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おわりに

はじめに
『特命全権大使米欧回覧実記』
（以下『実記』という）の編著者・久米邦武は米欧の繊維産業に
大きな関心を示している。鉄鋼と工作機械によって製造された繊維機械及び蒸気機関によって
生産される繊維製品が，訪問した各国の経済に占める大きな役割を強く認識した結果であった。
岩倉使節団が巡見した欧米の繊維産業は，綿・梳毛・紡毛・絹・麻の紡績・製織・編組・染
（!）

色・仕上など全般に及んでいる。
『実記』の研究は，田中彰校注『特命全権大使米欧回覧実記』全%編が岩波文庫版（本論で底
（"）

本とした）として，１９７７年&月―１９８２年%月にかけて，刊行されてから，急速に広がってきた。

しかし繊維産業とりわけ繊維技術に関する研究は少ない。繊維技術に対する解説は，ヒーリー
（#）

（$）

（Healey）等の英訳と訳注及び，それを参照したと思われる水澤周の現代語訳とその注から僅か

＊ ２０１３年%月１２日受理，
『特命全権大使米欧回覧実記』
，久米邦武，ソルテア，梳毛産業，アルパカ
＊＊ 元東洋紡績株式会社
（!） 吉田文和・遠藤一夫編「『米欧回覧実記』技術関連項目解説分類集成，%．繊維」
，田中彰・高田
誠二編著『
『米欧回覧実記』の学際的研究』
，
（以下『学際的研究』という。
）
，北海道大学図書刊行会，１９９３
年に５７項目が挙げられている。繊維は「"．金属・鉱業」に次いで多い。
（"） 田中彰「岩倉使節団（『米欧回覧実記』
）の研究史概観」
，
『学際的研究』
，１９９３年，#〜１１頁。
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に窺うことができるに過ぎない。
本論では，『実記』に記録されている米欧の繊維産業とりわけ繊維技術について解明するこ
とによって『実記』の学際的研究に寄与しようとするものである。その最初の試みとしてソル
（%）

テアを採り上げることとする。小林巧は １９世紀イギリスの工場村――ソルテヤをめぐって
――

の「まえがき」で，ソルテヤの全貌をあきらかにするために，ソルテヤの完成時出版さ
（&）

１８７７，やや遅れて出され R. Balgarnie, Sir Titus
れた A. Holroyd, Saltaire and Its Founder，
（'）

Salt, Baronet, His Life and its Lessons，１８７７を参照するに如くはないが，本稿を執筆する
までに筆者は遂に両書とも手に入れることができなかったと述べている。本論では両書を含め，
『実記』が刊行された１８７５（明治(）年までに出版された文献をできる限り利用した。

! アルパカ婦人服地製造で成功したタイタス・ソルト
タイタス・ソルト（Titus Salt）（１８０３―１８７６）は，アルパカ糸の製造と高級ドレス用アルパカ織
物の商品化の成功によって，巨大な財を成した。それを資本としてソルテアの創設を行った。

!―!

アルパカについて

JIS 繊維用語で，「アルパカ＝ラクダ科の動物，紡績原料としてのアルパカの体毛をアルパ
カという。」と規定している。
（(）

ジェームズ（John James）は『英国の梳毛産業史』のなかで，アルパカについて，次のよう
に述べている。アルパカ（動物）は，繊維原料のアルパカを採取するために，南米ペルーの山
（)）

間部で飼育されている。アルパカは，毎年!回刈毛した場合のフリースの収量は%―&封度，
ステープル長は&インチで，羊毛に比べて"倍近く長い。刈毛の間隔によって，長さは変化す
（１０）

