦積みの
遺構が検出された。筆者は現地の遺構を複数回見学し、奄美大島製糖工場の建築に関する歴史的な意
義や技術史的な評価について簡単な文章を執筆した（注 5）。
残念ながらこの調査で発掘された煉瓦積みの遺構が、久慈の白糖工場のどの部分に該当するか、ど
のような機能を持ったものか分かっていない。煉瓦積みの遺構としては約 1m 四方の正方形の箱型に煉
瓦を積んだ遺構、直径約 1.5m の円筒形に煉瓦を積んだ遺構、長さ 1.3m 幅 3.5m で面的に煉瓦を敷きな
らべた遺構が確認されている。たまたま筆者が実測した煉瓦の大きさは長さ 225mm、幅 117mm、厚さ
86mm だった。煉瓦の片側の平面には窪みが施されている。検出された煉瓦にはこのような片側のみに
窪みを持つ煉瓦のほか、両面に窪みが施された煉瓦も確認されている。使用されている目地材料は砂
利と漆喰を含んだものだったという。
4）小菅修船場
小菅修船場は明治元年（1868 年）に薩摩藩とグラバー商会の共同出資で開業した近代的な修船施設
である。船架を引揚げる機械をおさめた煉瓦造の小屋は、最初期の煉瓦造建築の一つとしてこれまで
も注目されてきた。小菅修船場では史跡の保存整備事業が進行しており、それに関連して引揚げ機小
屋周辺の地中遺構の発掘調査が平成 29 年度から平成 30 年度に長崎市教育委員会によって実施され、開
業時の煙突の基礎構造などが検出された（注

6）。筆者も許可を得て調査現場を見学し、引揚げ機小屋の

基礎構造や長崎の初期洋風建築に特徴的な蒟蒻煉瓦について知ることが出来た。
引揚げ機小屋の壁厚は 345mm、煉瓦一枚半積みである。現状の地盤面から 200mm ほど下がった個所
に高さ 250mm ほどの切石を二段積んで硬質の礫層に据え付けている。切石の幅は 300mm ほど、引揚げ
小屋の内側に設けられたトレンチにも下段の切石の先端が検出された。この内側で検出された切石の
先端から煉瓦壁までは 630mm ほどである。おそらく、煉瓦壁の向きと直交するように幅 300mm の棹状
の切石を並べ、その上に下の段に直交させて切石を並べ、その上に煉瓦の壁を積んだのではないだろ
うか。また、調査では多数の蒟蒻煉瓦や耐火煉瓦も検出されている。筆者が実測した蒟蒻煉瓦は長さ
220mm、幅 104mm、厚さ 45mm だった。
3．ジャーディン・マセソン商会のシルク工場
ジャーディン・マセソン商会（JM 商会）のシルク工場については、すでに石井寛治、石井摩耶子両
博士による先駆的な業績がある（注 7 ） 。以下先学の業績を参考にして概要を整理するが、その来歴や規

写真 3：久慈白糖工場跡の煉瓦積み遺構

写真 4：小菅修理船場引揚げ機小屋の基礎構造
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模からすると富岡製糸場に匹敵する存在ではなかったかと思われる。
ジョン・メイジャー（John Major）の提案と JM 商会の出資により、東アジア最初の洋式製糸工場と
される上海の製糸場は 1859 年に開業する。メイジャーは製糸機械をナポリから持参し、香港のマクド
ゥガル社が鋼管や歯車などを製造した。工場建物は上海のイギリス人機械工の下で、中国人大工を雇
用したものの、労働者の作業能率が低く、JM 商会の手配で香港から中国人大工を呼び寄せて工事を行
った。1859 年には 100 釜の製糸工場と 2 つの倉庫があり、1863 年にはさらに 100 釜を増設したという。
なお、この工場は経営的な難もあり、メイジャーの死後 1869 年 7 月頃に閉鎖された。
一方、日本有数の蚕糸地帯上州に、公使パークスの協力のもとで政府の認可を獲得し、前橋藩と JM
商会合弁の製糸工場を建設する計画が 1869 年 8 月頃に持ち上がる。ここで注目されたのが、メイジャ
ーが死去した上海の製糸場の設備で、これを日本へ輸出するというものであった。結局前橋藩の資金
不足や共同経営への難点から、10 月下旬に計画は物別れに終わった。
前橋藩へ輸出する件が中止となった上海では、メイジャーが設立した製糸場をジャーディン・マセ
ソン商会が引き継ぎ、新規に輸入した設備の追加や建物の拡張をおこなって、1870 年に EWO 紡績工場
を開業させている。70 年間続いたとされる（注 8）。
4．おわりに
冒頭に述べたように、近年続いている幕末明治期の建築遺構の発掘調査から、日本近代建築技術史
上有益な知見が蓄積されつつあると思われる。実際、地業や地中の基礎構造についても、明治初期で
は煉瓦造の壁体の下部に切石の礎盤を置き、明治 10 年頃は切石の代わりに石灰コンクリートの礎盤と
し、明治中期以降はセメントコンクリートの礎盤となるとされる（注

9）。異人館の附属屋や小菅修船場

引揚げ機小屋の状況はそれに符号するといえる。
また、産業施設としての国際的な位置づけについては未だ情報不足の印象が否めない。ただ、筆者
が九州や関西の産業施設を見た限り、日本―西洋という視点だけでなく、東アジアに営まれた産業施
設との関係も必要と感じられる。今後の研究を期待したい。
末筆ながら、各地方自治体の教育委員会、鹿児島県立埋蔵文化財センター、尚古集成館のご担当者には現地での見学や
調査、資料の提供についてお世話になりました。また、ジャーディン・マセソン商会文書の利用に際してはマセソン商
会、ケンブリッジ大学図書館の皆様にお世話になりました。記して謝意を表します。なお、本稿に掲載の写真、図版は
筆者が撮影、作成したものである。

