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はじめに

この主題に関連する論考を，筆者は近年2つほど書いたことがある。その 1つは東京工業大

学製鉄史研究会編『古代日本の鉄と社会』に収めた“製鉄史研究の史的概一観一一学際的研究の

流れを追って”であり， もう 1つは 「科学史研究』に寄せた “鉄鋼技術史講義シラパスと文

献〔草稿〉”である。

『古代日本の鉄と社会』 (1982年12月刊〉は， 書名の示すごとく， わが国における古代製鉄の

技法の解明を扱った本であるが，上記の論考では，冶金ないし製鉄に関する技術および科学に

対する総合的かつ歴史的な限が，明治期以来現代まで，かなり時代的制約をうけつつも，一貫

して注がれつづけていた， とし、う視座のもとに，研究史の跡づけを行なったのである。すなわ

ち，同書巻末に付した「年次別文献目録」にみるように，フライベノレク鉱山大学〔Bergakademie

Freiberg）出身の学際的技術者，ネ ットー（CurtNetto, 1847～1909）の著わした『日本鉱山編』

* 1984年12月5日受理
料 東京工業大学工学部

(1）研究史の全体を①学際的研究の原点，②戦前における前近代製鉄史研究の到達点，③戦後における前
近代製鉄史研究の展開に分け，戦後のあゆみを「たたら研究会」の発足以前と以後の 2段階に分けて跡
づけた。

(2) 『科学史研究』 No.147 (1983年10月）， No. 148 (1984年2月〉。
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(1880年〕訳刊に起点をとり，俵国一著『鉄と鋼，製造法及性質』（1910年〉，西尾錠次郎編『日本

鉱業誌』（1911年）， 工学会編「明治工業史 ・鉄鋼篇』（1929年〉， 鉱山懇話会編『日本鉱業発達

史 ・ 中巻』 (1932年〉， 俵国一編著『T~T来の砂鉄製錬法』（1933年〉，同著『日本刀の科学的研究』

(1953年）な らびに三枝博音編 『日本科学古典全書』（1942～49年〉などのもつ先駆的役割を評価

し戦後1958年に結成された「たたら研究会」の全国的な視野に立つ研究活動状況を位置づけ

たのである。

こうして， 研究史的な観点からの日本鉄鋼技術史研究の展望については，この論考を見られ

るとよL、。

つぎに“鉄鋼技術史講義シラバスと文献”（1983年〉は， 日木科学史学会の科学史ハンドブッ

ク委員会の求めに応じ世界鉄鋼技術史を学ぶに当つての筆者なりの考え方を，科学 ・技術史

の全般に対する総合的な配慮を前提にし，8大区分 ・25項目に構成して，それぞれ関連する研

究文献名 ・機関名等を提示したものである。これには，古代から現代にいたる世界の鉄鋼技術

の歩みをとらえるに欠かすことのできぬと思われる範囲で，日本の鉄鋼技術史に関する単行図

書が採録されている。そこで，逆に言うと，日本鉄鋼技術史の研究上参照されるべき海外の研

究動向に関しては，さしあたりこの拙稿をご覧願うのがよいと思う。

ところで，上記 2つの論考が公表されてから本稿執筆の時点まで，まだわずか2年た らずの

経過でしかないが，たとえば日本産業技術史学会創立に先立つシンポジウム（1984年4月7日〕

において東北大学選鉱製錬研究所の岡田広吉が“岩手県釜石鉄鉱山地域の高炉の形態”を報告

されており，日本鉄鋼技術史の研究がすでに従来の文献史学の段階をこえ，物的資料の綿密な

調査をふまえた高度の実証性をそなえた研究水準に入りつつある ことを示してい2。その意味

では，おそらく これからの技術史研究に関する展望記事は，当学会の設立を機に，大きく変貌

してゆくことであろう。

さらにまたこの l両年の聞に，たたら研究会の25周年を記念する大冊の『日本製鉄史論集』

(1983年12月〉 が問われたほか， 『季刊 ・考古学』第8号（1984年8月〉が特集「古代日本の鉄を

科学する」を刊行する一方， 日本鉄鋼協会の鉄鋼科学技術史委員会が共同研究の成果として，

特別報告書『原燃料からみたわが国製銑技術の歴史』 (1984年10月〕をまとめるなど，人文社会 ・

理工学両分野を問わず学際性豊かな研究文献があらわれている。

このような流動的な状況をふまえ，筆者はさきの 2論考との重復をさけながら，以下5つほ

どの主な研究対象別に最近における日本鉄鋼技術史の研究動向を概観したいと思う。

1. 総合研究をめざして

人間の社会生活のなかで，鉄のもつ意義を，最も明確に表わした日本の代表的思想家の先が

(3) 産業技術史研究会 『産業技術史シンポジウム ・日本産業技術史の当面する諮問題について（速記録〕』
1984年 4月。
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けは，三浦梅園 (1723～89）であろう。一一往とは五金の総名なり。分っていへば，金 ・銀 ・

