
資料紹介

反射炉絵図と三浦乾也十

悶

幕末に各地で築造された反射炉は，建設に

先だち設計図を作った筈と想定されるが，反

射炉関係史料には意外なほど設計図や寸法記

録が乏しく， 僅かに水戸反射炉の設計図と韮

山反射炉の実誤I］図が数えられるにすぎない。

ここで紹介する反射炉絵図は， 「水戸藩の依

頼と伝えられる反射炉の設計図」と言われて

いるように，反射炉各部に寸法を記入した絵

図であって，幕末の反射炉絵図や素描類の中

でも，またとない貴重な史料と思われる。

この反射炉絵図は関善内氏の所蔵になり，

紙本着色，縦 6lcm，櫛 55cm, 寸法を朱色

で記入し，右下隅に「子H寺文久壬戊孟夏Ji'そ

天禄堂為乾馬氏 小野寺篤竹谷写」の書き入

れがある（写－ 1）。反射炉は炉体を未完成の

状態に描いているが，炉体下部の通風口兼灰

室を灰白色らしい石材で築造した2炉l双の

形式を備え，煙突部と反射炉両袖の建物が白

漆喰塗りの状況を示している。この絵図は宅

計図であろうか。水戸反射炉の設計図や模型

とは，明らかに形態が異なり ，鹿児島の集成

舘の反射炉とも一見して区別できる。 『鉄煩

広田 土
口

写－1 反射炉絵図

鋳鑑図』の反射炉図面に比べると，その写し

と認めてよいほど細部まで似ているのも事実

であるが，絵図には現場拙i写の雰囲気が漂っ

ているのである。

佐賀と韮山に建設された反射炉は，2炉 1

双の反射炉を組み合せた4炉2双の配置であ

った。煙突が白漆l食塗りであったという韮山

* 1984年12月l日受理

料東北大学選鉱製錬研究所

(1) 関善内「堤:J.)'t!J，高山書店，1970年， l～101頁。
(2）侯爵徳川家編「水戸落史料』上編乾，古川弘文総1, 1915年，附図其 1～其6，写真。
(3）公爵島津家編纂所編 「薩藩海箪史J上巻，同刊行会， 1928年，写真。
(4）秀島成忠、『佐賀藩銃砲沿1j!i.史』，）］巴前史談会， 1934年， J子13頁，423～424頁，第45図，第46図。
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技術と文明 1 巻 1 戸別I~

反射炉は，幅16尺4寸， 縦18尺5

寸，高さ52尺（側面闘では地面上47

尺2寸，総高さ53尺〉の寸法を有し

ている（韮山説明書〉。反射炉絵図

の反射炉は，地面上の高さ54尺，

通風口兼灰室の底からの総高さ59

尺5寸，煙突下部の炉体のl陪16尺

5寸，同様に奥行18尺5寸（誤記

と思われる寸法もあるが〉の寸法で

あるから，高さの違いを除けば韮

山反射炉らしい絵図と言えないこ

ともない（図ー1）。

佐賀の反射炉には，それぞれ4

炉2双の反射炉を描いた陣内松齢

筆 「築地石火矢鋳立方絵図」と「多

布施公儀石火矢鋳立所絵図」があ

る。この絵図は「大正／昭和の始

めごろ書かかれた」という Pauer の指摘が

あるように， 「旧記を基本とし実地探査の上

古老の記臆を参照し之を補ふて描写し以て当

時の概況を想起せしむるに供」したのであっ

て， 「多布施反射炉略図」に「大正十五年六

月二日参考人岸川町大坪伊吉六十七才多

布施町永淵祥雄八十五才」と書き留められた

古老が，現地の情報提供者であろう。したが

って，両絵図の反射炉の評価には自ら限界が

あるが，反射炉絵図の反射炉とは形態が類似

しているものの，白漆倹塗りの有無と通風口

兼灰室の存否に大きな追いを見出すのであ

る。

反射炉絵図に記された天禄堂は 三浦乾也

（陶蔵，文政4年一明治22年〕， 乾馬は庄子義忠

（源七郎，文政5年一明治28年〉の陶号，小野寺

篤竹谷は篤謙（鳳谷，文化6年一慶応2年〕で

図－1 反射炉各部の寸法（単位寸）

あり，文久 2(1862）年の夏に三浦乾也が反

射炉絵図を所持していたことを物語ってい

る。庄子裁忠と小野寺篤謙は仙台落土，三浦

乾也はもともと江戸の陶工であるが，安政 2

(1855）年の暮に仙台藩が招聴し同 4(1857) 