る。１８５１年の第!回ロンドン万博には４２インチ（約１０７cm）のアルパカが出品された。毛の色

（#） Kume Kunitake Compiled, Graham Healey and Chushichi Tsuzuki edited, The Iwakura Embassy 1871 ―73, A True Account of the Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary’s Journey of Observation Through the United States of America and Europe, The Japan Documents,
２００２. Volume Ⅱ, Translated by Graham Healey.
（$） 久米邦武編著，水澤周訳注，
『現代語訳米欧回覧実記』
（以下『現代語訳』という。
）慶応義塾大
学出版，２００５年。
『日本大学経済学部創設七十周年
（%） 小林巧， １９世紀イギリスの工場村―ソルテアをめぐって― ，
記念論文集，経済集志』第４４巻第#，$号・別号・合併号，日本大学経済学研究会，１９７４年。
（&） A. Holroyd, Saltaire and Its Founder, １８７７.
（'） R. Balgarnie, Sir Titus Salt, Baronet, His Life and its Lessons, １８７７.
（(） John James History of the Worsted Manufacture in England, from Earliest Times : with
Introductory Notice of the Manufacture among the Ancient Nations, and during the Middle
Ages, Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts, Bradford, １８５２, pp.４５２―４５３. Reprint by
Frank Cass, １９６８.
（)） 羊・アルパカ・アンゴラ山羊!頭から刈り取ったままのシート状の毛をいう。
（１０） John James, Ibid ., p.４５２.
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は，薄茶色から焦げ茶色，薄鼠色から黒色まで多様である。純白のフリースは少ない。羊毛よ
り細く，柔軟性に富み，絹様の光沢があり，強度に優れる。羊毛のような屈曲（クリンプ）が
なく，フリースは，全体にわたり品質が均一である。羊毛より細い糸を紡績できる。

!―"

アルパカの英国への導入

英国にアルパカが導入された経過について，１８４０年に発行された週刊誌 Chamber’s Edinburgh Journal は，アルパカの輸入は１８３２年に始まり，１８４０年までにかなりの量が輸入され
た。リバプールの Mr J. J. Hegan が最大のアルパカ輸入商で，この商会だけで１８３６年から１８４０
年までに２５，
０００俵（!俵：８５〜９０封度）が輸入されたと信じられている。!封度当たり!シリン
グ$ペンス〜"シリング#ペンスで販売された。その他の商会もかなりの量の受注があったと
述べている。さらに，スコットランドの丘陵地帯で紡績原料としてアルパカ（動物）の飼育を
行うことが計画され，アルパカの肉が羊肉のように食用に向くか検討されていることを報じて
（１１）

いる。
チャールズ・ディッケンズは，ソルトがアルパカ紡織の創始者で，リバプールのアルパカ輸
入商社，C. W. & F. Foozle 商会からアルパカを購入した経緯について，１８５２年に出版された
彼 の 個 人 週 刊 誌 Household Words に

The Great Yorkshire Llama

という記事を書いて

（１２）

いる。しかし，ソルトは後に，C. W. & F. Foozle 商会は仮名で，実際は Messrs. Hegan and
Co.であったと述べている。これは，Chamber’s Edinburgh Journal の記述と一致している。

!―#

アルパカドレス地で成功したソルト

アルパカは，輸入が開始されてからかなりの間，梳毛工程で太い糸となり，これを原糸とし
てサージのような厚手の梳毛服地が製造された。このような厚地の織物では，アルパカの特徴
を活かした織物とならなかったので，売れ行きは思わしくなかった。
アルパカは繊維が長く，細く，柔らかいので，紡績することが羊毛と比べて，非常に難しかっ
た。ソルトは，ギル機を改良し，ハンドコームの針を長くしピッチを狭めて，アルパカの特徴
をいかした，艶があり手触りの柔らかい，均一で，細番手の糸を紡績することに成功した。彼
はこのアルパカ細糸を緯糸に，綿糸あるいは絹糸を経糸とする織物を製造した。綿糸や絹糸は
梳毛糸よりずっと細く，かつ強度が大であるので，薄地の梳毛織物の製造が可能となった。ア
ルパカとモヘアー織物の経糸に綿糸あるいは絹糸を使うことを最初にブラッドフォードの梳毛
業に導入したのはソルトであった。ソルトは，アルパカの天然の色相の多様さを巧みに混合し
て縞織物，霜降り織物，ジャカード織物など，見事な織物を造り，これまでの梳毛織物とは全
（１１） Anon, “The Alpaca-Wool Trade” Chambers’ Edinburgh Journal Number ４９４, William and
Robert Chambers, July １７, １８４１, p.２０２.
（１２） R. Balgarnie, Ibid ., p.５２.
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（１１２）
（１３）

く違った，婦人服地，ドレス地の開発に成功した。彼は，１８４０年代にはブラッドフォード市内
にアルパカドレス地を製造する$工場を有し，大きな財産を築き，その結果，１８４８年にブラッ
ドフォードの"代目市長となった。
彼の製造したアルパカ織物は１８５１年のロンドン万博及び１８５５年のパリ万博で，糸とともに，
（１４）

最高の評価を受けメダルを授与された。１８４４年ビクトリア女王はアルパカ"頭分のフリースを
（１５）

ソルトに与え，自分用のドレス生地の製造を依頼したことがある。女王が愛用したこともあり
アルパカ織物で作ったドレスは大いに流行した。

" ソルテアの建設
"―!