銅 ・鉛 ・鉄，合せていへば皆金なり。五金の内にては，鉄を至宝とす。銅これにつぐ。鉛これ

につぐ。 如何となれば， 鉄は~：の価廉にして， 其の用広し。 民生一日も無く んば有るべから

ヂ，（『価原』 m 年〉。

鉄が社会史上，また文化史上にはたす役割は，基本的には梅園の時代とまったく変ってはい

ない。しかるに鉄鋼技術の革新は，ことに戦後いちじるしいものがあるから，かつて世界最大

の鉄鋼技術史家ベ ック（LudwigBeck）が “Geschichtedes Eisens" (1884～1903）の第 1巻序文

に感慨深く記したように，文化史と技術学とはカイリすることはなはだしく， a鉄の歴史を書

くことは一つの官険である＇ 0

だが，時代別 ・専門別に研究が分化 ・発展するとともに，総合化をめざす努力が，鉄鋼史の

領域でも着々と進められてきた。わけても今日の日本鉄鋼技術史研究に，依然として光を投げ

かけ，産業考古学的調査に手がかりを与えてくれる労作が，工学会編『明治工業史』鉄鋼篇で

あt1929年の刊行であるが， 田辺朔郎を全体の委員長として凹16年に着手されたこの叢書の

鉄鋼篇（火兵篇と同一巻）は，初代日本鉄鋼協会会長 ・野呂景義（1854～1923）を分科会主査とし

て，野目みずからが執筆に当り，俵国一 ・香村小録らその門下たちの協力を得て，1920年代

はじめにはほぼ成稿の段階にまできていた。 1923年の関東大震災による原稿焼失と野呂の逝去

のためその成果の大半が一時無に帰したが，それにもかかわらず「明治工業史』鉄鋼篇が近代

日本における本格的な鉄鋼技術史研究の原点と評価され得るのは，この書の基礎に，野目自身

が基本史料にもとづきつつ編述した技術近代化の過程の記録“本邦製鉄業の過去及将来” （「鉄

と鋼』 1915年3月～16年7月〉が据えられているからである。

日本鉄鋼協会は， このような初代会長以来の伝統をひきついで， 1935年以来（終戦直後をのぞ

き） 10年ごとに“鉄鋼技術の進歩”と題する特集を，機関誌「鉄と鍋』に載せ， 鉄鋼ならびに

周辺領域にわたる技術のあゆみを展望する努力を積み重ねている。直近のものでは同誌第60年

第5号（1975年〉が60周年記念特集号に当り，ことに世界最高水準へと躍進した時代における鉄

鋼の科学的研究，技術，設備の進歩を，製銑から材質の分野にいたるまで，社会情勢の変化を

合め総合的に叙述している。これにつぎ1985年2月6日，同会は創立70周年を迎え，鉄鋼技術

の先駆者たちの追悼会をはじめて開き， “初代会長野呂景義氏とその周辺の人びと”と題する

講話会を催すとともに「鉄と銅』あるいは 『日本鉄鋼協会史』に1980年代前半までの鉄鋼技術

史の総括的な概要，筆者による野呂景義の実証的な評伝などを収録の運びとなっている。

(4) 三枝博音編『三浦梅園集』 1953年，岩波文庫。なお拙著『日本人と鉄』 1982年，有斐閣刊81頁。
(5) 中沢護人訳『ベッタ ・鉄の歴史』第1巻第l分冊，1974年，たたら書房。 くわしくは私の書評（Ii"科

学.！ 1975年5月号〉参照。
(6）工学会〈日本工学会〉編『明治工業史』火兵儲 ・鉄鋼篇，1929年，丸善。復刻版1968年。
(7) tlli稿 “技術史断章 ・晩年の野呂景義とその死”『IE』Vol.23 No. 9 (1981年9月〉。
(8) 「鉄と銅」 70周年記念特集号（第71年第3号〉。 till稿“白木鉄鋼協会初代会長 ・工学博士野呂景毅先
生ーーその業績と周辺の人びと” 『創立70周年記念 ・日本鉄鋼協会史』，1985年3月。
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このほか日本鉄鋼技術史に闘する総合的研究のうえで注目すべき最近の成果の筆頭にあげら

れるのは，たたら研究会の25周年記念論集である。すなわち，今日 z製鉄史研究の中核的役割

をはたしているといっても過言ではあるまい’と，潮見浩会長（広島大学文学部教授〉みずからが

のベる「たたら研究会」は，1983年12月， 『日本製鉄史論集」を刊行しf~o 3 たたび初期鉄

製品をめぐる二，三の問題口（橋口達也〉以下“朝鮮の初期冶鉄研究とその成果” 〈小田富士雄 ・

武末純一〉まで，合計17論考が収められ，多様な視点をもっ学際的メンバーによる古代製鉄史 ・

近世製鉄史論が展開されている。わけでも鉄錠＝貨幣説を唱える村上英之助の“鉄鉱〈枚鉄〉

ふたたび”， 実験考古学的方法にもとづく加藤誠 ・天野武弘の“古代たたらを想定した小たた

ら炉の笑操業ぺ 新沼鉄夫の行問製鉄の還元 ・加工技術について一一餅鉄製錬実験結果から

の考察”などは， これからの研究論義をよぶであろう。また自然科学者の立場ーから現代の先端

をゆく電子顕微鏡技術を駆使しつつ古代日本の製鉄法と中固ないしアジアとの関連を実証した

“古代における妙鋼法とその製品”（佐々木稔 ・村田朋美 ・伊藤叡〉の登場は， 同会創立10周年記

念論集『白木製鉄史論』（1970年〉の時点での研究水準とのちがL、を，いわば方法的に決定づけ

るものと評してよいであろう。

なお本書の巻末には潮見浩による“たたら研究会25年の歩み”が収められ，もと中園地方の

たたら製鉄の解明から，ささやかな人数をもって出発した，この研究会の1958年結成以来の動

向が簡潔にまとめられている。さらに機関誌『たたら研究』（第l号，同年11月〉創刊後，今日に

いたる全収録論文名，研究大会 ・研究発表一覧が付されおり，研究者にとってまことに重宝で

ある。しかし，これら時系列的に整理されたテーマから研究動向を追うかぎり，潮見も指摘す

るように次のごとき課題が残されてL、る。一－ ＇：：こ10年間における古代製鉄の分野では，各

地の古代製鉄遺跡の発掘調査や古代都城出土の鉄関係の木簡類などから，研究の面白を一新す

る状態となってきた。これにたいして古代と近世をむすぶ中世については，いぜんとして空白

の状態であり，今後の探求にまつべき面が多い’。

ここにのべられている中世日木の製鉄技法をめぐる東国と西国との比i佼研究については，中

世史の専門家， 福田豊彦（東京工大教授〉を代表とする総合研究グノレープが全国的な学際交流を

意図しつつ活動をはじめている。これについては後述することにしよう。

さて，これら共同研究の成果を摂取しつつ，ことに 『明治工業史』鉄鋼篇 (1929年〉につづく

鉱山懇話会編『日本鉱業発達史 ・中巻（製鉄業〉』（1932年〉， 日本鉄鋼史編纂会編『日本鉄鋼史 ・

明治篇」（1945年〉，飯田賢一 ・大橋周治 ・黒岩俊郎編『現代日本産業発達史 4c鉄鋼〉』 （1969年〕

など， 近代日本鉄鋼史の分野における通史的研究をふまえ， これに朝日新聞社編（関野克 ・矢

島祐利監修〉「日本科学技術史』（1962年〕における近代前「製鉄」の歴史などの仕事を加え，一

(9) たたら研究会編『日本製鉄史論集』 1983年12月，広島大学文学部考古学研究室内たたら研究会刊。A

5版，769頁。

帥 潮見浩の1983年11月3日付「序」による。
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般読書人向けの著作ながら，古代から現代にいたる鉄の技術文化史に関する最初の通史を試み