（注 1）『旧神戸外国人居留地遺跡

発掘調査報告書』（神戸市教育委員会、2011 年）

（注 2）『鹿児島紡績所技師館（異人館）隣接地試掘調査報告書』（鹿児島市教育委員会、2013 年）
（注 3）『史跡 鹿児島紡績所跡 I ―平成 28 年度史跡 鹿児島紡績所跡確認発掘調査報告書―』 （鹿児島市教育委員会、
2019 年）
（注 4）「平成 29 年度重要文化財旧集成館機械工場耐震診断事業報告書」（文化財建造物保存技術協会、2018 年）
（注 5）『 「かごしま近代化遺産調査事業 」に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―幕末～明治初期における「 旧薩摩藩の
近代化遺産」―敷根火薬製造所跡・根占原台場跡・久慈白糖工場跡』（鹿児島県立埋蔵文化財センター、2018 年）
（注 6）『国指定史跡小菅修船場跡―史跡整備に係る確認調査報告書―』（長崎市教育委員会、2021 年）
（注 7）石井寛治『近代日本とイギリス資本 』（東京大学出版会、1984 年）、石井摩耶子『近代中国とイギリス資本 』
（東京大学出版会、1998 年）
（注 8）Maggie Keswick ed., The Thistle and the Jade: A Celebration of 175 Years of Jardine Matheson (London: Francis Lincoln,
2008)
（注 9）宮谷慶一「明治期組積造建築における地形の仕様について」（『日本建築学会計画系論文集』第 568 号、2003 年）
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乾燥施設
○鈴木 淳*
* 会員、東京大学、jsuzuki@l.u-tokyo.ac.jp
1．はじめに
富岡製糸場の産業技術史上の位置を議論する上で、当初に輸入された繰糸器械、それへの蒸気の利
用、またやや視野を広げれば寄宿制の採用については、さまざまな形で言及されてきている。それを
前提に富岡製糸場を見た時、残された課題として浮かび上がってくるのは、繭の乾燥施設である。
遺構の中でかなりの比重を占めていながら、繭の乾燥施設については、世界文化遺産登録にあたっ
ての遺産の価値の言明では全く触れられていない。しかし、以下に述べるように、これは、言及され
るに十分な価値をもっていると思われる。世界遺産登録の準備段階で、乾燥施設の意味について十分
に理解し、その意味を価値の言明に組み込めなかったことは、登録準備に参加していた発表者自身の
力不足を示していて反省させられるところである。
なお、以下の叙述は、富岡市の製糸場関係委員として得た市および受託業者の調査に基づく知見を
含んでいる。
2．富岡製糸場に現存する乾燥施設
1）乾燥機
共に 8 段の自動輸送式 大和式
1 号乾燥機 汽熱式 1939 年設置
2 号乾燥機 汽熱式 1939 年設置
3 号乾燥機 汽熱式 1942 年設置か
4 号乾燥機 汽熱式 1955 年設置 1933 年製か
5 号乾燥機 熱風式 1968 年
6 号乾燥機 熱風式 1970 年
昭和戦前と戦後の乾燥機がすべてそのまま現存している
2）東西置繭所
1872 年創建当初から共に 2 階が風乾場 窓を開け、風を通す 雨天を除く昼間であろう
それぞれ 6 列 18 段の風乾棚に 2 万 5 千の籃に繭を 5 升ずつ入れて並べ、日に 1 回攪拌した
1900 年頃まで風乾に利用 風乾棚の痕跡は床や転用材に残る
3．繭乾燥の課題と当初の乾燥体制
1）繭乾燥の課題
生繭は 2 週間くらいで蛾が出て繊維が寸断される すぐに煮て糸に挽けば問題ない
在来技術の殺蛹は天日干し ある程度乾燥するので、当面保存できる
開港後に来日したヨーロッパの鑑定人が、天日干しが糸質を低下させると指摘
2）当初計画の乾燥体制
蒸気で蒸して殺蛹、その後 風乾
1873 年大蔵省「蒸繭方法告諭書」
3）燥繭場の建設
明治 4 年（1871）年 7 月ブリュナ建白 イタリア新発明 1872 年 5 月大蔵省伺
床下に煙道があり、暖気で殺蛹 蒸気を室外に放出するわけではないが、ある程度乾燥
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イタリアで日本種の繭に適した殺蛹法として行われた（農商務省農務局『伊仏之蚕糸業』明
文堂、1916 年）
燥繭場で殺蛹してある程度乾いた繭を風乾した
4．乾燥装置の開発と富岡製糸場での試行錯誤
1）繭乾燥の課題認識
蒸気殺蛹・風乾は困難
富岡の燥繭場は模倣困難 1873 年土蔵の改装で試みた韮塚直次郎の燥繭場は焼失
→ 炭火を利用した燥繭施設 ←床暖房の在来技術不在＝中国との相違
2）乾燥装置の開発
1897 谷口直貞（元東京帝国大学工科大学機械工学科教授）谷口式
1898 東京蚕業講習所

谷口式を改良した西ヶ原式 1902 三谷徹『殺蛹乾繭論』博文館

より小型のものも開発され、概ね日露戦争ころに、乾燥装置、乾繭貯蔵技術確立
3）三井の対応
1899.3－1905.11 富岡製糸所長 津田興二 1893.10-1896.5 も所長 1901『繭乾燥叢話』丸善
1900 本庄に谷口式 富岡に津田が設計した回転式 吉田朋吉設計の吉田式設置
吉田式の下部は現乾燥場に一部現存 回転式は不明
谷口、吉田（谷口渡欧中講師）は三井の鐘淵紡績所建設に従事、吉田は芝浦製作所技師長に
乾燥装置の導入に対応して、置繭所の風乾を廃止し、トタン張り貯繭大缶設置（一部現存）
トタン張りの貯繭室の最初のものは 1898 年若尾幾造が本庄に建設
（本多岩次郎『日本蚕糸業史』第 2 巻、大日本蚕糸会、1935 年）
工学者の知見を活用しつつ乾燥装置・トタン張り貯繭室の体系を初期に採用
1908 年頃の富岡製糸場と乾燥装置
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4）原合名期までの試行錯誤
1908 年頃の写真に津田式乾燥装置が写っているが、『繭乾燥叢話』の図や解説にはない湿気抜き
と思われる管が立ち並んでいる
同じく手前に北乾燥場と思われる乾燥場が写っている。この位置で埋蔵文化財調査により、谷口
式乾燥装置の焚口に類似した煉瓦構造物が複数発見された。写真には谷口式乾燥装置の特許明細書
やカタログに掲載された模型写真には見られない、湿気抜きと思われる管が立ち並んでいる
津田が設計した回転式乾燥装置は写真では発見できないが、『繭乾燥叢話』所収の図によれば、
大きな湿気抜きの管を持っている
→津田ないし、他の現場経験者により、谷口・吉田の設計に変更が加えられた可能性が大きい
5．乾燥技術確立の意味
1）諏訪の特異性と器械製糸技術の全国普及
諏訪は生繭のまま保存が可能な気候
富岡での導入後、器械製糸は諏訪を中心に展開し、 日露戦後に全国展開する。 それは大量の繭を
品質を損ねずに乾燥させ貯える技術の確立による
2）乾燥装置から乾燥機へ
1910 年代に自動輸送式乾燥機が開発され、富岡には 1922 年から導入、現存するのは 2 代目
3）養蚕農家の乾燥場
倉庫業者、 製糸工場が乾燥施設・乾燥機を保有していると、 農家は繭を売り急がなくてはならな
い。これに対して養蚕農家の組合が乾燥施設を持てば、有利な時期に繭を販売できる。1910 年代以
降は政府がそれを奨励する。