ブラットフォードからソルテアへ

ソルトは，ブラッドフォード市から北北西約#マイルに位置するアール（Aire）川の畔の田
舎に工場を移転した。ソルトがアール川の畔に建設した工場と工場村なので，彼はこれをソル
テア（Saltaire）と命名した。
ソルトがマンチェスターに次ぐ大繊維産業都市で，梳毛産業の中心地ブラッドフォードから
撤退して，田舎のソルテアに移転した理由は，公害による環境悪化と，労働争議の激化からの
回避が主要な要因だと考えられている。
ブラッドフォードは製造業の増大が進行中で，過密，不潔及び煙害は以前に増して酷くなっ
１８４９
た。川と運河は年毎に汚濁と汚染によるヘドロで埋まり，腐敗による疾病の温床となった。
（１６）

年%月から１０月にかけて，４２０人がコレラで死んだ。
１８４２年&月，ウエストライデングでチャーチスト運動が活発化し，それ以降労働争議の激化
が続いた。
ソルテアの全体像を俯瞰 す る た め に，岩 倉使節団が訪問した１８７２年に刊行された雑誌
（１７）

Harper’s New Monthly Magazine に掲載されたソルテアの銅版画を図!に示す。
アール川，リーズ・リバプール運河および１８４７年#月ソルテアを通り Keighley 迄延長され
たミッドランド鉄道の支線が平行して東西に走っている。
ソルテア工場：鉄道と運河の間に建設され主工場と運河とアール川の間に建設された新工場，
染色工場，ガス工場，ガスタンクをここではソルテア工場という。
ソルテア村：鉄道の南に立地した労働者住宅街，川の北畔に置かれた公園，工場の西側に置
かれた工場付属の大食堂，会衆派聖堂・聖廟と馬小屋と庭園をここではソルテア村という。ソ
（１３） John James, Ibid ., p.４５７.
（１４） John James, ‘Great Exhibition’ & ‘Paris Exhibition’ Ibid ., Apendix.
（１５） Barlo and Shaw, Balgarnie’s Salt, Nemine Juvante（Saltaire）Publications, ２００３, p.２７９.
（１６） Barlo and Shaw, Ibid ., p.２７９.
（１７） George M. Towle, “Saltaire and Its Founder”, Harper’s New Monthly Magazine Volume ４４,
Issue ２６４, Harper and Bros., May, １８７２, pp.８２７―８３５.
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図! 使節団訪問当時のソルテアの全景

ルテア工場とソルテア村を総称してソルテアと呼ぶ。
ソルテアは，アール川から清浄で豊富な用水を得ることができ，リーズ・リバプール運河に
よってアルパカやモヘアーなどの原毛をリバプールから運び込み，鉄道によって織物をハル港
に輸送し輸出や国内向けに出荷するに至便な立地として選択された。ソルトは，ブラッドフォー
ドの"工場を立地の優れたソルテアに統合することで，公害と労働争議を回避することができ
たにとどまらず，ブラッドフォード随一の効率の高い工場を建設することを可能とした。

"―"

ソルテア工場

工場は，アルパカ，モヘアー，英国長毛種羊毛から織物までの紡織一貫工場で，力織機１，
２００
台で日産，３０，
０００ヤードすなわち年産５６８８マイル（約９２５０km）のアルパカ織物を生産する目的
（１８）

