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技術と文明

至る時期までは，対アメリカ依存 ・追随（統

計によれば，国連における投票行動の98%以上）

と対アジア侵略戦争への反省が国民の関心を

政治・軍事より経済 （日中貿易が 「政経分離」

を原則としたこと），なかでも技術の導入と応

用による商品開発に向けてきたのであった。

日本経済が巨大化し，石油シヨ Yクを乗り

こえ地球環境にも眼を向け始める1970年代，

内外に「日本技術史」の研究者が輩出し始め

る。本書の編者であるパウアー教授もその一

人であった。パウア一氏の在日研究（1972-

74, 76）の成果は，氏の教授資格論文として

公刊 （＊下記）され，今日では世界の反射炉

研究の不可欠の文献となっている。

*JAPANS INDUSTRJELLE LEHRZEIT. 

Die Bedeutung des Flammofens in der 

wirtschaftlichen und technischen Ent-

w1cklung Japans for den Beginn der Jn・ 

dustriellen Revolution. [Josef Kreiner 

(H 1 sg.), Bonner Z巴itschriftfiir Japanolog1e 

Band 4/1 &2J Bonn 1983 （「第 8章第 3節

2鋳砲材料としての銑鉄」のみ「1990年3月

大橋周治訳がある。）

本書は，現段階の日本技術史の状況をサー

ベイすることのできる重要な出版である。日

本の大学には現在，技術史の正規の「講座」

はなく， 国立あるいはセンターとなる技術史

博物館 ・研究機関もない。このようななかで，

日本産業技術史学会が1984年に設立した意味

は大きい。学会会員の多くは，大学では「講

義科目」として （科学）技術史を担当したり，

あるいは技術史「関連科目」担当者または非

常勤講師として研究に携わっている。大学改
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11巻 l号（32)

革，カリキュラム改革がいわれる今こそ，技

術史を大学教育に導入し， （科目名称、云 を々議

論するよりも）講義内容 ・教材 ・講義方法な

どにつき学会内外で議論し， （海外も含めて）

情報交換し次世代育成と研究の深化の両立

をはからなければ「日本における技術史」の

未来はない。本書をきちんと受け止めること

は，学会の責務であろう 。

他方，企業に勤務する学会会員は，研究所

・社史編纂室 ・企業博物館に所属している人

はまれであり，本務企業（業界）や青年期に

夢中になった分野の“機械 ・工程・製造技術，

その改良や革新 （イノベーション）”などに関

心ある人，職人，工場 ・作業場での現場経験

がある人などで，少数である。かつてドイツ

技術史の泰斗C・マチョスは，「技術史は技

術者（職人）が歴史学を修めて書くなら最良

のものとなろう」と言った。多くの方も同意

されよう。原子力発電所から遺伝子まで，マ

クロから ミクロ技術まで企業に所属する会員

に期待するところ大である。パウア一氏の人

脈（ネ 7 トワーク）は，大学のみならず企業

や在野の研究者を大きく広くカバーしている。

本書のみならず＼氏の英語 ・独語 ・日本語に

よる諸論稿には，多くの「非」学会会員の研

究や文献の参照 ・引用がある。学会では少数

の，在野の郷土史研究者，企業内研究者，大

学内隣接分野研究者（たとえば科学史・経済

史・民族 （俗）学 ・民具 （道具）学 ・産業論／中

小企業論な ど） にもっと眼を向けるべきであ

ることを本畜から教えられた気がする。

本書 （3冊）の内容，すなわち論文名と執

筆者 （＊・ 日本産業技術史学会会員／＂／＂ 物故者）
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は以下のようになっている。