たのが，筆者の『鉄の語る 日本の歴史』 上・下 （1976年，そしえて〉である。筆者はひきつづき

「日本鉄鋼技術史」 (1979年，東洋経済新報社〉 ならびに『日本人と鉄一一現代技術の源流と土壌』

(1982年， 有斐閣〉を世に問 うた。これらはいずれも，わが国における技術史研究の開拓者であ

った三枝博音の方法に示唆をうけたものである。いわば2,000年来日本の大地をうるおしてき

た製鉄技術の「河」の流れにひそむ土着文化の知恵に限をむけ，いまその河が大河となって世

界の広い海に入り，一つの 「上げ潮」としてかつての先進製鉄国の大地へも向うにいたった過

程の実証的解明に焦点をあて，一言でいえば真の人閣の生活のための鉄鋼技術は科学的原理な

いし近代工学の土台のうえに‘就地取材’としみ土着技術文化の知恵が自主的に貫かれること

によって確立されるものであるこ とを，跡づけてみたのである。

このよ うな成果が第三世界の近代化を考える国連大学のプロジェクトの一つ「技術の移転 ・

変容 ・開発“日本の経験”」の研究に生かされたことは，筆者として幸せであった。

つぎに，通史のかたちをもっ審物ではないが，技術文明史家として知られる井j家政義の新著

に『和鉄の文化－ーその系譜 ・美 ・技術の魅力』（1983年9月，八重岳書房〕がある。この書は，

e豊かな陽光と水に養われ，健全な復元力を備えた）＼~葉樹林が茂っていたわが国土は， 近代製

鉄革新以前の時代には，製鉄の理想郷というに近い土地であった3 という視点から，種子島に

来た製鉄集団ほか，鉄イムを鋳た尾張j共民，鉄肌美への開限をもたらした筑前芦屋釜の工人， お

よび「十一面観音の道」に通ずる古代伊吹くねう〉地帯などに題材をとり，和鉄の技術と 日本

人のこころとのかかわりを， 文化史的に浮きぼりにしようとする。室ll!J期の製鉄技術革新に中

心をおいた列二塚の前著『庶民の世紀一一中｜止の技術革命』（1981年，朝日 ソノラマ〉とともに，日

本鉄鋼技術史の総合研究を意図するうえで，示唆にとむ啓蒙的文献と言ってよい。大橋周治の

「鉄の文明』〈岩波グラフィックス13, 1983年5月〉とならび楽しく読める木である。

また新日本製鉄（株〉広報企画室編「鉄の文化史一一5,000年の謎とロマンを追って」 (1984年

12月，東洋経済新報社〉がある。もと同社の P.R.誌『鉄の話題』に掲載された専門家の論考を

一書にまとめた一般人向けの木で、はあるが，稲荷山鉄剣の6片の錆の科学的研究が明 らかにし

た原料の問題や，現存する最古の大砲といわれる芝辻理右衛門製作（靖国神社蔵〉 の砲身の鍛造説

の立証など，最新の産業考古学会の成果を収め，これからの研究者に恰好の話題を提供しよう。

2.古代製鉄の学際的研究

たたら研究会のように日本鉄鋼史そのものを多面的な角度から総合的に研究しようとする動

きが，地味ではあるが着実に進められているのと平行して，近年の古代史研究に対する関心，

帥拙著『日本鉄鋼技術の形成と展開』（国連大学プロジェクト「日木の経験」研究報告 HSDJE-SJ),
『近代鉄鋼技術の発展と労働力」 〈同 I-ISDRJE-53J）。 おl¥11¥:i“日本の鉄を生んだ泣かな土着技術の土
壌” 『国連大学ニューズレター』Vol目 4No. 1 (1980年4月〉。
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わけても埼玉県の稲荷山鉄万や熊本県の江田船山大刀につづく島線県松江市の岡田山古墳大万

など， いわゆる銘文鉄剣の発見は， がぜん考古的出土品の学際的研究をひき起すこととなっ

た。 1983年 1月に創刊された 『月刊文化財発掘出土情報』（ジャパン通信社発行）は，ほとんど毎

月，全国各地で古墳からの直刀など鉄器出土物があったことや製鉄遺構の発掘調査がなされつ

つあることを伝えている。このような動きのなかでとくに注目に値するのは，たとえば出土万

剣中のパナジウム介在が 100数点すべてo.01%以下であるところから， その原料は砂鉄でなく

赤鉄鉱または褐鉄鉱で、あると判定（目立金属冶金研究所清永所長〉するごとき， 自然科学的手法に

もとづく古代製鉄解明へのア プローチである。

近年の国土開発 ・道路造成などに関連する考古学的緊急発掘調査の結果，とうぜん各地方自

治体の教育委員会あるいは鹿蔵文化財センターなどが公刊する報告書類はおびただしい数にの

ぼる。奈良国立文化財研究所に受入れられる量でも，年間数百冊に達すると言われ，鉄鋼技術

に関連ある資料を細大もらさず把握するのは，もとより不可能である。そこで便法をと り，筆

者の閲覧しえた出色の報告書を l点のみ紹介すると，千葉県文化財センタ ー刊 『千葉県文化財

セソタ ー研究紀要』第 7号（1982年3月〉がある。 “自然科学の手法による遺跡，遺物の研究”

が全体の書名であり， 「千葉県における製鉄遺跡の研究」を主題としてはいるが， あわせて全

国的視野のも とに「製鉄追跡研究の現状と課題」を展望し， 「基礎資料の集成」を行なってい

るのが特徴である。

同書によると， ‘考古学における鉄研究の初段階は，西日本における鉄製品使用の開始H寺:IVJ.