で建設された。
ソルテアの敷地は，ソルテア工場：３８，
１２０m２，ソルテア村：１６０，
７８０m２，合計：１９８，
９００m２
である。
大都市のブラッドフォードから，人里離れた田舎に工場を移転したソルテアは，アークライ
トが水車動力を求めて工場を建てたダーウェント峡谷の工場群やニューラナークと同じ事情で，
労働者住宅とそれに付随する建物を建築することが必要不可欠であった。
ソルテアの建設は，１８５０年に計画され，工場の起工は翌年の１１月，竣工は!年後の１８５３年で
あった。ソルテア工場の開業式は，ソルトの５０歳の誕生日に合わせて，#月２０日に行われ，
３，
７５０
人が開業記念大晩餐会に参加した。

（１８） Abraham Holroyd, Saltaire, and Its Founder, Sir Titus Salt, Bart, Abraham Holroyd, １８７１,
!nded.
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主工場の設計は有名な建築家ウイリアム・フェアバーン（William Fairbirn）と"人の地元の
（１９）

建築家 W. Mawson と H. F. Lockwood が担当した。
フェアバーンは，大晩餐会において，ソルテア工場建築の特徴について演説した。要点はつ
（２０）

ぎの通りである。
主工場は，地元産の明るい色の石材を使い，イタリア風の建物である。耐火建築とするため
に，巨大な鋳鉄製柱・梁の構造で，屋根も鉄で，木材は一切使われていない。窓は大きく，セ
ントヘレンズから取り寄せた板ガラスが嵌め込まれている。
主工場には練条機，粗紡機，精紡機が設置され，南向きで鉄道と平行している。長さはロン
ドンのセントポール大聖堂と同じ５４５フィート，幅は５５フィート，高さ７２フィートである。当
時英国における最大規模の紡織工場であった。主工場は東工場と西工場に分かれる。各工場に
それぞれ"基の Corliss ビームエンジンがおかれ，合計出力は１，
７００馬力である。エンジンを設
置する基礎は２，
４００トンを超える硬質石材が使われている。
これと同じ構造の倉庫が主工場中央部から垂直に運河に向かって建ち，長さは３３０フィート
である。倉庫の屋上に防火用水用の容量７０，
０００ガロン（約３２０m３）の大きな鉄製タンクを設置し
た。
２００台の力織機が設置されている。西側は鋸
倉庫の東側が鋸屋根平屋の製織工場である。１，
屋根平屋のコーミング工場で，選毛・洗毛・乾毛・コーミングが行われる。この工場の地下に
は貯水暗渠が設けられ，５００，
０００ガロン（２，
２７０m３）の雨水を貯蔵し，濾過して工場用水に使う。
コーミング工場の西側に事務所棟が置かれる。
工場の全機械を運転するための，シャフトの総長は，約３，
０００m で，その重量は６００―７００ト
ンに達する。
ボイラー室が東工場の前におかれ，１４基のボイラーは竪穴の地下室に設置されている。ボイ
ラー用水及び工場用水は，アール川に堰を設け取水し，倉庫の地下に設けたパイプを通して工
場に取り入れられる。
ボイラー室から東に５０ヤード離れたところに煙突がある。煙突は，高さ２５０フィート，基部
は２６フィート角で，イタリアの鐘塔を模した構造である。ボイラーでは!日５０トンの石炭が焚
かれる。
主工場開業後，新工場・染色工場・ガス工場・ガスタンクが川と運河の間に置かれた。ガス
は工場の照明，街灯及び各家庭用に充てられた。家庭用のガス料金は１，
０００立方フィート当た
り#シリング$ペンスであった。

（１９） Abraham Holroyd, Ibid ., p.２０.
（２０） Abraham Holroyd, Ibid ., pp.%〜１１.
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ソルテア村

労働者住宅街の建設は，１８５３年から始まり１８７５年まで２３年間にわたって，１６回の契約によっ
（２１）

て行われ，合計７７５戸の集合住宅が建設された。
１８７０年!月!日の人口は次の通りである。
労働者住宅
高齢者と障害者住宅

７７５戸
４５戸

人口 ４，
３８１人
人口

７５人

労働者住宅は，"階建の集合住宅が主で，#階建の集合住宅もある。住宅は，重役・監督・
熟練工（選別工・コーミング工など）・事務労働者・一般労働者など職種によって分けられて
（２２）