第 1巻

Introduction to the History of Japanes巴

Technology *Erich Pauer 

The Development of Technology in the 

Ritsuryo State 櫛木謙周

The Large Windlass and its Background in 

Med iebal J apan:Transi ti on in Japanese 

Technology 前田亮

The Birth of Japanese Paper and its Use Jn 

Crafts 黒 川 威人

The Roots of Traditional Iron Sand Smelι 

111g 111 lzumo, Western Japan 

村上英之助

High Quality Ancient Wrought lron 1n 

Japan 井垣謙 三

Wrought Iron from th巴 Tracii ti on al Tatara 

F'u rnace ＊高橋 一 郎

Changes in Iron Casting Techniques l口

Japan before and after the Importation of 

Western Science and Techniques in th巴

19th Century 石野亨 ・米田博幸

Wrought Iron in Japanese Lighthouses 

「大槻貞 一

Transfer in Shipbuilding Technology from 

Scotland to Japan through Education 111 

Spinning Industry ＊加藤幸三郎

Hoffman’s Rotary Kiln Its Introduction 

and Development in Japan ＊熊倉 一 見

Technology Transfer and Scientific and 

Technical Education ＊松本三和夫

A Comparison of th巴 Developmentof the 

Japanese and English Agricultu1 al Re-

vol ut1on 飯沼 二 郎

The Screw-mill or“Dairo” *JI I上顕j台郎

The Historical Development of Wind Power 

Utilization in Japan 牛山泉

The Formation of a Mass Consumption 

Society and Innovat10n 竹村民郎

The Historical Role of Western Technology 

in the Use of Waterwheels in Traditional 

Japanese Works 若村国夫

The Technical Progress of Railway 111 

Japan in Reration to the Policies of the 

Japanese Government ＊原田勝正

The Yagi-Uda Antenna and Me佐藤源貞

A Short History of the Internal Heating 

Coal Liquefaction in Japan 宗像英 二

General Outline of Japanese Rader Develop 

ment up to 1945 中島茂

Technological Innovation in the Motorcycle 

Industry in Postwar Japan ＊出水力

the late 19th Century 北 正 巳 第3巻

Canal Excavation Works and th巴lr Tech- Glass-making in Japan Before the Meiji Res-

nology in the Early Years of the Me111 torat10n *Erich Pauer 

Era 増田広実 The Early Development of the Glass Indus-

The Establishment of the Osaka Artillery try of Japan 井上暁子

Arsenal ＊三 宅宏司 Dev巴lopmentof the Glass Bottle and Glass-

第 2巻 ware Industries in Japan 

Yamanobe Takeo and the Modern Cotto口 上甲重雄 ・小川夢永
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The Development of the Flat Glass Indus-

try of Japan 

藤村寛 ."I平尾玄雄・内藤雅夫・坂田浩伸

The Development of the Optical Glass In-

dustry of Japan 

T大野正夫・高橋健太郎

The Japanese Glass Fiber Industry Before 

and After World War II 

内藤雅夫・坂田浩伸

以上が本書の概観 （31論文）である。執筆

者のうちで，評者（種田）の所属する学会の

会員名簿［産業技術史学会，社会経済史学会，

日本科学史学会，経営史学会，比較文明学会，

産業考古学会など］を参照しでも特定できな

かった方（16名）は，パウア一氏に問い合わ

せ氏名の漢字表記を確定した （97/4 /14）。

本書は 3分冊の形態、をとっているが，実質

は産業技術史論文集の l冊（上下 2巻本）プ

ラス別冊 1 （・ガラス工芸特集）から成り立っ

ているといってよかろう。そして第 3巻の105

-106頁にある執筆者略歴が，第 l巻と第 2

巻ではカットされている。これは書籍制作の

うえでは大きなミスである。世界と日本の研

究者が知りたいのはガラス業界・ 工芸の人の

ことではなく「技術史研究者」のことだから

である。しかしまた，国内研究者を掌握 （デ

ータベース化）していないのは学会の怠慢で、

もあるから，この批判は見当外れかもしれな

し、。

3冊を通してみてみよう。まず，世界そし

て日本に多い「技術史」研究は，個別技術史

というより「技術の発展を後追いする研究」

である。そして技術の後追い研究においては，
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考古学的発掘から出土した「道具・生活用具」