年7月に洋式軍艦「開成丸」を完成させた造

船技術者であった。その後，三浦乾也は仙台

領内の地下資源調査に従事し，文久2年2月

付の文久山高炉（岩手県東磐井郡大東町鳥海〉の

資金願に， 「右熔鉱炉の義は， 先年拙者（三

浦乾也〉儀公儀御用ニて， 長崎表江罷越し

和閲人より直伝相受け置候間，右仕法を門人

の内御足軽源七に伝達仕候て，想違なく出来

仕候見詰に御座候」と述べている。 「足軽源

七」とは誰であろうか。 庄子義忠は土分であ

るが， 徴禄の足軽であり， 開成丸の「造鑑

碑」 （安政4年8月建立〉に三浦乾也の門人と

(5）大橋周治『幕末明治製鉄史」，アグネ，1975年， 79～96頁。
(6）尾形善良［I，吉田博男 ＂;ft；末における佐賀務鋳造の大砲とその復元”， 『佐賀県立博物館調査研究苫』

5集，1979年，33頁。
(7) E. Pauer“日本最初の洋式高炉絵図”， 『鉄鋼界』 29巻7号， 1979年， 50～53頁。
(8) 西村謙三“佐嘉務の製砲及び反射炉調ヘ 『肥前史談会講演集」 7qt時， 1926年，附図。
(9) 森嘉兵衛“文久山熔鉱炉の建設”， 『いわて文化財』40号，1977年， 4～5頁。
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反射炉絵図と三浦乾也（阿国）

して「圧子源七郎」の名を刻し，翌 5(1858) 