いる。
住宅街は，共同浴場・共同洗濯場・病院・小学校・教会・ソルテアクラブ・図書館と科学や
文学を講義する施設などがかなり稠密に立て込んでいた。
住宅街の過密を緩和するために，広い庭園が設けられた。その中に大きな会衆派聖堂と共同
大食堂と馬小屋が建てられた。アール川畔にボートハウスが設けられた。アール川の北側に$
（２３）

万 m２近い広い公園があり，休日に多くの労働者家族が利用した。
ソルテア村は，ソルトが温情主義に基づく労働者管理を行うために建設されたものであった。
かくのごと

久米はソルテア村について，「前後ノ製造場ニテ，如 此ク備ハリタルモノナシ，邑中五千ノ人
口，ミナ「タイトル」氏一家ヲ仰ク，此ヲ職工市街ノ仕組トナス，勧工ノ道ニ於テ，深クイミ
（２４）

アルコトナリ」と述べ，評価している。木戸孝允は日記に，
「ソールトは人となり寛容にして
（２５）

仁恵あり製造家中には実に稀なるものと云」と記している。
２００１年ソルテアは，ダーウェント峡谷の工場群，ニューラナークと同時に世界遺産に登録さ
れた。１９９５年に登録されたクレスピダッタとともに田舎に建設されたモデル紡績工場集落とし
て評価されたものである。
岩倉使節団がソルテアを訪問した１８７２年にエンゲルスは『住宅問題』を著し，そのなかで，
イギリスの資本家は，ドイツにほんとうの大工業が生まれるずっとまえから，農村で工場
生産をいとなむには，労働者住宅への支出が総投下資本の必要な部分，しかも直接にも間
接にもたいへん有利な部分であることを理解していた。ビスマルクとドイツのブルジョア

（２１） Neil Jackson, Jo Lintonbon and Bryony Staples, Saltaire The Making of a Model Town,
Spire Books, ２０１０, p.４３.
（２２） Neil Jackson, Jo Lintonbon and Bryony Staples, Ibid ., pp.２１―２１は，overloker’s Cottages と
worker’s Cottages の図面が載録されている。この本には，ソルテアの工場村の現存住宅の写真を網
羅し掲載されている。
（２３） 世界遺産に登録されたソルテアの図面（Site plan of Saltaire Showing overall layout and Boundary of UNESCO World Heritage Site Salt）は Barlo and Shaw, Ibid .の表裏の見返しに掲載されて
いる。
『米欧回覧実記』
（三）
，８３―８８頁。
（２４） 久米邦武編，田中彰校注，
『木戸孝允日記三』
，東京大学出版会，１９６７年覆刻，２６３〜２６４頁。
（２５） 日本史籍協会，
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とのあいだの闘争のおかげでドイツの労働者が団結の自由を獲得するよりもずっと以前に，
イギリスの工場主，鉱山主，精錬所主は，彼らがその労働者にたいする家主を兼ねている
ときには，ストライキした労働者にたいしてどんなに大きな圧力をくわえることができる
（２６）

かを，実地に経験していた，
と述べていたことを紹介しておく。

" 使節団が見たソルテア
久米は，岩倉使節団が，１８７２年１０月２５日（明治#年$月２３日），ソルテアを訪問し，工場を見
（２７）

学し，ブラッドフォードの絹糸紡績工場へ移動するまでの見学記をかなり詳細に記録している。

"―!

地元の記録

岩倉使節団のブラッドフォード訪問はこの地における大きな出来事であったらしく，多くの
出版物で取り上げられている。その中のいくつかを紹介する。

"―!―!

ブラッドフォード・オブザーバー

ブラッドフォード・オブザーバー１８７２年１０月２６日付の 日本使節団のブラッドフォード訪問
（２８）

と題する記事（以下 OB 記事 という）のソルテアに関する部分を次に掲げる。なお， OB 記
事

は使節団の動向と歓迎について詳細に報じているが，ここでは省略する。
昨日，日本使節団の案内と接待について取り決めたプログラムは，様々な特徴があった。
午前$時４０分ころ，彼らは，タイタス・ソルト卿の著名な工場を見学するため特別列車
で出発した。出発時刻は秘密にされていたので，ミッドランド駅の群集は比較的少なかっ
た（前日のブラッドフォードにおける大群衆の歓迎のような，混雑を避けるために秘密裏に出発し
。
たのであろう，前日の歓迎の状況については，Bradford Daily Telegraph, October ２５，１８７２）
岩倉閣下等には，トンプソン（Matthew William Tompson）市長とアルダーマン・ロウ（Alderman Law）ブラッドフォード商工会議所会頭が同行した。