鉄生産の開始時期に関してのものであり，弥生時代およひ‘古噴時代の鉄製品，半製品の製作地

究明に主眼が置かれ’， 化学分析も鉄津よりも製品が中心であり， z生産力発展の初段階’を明

らかにしようとするものであった。つぎに1950年代後期から60年代にかけては，それまでの生

産力主体の研究に対し，文献史学から生産関係にかかわる問題が追求され， しだし、に増加しつ

つあった ‘関東地方を中心とする古墳時代から奈良 ・平安時代の集落祉の調査’を基本資料と

して，鉄に関する考古学的資料をとり いれよう とする流れが起った。ついで、その後近年にかけ

ては，各地における製多R遺構，鍛冶遺構，炭窯などの生産遺構の調査例が増加するとともに，

化学分析においても ＇~｝津，鉄艇（半製品〉 等の分析が主体となり’， また ‘生産遺構の分類，そ

こから出土する鉄浮の化学分析，データの蓄積など，基礎的部分での研究がなされる ようにな

り，鉄研究史上の新しい段階を迎えている’一一以上のように跡づけられている。

このよ うにして 「千葉県文化財セ ンタ 一紀要』第7号は，一地方における製鉄遺跡の研究に

関する報告書ではあるが，全国的視野のも とに古代製鉄史研究の動向を的確にとらえ， 「千葉

~~ 清永欣吾，奈良県桓原考古学研究所月例会“古代刀剣シンポジウム”（1982年 9 月〕報告。
(1~ 斉藤忠ほか『地下に庇史を掘る一一日本の考古学100年』 1978年， I初日新聞社。
Q'° 財団法人千葉県文化財セソター編刊 r千葉県文化財セソター研究紀要』第7号， 1982年3月。 I斤：
論， 1.製鉄遺跡研究の現状と課題，8頁。
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県内の製鉄遺跡」を総合的に位置づけたうえで各論（柏 ・成田など個別製鉄遺跡の具体的調査および

製鉄関係巡物の化学分析調査〉を展開しており，今日における製鉄造跡の考古学的研究の水準をよ

く反映している， と言う ことができる。 「基礎資料の集成」として，発表年次II頂に①千葉県内

製鉄関係遺跡の基本文献（71編〉のほか，②製鉄関係試料の分析結果所載文献（104編〉および

③その他の主要参考文献（52編〉 ・補遺（21編〉が収録されており， 1981年にいたるまでの日本

の東国と西国の全域にわたる古代製鉄技術史を包括的に検討するにも便利である。前掲「古代

日本の鉄と社会』に所収の“年次別文献目録”（1880～1982年〉とあわせみられると よい。

なお，最近発掘調査された製鉄遺跡のうち，学術的にもとくに興味深い5例について 「たた

ら研究』第25号（1983年3月〉 が特集を組んでいる。多くは各県の埋蔵文化財調査に直接たずさ

わった研究者の執筆に成るものであるが，自然科学的手法をとりいれた学際的研究の成果を反

映し，鉄鉱石による古代製鉄法の新しい問題（滋賀県草津市小野山遺跡の場合〉を提起するなど，

考古学者たちによる古代製鉄の研究動向がわかる。

古代製鉄の学際的解明の仕事は民俗学の分野の主導のもとにもなされた。 「日本民俗文化大

系3 ・稲と鉄一一ーさまざまな王権の基盤』 （1983年2月，小学館〉である。この巻の著者代表森浩

ーは， g民俗文化の伝統を再評価する’ とし、う副題をもっ序章「羽田と鉄の渡来をめぐって」に

おいて， まず日本列島の石探文化の様相を「鉄が出現するまで」としてとらえ，つぎに「稲

作 ・鉄器 ・王権そして古墳」を古代アジア諸地域のなかでの日本列島的特色と して浮きぼりに

する。 わけでも近年の製鉄遺跡発掘調査の成果をふまえ，一口に金属器の文化といっても次の

3段階がある ことを提説する。 このうち2番目の原料輸入による鉄器製作の段階が約5～600

年間つづき，自まえの資源による木来的な製鉄は6世紀ころとのべているのは，重要な指摘で

ある。 3段階とは，①他地域から製品だけがもたらされる，つまり金属器を使用する知識だけ

の段階，②鉄挺ゃあるいは古くなった製品がもたらされ，それらを原料として新しい金属の製

品を作ることが可能になった段階，③製鉄や製鋼，つまり製錬のおこなわれた段階， である。

さらに本書第3章「金属文化の受容と展開」において，この3段階に関連づけながら，文化人

類学者の田村克己が 「鉄の民俗」をアフリカの鍛冶 ・王権と対照させつつ論じ，村上英之助が

「鉄の技術」，大城慧と石附喜三男がそれぞれ「沖縄」と「エゾ地」の鉄を明らかにし， 総じ

て古代日本列島における鉄の技術の多様性を打ち出している。 これらは，これまで比較的手薄

な学問領域であったゆえに，大きな収穫である。

考古学者森浩ーを代表とする『稲と鉄』の成果，あるいは考古学者でナこたら研究会を主宰す

る潮見浩の労作「東アジアの初期鉄器文化』（1982年， 吉川弘文館）が示すように，‘日本の製鉄

は舶載の鉄素材を使った鍛造鉄器の生産に始まり，Jill：’111主の鋳鉄品からの銅製造を経て，砂鉄を

~$ 井上半谷弘 “福岡県八熊製鉄巡fi¥!h；＇＇，大橋信弥 “滋賀県草津市野路小!111'111遺跡の調査ぺ 佐藤ー達雄“i路岡
j県日誌遺跡一一伊豆半島における鉄及び鉄総生産の一様相ぺ古瀬清秀・潮見浩 “広島県大矢製鉄遺跡”，
柳瀬昭彦 “岡山県奥土用 ・事jl庭谷製鉄逃跡発掘調査覚古”。
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原料とした製鉄へと発展しずごと解釈するのは，今日ではほぼ定説化しつつあるとみてょに

しかし，この過程を人文科学の立場からでなく，自然科学研究の立場からのアプローチを通し

て学際的に分析 ・検討することも重要な課題といわねばならない。これに応えてくれる好箇の

研究文献が， 『季刊 ・考古学』第 8号“特集 ・古代日本の鉄を科学する”（1984年8月〕 である。

巻頭論文 “古代白木における製鉄の起源と発展” （佐々 木稔〉は，第 1に弥生時代の鉄器生産開

始期の問題として，鉄斧（兵庫県会下山遺跡出土〉と鉄文（福岡県門田喜怒棺墓出土〉の材質 ・技法を

とりあけ＼第2に古墳時代の鉄器生産の発展では，俵国ーら先駆者たちによる直万の組成など

のほか，近年の銘文鉄剣にみる鍛造技術の進歩と銅製造法の芽ばえをとらえ，第3に古墳時代

後期と目される製鉄遺跡の出土鉄浮と鉄器から砂鉄製錬技術の開始の状況を明らかにする。な

お e砂鉄製錬による地金の使用は，高級鉄製品では10世紀以降になることも考えられ，製錬技

術の発展の過程が今後の研究によって明確になることが期待される’と，慎重にむすぶ。

このほか鉄器の変遷と分析に関する橋口達也 ・佐々木稔 ・村田朋美 ・大沢正己らによる 3論

考，製鉄炉と鉱浮の分析に関する土佐雅彦 ・穴沢義功 ・桂敬らの 3論考，および「えぞ文化」

と「擦文文化」からみた古代製鉄技術の2論考などがあり，豊富な写真 ・図版と ともに今後の

古代鉄鋼技術史研究上， おそらく必見の手引書となろう。なお，佐々木稔 ・村田朋美 らは，稲

荷山鉄万や古代鉄斧の分析に関して， 『たたら研究』（No.24, 1981），『Museum』（No.308, 1982) 