富岡製糸場と絹関係遺産群では高山家住宅に遺構あり

6．おわりに
繭を糸質を落とさずに乾燥させる技術は、高品質の生糸を生産する器械製糸場を通年操業させる、
すなわち、器械製糸業、ひいては蚕糸業を発展させるために必須であった。しかしそれは、気候によ
り難易度が異なり、ヨーロッパからの技術導入によっては達成されず、国内での技術開発が必要であ
った。これは、単なる技術移転ではなく、国内での技術形成により蚕糸業が発展したことを、機械・
施設面で如実に示す。これは、蚕糸業の発展に、ヨーロッパからの技術導入（器械製糸）とそれに刺
激を受けた日本の在来技術の発展（養蚕、座繰製糸）の 2 つの流れだけではなく、工学の移入を前提に
した国内での近代的技術開発も必要であったことを示す。そして、その中で富岡製糸場が 20 世紀初頭
まで先進的な地位を占めていたことがわかる。
異なる気候の地域に工業を移転する際の困難とその克服は、世界文化遺産の顕著な普遍的価値とし
て認められるべきものであったろう。世界文化遺産に関して、登録時に顕著な普遍的価値（OUV）と
して言明され、認められた部分のみを保護すれば良いという考え方が一般的であるが、少なくとも、
日本における産業技術史のような、必ずしも研究が行き届いていない分野の遺産に関しては、登録時
に未発見な価値の探求を続けなくてはならないと考える。
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エンジニアから見たニッサン自動繰糸機 HR 型の開発経緯と設計思想について
○齊藤有里加*
* 非会員、東京農工大学科学博物館、yusaito@cc.tuat.ac.jp
1．はじめに
自動繰糸機は戦後の平和産業の中で実現した製糸機械である。中でも富岡製糸場に残るニッサン HR
型自動繰糸機は、1975（昭和 50）年には市場占有率 98%と最も普及した。メカニカル機構による自動
制御により、機械の力で高品質の生糸の生産が可能となったことで、製糸作業に伴う作業者の精神的、
肉体的負担を大きく軽減し、さらにその革新技術は世界へと逆伝播した。本報告では設計者からの聞
き取りを元に HR 型自動繰糸機の機構の特徴や開発の経緯について触れたい。本機の動態展示の実施に
長年携わる五味宏氏（元日産繊維機械事業部）から今回協力をいただいた。五味氏の解説と資料を元
に、自動繰糸機の開発経緯を辿りながら、設計開発者の視点から見たニッサン HR 型の特徴について紹
介する。
2．戦後復興と自動繰糸機実現への挑戦 「池松式円形自動繰糸機」から「たま自動繰糸機」へ
繰糸の自動化への挑戦は戦後の蚕糸業の復興の中で誕生した。1945（昭和 20）年の終戦後、総司令
部（GHQ）天然資源局は、1946（昭和 21）年 4 月下旬農林省蚕糸局に対し非公式に、蚕糸 5 ヵ年計画
の作成を求め、8 月 13 日「蚕糸業復興緊急対策要綱」が閣議（第一次吉田内閣）決定した。要綱内に
「第一に、わが国経済再建の基礎資材は多くを輸入に待たなければならないが、その支払手続の大宗
は言うまでもなく生糸である。」とあるように、蚕糸業は戦後復興への足掛かりとしての体制整備が
強く求められた。これを背景に特に重要とされる技術として、農林水産省は研究助成金制度を制定し
て自動繰糸機実用化を促進した。五味氏の私信によると、製糸研究費助成申請者（1947（昭和 22 年）9
月日本蚕糸学会）は下記の 13 社だった（表-1）。五味氏によれば、当時の製糸会社の基盤整備には自
動繰糸機構への挑戦が大きく期待されたが、自動繰糸機は 1880（明治 13）年フランス在住の米人、ウ
イリアムセレルや 1918（明治 43）年圓中文助の着想以来、実用化が困難であった。特許が 1000、2000
もあるにも関わらず、１件も実現されておらず、当時特許の二大不思議（もう一件は自動田植え機）
とも言われていたという。
HR 型に至るニッサンの自動繰糸機開発の出発点は、戦前に静岡県浜松の池松次郎が発明した「池松
式円形自動繰糸機」を小林安氏（立川飛行機）が改良に着手したことにある。「実用化出来そうでは
ないか」との事前情報と異なり実際は生糸を挽ける代物ではなく、永く辛い道程を強いられることに
なったという。小林安氏が手がけた「たま自動繰糸機」は「たま 1 号機」1947（昭和 22）年～「たま
10B 号機」1953（昭和 28）年まで実用化に向けて 6 年の歳月を経ることになる。また開発組織の母体会
社は事業拡大、合併、社名変更が重なる。表-2 に五味氏がまとめた開発推移を示す。母体部署の改変
による社名変更が 9 回に渡るが、本文内では社名をニッサンに統一して表記する。
表-1：製糸研究費助成申請者（1947（昭和 22 年）9 月日本蚕糸学会）五味宏氏調べ
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3．開発の困難と着想、「たま自動繰糸機」から「RM 型自動繰糸機」への飛躍
たま 1 型機からの開発と共に小林は理論研究を重ねてきた。糸故障は必ず発生するため、給繭時の操
作ミス、誤作動回避するフェイルセイフ（fail-safe）機能を持たなければ、生産を続行出来ないことか
ら、この要件を満たし得るのは循環移動給繭機能を持つ自動繰糸機以外にはないという結論に至った。
そこで、たま 6 型機からは、粒付の前で給繭機が循環移動する形を取り、給繭に失敗しても他の給繭機
が補正する事を可能にした。1950（昭和 25）年、フックタイプ繊度感知方式で循環移動給繭タイプの
たま 8 型機の実用化試験が日本レーヨン桐生工場で 1 年半ほど実施された。さらに繊度感知方式を落繭
感知方式に変更した。その後たま 10 型自動繰糸機を日本レーヨン米子工場に設置して 1952（昭和 27）
年から工業化試験の開始となる。この結果を受けて、1954（昭和 29）年米子工場に「たま 10 型自動繰
糸機」 1 号機が導入され、いよいよ実用化に向けた共同研究を開始した。五味氏はニッサンが自前の製
糸工場を持たない中、損得抜きで自動繰糸機を共に実現させたいと協力した日本レーヨンなどのユー
ザー側の熱意もあり、顧客とメーカーとの垣根を取り払っての共同研究・共同作業が続き、互いに協
力し合って困難を克服する運命共同体関係が自然に形成されたとしている。
一方、たま 10 型自動繰糸機の課題として多条繰糸機と同じ定粒式繊度制御であり、人力による粒付
の付替えが必要であった。単位時間当たり生産性と台当たり生産性で多条繰糸機に勝っていた程度で
ありコストは多条繰糸機より遥かに高いものであった。この時、たま 10 型には同時に実用化を並行研
究していた定繊度式感知機（農林省蚕糸試験場大木技官開発による：蚕試式）が搭載され、1957（昭
和 32）年 “たま 10-C 型自動繰糸機”として公開された.“たま 10-C 型機”は型式名称を RM（オート
マチックリーリングマシン）型自動繰糸機に替え、好評をもって迎えられ、1962（昭和 37）年には約
80%の市場を占有するに及んだ。RM 型によって現在の自動繰糸の基本機構が完成したと言える。
4．HR 型の開発着手「1 セットを 3 名で運転できる自動繰糸機の開発」へ
RM 型の普及に伴い、ニッサンでは新たなコンセプトでの製糸機の開発が進められた。RM 型自動繰
糸機をベースに改良されたのが、 HR 型である。 RM 型は 1 セット 12 名で操作していた。HR 型は「1
表-2：ニッサン自動繰糸機開発の流れ（五味氏作成による）
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セットを 3 名で運転できる自動繰糸機の開発」設計コンセプトを担って 1961（昭和 36）年から次期型
機・HR 型自動繰糸機の開発研究が始められた。HR 型自動繰糸機は、1964（昭和 39）年 3 月に完成し、
同年 8 月に福島蚕糸で発表された。