年11月に三浦乾也から「乾」の字を許され，

乾山焼の免許が与えられた堤焼の陶工であっ

占。 「足軽源七」は庄子義忠と考えてよく，

高炉技術と合せて反射炉絵図まで三浦乾也か

ら伝授されたと見倣し得る。

三浦乾也の経歴は，大河内正敏「彩査会講

演録」に詳しい。

（前略〉安政元 (1854）年幕府から造船練

習方の命を受けT 士分に取立てられて)]9y

安房〈海舟〉と共に長崎に留学して和閲

人から造船の事を伝習した。長崎に於て

の一年間に硝子の製法， 熔鉱炉， 反射

炉，大砲の製造なども習ったが，性来の

調介から l勝と不利となって江戸に帰っ

た。安政二年には幕府に留学の結果を復

命し，造船の希望を上申したが用ゐられ

ず不平に堪へずにいた（後四告〉

別に「居ること一年，翌安政二年正月『伝

習記事」を完成し区l木を添へて幕府に復命」

とある。勝海舟は安政2年7月に海軍伝習を

命ぜられ， 10月20日に長崎に着いているか

ら，三浦乾也が長崎で「勝と不和」という時

間的関係はない。それはさておき，三浦i詑也

の長崎留学中には，オラン夕、、軍艦スームビン

グ号（後の観光丸〉が停泊しているので，造船

伝習の機会はあった。しかし，高炉技術につ

いては史料不足であり，厳密には確証を欠く

が，長崎に「安政三（1856）年， 和闘鉱山師

ヒュキ ュエニンニ就キ地役人四人ノ斯業ヲ修

メタ／レカ如キ一一甲比丹ト議合ハズシテ事中

廃ス一一」という記事ーがあるにはある。

この反射炉絵図は，なぜ

る設計図と誤伝されたのであろうか。三浦乾

也が「仙台ニ召サ／レ Lノ後水戸烈公〈徳川斉

昭〉ニ耳~セラレ反射炉ヲ造ノレ」 とまで拡張さ

れていたからである。ところが安政3年 1月

12日，水戸務の反射炉建設に従事していた熊

田嘉門〈三春落土〉が幕府勘定奉行の J11路聖

諜に， 「川口 （埼玉県川口市〉箱館〈北海道函館

市〉反射炉御建立之思召御座候よし」と尋ね，

ついで18日に勘定組頭「中村為弥殿御P/1¥~こ川

口村御建立之棟梁は三浦堅弥と申人之庄l右は

浅草辺之浪人にて先年長｜｜符えも同道いたし肥

前の反射炉も 見せ候而いつれ機工（用か〉之

男に候間必定出来可申街i見込」という情報を

掌握していた。いまのと ころ，三浦乾也と水

戸反射炉との直接的な係り合いを示す史料は

ないが，三浦乾也が佐賀の反射炉を見学して

いたとし、う記述は注目に価する。

中村為弥は，対露交渉のため長崎に派遣さ

れた川路聖諜の筆頭随員として嘉永 6(1853) 

年10月30日に江戸を発し，翌安政元年2月22

日に川ll路聖諜と共に江戸へ帰るが，長崎から

の帰途に佐賀の反射炉を見学している。 川路

聖諜の日記を紹介しよ う。

（安政元年1月〉廿二日 晴

佐賀へ御頼，海防の石火矢，往来に場所

これ有り候に付，見置きの儀，急度無く

松平肥前守（鍋島直正〉申すに付，今日は

一日逗留いたし候て，六半時の供揃にて

参る。往来に，公儀石火矢鋳立所と昨Iし

候，大造なる杭打これ有り。其所にて，

天井まではり，立派なる会所出来，番所

其外共厳重なり。 （中略〉夫より（鍋島直

正〉みずから先キ立にて， 大銃鋳立所見

帥金ケ崎二郎“三浦乾也”， 『伊達史料と三浦乾也展』，仙台市博物館， 1962年。
ω 加藤唐九郎編「陶器大辞典』 2巻，宝雲新会， 193tl年， 470～471頁。
~~ 荒木周道『幕府時代の長崎』，長崎市役所， 1903年（福田忠昭『同左増補訂正l坂』，長崎市役所， 1913

年， 222頁〉。
同今泉寅四良fl『仙台人物史』，菊田任天堂， 1909年， 165頁。
(lt~ 佐久間貞介『反射炉製造秘記』， 安政 5 年（大島信政編『大島高任行実』，私刊， 1938年， 78～84頁〉。
伺 川路聖談『長崎日記』，安政元年（藤井貞文， Jll庇l貞夫校注，東洋文庫，平凡社， 1968年，114～115