および 「鉄と鋼』（Vol.69, No. 16, 1983）にも好論を寄せている。しかし一般的にはまず上記 『季

刊 ・考古学』から読まれることをすすめたい。

3.前近代製鉄の実証的解明

以上のような研究動向のなかで，とくに注目される特徴は，人文科学と自然科学と の広汎で

現実的な協力体制が，古代製鉄の解明にさいして漸次醸成されつつある ことである。渡辺直経

を研究代表者とする文部省科学研究費特定研究“古文化財に関する保存科学と人文 ・自然科

学”の研究グループは， 1980～82年度にわたる研究成果を集大成し， 『古文化財の自然科学的

研究』〈古文化財編集委員会編， 1984年，同朋社〉を公刊した。このなかに “前近代製鉄遺構 ・遺物

等に関する材質 ・技法の研究”が収められたことは，今後の日本文化財ー科学会 （1984年創立〉の

発展とも関連して，古代製鉄の科学的解明の一つの方向を示すものと言えよう。本報告書にも

とりあげられている桂敬による砂鉄製鉄の化学的原理は，すでに東京工業大学製鉄史研究会編

『古代日本の鉄と社会』（1982年〕に， 9世紀後期の茨城県尾崎前山製鉄遺跡の事例に即しつつ

明らかにされたものである。そして，このような実績をふまえ，あわせて製鉄史研究のうえで

~~佐々木稔“古代日本における製鉄の起源と発展一一自然科学的研究の立場からのアプ ロ ーチ一一”『季
刊・考古学』第8号（1984年8月） 14頁。

制同上， 21頁。
同校1放“砂鉄製鉄の原理について”「古代日本の鉄と社会』 1982年12月，平凡社， 223～240頁。なお，
前掲 『季刊・ 考古学』に収載の桂敬“製鉄遺跡で採取される鉄浮の組成”など参照。
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空白地帯でもある中世の製鉄技術の実証的解明が企図され， 1984年からは新たに“関東地方 ・

中園地方における前近代製鉄の技術と経済機構の比較研究一一製鉄遺跡 ・出土遺物 ・関連遺

構 ・文書等の理工学的 ・考古学的 ・歴史学的検討による日本前近代製鉄の東西比較”と題する

広領域研究〈文部省科学研究費 ・総合研究，代表者福田豊彦〉が，東国 ・鉄仏の製作地に近い群馬県

前橋市の製鉄遺跡発掘調査を起点にはじまっている。

長い研究テーマにみるように西日本，東日木の製鉄遺跡発掘に 経験ある考古学者たちのほ

か，人文社会 ・理工学の多領域にわたる専門家たちを糾合しての共同研究であるだけに，その

成果には期待がもたれよう。 ことに古代 ・中世の東北地方における鉄鉱石製錬の系譜のほか，

滋賀県 ・広島県など西の諸地域にも砂鉄以外の製錬技術の存在が自然科学的手法により明確に

なりつつある〔桂敬 ・福田豊彦高塚秀治 『たたら研究』No.26, 1984年ほか参照〉。

いずれにせよ製鉄遺跡発掘調査への関心が，学問分野をこえて高まっているが，この点，考

古学ライ ブラリ ーのl冊としてまとめられた窪田蔵郎著 F製鉄遺跡』 (1983年8月，ニュー ・サイ

エンス社〉は， 小冊子ながら「永代たたらの遺跡」も含め， 前近代製鉄に関するすべての領域

にわたる考古学調査・研究のための手引書と して出色の文献である。

このほか前近代製鉄技術の歩みについて近年の注目すべき論考と しては，三浦圭一編「技術

の社会史 第 1巻 ；古代 ・中世の技術と社会』（1982年9月，有斐閣）に所収の石部正志 “技術の

発生と伝播 ・定着一一石探から古墳へ”が，まさに「技術の社会史」の開始期における鉄器生

産技術の革新を位置づけ，仲村研“中世の大工・万工・ 鋳物師と技術”が，中位の万鍛冶業と

鋳造業に即して問題点を要領よく整理している。一方，永原慶二 ・111口啓二〈編集代表〉『講座・

日本技術の社会史 ~i 5巻 ：採鉱と冶金」（1983年9月，日本評論社〉 が，考古学の高橋一夫によ

る“古代の製鉄ぺ中世史の網野善彦による“中世の鉄探生産と流通”のほか，“近世たたら製

鉄の技術” 〔土井作治〉および “近世の鋳物師と鍛冶” （笹木正治〉を収め， それぞれ学際的研

究を含めた近時までの歴史学の成果ι精選された基本史料に裏づけされた前近代技術の諸相

を概観することができる。 しかし筆者には，各地方にあって産業考古学的な実証研究をつづけ

ている研究者たちによる「特論」，すなわち今井泰男による“輔ぺ朝岡康二による “鍛冶と材

料鉄ヘ 佐藤次郎による“野鍛冶”など， 伝統技術の解明に関する諸論が， 日本人の社会生活

における鉄の技術の普遍的性格をみごとに追求した好論と して，強〈印象づけられた。

ちなみに今井泰男 （長野県小諸市在住〉は， 力作「信般の鉄 ・ヒ」（1983年6月，銀河書房〉と

『“たたら”語義の研究』 (1984年8月，同〉を問い， 南l岡康二（育英工業高等専門学校〉は考古民

俗叢書第20巻として 『鍛冶の民俗技術』（1984年8月，慶友社〉を公刊し， 佐藤次郎（福島大学教

育学部〉 は『鍬と農鍛冶」（1979年10月， 産業技術セソター〉の労作で知られ， 「産業考古学』第30

号 （1983年12月〉には“福島県の製鉄遺跡の調査現況”を寄稿している。裏がえして言うと土着

(1$ くわしくは;f.lの苦言平（『日本読書新聞』 1983年11月14日号〉にゆずる。
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技術文化としての鉄器の生産と流通と利用に関する実証的研究の層は，各地にわたってかなり