の材質 （土器・石器・青銅器・鉄器など）によ

る区分や歴史学の時系列（西洋史でいう有史以

後の，古典古代 ・中世［ルネッサンス，ハロック］

・近世近代）による区分が一般的である。と

ころが近年，というより 1970年代以降の多数

の貴重な考古学上の発掘は，時代区分の基準

のたて方に問題を提起している。この問題に

ついてはここでは立ち入らない。もっとも本

書の標題（副題）にはそれぞ、れ，第 l巻「律

令制度から明治初期」 ・第2巻「明治期から

戦後日本」とし寸時代区分が付されている。

これに異論は少ないであろう。ところが第 3

巻は単一の 「ガラス」を扱いながら，各論文

が，敢えて言えばパラパラに時代区分を掲げ

ている。この点を今後の問題として指摘して

おきたい。

第 l巻の第 1 （パウアー） 論文が本書の基

調であり，パウアー氏の技術史観を示した優

れた導入（イントロダクシヨン）である。氏に

よれば日本には，繰り返し何度も何度も，社

会経済の大変化を伴う急速な技術進展期があ

った。それぞれの技術進展期はまた，必ず大

量かっ高度な外国技術の導入と結び付いてい

た。この技術導入は，機械類 ・道具あるいは

原材料の輸入に基礎をおいたものではなく，

よりむしろ根本的には情報に基づいていた。

すなわち交換留学生によって得られた技能や

知識，機械を組み立てるための青写真を含む

ものであったという。

パウア一氏は，日本人（社会）と技術史が

示すこの基本線，すなわち情報に高い価値を

置き情報獲得ツール （例えば翻訳）の精度を

高めるのに真剣に取り組む姿勢は，約2500年



Papers on the History of Industry and Technology of Japan （干主因）

前の農業の変革期（いわゆる農業革命）や 7・

8世紀（逃唐使）から19世紀（幕末維新JVJから

日本の産業革命期）， 20世紀大戦間期 ・戦後復

興期そして今日 まで一貫していると主張して

いる。日本的「情報社会」について語るには，

西欧と異なるここが鍵なのであると。そして

それゆえ，現代世界の「情報化」は日本（人）

にとってはかつての技術進展期と同列のもの

(60年代の経済の奇蹟は技術［情報・導入］の奇蹟）

であるといえるのである。

1 . 2巻25論文中の第 l巻第11（増田）論

文，第 2巻第 1 （加藤）論文 ・第九（原因）

論文は，かつてアジア経済研究所 ・国際連合

大学受託調査プロジェクトチーム （1977年か

ら5カ年）が刊行した 『人間と社会の開発プ

ログラム 技術の移転 ・変容 ・開発一日本の

経験研究報告』（発行 ・印刷は1979-82年，大部

分英文でも発行） 所収の諸論文一一 ［原田勝

正「鉄道導入と技術自立への展望」，同「鉄

道技術の自立と規格化の進行」，増田広実「殖

産興業政策と野蒜築港」，同「日本における

内陸水運の発達」，加藤幸三郎「綿業におけ

る技術移転と形態」 一一ーと内容的には近い。

しかしながら， 3巻のどこにも 3つの論文の

なかにも脚注にも，この国連大学受託研究に

ついての言及はなかった。本書のキーワード

が情報であるなら，欠落している点として指

摘しておかれなければならないだろう。

第 1巻第12（三宅）論文と第 2巻第 3（松本）

論文は，既公刊の邦語論稿を英訳し増補改訂

したものだが，執筆者の長年の研究蓄積が盛

り込まれて新しい論文に生まれ変わっている。

また，評者が執筆者たちの国際関係を視野に

入れた研究蓄積を周知している第 1巻第 7
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（高精）論文 ：錬鉄［周知ではないが第 5 （村

上）論文も］，第 9 （大槻）論文 ：灯台，第10

（北）論文 ：日本スコットランド関係，第 2

巻第 2（熊倉）論文 ．ホフマン黛，第 5（川上）

論文 ：螺旋水車，第13（出水）論文 オート

パイ産業，の 6つは，論点が絞られ，論文を

読む人を想定した書き方をとっており，後進

の参考となろう（「歴史叙述」の問題についてこ

こでは触れない。ただ， 日本認を読めない読者に

とって，日本史（技術史）の何が既知で何が未知l

のことか，論点を絞り概念を必要最小限で、叙述す

るにはどうすればよいか，等々多くの課題が残っ

ている）。

他方，評者が執筆者について不案内ながら，

国際的視野と広がりをもっ第 l巻第 3（前回）

論文 ：巻上げ機，第 8 （石野ほか）論文：鉄

鋳物，第 2巻第 4 （飯沼）論文 ：日英農業革

命の展開比較［内容は鋤／鍬に関する詳細な

比較実証分析である］、はジンガーほか編

『技術の歴史』の一節にも匹敵しよう充実し

た内容をも っている。さらに第 l巻第 2 （櫛

木）論文：律令国家における技術発展，は古

代国家社会における制度・政策と技術 ・技術

者（職人）問題を綴密に検証している。第 2

巻第 7 （竹村）論文 ：大衆消費社会の形成と

1920年代のイノベーション，は社会経済史 ・

経営史 ・社会学などの複合的視角から都市化

しつつある日本社会の中の「科学，技術と労

働」の実態を描き出している。とくに竹村論

文では， フリッツ ・ハーパー（化学者，

1868-1934）を引用している・［第 2巻156頁か

ら／種田（仮訳）］

・…ー結果として私が気付いたことは，同

じ工場内に旧式の方式と最新方式とが共
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存しているということである。一方で・外