頁〉。
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技術と文明

せられ候て，夫々の講釈いたし聞かせら

れ候。いやはや大造なる仕かけ也。 JIIを

せき込め候て，二寸余の厚木にてっくり

たる， 長四十間 ばかりなる樋へせきあ

げ，末を滝にし、たし候て， 7..f¥.寧を仕かけ

たり。返照炉（反射炉〉はいまだ九分通り

の出来に付，右の場所〈反射炉〉は，別に

家製の大銃仕立所（築地石火矢鋳立所〉に

て，一覧いたし呉れ候との事也（後略〕。

川路聖諜に随行していた箕作庇甫も，佐賀

の反射炉の見学を書き残している。

（安政元年1月〉二十二日

朝十時比川路君に階し， 新反射炉の場

（多布施公儀石火矢鋳立所〉に到る。此場は

幕府より命せられたる五十門の鉄煩を鋳

るために設くるとそ，新場を距ること七

八町にして， 旧炉（築地石火矢鋳立所〉あ

り，新場は其備いまた完からされと， 旧

場は悉く全備し，鐘錐の機盤に到りて

は，太略洋法と別な（か）院か〉るへしと覚

ゆ，新場へは，少将公（鍋島直正〉親ら臨

まれ，司農 ο｜｜路笠談〉と談話あり，一連

1巻 l号（11-0

の幕臣はのこらす謁見せら

る（後略〉。

｜士三日 晴

武田斐三郎は， 川路君の命

にて，鋳場の反射炉諸機盤

等を，細かに寸尺大小まて

書き記すへきよしにて，四

五日残り留りぬ（後略〉。

嘉永 6年 8月15日，幕府から

50門の鉄製大砲の注文を受けた

佐賀落は，多布施に「公儀石火

矢鋳立所」を設け， 10月2日に

反射炉の建設に着手し， 川路聖

諒一行が見学した安政元年 1月

22日には， 「其備し、また完からされと」 「九

分通り」工事が進んでL、た。武田斐三郎は翻

訳手伝のため箕作玩甫に随行した蘭学者であ

る。中村為弥が長崎に同道した三浦乾也の身

分は明らかでなし、が， 「一連の幕臣」として

佐賀の反射炉見学に参加し，武田斐三郎と共

に反射炉を「細かに寸尺大小まて書き記」し

た経緯が濃厚である。三浦乾也は安政2年の

暮に仙台に赴き，文久2年の夏に至るまで韮

山反射炉を見学した形跡がない。

再び反射炉絵図を参照されたい。この絵図

は反射炉の設計図とみるより，完成直前の反

射炉と推定した方に，むしろ説得力をもつの

である。この反射炉絵図は，恐らく佐賀落の

多布施反射炉の現場描写であろう。

仙台領の文久山高炉は， 芦文十郎 （文化8

年一明治8年〉の責任のもとに，落直営名儀で

文久元年中に着工して翌年春から操業を始め

（仮高炉，西高炉〉，3年中に 1基（本高炉，東高

炉〉言問設した（写 2〕。 この高炉は『鉄煩

鋳鑑図』の高炉図面に比べ， とくに炉頂部の

構造が相違し，寝屋を設けているが，高炉は

帥 3主作抗甫「西征紀行』，安政元年（東大史料編纂掛綴『大日本古文吉ー幕末外国関係文書附録之ー』，
東大，1913年，487～488頁〕。

判 宮城県気仙沼市小！好泌氏所蔵，岩手県東磐井郡大東町渋民芦文八郎氏提供。絵図は縦 29cm，横
28cm。
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反射炉絵図と三浦乾也（岡田）