厚いものがある，と考えてよい。

日本化学会は1983年の第47春季年会（同志社大学〉にさいし“日本の化学の伝統”と題する特

定課題諮演部会を設け， “日本人と鉄一一豊かな技術発展の土嬢”とし、う報告を筆者は行なっ
回

た。このほか理工系の個別学会において前近代期の鉄鋼技術を再評価しようとする試みは，近

年とみに高まりつつあるが，その動向の一端については『科学史研究』の“科学技術史関係年

次文献目録”などにゆずる。ここでは1977年秋以来，日本美術万剣保存協会が毎年島根県仁多

郡横田町の鳥上木炭銑工場において “靖国たたらの復元”操業を行ない，その成果を『玉鋼品

質の研究』 (1979年3月～〉として遂次刊行し， かつて日本鉄鋼協会が先駆的にはたした「た

たら製鉄復元」の実験報告書『たたら製鉄の復元とその錦について』（1971年2月〉の研究段階

を，量質ともに凌駕する勢いにあることを指摘しておこう。

4.近代製鉄技術翠明期の探究

日本における近代製鉄技術の繋明期に関する研究に対しても， ここ数年間多くの光があてら

れた。さきに『幕末明治製鉄史』（1975年，アグネ〉を問うた大橋周治がまず精力的に論考を発

表している。前掲「講座 ・日本技術の社会史第5巻 ：採鉱と冶金』所収の“近代鉄工業のあ

けぼの一一反射炉 ・鋳砲と高炉法の導入”および中山茂編『幕末の洋学」（1984年l月， ミネノレヴ

ァ書房〉所収の“製鉄”がその主なものである。両篇とも前著の成果をさらに補足 ・発展させ

つつ，総じて幕末の初期近代化過程において‘西洋技術の導入がたんなる「移植」や「模倣」

にとどまったもので‘なかった’こと，また ι南は薩摩から北は蝦夷地まで＼地域差はもちろん

あるが， 幕末日本の諸藩 ・地域の文化水準がきわめて平準化されたもので， その産業技術水
＠司

準，近代技術の受容力にも大きな懸隔がなかった’ことを丹念に跡づけている。

ことに後者では，鉄冶金学者の館充が高炉法の短期成功の理由を ιたたら法のわく 内ではあ

っても， とにかく銑押 （ずくおし〉とし、う製銑法が確立していたということ， 円形断面のシャ

フト炉を全く異国的なものと感じない素地が存在した’とのべていることを拡大して立論し

次のように提唱する。 ‘銑押法と L、う製銑法を，私は15世紀ヨーロッパに出現した高炉法と対

比して，ほぼ同質の技術革新とみる’ e鉄冶金とし、う古代いらい諸民族に共通する基本的技術

がヨーロッパにややおくれでほぼ同質の発展段階に到達していたことを私は重視するものであ

る’と。

例 日木化学会『第47春季年会誹演予稿集目・特定課題講演』 1983年3月， 1744～49頁。
制鈴木卓夫“靖国たたらの復元と玉鋼について” 『月刊文化財』No.233, 1983年2月。
悼大橋周治 “近代工業のあけぼの一一反射炉・鋳砲と高炉法の導入”『講座 ・日本技術の社会史 第5
巻採鉱と冶金』 1983年9月，日本評論社，244頁。

制館充“幕末の製鉄技術”『臼木機械学会誌』 Vol.82 No. 11 (1978年11月〉。
制大橋周治 “製鉄” 『幕末の洋学』 1984年1月，ミネノレヴァ書房， 145～6頁。
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筆者は大橋と同じく近代製鉄技術の受容の地盤としての土着技術（たたら法その他〉を高く評