一行がソルテア駅に到着すると，プラットフォームでソルトの三男エドワード・ソルト
と，ソルト会社重役・ブラッドフォード商工会議所副会頭チャールズ・ステード（Charles
Stead）が出迎えた。

村の全景写真を撮ってから，使節団は少年，少女及び幼児の学校を見学した。彼らが見
学したソルテアの教育機関の諸部門は，著名な外国人から大きな関心が示されているとこ

（２６） フリードリヒ・エンゲルス著，村田陽一訳，
『住宅問題』
（国民文庫版）
，大月書店，１９７４年，８２
頁。
『実記』
（二）
，２８５〜２８８頁。
（２７） 久米邦武編，田中彰校注，
（２８） “The Visit of the Japanese Embassy to Bradford” Bradford Observer, Sat ２６th October １８７２.
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ろである。その後，診療所と機械研修所を訪問した。体育館に大きな関心を示し，団員の
何人かは，体操の練習に参加した。その後，日本の旗が翻っている工場に隣接した大食堂
で休憩した。
それから一行は工場に入り，有名な男爵が社長である会社のいろいろな製造工程を見学
した。タイタス・ソルト卿と昼食を共にした後，一行は特別列車でマニンガム駅に向かい，
Lillycroft にある S. C.リスター会社の工場を訪問した。

#―!―" 『ソルテアとその創始者』

Abraham Holroyd は使節団が訪問した翌年に出版した『ソルテアとその創始者』第"版で
（２９）

使節団のソルテア訪問について次のように述べている。
日本の使節団一行は，１８７２年$月!日ビルマ全権使節団が訪問したと同じ年の１０月２５日
にソルテアに到着し，駅のプラットフォームでエドワード・ソルトとチャールズ・ステー
ドの出迎えを受けた。ジョージ・ソルト（ソルトの二男）と，ブラッドフォード市長及び
ブラッドフォード商工会議所会頭アルダーマン・ロウに伴われて村と工場を巡回した。
使節団は，特命全権大使 Sionu 岩倉具視閣下，#人の副使，従三位 T.木戸，従三位 T.
なおよし

大久保，従四位 H.伊藤と従四位 T. Yamagatsi（山口尚芳のこと：筆者）及び#人の日本人随
行員で構成されていた。英国政府代表は，長年駐日英国公使を務めたサー・ハリー・パー
クス KCB，アレクサンダー将軍，アストン少佐，及び"人の英国人従者である。
芸術，科学および文学の著名な他の人を挙げることができるが，ここでは，上に挙げた
だけで十分だろう。

#―!―#

Balgarnie のソルトの伝記
（３０）

ソルトが死亡した翌年に刊行された Balgarnie のソルトの伝記は，使節団の訪問について次
のように述べている。「使節団は，ソルテアの配置の完全性とその規模の大きさに驚いた。食
堂での接待は，思慮深く準備されていた。食堂は訪問客の国の土着の植物で飾られた。彼等は
ワインの代わりに特別に選ばれた果物に満足した。」
この伝記に，ソルテアを訪れた有名な訪問者として１８６４年のパルマーソン英国首相，１８７２年
$月!日のビルマ全権使節団と同年１０月２５日の岩倉使節団を挙げている。
#―"

使節団がみたソルテア
（３１）

久米は，「朝十時ヨリ，汽車ニ上リ二十四英里許ヲ走リ，「ソルテヤ」邑ニ至ル，
」と述べて
（２９） Abraham Holroyd, Saltaire, and Its Founder, Sir Titus Salt, Bart, Abraham Holroyd, １８７３.
"rd. ed. pp.７９―８０.
（３０） Barlo and Shaw, Ibid ., p.２７９.
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（１１８）

いる。
（３２）

（３３）

久米は，タイトル・ソルトが「今モ尚現存ナレト，今日ハ遠行中ニテ面会スルヲ得サリキ」
（３４）

と書いている。また木戸も「当日ソールト留守にして子息兄弟案内し且中食を饗応す」と日記
に記している。しかし

OB 記事

は，ソルトが昼食に同席し，さらに同夜ブラッドフォード

市のビクトリアホテルで開かれた盛大な歓迎晩餐会にも出席したと報じている。何れが正しい
のか分からない。

#―"―!