国から導入されたもっとも進歩した設備

があり， 他方には故国の祖父の時代を思

い出すようなもの（古い設備）がある0・・目’一

私たち訪問者には，日本人工場管理者は

恰も輸入された工作機械類すべてがよい

ものだと考えているようにみえる ；彼ら

は，工場はもし操業がうまくなされれは、

技術的根拠から十分に発展できる，と信

じている。しかしながら，私たちはこれ

らの機械類は技術的な成功を得るための

単なる予備的な条件にすぎず，成功それ

自体はこれらだけがあっても不可能であ

ろうことを彼らに納得させた。．．

技術の歴史と技術史のみごとな結び付きの例

として，評者には最も読み応えのある論文で

あった。

以上が，本書を読んで評者が日本技術史の

論文として高く評価する論稿である。以下は，

技術史としてはやや難点があると思われるも

のの寸評である。第 1巻第 4 （黒Jll）論文は，

日本紙の誕生から素材となりデザインされる

までの全体を論じた大作（44頁，写真多数）で，

紙工芸に関したいへんに良くできた紹介であ

るが，技術史の論文ではない。

第 l巻第 5 （井垣）論文は古代鉄の成分分

析の報告で，産業考古学においては貴重な

データであろうが，他地域 ・民族の古代鉄や

文化・ 製造技法との比較を欠いているのが惜

しい。同じく，産業考古学として優れた論稿

である第 2巻第 6 （牛山）論文：風車利用の

歴史的展開，も，風車使用実績の少ないわが

国だけで論じられて比較分析がない点がもの
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足りない。さらに第 8 （若村）論文：伝統産

業の水車利用における西臥技術の役割，は，

「西欧技術」を規定せず既知のものとして書

いているため，伝統産業（線香 ・製紙 ・製材 ・

麹打ち ・エボナイト製粉）の丹念な調査が論文

として生かされていなし、。標題を替えるか，

西欧技術を規定すべきであろう 。

同様に第10（佐藤）論文は「八木・宇田ア

ンテナと私に」という標題を改めるべきであ

ろう。内容的には東北大学の八木秀次・宇田

新太郎両教授の足跡とアンテナをめぐる人間

模様を筆者（佐藤氏）の眼からみたもので，“技

術者評伝”のジャンルにはいり大変に興味深

く読ませる作品である。しかし，技術評価と

人物評価の二兎を追い総花的叙述となって，

論点が明確につかめない論文である。

第3巻 『日本ガラス産業の発展』 （6論文）

は，ガラス企業 ・工業界の研究者 ・関係者た

ちが執筆しており，評者の不案内分野のため

評言が妥当しないかもしれないことをお断り

しておかねばならない。この 6論文の中では，

第2 （井上）論文と第 4 （藤村ほか）論文が完

成度が高く印象深いもので，幕末から1970/

80年代までのピンや窓・板ガラスについての

大枠を教えてくれる優れた論稿であると思う 。

第 5 （大野ほか）論文は，よく言えば光学ガ

ラス史抄であり ，悪く言えば光学ガラス業界

の紹介である。第 6 （内藤ほか）論文はグラ

スファイパーの製造企業 ・製品組成 ・生産量

に関しては有益で貴重な情報データを提供し

ているが，これでは技術史ではなく技術 ・生

産関連「資料」である。第 1 （パウアー）論

文と第 3 （上甲ほか）論文はガラス工業略史

であり，内容は日本人研究者にとってはあま
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りにも既知のことにすぎる。あえて言えば英

文で警かれたことに意味がある，と割り切っ

て読むべきものであろう。

評者（種田）の力量を超える領域にある第

2巻の第11（宗像）論文 ：1945年以前の石炭

液化，と第12（中島）論文 ：1945年までのレ

ーダーの発達，の 2論稿については，遺憾な

がら論評できないとせざるをえない。専攻 ・

専門の方の論評をいただきたく思う。

冒頭にも述べたように，日本の技術史研究

はなおまだ発展途上にある。青年期にある

「学問領域」，企業活動でいうならベンチ

ャー ・ビジネスにとって最も重要なことは，

自分はそれに情熱と生活を賭けているプロフ

エツショナル（専門家）であることを強くア
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ピールすることであろう。日本の技術史の専

門家は日本人だけではない。本書は，非日本

人たるパウアー教授が，氏の専門研究領域で

ある「日本技術史」の国際市民権獲得のため

に一一すなわち英語による表現や概念説明

によって，非日本人たちがアクセスできる基

本文献を作るために一一懸命に努力した成

果である。パウア一氏と彼の協力者（編集，

英文校正その他），また本学会会員を含む日本

（人）償I）執筆者諸氏の労を多とし，本書の出

版を契機にしてより多くの研究成果が実を結

び海外に発信されるよう期待してやまない。