五味氏によれば、HR の設計思想の特徴は RM からの生産能力の飛躍（接緒最大回数 120→316 回）
と、作業者にとって使いやすい、メンテナンスしやすい仕様に改良された点であった。その結果最も
激変したのは、RM 型に比べて給繭機が驚くほど軽量化、省力化されている点が挙げられる。また、機
械設備だけでなく作業者の作業法の改革も行なっていった。「パトロールシステム」は個人責任制だ
った作業を、チーム或いは工場単位での連帯責任制への移行をすすめ、これまで労働時間内は休みな
く働くのが前提だった作業形態が、拘束時間内にゆとり時間が生み出され、作業中の“一休み” を可
能にした。また、新型機へ設備更新したくても資金的に困難な状況が多い点をカバーするために新装
置を旧型機に搭載して新仕様機の性能に近づける対応を行った。富岡製糸場にある自動繰糸機の「プ
リンス」「NISSAN」のプレートの違いは、機械性能のアップデートへの対応を示している。HR 型自
動繰糸機は初期の不調を乗り越え、市場の支持を強固なものにしていき、昭和 50 年には市場占有率
98%を超えるに至った。
5．片倉工業の自動繰糸機開発～ニッサン HR 型の導入経緯～
片倉工業は独自の自動繰糸機研究を戦前から続けており、昭和 20 年に K1 型開発に着手していた。戦
後 1950（昭和 25）年に 1 号機が大宮工場に設置され、糸の太さを感知するデニーラーの開発によって、
定繊度方式の実装に成功。1951（昭和 26）年に K8 型自動繰糸機が完成し石原工場に設置された。1952
年には石原工場 9 セット、富岡工場 12 セット、韮崎工場 6 セット。1953（昭和 28）年大宮工場 8、仙
台 8、石原 2 の合計 46 セットが設置された。1955（昭和 30）年には、富士精密（後のニッサン）と技
術提携して、石原工場と松本工場に既設の K8 型自動繰糸機各 1 セットにニッサン自動繰糸機の給繭接
緒装置を搭載する改修となった（KTR 型）。その後、当時の経営状況から自社開発の継続が再考され、
石原工場にニッサン自動繰糸機（RM）2 セットを導入して性能比較試験を実施し、RM 機の性能、取り
扱い易さ等の優位性が明白になり、以後 K8 型自動繰糸機の生産が終了となった。
五味氏の指摘では、片倉が自社製造を停止した背景は昭和 30 年代の市況悪化の中において自社専用
であったため機械開発のイニシャルコストの回収が難しく、経営を圧迫する要因の一つになったこと
が挙げられる。また、自社専用の多条繰糸機 KM 型多条繰糸機で築いてきた低速高品位生絲繰糸の伝統
から脱却出来なかったことも、先行メーカーのメリットを産み出せなかった要因となり、機械設計製
作技術の面でも先行を困難にしたとしている。例えば、接緒は極めて重要な動作であるが、K8 型機の
給繭機の接緒桿と粒付けとの距離が RM 機の 3 倍もあるため接緒精度が悪く、接緒効率の低下を招いて
いた。また、繊度感知器の耐久性も繰糸条件の変化の影響を受け易く安定性に劣っていた事等が挙げ
られる。一方で、独自開発の繊度感知器は特徴的であり、移動給繭機を採用している点からニッサン
と親和性が高く、KTR 型といった K8 型の繰糸機に RM 型の自動給繭機が搭載されるなどの試みが実施
された。いずれにせよ片倉工業の研究開発からの撤退は設計開発者の視点からは残念な出来事として
捉えられている。
6．HR 型の海外展開
ニッサン自動繰糸機は世界 22 ヵ国で稼働した。海外では繭質や品種も国内生産品とは異なる。また、
ニッサンは海外戦略の中で簡易型 SRE 型を開発し韓国において成功を収めたことをきっかけに、自動
繰糸機への移行を促し RM 型の輸出を展開した。その後 HR 型への普及へと移行していく。昭和 50 年
代にはブラ拓など海外商社による HR 型の輸出につながった。また、機械を電子制御する機能を搭載し
たメカトロニクスが注目される中、自動繰糸機はメカニカル機構のみである。これは、製糸場が水を
多く使う設備であること、原料繭の生産現場に近い場所に工場設置されるため、修理の部品供給に時
間がかかり、応急処置が可能であること、特にパーツ補給の難しい海外展開においてはメカニカル機
構の利点を生かすことができる。
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7．設計者視点から見た自動繰糸機開発
五味氏は HR 型の開発・普及過程の特徴に「設置後の改良、発展の継続性」を挙げている。運用上発
生する多様なユーザーの期待に近づけるには、発展途上機をアップデートしながら改善していくこと
が必要であった。共同開発によって、ユーザー（製糸会社）との一体感が生まれ、移りゆく課題への
挑戦に着手することができたという。当時すでに国産繭から輸入繭への切り替わりが始まり、ばらつ
きの大きい輸入繭に対応する高温煮繭技術の開発など繰糸法の改良以外の部分の開発が同時並行に試
された。また、技術開発の研究報告会の実施が、組織間のオープンな技術交流をもたらした。さらに
五味氏は特にニッサンは自社製糸工場を持たないため、ユーザーとの関係構築が重要であり、独占的
利益の追求を本意とせず、製糸業界を支える公共性を意識した企業活動の繊維開発基本思想を根底に
設計開発に従事することが肝要であったと述べている。
8．東京農工大学科学博物館の HR 型自動繰糸機
現在東京農工大学科学博物館（旧繊維博物館）が収蔵し、動態展示している HR-2 型自動繰糸機は
1978（昭和 49）年中国政府の要請に応えて北京農業博覧会に出展実演したものである。本機はその後
東京農工大学工学府に移管されたが、長年稼働されずにいた。1999 年に農工大卒業生を中心とする繊
維技術研究会が発足し博物館内の機械を稼働し動態展示を始めた。農工大卒業生の HR 開発者瀬木氏の
誘いをきっかけに繊維技術研究会に参加した五味氏は、不足しているパーツ等を手配し整備を行い、
給繭から繰糸までの動作の実演公開を可能にした。本機はメカニカル機構によって繰糸作業の動作が
可視化されていることで、工学部の学生の機構理解のための展示教材には最適であった。さらに設計
者自身が解説することにより、設計上の課題、解決プロセスを間近に聞くことができるため、教育的
に大きな力を発揮している。他方で「製糸学」を教える大学は現在国内にはなく、国内での HR 稼働箇
所も国内 1 箇所となっている。現在、科学博物館では、2021 年より「国産自動繰糸機 HR-2 の３D デジ
タル復元と動態展示継承モデル開発」として、動態展示継承に向けた、機構のデジタル化と設計思想
の保存・活用を進めているところである。
まとめ 平和産業の象徴としての HR 型
明治 5 年の富岡製糸場の建設により、日本の近代製糸技術の開発が始まった。は近代化の黎明から日
本の復興と平和産業までのものづくりの系譜を辿れる場所である。特に HR 型自動繰糸機は高度経済成
長機の技術を可視化する貴重な産業遺産である。工場での生産は労務管理上の課題を示したが、戦後
開発された自動繰糸機はこれまでの課題を乗り越え、機械が糸を繰る作業を可能にした。さらに HR 型
はこれまでの労務管理の課題解決に向き合い、作業者の利便性、快適性への設計思想が込められてい
た。HR 型が少人数での量産工場の稼働を可能にしたことは、戦後復興に投げかけられた課題への一つ
の回答であると言える。一方、五味氏は今後社会が求める生糸の一つに「個性のある糸」を挙げてい
る。機械量産を可能にした日本独自の自動製糸機械、RM,HR 型の先に革新的な次世代の設計思想を持
つ製糸機械の誕生を期待している。次なる機械の誕生のためにも過去を見つめ、未来を語る貴重な遺
産として富岡製糸場の自動繰糸機 HR 型の再評価を行なって行きたい。
参考文献
小林安（1980）繊維機械ニッサン（製織編・製糸編）増刊号、貿易の日本別冊
日本シルク学会（2003）『ニッサン HR-3 型自動繰糸機