ソルテア村

久米は小学校の見学の感想を次のように記している。
邑中ニ小学校ヲ建ツ，村民ノ子弟男女ヲシテ，半日ハ場ニ出テヽ業ヲ操リ，半日ハ校ニ入
タヲリツク

プラチカル

かつ

リテ教ヲ受シム，学 知ト実験ト，互ニ相進メル良法ニテ，且製作場ヨリ給料ヲ受ハ，其
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

子弟ニ利アルノミナラス，製造ニモ亦利アリ，英国人ハ，職工ヲ保護シ，貧民救助ニ力ヲ
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

尽スヲ，栄誉ノ一トナス，此場主ノ用意モ，亦感賞スヘシ，校中ニテ教ヘル科ハ，小学普
通ノ科ヲ授ク，男女トモニ知ラサルヘカラサルノ芸術ニテ，高尚ノ科ニ及ハス」
（下線は
（３５）

筆者）

久米は，工場法によって規定されている半時間工の学校に関心を示している。また，
「養老
院アリ，職人ノ老衰シテ用ヲナサヽルモノハ，此ニ入恤養ス，又病院アリ，村中ノ病人ヲ医薬
ス」と記し，労働者の福祉施設に関心を示している。

#―"―"

久米が見たソルテア工場

工場見学記の冒頭は，「タイトル」氏工夫ノ器械ニカケテ，竟ニ一ノ精布ヲ織リ出シケレハ，
（３６）

にわか

是ヨリ不用ノ「アルパカ」遽ニ価ヲ生シテ，其業益繁昌ナシ，此地ノ「テヤ」河ノ上流ニヨリ
テ，大製造場ヲ起シテ，」とソルトがアルパカの紡績と製織に成功した物語に当てられている。
この成功譚は，先に述べたように，チャールズ・ディッケンズが１８５２年に刊行した，彼の個人
出版週刊誌に掲載した Household Words が種本である。年を経るごとに，尾鰭がついてきた
（３７）

ように思はれる。この成功譚はソルトの経歴を記すとき必ずと言えるほど引用されている。久

（３１） #哩の誤り，木戸孝允日記には「ブラツドホルドより三里」とある。
（３２） 久米は Titus をタイトルと記している。
『実記』
（二）
，２８６頁。
（３３） 久米邦武編，田中彰校注，
『木戸孝允日記三』
，２６５頁。
（３４） 日本史籍協会，
『実記』
（二）
，２８６頁。村瀬勉，田中萬年は下線部分だけを引用してい
（３５） 久米邦武編，田中彰校注，
る。村瀬勉，田中萬年，「米欧回覧実記」教育関連項目集成―岩倉使節団の教育施設訪問の検討―
『職業能力開発総合大学紀要』第３７号 B，２００８年#月，１２頁。
（３６） 久米は River Aire をテヤ河としている。
（３７） William Cudworth, Worstedpolis : A sketch history of the town and trade of Bradford , W.
Byles and Sons, １８８８. 最近では，Clive Woods, Saltaire History & Regeneration, ２０００, pp.$―%.
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米が引用した可能性がある文献は，使節団が訪問した前年に刊行された，
『ソルテアとその創
始者』第"版であるが，久米の記述と若干の異同がある。
工場はソルト会社の諸氏が案内した。
（３８）

最初は「羊毛ヲ蓄ヘル楼（$階建ての倉庫：筆者）ニ上」った。そこで，①「アンゴロゴー」
の毛，モヘアーという，②アルパカ，③英国羊毛の#種類の原毛があるのを見た。これら#種
の原毛を「又之ヲ二十四類ニ分ツ」と，選毛作業について記録している。選毛の目的は，フリー
スのステープルを，毛の長さ，太さ，色相，健全な発育状態，糞尿や雨水による汚染の程度，
牧草の種子や茎の付着状態などを，目視によって，規格に従って分別することである。選毛さ
れた原毛は，それぞれ貯毛室（wool bin）に貯蔵する。各貯毛室に貯蔵された毛は，!つのロッ
トとして，トップに製造される。
久米は，アルパカの紡績・製織工程を簡潔にまとめ，
「第二ノ場屋ニ至レハ，羊毛ヲ洗ヒ，
（３９）