価する。しかしこの大橋の提言に対しては，氏みずからものべるように zある民族社会の発展

段階は生産力 ・技術，社会経済の両国から総合的に規定されるべきで，早計は自戒したい’と

言わざるをえない。

一方，大橋の論考に比しまったく地味ではあるが東北地方を中心に，着実に近代製鉄技術の

生成期の諸問題に焦点をしぼりつつすたたら研究会，日本鉱業史研究会，産業考古学会あるい

は全園地下資源関係学協会合同大会などにおいて実証的な研究を発表しつづけているのが，岡

田広吉である。 『たfこら研究」には1976年（第19・20号〕以来1980年（第23号〉にかけて連載の

“大橋高炉に関する研究” があり，また1981年〔第24号〕の同誌には田村忠博 ・大沢雄三郎と連

名で寄稿した資料紹介“陸中閉伊君rs室場鉄山関係資料一ーとくに東屋文書を中心にして”があ

る。これらは『日本製鉄史論集」 （たたら研究会繍〉に収載の “釜石鉄鉱山地域の延鉄（錬鉄〉製

造法”とならひ＼経済的背景をとらえた うえで，技術史分野に新しい鍬を打ちこんだ史論であ

る。 『産業考古学』では“幕末から明治の高炉遺跡”（第28号， 1983年6月〉が好資料である。ま

た専門研究者以外には知られない文献であるが，日本鉱業会の「昭和59年度春季大会」におけ

る『研究 ・業績発表講演会講演要旨集』（1984年4月〉には，白木鉱業史研究会の分科会で発表

した “岩手県栗木鉄山一一明治末から大正期の高炉製鉄所”がある。栗木旧高炉は ζ大島式高

炉の発展過程の梓尾に位置づけ られる 3 もので，釜石高炉に比し小規模ではあるが，‘其質佳良
固

にして製鋼用は勿論，殊にチノレド鋳物用に適し， 其需要の広きもの’とし、う木炭銑の評価（野
C!G 

呂景義〉にみるように 4製鉄所の規模を超えた岡山の存在意義があった’と言えるのである。岡

田はこれら東北地方初期の近代製鉄のほか群馬県中小坂鉄111，長野県大日向鉄山および宮崎県
白司

真幸鉄山の史学｜的発掘にも努力しており，前掲『明治工業史」鉄鋼篇の中の小さな記述にも有

力な手がかりを求めつつ，現地調査に余念のない研究態度に拍手を送りたい。

大橋 ・岡凹とならび，“関書『大砲鋳砲法』の翻訳書の探訪”（『産業考古学』第30号，1983年〉

など，幕末明治初期の鉄鋼技術の問題に健筆をふるっている研究者に芹沢正維がいる。 1984年

11月， 氏の傘美子記念の祝賀をかねた産業考古学会金属鉱山分科会のシンポジウムにさいし，

1968年以来の論考 ・随想は 『古い製鉄の探求』と題する文集（私刊本〉にまとめ られ，公刊され

ている。後掲の西ドイツの E Pauerも 「たたら研究』（第25, 26号〕に好論を寄せている。な

お，近代製鉄の繋明期を扱った基本史料として，朝日新聞社刊「日本科学古典、全書』 〔復刻4,

5, 8各巻〉のほか，恒和出版社刊 「江戸科学古典叢書』（第7巻〉が役立つであろう。

伺野呂景義“木邦製鉄業の過去及び将来”『鉄と鋼』Vol.I, 265～7頁（1915年）， Vol. 2, 163～6頁（1916

年〉。
帥社団法人白木鉱業会「昭和59年度春季大会研究 ・業績発表講演会競演要旨集』 1984年4月， 209頁。
伺岡田広吉“長野県大日向l鉄iJ_J追跡調査の総j話”『産業考古学」第27号（1983年3月〉，“宮崎県真幸鉄
仏ト一明治の高炉製鉄所”日木鉱業会『昭和57年度全園地下資源関係学協会合同秩季大会講演要旨集』
1982年10月。
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5.近 ・現代鉄鋼技術史の研究

三校博音 ・飯間賢一編著『日本近代製鉄技術発達史一一八幡製鉄所の確立過程』（1957年，東

洋経済新報社〉は，官営八幡製鉄所時代に発生した基本史料を中軸に近代鉄鋼技術史を扱った文

献であるが，その後筆者な りの研究の過程で製鉄所文書以外にもかなり原資料に接する機会が

あった。雑誌『 IE』（1979年4月～81年9月〉に連載された“技術史断章 ・工学博士野呂景義に

つらなる人びど’あるいは“資源技術開発史の一断面一一官営八幡製鉄所建設案の成立過程に

みる近代日本の光と影” （東京工業大学人文論叢，第6号， 1981年〉などは， その意味では前著を

補足 ・発展させたものである。また通史的なかたちの論考と して，それらの成果は『技術の社

会史』第3巻（1982年7月〕および第 4巻（1982年11月〉に収められている。この後者では「重工

業化の展開と矛盾」が主題とされ， 技術史の視点を交えながら経済史家の奈倉文二によって

「植民地製鉄経営の発展」がまとめられた。奈倉は，筆者とともに国連大学 ・人間と社会開発

プログラムの「技術の移転 ・変容 ・開発一一日本の経験」プロジェクトに参加して「日本鉄鋼

業と南洋鉄鋼資源』（1980年〉を発表したが， さらに共同研究『大倉財閥の研・究』（1982年，近藤

出版社〉で明らかにした本渓訪日や鞍山の旧植民地製鉄業の成果などを集大成し，大著『日本鉄鋼

業史の研究一一1910年代から30年代前半の構造的特徴』〔1984年2月，近藤出版社〉を公刊した。

綿密な史料批判と技術への確かな限をもっ豊かな史料集成の警でもあり， これまで比較的にお
聞

くれていた両大戦間日本鉄鋼業史の本格的研究書として，技術史の分析にも役立つであろう。

日本機械学会関西支部の機械技術フィロソフィ懇話会（代表石谷清幹〉は，国際協力と自主技

術開発が要請されている今日，技術史からみた研究開発のあり方を多角的に追求することを意

図し，総合的な機械技術史書として『技術のこころ一一機械技術史をさぐる」 (1984年12月，丸

善〉をすすめ，筆者も要請に応じ“鉄鋼技術の発展一一導入技術から自主開発技術へ”を寄せ

た。工学系諸学会に技術史への関心が高まりつつあることは今日の潮流である。日本鉄鋼協会

の鉄鋼科学技術史委員会（委員長 ・館充〕は，はやくワ ーキンググループを設け，製銑 ・製鋼 ・

圧延 ・技術教育等の諸分野にわたり 明治以降現在にいたるまでの技術史の共同研究を進めてき

たが，さきの『わが国における酸素製鋼法の歴史』（1981年〕につづき『原燃料からみたわが国

製銑技術の歴史』（1984年〉を特別報告書の 1冊として公刊した。

本書は 4 音f~および試論から成る。第 l 許15 「わが国における製銑技術の発展」は，製銑技術全

体の発展過程を伝統技術にさかのぼってたどり，原燃料とその技術の役割を明らかにすること

を主旨とした通史で＂ 80年代の展望におよぶ〔館充執筆〉。第 2{ii＼「原燃料事情の変遷と政策の

歴史」は，有力な鉄鉱石資源、だけでなく強粘結炭資源をもたぬわが国の第 2次大戦前後におけ

る原燃料政策の推移，および戦後とくに大きな役割を演ずるにいたった海上輸送の問題を論ず

伺 くわしくは私の書評（『週刊誌書人』 1984年6月11iヨ号〉参照。
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る（黒岩俊郎ほか〉。第 3音I＼「原料事前処理技術」は，その発展過程を世界との関連のもとに主