製糸技術の保存事業シリーズ、No.3』

高林千幸（2019）自動車メーカーによる自動繰糸機の開発経緯
五味宏（2021）私記ニッサン自動繰糸機開発略記Ⅰ021.07.30 版
だいた。
本研究は JSPS 科研費 21K01000 の助成を受けたものである。
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海上物資輸送における帆船から蒸気船への移行時期について
－19 世紀「鉄と蒸気の時代」における帆船の繁栄－
○吉田 勉*
* 会員、元日本製鋼所、ttmmck@hi3.enjoy.ne.jp
1．はじめに
18 世紀から始まったイギリスの産業革命によって製鉄と蒸気機関が発達したことから、19 世紀は
「鉄と蒸気の時代」 1）といわれ、製造面におけるそれまでの家内制手工業が工場制機械工業に替わり、
大量の物資の生産が可能となった。これら大量の物資の輸送は、陸上では蒸気機関車による鉄道輸送
にかわり、海上では蒸気船が帆船にかわる新しい海上輸送手段として期待された。しかし、19 世紀を
通して物資の輸送を担っていたのは帆船であった。
19 世紀における蒸気船と帆船の優位性に関する研究は、主として海運業における蒸気船と帆船の利
用率、すなわち経済性・労働生産性の面からと、主として舶用蒸気機関の技術的進歩の面からの研究
に分かれており、19 世紀をとおして帆船が物資輸送という場で優位を継続していたことを確認するも
のとなっている

2）。また、歴史家の関心は産業革命と蒸気機関とに集中しており、蒸気船の未成熟と

いう側面からの検証に偏っている観がある。そこで、なぜ帆船が優位を継続できたのか、そして、帆
船から蒸気船に移行した時期は何時頃なのかについて、新たな視点から、著者なりに整理・分析した
結果をまとめたものである。なお、説明の主な舞台は 19 世紀の英国であることをことわっておく。
2．スエズ運河開通（1869 年）以前の船舶の建造状況
19 世紀に至るまでの造船技術は、船大工という言葉に象徴されるように、主として伝承と経験に基
づいたものであった。ただ、海軍の軍艦建造に関しては、18 世紀にすでに船体模型を用いた船体形状
の研究や、経験と伝承から得られた技術を纏めた造船術の書物も著され、建造前に船の安定性を算出
できる域に達していた

3）。一方、民間の帆船は旧態依然で殆ど変わらず、大きさが少し大きくなった

程度であった。また、18 世紀末には、小型ではあるがワットの発明した蒸気機関を装備した木造船も
現れている 4）。
産業革命の過程で増産された生産物が国内に行き渡ると、余剰生産物の市場を海外に求めた。この
ため、原材料の輸入と、余剰生産物の輸出のため、海運界は活況を呈し始め船舶需要が急増した。と
ころが、英国内では造船用木材が不足し需要に見合う新造船の建造は困難であった。この対応として、
英仏戦争での拿捕船や植民地（主としてアメリカ）での建造と、輸入木材による建造で凌いでいた

5）。

一方、当時の蒸気船は、表 1 に示す通り、その容積の殆どを巨大な舶用蒸気機関と自航用燃料炭で占め
られ、物資積載スペ－スは限られていた。

表 1：自航用燃料炭が総トン数に占める割合
年

度

船

名

総トン数

石炭積載量

貨物積載量

推進方式

機関方式

1840

Britannia

1,189

640

225

外車

単式レバ－

1855

Persia

3,300

1,640

1,100,

外車

単式レバ－

1865

Java

2,697

1,100

1,100

スクリュ－

単式回転

1874

Bothnia

4,556

940

3,000

スクリュ－

2 段膨張機関
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3．快速帆船（クリッパ－）の登場
蒸気船の登場と、速度を最優先に建造された米国のクリッパ－による中国茶輸送への参画は、英国
の帆船船主にとっては大きな脅威と映った

6）

。そこで、英国は木材不足の対策も考慮した図 1 に示す

木鉄交造のクリッパ－を建造し米国に対抗した。この英国のクリッパ－による中国茶の輸送競争はテ
ィ－・レ－スと呼ばれた。建造されたティ－・クリッパ－は 27 隻にのぼり、最初の 7 隻は木造であっ
たが、残り 20 隻は木鉄交造船であった

7）

。木鉄交造船は船体強度が向上し大型化が可能で、外板が木

材であったため海洋生物の付着を防ぐ銅板被覆も可能で、船速の低下を防ぐことができ、当時の蒸気
船は速度では太刀打ちできなかった。
4．19 世紀前半期の蒸気船
19 世紀前半期の舶用蒸気機関は、重くて場所をとる燃料効率が極めて悪いものであった。このため、
航海距離に見合った自航用燃料炭の搭載スペ－スを確保するため、船体の大型化が早くから図られた。
また、木造では強度や振動等の問題があり早い時期から鉄製船体が検討され、1845 年にニュ－ヨ－ク
航路に就航したグレ－ト・ブリテン号は最初の大型鉄造船であった。しかし、依然自航用燃料炭の積
載容積や、舶用蒸気機関の占めるスペ－スが大きく、表 1 で示した通り輸送できる物資の量は限られ、
帆船が運べるような量の輸送は困難であった。そして、19 世紀前半期の蒸気船の進歩としては、鉄製
船体の導入のほかに、外車からスクリュ－・プロペラへの推進方法の変更が挙げられる。
5．スエズ運河開通のインパクト
1869 年に開通したスエズ運河による東洋への航海距離短縮の重要な点は、「商業の機構、商業の方
法、商品の製造と売買に変化を与えるとともに、一般経済の発展を生じさせた」 8）ことである。そし
て、蒸気船にとっては、自航用燃料炭の積載量を削減でき、物資積載スペ－スの増加が期待できた。
1）帆船への影響
帆船船主はスエズ運河の開通によって、物資の輸送が蒸気船に移行することに強い脅威を感じ、輸
送運賃の低減を図るため積極的に蒸気を利用した各種の機械類を装備し省人化を進め、出入港時にタ
グボ－トの利用や、港湾設備の改善により、碇泊時間の短縮等の効率的運航に努めた。また、航海距
離の短縮率が小さい地域への物資輸送や、ゴ－ルドラッシュに沸くカルフォルニアとオ－ストラリア
へ向かう労働者や移民の輸送には、運賃が安い帆船が利用され、ティ－・クリッパ－としての任務を
終えたクリッパ－は、オ－ストラリアやニュ－ジ－ランドからの羊毛輸送船として転活用された。一
方、スエズ運河の開通は蒸気船の世界展開を促し、蒸気船への燃料を補給する給炭基地が世界各地に
整備され、これら給炭基地への石炭輸送は全て帆船で行われたことも帆船の優位を継続させた９）。