堂々たる形態である。文久山高炉の建設は，

三浦乾也に技術指導を受けた庄子義忠が担当

したのであろうか。芦文十郎の子孫〈当主芦

和郎氏〉には， 「鉱炉施工中の監督は衷平〈芦

文十郎の次数〉と閑人に直接ついて指導を受

けた姓名は不明であるが一向様と呼ぶ長崎人

の技術屋の二人で，前流を加味した新式の」

高炉と伝えられ， 『鉄煩鋳鍛図』（写本〉も所

蔵しているが，庄子義忠については何も知ら

れていない。一向様は三浦乾也の誤伝，ある

いは現地の呼称であったらしくも思われる。

岩手県水沢市黒石町の黒石寺境内に設置さ

れている鋳鉄製の不動剣（高さ 235cm）には，

正面の左右に「大日木舘鎖炉創業芦文十郎

持予再拝」，「棟梁次工佐々木普太郎」の

陽刻を有し，芦文十郎が文久山高炉の創業に

当仇黒石寺に奉納したように考えられてい

る。 「棟梁次工」の佐々木晋太郎は，文久山

高炉近傍の沖田村（現在は大東町〉の住人であ

り，文久山高炉の「棟梁」が三浦乾也か庄子

義忠であった可能性を秘めている銘文で あ

る。文久山高炉を起点とした仙台領の高炉製

鉄は，元治元（1864）年に子飼沢高炉（岩手県

気仙郡住田町子飼沢〉，慶応 2 (1866）年に京津

知｜高炉（文久新111。大東町中川〉の建設と展開

し，明治を迎えた。

北上川河口の宮城県石巻市に所在した仙台
いせんば

落石巻鋳銭湯では， 慶応 4 (1868）年に南部

領花巻（岩手県花巻市〉から耐火煉瓦を購入
回

し，；煉瓦師古館屋忠兵衡を招聴した。仙台存在

では反射炉の建設を企図したのであろうか。

その時代を背景において三浦乾也を中心に据

え，石巻の立地条件，切込焼（宮城県加美郡中

新田町〉と堤焼（仙台市〉の陶土と焼成技術，

M 芦育平『柴桑繁盛記」，彩、刊， 1968年， 9頁0

文久山地域の高炉製鉄，鋳銭場の工場組織と

rr-~.r造技術等を総合すると，反射炉建設の条件

はほぼ整っているようにみてもよい。だが，

石巻鋳銭場における耐火煉瓦の購入は，最近

になって同所直轄の子飼沢高炉用であった経

過が明らかにされ，また地元に反射炉や高炉

にまつわる伝承がなく，鋳銭；場跡からも耐火

煉瓦が発掘されていない。

三浦乾也の反射炉絵図は，すでに一部で知

られていたが， ここでは主に絵図の技術史的

位置づけと評価を試みた。三浦乾也の長崎留

学は，安政元年中の 1年に絞られる。この聞

に佐賀の反射炉を見学したことの外には，造

船，硝子，高炉，反射炉，大砲等の学習事情

が必ずしも明瞭で、なく， なお検討を要する

が，具体的に仙台藩の洋式軍艦「開成丸」を

完成し文久山高炉の建設も指導したのであ

る。

謝辞本文を終えるに当り，貴重な絵図を

長期にEり貸与された仙台市の関善内氏，各

種の史料の提供を頂いた芦文八郎氏，鍋島報

交文会の嘉村三男氏，佐賀県立博物館尾形善郎

氏，花巻市教育委員会の鎌田嗣良氏に対し，

d心から御ネしを申し」二けeる。

〔補遺〕 本文の投稿後， 安政6 (1859）年

10月4日に佐賀の反射炉を見学した河列二継之
四

助（長岡務士。文政10年一明治元年〉の日記の存

在を女11った。当該個所を掲げよう。

兼て〈予て〉聞く 「反射炉」を見る。尤

も内へ入るを禁ず。（中日！の。其の形 〔図。

木文では省m持〕，高サ八九間（48-54尺〉も

あらんか，鉄のタカ＼石灰塗 り，水車に

てキリを入れ，其の音，頻りなり。一本

~~ 岡田広吉“仙台領の高炉製鉄”， 『仙台郷土研究』復刊4巻2号， 1979年， 49～58頁。
制森嘉兵術 “南部の鉄工業”『日木産業史大系』 3巻，東大出版会， 1960年， 264～272頁。
制 l羽田広吉“花巻の耐火煉瓦”， 『花巻市文化財調査報告書』9集， 1983年， 112～136頁。
同河井継之助 『鹿登 河井継之助日記』，安政6年（安藤英男校注，東洋文庫，平凡社， 1974年， 97ー

101頁〉。
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のil4h~·こ，車二ツ仕掛く 。 iF1hは欽ニか，車の

務方など，丁寧のものなり。（中目白〉。 「只

今の反射炉は，公儀の御注文，場所，今

一ケ所，此の辺りにありけれ共，御たた

みになる」と云う。

河井継之助の反射炉見見学は，多布施公儀

石火矢鋳立所を門外から見物とし、う程度の内

容であるが， 図には 4本の反射炉煙突を扱i
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き，その 1本の 1商に鉄のタガを井の字に近

い形で表現している。完成後ほぼ5年半を経

た反射炉であるから，煙突を鉄材で補強した

のであろうが， 白漆I食（石灰〉塗りの状況は

保っていたので、ある。

文献の御教示を頂いた群馬県立文書館ー倉

喜好氏の御好意に御礼を申し上げる。