として技術思想、の観点に立つてのベ， 原料技術史からの示唆を展望する（下村泰人〉。第4部

「製鉄用原料炭と コークス技術」 は，原水｜炭 ・コー クスに関する技術と理論の変選をのベ，今

日の成型コ ークス製造法の開発におよぶ（小川秀治ほか〉。第5音ll「近代高炉製銑理論l格史」は

「試論」として ‘本格的な製銑理論史のための一つの礎石となることを期待して，高炉製銑理

論の発展の経過を略述したもの’である（館充〉。巻末に15世紀高炉法の成立以来の世界と日木

の製銑科学技術史年表が付されている（徳田昌則〕。このような構成からも察しられるように，

本警は製銑技術分野の全体を総合的にとらえた現代日本鉄鋼技術史の労作である。

つぎに現代鉄鋼史の研究には各企業の社史の閲読を欠かすことができない。最近の大型社史

として， 『八l幡製鉄所80年史』全 4冊 （1980年〉， 「炎とともに（新日本製鉄株式会社10年史 ・八幡

製鉄株式会社史 ・富士製鉄株式会史〉』 (1981年〉および『日本鋼管＊朱式会社70年史』（1982年〉 などは，

日本鉄鋼連盟が1959年以来ほぼ10年ごとに刊行している『鉄鋼10年史』とともに，技術史研究

の好箇の資料と言えよう。このほか－J技研究者向けに技術史資料の提供を意図した出色の社史

として，『日本金属工業50年史』（1982年〉があり，あわせて作成された 『ステ ンレス銅技術史』

をのちに（1983年9月〉単行図書と して公刊している。特殊鋼分野の体系的な日本技術史の文献

はこれまでほとんど無かったから，そのもつ意義は高〈評価されてよい。官営八幡製鉄所時代

からつづいている技術紀要『製鉄研究』が大冊の70周年記念特集号を発刊し石原重利“新日

本製鉄における製鉄技術の進歩発展と今後の展望”ほか，各論と して現代鉄鋼技術の全分野に

わたる回顧と展望をまとめているのも，この代表的な企業における技術のあゆみを通し，導入
田

技術から自主開発技術への路線をと らえるうえで見落とせぬ文献である。

産業考古学会 （会長 ・山崎俊雄〉 の主要メンバーが日本科学技術振興財団の委嘱に応じ， 3年

継続事業として行なった報告書に『産業技術の歴史的展開調査研究』がある。 その昭和56年度

成果 (1982年3月〉 におけるサンフりレ調査として“製鉄技術の発展過程と産業遺跡”と題する論

考があり，57～58年度報告にも鉄鋼技術関連事項が散見される。しかし，産業考古学的手法に

よる近 ・現代日本鉄鋼技術史の研究はまだその第一歩をふみ出したところであろう。学会誌で

はないが， 川崎製鉄〈株〉の広報誌 『蛾」が 「1984文化特集」として“東京 ・鉄の文化地図”

を企画し 東大生産技術研究所の藤森照信と岩波映画製作所のスタップの協力のもとに， 建

物，鉄道，神社仏閣，町角で，門と柵，橋 ・水門，遺蹟，皇居，としみ音ll額分けで鉄の技術記

念物を調べ美しい映像と文にまとめている。産業考古学とは一つの知的な市民運動でもあると

筆者は考えており，その意味ではこの文献などこれからの学問としての産業技術史と，市民と

を結びつける， よき若手例と言ってよいであろう。

以上のほか近年の日本鉄鋼史関係文献については， 日本開発銀行 ・日本経済研究所編 『新

帥新日本製鉄株式会社 『製鉄研究』 No.310 (70周年記念特集）， 1982年12月。
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撲 ・産業経済情報総覧』 (1983年5月，日外アソシエーのに所収の筆者の書誌論考 “鉄鋼”をベ

ースに，日本鉄鋼連盟資料情報室の月刊『新着図書資料案内』および日本鉄鋼協会鉄鋼技術情

報センタ ーの月刊 『鉄鋼技術総覧』などの書誌により研究動向を探索し，あわせて『科学史研

究』の“科全技術史関係年次文献目録”から「採鉱 ・冶金技術史」の当該文献を追求されるの

が便利であろう。後者により鉄鋼技術史の論文は多彩にわたる情報媒体誌に載ることが了解さ

れるが，収載瀕度の高い逐次刊行物としては『鉄と鋼』 「金属』 『日本鉱業史研究』 『金属博

物館紀要』 『製鉄研究」などがあげられよう。 『科学史研究』に鉄鋼技術史の論考が掲載され

る例は多くはないが． 第150～51号（1984年夏 ・秩〉に収められた勝木渥の“KS磁石鋼の発明

過程” は，本多光太郎と高木弘によるKs 磁石鋼の発明が ℃o-W磁石鋼の発明，Co-Cr磁

石鋼の発明につづいて， 1917年4月下旬または 5月上旬に3 なされたことを克明に跡づけ，

1916年説をし りぞける とともに，石川悌次郎の『本多光太郎伝』（1964年〉のごとき文学作品を

‘安易に史料として引用して学術的労作をなす科学技術史家の学問方法’を鋭く批判する。付

録としてKS磁石鋼の発明と対比されるMK鋼の発明過程に関する資料を載せている。これに

よると， MK鋼の発明者は三島徳七でなく木内修ーであり， 'MK鋼が単発におわり，他方，

本多研究室からは続々と新しい実用合金が生み出された背後には，指導者と研究遂行者との聞

の人間関係における差異も，その一因としてあったかもしれない’とむすばれている。読みご

たえのある異色の論文と言えよう。

最後に外国語による 日本鉄鋼技術史に関する最近の研究警に言及すると，ボン大学日本文化

研究所の EPauerが1983年に 2巻の大著“JapansIndustriell巴 Lehrz巴it"（『日本の工業家明期

一一日本産業革命の原点としての反射炉を中心に』〉を同大学の研究叢書の一環として， 公刊し 日
岡

本の研究者以上の水準と考えてよい実証的成果を国際的に問うている。これに対し日本側の文

献としては『鉄と鋼』の英文版に時に技術史関係論文が載るほかはまだ見るべきほどのものな

く， 筆者の次のような論考が多少の役割をはたしていることを付記しておこう。“Historyof 

St巴巴1in Japan" (1973, Nippon Steel Corp.), “Origin and Dev巴lopmentin Iron and Steel 

T巴chnologyin Japan" (1980, Th巴 UnitedNations University, HSDRJE-8），“Iron Through the 

Ages”（“Nippon Steel N巴ws”No.156～166,1983 84）。

なお，近年のいわゆる「日本学」への世界的な関心のなかで，西ドイツの出版社 Fisch巴r社

は，“文化比較からみた日本と酉l'iX＇’ (Japanu日dder Westen im Kulturvergleich）のまとめを企

図し， 筆者によ る日本鉄鋼技術史論（英独文〉が，その一部に収められる運びである。

C~ Erich Pauer“Japans Inclustriell巴Leluzeit,Die Bedeutung des Flammofens in der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung Japans fur den Beginn der industriellen Revolution”. Bonner 

Zeitschrift fiir J apanologie, Baロd4/1, 4/2. 1983. 
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