図 1：木鉄交造船の構造（黒い部分が鉄材）
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2）蒸気船への影響
スエズ運河の開通は、表 2 に示すとおり東洋への航海距離を短縮させたが、これまでの大型の蒸気船
は運河を通航するには大きすぎ廃棄された。このため、通航可能な寸法の蒸気船の建造ブ－ムが起こ
った。また、運河の開通直前に、2 段膨張機関を装備した蒸気船が 8500 マイルを無補給で航海し、蒸
気船が帆船に替わって物資輸送の主役となることが現実的になりつつあった

10）。しかしながら、政府

と蒸気船による郵便輸送契約を行っていた大手海運会社は、契約に伴う多額の補助金によって経営が
安定していたことと、政府の示す建造に関する仕様が足枷となり、新しい技術の導入に消極的であり、
このことも蒸気船の進歩を遅らせる一因となったと考えられる。
3）海運への影響
スエズ運河の開通によるロンドンを起点とした海上距離の短縮が海運へ与えた影響の第一は、全て
の物資の中継地を英国のロンドンとしていたこれまでの海運システムが、地中海の諸港を中継地とす
るようになり、ロンドンを中心とした保税倉庫システムを終焉させたことである

11）。第二は、海運会

社が輸送する物資の種類や、費消時間を考慮して輸送手段を選考し始めたことである。
6．帆船から蒸気船への移行時期の再考
スエズ運河の開通と小型・高圧の 2 段膨張機関の装備によって、物資積載容積の確保が可能になった
にもかかわらず、蒸気船が主役の座をすぐには奪えなかった要因について、船を技術複合体ととらえ、
帆船と蒸気船を構成する個々の構成品の製造技術等の進歩を背景に比較、考察し、移行時期を再考し
てみた。
表 2：ロンドンを起点とした海上距離（単位マイル）
目 的 地

喜望峰経由

スエズ運河経由

節約距離

短縮率（％）

ボンベイ

１０，７１９

６，２７４

４，４４５

４１

カルカッタ

１１，７３０

７，９００

３，８３０

３３

シンガポ－ル

１１，４１７

８，２４１

３，１７６

２８

香 港

１３，０３０

９，６８１

３，３４９

２６

上 海

１３，７８１

１０，４４１

３，３４９

２４

横 浜

１４，２８７

１１，１１２

３，１７５

２２

シドニ－

１２，５３０

１１，５４２

９８８

８

メルボルン

１２，２２０

１１，０５７

１，１６３

１０

図 2：2 段膨張機関
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1）帆船
帆船は、船体、推進装置である帆装、その他の艤装品から構成されている。これら各構成品は、そ
れぞれが独立しており、構成品相互間の連携が無く、常に最新技術を随時独立的に導入でき、省人化
と効率的運航を実現した。これらにより、運賃の低減に成功するとともに、世界各地に整備された給
炭基地等への物資輸送という新たな活躍の場を得たこと等から、帆船は 19 世紀を通して活躍できた。
2）蒸気船
蒸気船は、船体、推進機関である舶用蒸気機関、推進器、その他の艤装品から構成されている。ま
た、舶用蒸気機関はボイラと機関から構成され、これらの各構成品は相互に連携しており、構成品相
互の技術的な遅れ進みが、蒸気船の進歩に大きく影響していた。特に、小型の蒸気機関と高圧のボイ
ラの開発、及びボイラに供給する真水の問題の解決に時間を要した

12）

。これらの解決には、材料、製

造技術、及び工作機械等の進歩を待たねばならず、連携する構成品相互間のアンバランスの是正に時
間を要した結果、蒸気船が帆船と同等の物資輸送能力を可能にしたのは 1880 年代中頃であった。
7．おわりに
帆船から蒸気船への移行時期は、以上の考察から 1880 年代中頃であり、移行が遅れた主要因は舶用
蒸気機関の遅れであることは事実である。しかし、詳細に見てみると、その要因は構成品相互間の連
携を必要としなかった帆船にくらべ、蒸気船は舶用蒸気機関を構成する各構成品相互のアンバランス
の是正に時間を要したことが主要因であることがわかった。また、帆船が物資輸送という場で優位を
維持できた他の要因として、当時の帆船を建造する造船業者や技術者、帆船船主による新技術の積極
的な導入も見逃せない。このように、新技術が旧技術を一挙に駆逐するかのように捉える“単線的”
な技術発達史観は、旧技術の意外な抵抗・努力を見過しがちであることを留意すべきである。
文

献

1）Gerald S. Graham, “The Ascendancy of the Sailing Ship 1850-85” The Economic History Review, New Series, Vol.9, No.1, 1956,
p.74
2）D. A. Wells, Recent Economic Changes Quoted in B. Rand, Economic History Since 1783, pp.305,307-8 及び、上野喜一郎『船
の世界史・上巻』舵社、1980 年、289 頁
3）Larrie D. Ferrein, Ships and Science, The MIT Press, 2007, p.154
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8）John A. Fairlie, “The Economic Effect of Ship Canals” Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.XI,
January 1898 - June 1898, P.54
9）William S. Lindsay, History of Merchant Shipping and Ancient Commerce, Vol.4, London: Sampson Low, Marston, Low, and
Searle, 1875, p.409
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学会賞講評
吉田勉『19 世紀「鉄と蒸気の時代」における帆船』溪水社、2020 年
○鈴木 淳*
* 会員、東京大学、jsuzuki@l.u-tokyo.ac.jp
イギリスを主とする産業革命と海運を巡る著書である。海運の主役が帆船から蒸気船からに移行し
たのはどの時期ととらえるべきかという問いを立て、多くの先行研究を参照しながら、造船技術、舶
用機関製造技術、スエズ運河開通の影響など、それぞれに章を立ててわかりやすく論じる。技術複合
体として船舶を捉えるべきであるとして、19 世紀における帆船の技術的進歩を強調し、実際にイギリ
スにおいて汽船新造トン数が純屯ベースで帆船のそれを上回る 1880 年代後半を帆船から汽船への転換
の時期であるとする。
ここで技術複合体として捉えるというのは、船舶を船体、機関、推進器、帆走装置、補機など各構
成要素の複合体としてとらえ、その相互間の照応、整合性を検討して全体を把握しようとするとらえ
方である。これは産業技術史として重要な視角であるが、著者はこれを坂上茂樹氏の舶用蒸気タービ
ンや舶用ディーゼル機関の研究から学んだという（176 頁）。
そして、18 世紀末から試みられ 19 世紀初めに実用化された蒸気機関の船舶の推進動力への活用によ
って生じた他の要素との不整合が、鉄製船体の採用、二段膨脹機関の採用による機関小型化と効率化、
表面復水器の採用、真水製造装置の開発、円筒形、全鋼製ボイラの開発、さらには水管ボイラ用の継
ぎ目なし引き抜き鋼管の導入など、諸技術の開発や導入により、技術複合体としての汽船が帆船にと
って代わるとする。
一方で、題名に示されている本書の主題は帆船である。上述のような、汽船の各構成要素の問題と
合わせて、19 世紀の木造帆船の建造技術や課題にも目が向けられる。木材に恵まれたアメリカでは対
英戦争に際してイギリスによる封鎖を突破する必要に迫られたこともあって、積載量より速力を重視
した船型が発達し、19 世紀半ばにはクリッパーの全盛期を迎え、それはイギリスにも波及した。イギ
リスでは木材の不足から強度部材に鉄を用いる木鉄交造船を経て汽船にやや遅れながらも、鉄製、さ
らに鋼製の船体が普及した。また帆の操作を省力化するカニンガムズ・システム、鉄製歯車機構を利
用した人力巻揚機、さらに 1860 年代中ごろからの蒸気動力ウインチ等の導入により省力化を進めて、
汽船に対抗していたと指摘する。そして、それらは新技術を利用した完成品を旧装備品と置き換える
形で導入されたので、他の要素との照応・整合を必要としなかったとする。これらの帆船の発達と、
蒸気曳船や荷役への蒸気起重機の利用、また汽船が生じさせた給炭基地への石炭輸送という需要に帆
船が応えるといった用途の拡大もあって、帆船の時代が続いたと論じる。
郵便補助制度や税制、スエズ運河開通の影響の多角的な考察、また貿易の変化など、制度や経済実
態への目配りも幅広い。鉄と蒸気機関を巡る産業革命が、海運ないし船舶にどう影響したのか、広い
視野で描いた著書であり、産業技術史的な観点から産業革命を見直す視角を提示している。海事史に
興味がある読者はもちろん、産業革命が社会を変化させたありさまを具体的にとらえようとする全て
の人々に有益な著書である。
幅広い技術に注目しているゆえに、例えば製鉄分野の反射炉をめぐる叙述では疑問を感じる所があ
るが、これは視野の広い書物には避けられない問題であり、船を主題にした本書の価値の本質にかか
わる問題ではない。表題が帆船だけを扱ったように誤読されかねないもやや気がかりではあるが、そ
れももちろん本書の学術的価値を損ねるものではない。
著者は海上自衛隊の技術幹部として勤務し、民間企業に転じた後、大学院で本格的に研究に取り組
んだ。本書はその成果として博士学位を授与された論文に基づいている。船や技術の専門的知見を背
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景としつつ、かならずしもそれに直結しない課題を選び、広い視野で歴史を捉えた姿勢と努力は高く
評価できる。著者も指摘しているように、インターネットの発達により、国際的に 19 世紀以前の書籍
をオンラインで閲覧することが容易になった。また外国の研究を参照するのも格段に容易になった。
これらにより、若い時から資料を収集して来きた人々や、大学図書館、研究費等に恵まれた人に限ら
ず、技術を活用する世界で務めを果たして第二の人生で歴史研究を志す人々が、技術的感覚や、正確
性を重視する意識、また多くの人々に伝える力などを発揮して良質の研究や著述を行なう機会が大幅
に拡大されてきている。もちろんそれは機会であって、それを生かせるかどうかは、個人の資質と努
力による。本書は、これからの産業技術史研究の大きな部分を担うであろうそのような業績の先駆け
としても評価できる。このような期待も含め、学会賞選考委員会は全会一致でこの著作が学会賞を授
与するにふさわしいと判断した。
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学会賞講評
吉田勉『19 世紀「鉄と蒸気の時代」における帆船』溪水社、2020 年
○亀井 修*
* 会員、国立科学博物館、kameio@kahaku.go.jp
海上交通について，19 世紀初頭に蒸気船が産み出された後，19 世紀後半には蒸気船が帆船を代替し
た。その後は動力船が優勢となった。同時期には，木造船から鉄船，鋼船への移行が進行した。概括
すると２行半で済むこの流れを資料を詳細に拾うことから，従来技術が新しい技術に継続，あるいは
置換される要因を産業的視点から明らかにしたものである。
18 世紀半ばから 19 世紀にかけて起こった一連の工業化と石炭利用とそれに伴う社会構造の変化の時
代，いわゆる産業革命の時代では，工場では水力に代わって，陸上輸送では運河や馬車に代わって，
水上船舶でも風力に代わって蒸気機関が用いられるようになった。製鉄業の発展と蒸気動力機械の発
展によって「鉄と蒸気の時代」といわれた 19 世紀のほぼ終わりまで，海上航海による物資の輸送は帆
船によって担われ続けた。21 世紀の今日では熱機関を動力とする船舶を用いることが当たり前となっ
ているが，蒸気船が帆船を超えるのは，船腹数で 1880 年代中頃，物資輸送量では 1890 年代であった。
この事象と理由について，個別の材料技術・構造技術・船舶技術・エンジン技術，航法技術・港湾
インフラ技術，港湾運営技術，あるいは帆船は個別要素で後付的な技術改善をしやすく蒸気船は個別
要素が関連して全体を構成しているため技術開発や導入が容易ではないといった技術システムとして
の船舶といった視点，労働生産性や燃費などといった経済性，港湾システム，国際情勢，資源問題，
慣習や諸々の規制などの社会システムや，人びとの技術に対する信頼などの視点を取入れながら，
Lloyd’s Register や再復刻版や電子図書あるいは公開されたデータなど多くの資料を俯瞰して活用して得
られた知見を系統的にまとめている（目次を文末に示す。）大型技術が受け入れられていく過程につ
いては，２０世紀の大型技術の代表である原子力や大型民間航空機の技術開発の流れとも重なって見
える。また諸々の規制やイメージ作りなどによる人心の誘導は，流れの方向は逆ではあるが，21 世紀
の脱炭素技術や水素利用技術にも通じる姿を描き出している。
一つの技術が社会に受け入れられ普及していくためには，技術的，政治的，経済的合理性だけでな
く，その技術に対する使用者を始めとする人びとの信頼の醸成も重要な要素であったことを示唆し，
直接的にも現代の技術開発に対しても通じる視点を提示している点においても意義あるものと考える。
また公開された既存の資料を俯瞰的に組み合わせた分析によって新たな知見を導く手法は，デジタル
時代の技術史研究として一つの形を作っていくことが期待される。
帆船技術と蒸気船技術の関係に見るのと同様な，開発された技術が合理性と信頼性を高めながら，
社会システムに取り込まれ，人びとに受け入れられ，普及（緩急，ときに衰退）していくことは他の
多くの技術分野でも見受けられる。自動車動力に見る電池・蒸気・内燃機関の選択，大型民間航空機
技術と原子力発電技術への信頼の違い，電話，放送，コンテナ輸送，CD，インターネット，電子マネ
ー，電子書籍，サブスクリプション型音楽配信などは例としてすぐに思い浮かぶ。近現代での技術に
よる影響の大きい変化の多くは一朝一夕で進むものではなかったが，しばしば「気づけばすっかり変
わっている」程度の速さでは進んできている。COVID-19 禍が継続する 2021 年春現在，紙で集合型オ
フィス・ワークからデジタルで分散型リモート・ワークへの移行など，従来は無理と思っていた変化
も意外に速いテンポで進むのではと実感している。
【目次】
序章 問題の所在、及び課題と検証方法
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1 帆船から蒸気船への移行時期に関するこれまでの論点
2 本書の課題と検証方法
3 Lloyd’s Register について
序章の注
第 1 章 19 世紀における造船技術と海運
1.1 19 世紀に至るまでの造船技術の進歩の概要
1.2 蒸気船の登場
1.3 海運
1.4 船舶建造と造船用木材の不足
第 1 章の注
第 2 章 舶用蒸気機関の開発の遅れ
2.1 19 世紀前半期の舶用蒸気機関の実情
2.2 外車からスクリュー・プロペラへの推進方法の変更
2.3 単気筒蒸気機関の種類
第 2 章の注
第 3 章 物資輸送手段としての蒸気船と帆船
3.1 蒸気船による大西洋横断
3.2 クリッパーの登場とその発展
3.3 木鉄交造船の登場
3.4 造船部材の変遷
第 3 章の注
第 4 章 帆船の優位を継続させた他の要因
4.1 省人化の推進による運賃の低減
4.2 船底への銅板被覆技術と電食の防止
4.3 海洋に関する科学的研究の進歩
4.4 移民の急増と金鉱の発見
4.5 イギリス造船技術の停滞と法・条例の問題点
4.6 蒸気船と郵便補助金政策
第 4 章の注
第 5 章 スエズ運河の開通とそのインパクト
5.1 2 段膨張機関の発明
5.2 スエズ運河開通の意義
5.3 スエズ運河開通後の蒸気船と帆船
5.4 帆船の延命とインフラストラクチュアの整備
第 5 章の注
第 6 章 帆船から蒸気船への移行時期の再考
6.1 蒸気船と帆船の技術的進歩の概要
6.2 造船と製鉄業の進歩
6.3 造船と工作機械の進歩
6.4 技術複合体としての帆船
6.5 技術複合体としての蒸気船
6.6 技術複合体的見地からの移行時期
第 6 章の注
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学会賞講評
吉田勉『19 世紀「鉄と蒸気の時代」における帆船』溪水社、2020 年
○麓 和善*
* 会員、名古屋工業大学、fumoto@nitech.ac.jp
応募作の吉田勉著『19 世紀「鉄と蒸気の時代」における帆船』（渓水社 2020 年刊）は、序章、第
1 章～第 6 章からなる。
序章「問題の所在、及び課題と検証方法」では、まず帆船から蒸気船への移行時期に関する従来の
論点が、①海運業における経済性・労働生産性、②舶用蒸気機関の技術的進歩、③スエズ運河の開通
や港湾設備等のインフラストラクチュアの整備、以上 3 点にまとめられることを指摘し、「鉄と蒸気の
時代」といわれた 19 世紀において、帆船が物資輸送において優位を維持しえた要因を解明するために
は、①19 世紀初期の船舶需要の急増と供給、②舶用蒸気機関の問題点と技術的対応、③帆船の技術的
進歩の検証と技術面以外の要因、および航海条例等の法制度の問題点、④スエズ運河の開通が蒸気船
と帆船の建造技術に与えた影響、以上 4 点の検証が必要であることを述べている。
第 1 章「19 世紀における造船技術と海運」では、17 世紀から 19 世紀までの帆船に関する造船技術の
進歩と、18 世紀末から始まる実用蒸気船の建造と改良について概観したうえで、それらの船舶を必要
とする産業革命期におけるイギリスの海運業、および船舶の需要の増大と、造船用木材の不足による
新造船建造の困難な状況、およびその対策について述べている。
第 2 章「舶用蒸気機関の開発の遅れ」では、陸上の蒸気機関が高圧機関を採用していたにも関わらず、
蒸気船に装備された蒸気機関が安全性を最優先して低圧機関を装備し続けたこと、蒸気船の進歩とし
ては、木造船から鋼製船体への移行と推進力として外車からスクリュー・プロペラへの変更があった
ことを述べたうえで、当時蒸気船に装備された単気筒蒸気機関について、外車推進蒸気船用 6 種類、ス
クリュー・プロペラ推進蒸気船用 2 種類を解説している。
第 3 章「物資輸送手段としての蒸気船と帆船」では、まず蒸気船に関して、最初の大西洋横断に成功
した蒸気船が補助蒸気機関を備えた帆船で、その後全航程を蒸気機関で航走した蒸気船が出現したこ
と、初期の蒸気船は木造船であったことが述べられ、次に帆船に関しては、蒸気船に対抗できるよう
積載量よりも速度を優先した快速帆船「クリッパー」の建造や、木鉄交造船などの新技術の導入によ
る運賃の低減を図ったことなどが述べられ、加えて木材から鉄材への造船部材の変遷について記され
ている。
第 4 章「帆船の優位を継続させた他の要因」では、蒸気船の進歩に脅かされながらも、物資輸送船と
して帆船が優位を維持した要因として、乗組員省人化による運賃の低減、海洋生物の付着による船材
の損害と航海速度の低下に対する船底への鋼板被覆技術の開発があったことを述べ、あわせてイギリ
スの造船業の発達を停滞させたトン税測定法と航海条例の問題点とその変遷、蒸気船の進歩を遅らせ
る結果となった郵便補助金政策についても述べている。
第 5 章「スエズ運河の開通とそのインパクト」では、まずスエズ運河開通直前の 2 段膨張機関の発明
と、運河開通が海運業に与えた影響、物流システムの変化について述べている。そして、東洋への距
離短縮によって自航用燃料炭が削減され、蒸気船のほうが有利になるはずであったが、短縮率が小さ
かったオーストラリア航路や、炭鉱から遠く離れた地域との交易では、依然として帆船が利用されて
いたこと、蒸気船のためのインフラストラクチュアの整備があったこと、輸送物資の種類や緊急性に
よる海運業者の船種の選好みがあったこと、帆船側の経営努力があったことを論じたうえで、スエズ
運河開通後も帆船の優位が続いたことを指摘している。
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第 6 章「帆船から蒸気船への移行時期の再考」では、帆船から蒸気船への移行時期に関する従来の説
が、序章で述べた 3 つの点で論じられたことから、その移行時期に差が生じていることに対し、著者は
帆船と蒸気船を技術複合体としてみることによって、移行時期の再考を試みた。すなわち、帆船の構
成品はそれぞれが独立しており、常に最新の技術を完成形態で導入することができ、運航経費の削減
と運賃の低減につながったのに対し、蒸気船の構成品は相互に連携して作動するため、その整合がと
れるまでに時間を要し、完了したのは全鋼製円筒型ボイラと蒸化器付き表面復水器が完成した 1884 年
ごろであった。この時期は、奇しくも船腹量で蒸気船が帆船を追い抜いた時期と一致し、量的な面で
の移行時期を技術面でも裏付ける結果となったと結論付けている。
以上は、著者が長年にわたって国内外の膨大な関連研究を博捜し、総覧したうえで自身の見解をま
とめた労作である。特に最終章において、19 世紀をとおして行われた物資輸送手段としての帆船と蒸
気船の進歩の過程を、技術複合体としての視点から考察することによって、帆船から蒸気船への移行
時期が 1884 年ごろであるとの結論を導き出し、船腹量で蒸気船が帆船を追い抜いた時期と一致してい
ることを確認した。ここに本研究の学術的意義が認められ、学会賞にふさわしいと判断した。
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