之ヲ弾シ，之ヲ紡シテ，細糸トナシ，染メテ機ニ上セテ織ル」と述べている。第二ノ場屋は，
倉庫の西側の鋸屋根平屋の工場である。
ソルテア工場におけるアルパカの原毛から織物を製造する主要工程は，選毛・洗毛・乾毛・
プリペアリング・コーミング・練条・粗紡・精紡・製織・圧絨・仕上・整反という１３工程であ
（４０）

る。これには綛揚げ・糊付・整経という通常の工程は除外してある。
次に，紡績して糸にする技術の大略を次のように述べている。
弾器ニテ弾キ出タル羊毛ヲ，一条ノ太糸ニ紡成シ，之ヲ連環ノ櫛ニテ梳リ，次第ニ其繊維
ヲ整理シ，次第引展ヘル工夫ナリ，連環ノ櫛ハ鋼銕ニテ作ル，コレヲ編テ冊トナシ，三十
条ヨリ五十条ニ至ル，其冊ヲ環冊トナシテ，両端ヲ歯輪ニテ張リ，
「スプリン」ヲ仕掛ケ，
輪回レハ，歯輪ノ順序ニテ，毎条ノ櫛ヲ，一箇ツヽ弾キ出シ，櫛歯ヲ毛糸ニ貫キ，輪次ニ
梳シテ進ム，前ニ一櫛出レハ，後ノ一櫛，毛糸ヲ離レ，下ヘ回リ去ル，如此クニ糸条モ漸
ニ進ミサルナリ，第一器ノ櫛歯ハ粗ナリ，次ニ漸ク細密ニテ，三器ヲ伝ヘテ後ニ，細小ノ
糸ヲナス。
久米の記述は，洗い上げたアルパカを，後工程において細小の糸とするための前工程につい
てである。この前工程はコーミングあるいはトップメーキングと呼ばれる。筆者は３７年間梳毛
紡織会社の技術者であったが，久米がどのような機械について記述しているのか，理解に苦し
んでいる。見学記の検討に入る前に，ソルテアのアルパカのトップメーキングについて簡単に
説明する。
トップメーキングは，ギルボックスを%回通し，次にリスターコーマーを!回あるいは"回
通し，最後に仕上ギルボックスを#回通し，合計１１回あるいは１２回通して，トップを作る。最
（３８） angora goat（アンゴラ山羊）のこと。木戸は「アンコロゴート」と記している。
『実記』
（二）
，２８７頁。
（３９） 久米邦武編，田中彰校注，
（４０） Abraham Holroyd, Ibid ., "nded., pp.１３―１４.
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（１２０）

図! ギルボックスのスクリューとフォーラー

図" ギルボックスの説明図

初の$回のギルボックスは，洗上毛の縺れを解き，繊維を引き伸ばし，平行に配列し，コーマー
に通すための準備工程である。コーマーは，糸の品質を害する短繊維を，ノイルとして除去す
る機械である。リスターコーマーは，アルパカやモヘアーのような長い繊維専用の機械である。
リスターコーマーが日本に導入されたことはない。コーマーから出たスライバーを，ギルボッ
クスに"回通し，太さの均一なトップとする。
羊毛・絹・亜麻のスライバーを加工するスクリューギルは William King Westey が１８３１年に
（４１）

完成した。羊毛，絹の場合はギルボックス，亜麻の場合はスクリューギルと呼ばれている。リ
スターコーマーは１８５０年代前半に完成した。これによって，アルパカ・モヘアーの機械による
紡績が可能となった。
スクリューギルは!本のスクリューの谷に，鋼製の板にピンが植え込まれ櫛状をなすフォー
ラーをはめ込む。バックローラーとフロントローラーを通るスライバーにフォーラーをカムに
よって上部スクリューの谷に打ち込む。フォーラーはスクリューの回転によって，バックロー
ラーの表面速度よりやや早い速度で前進する。フロントローラーがフォーラーの#倍程度の速
さでドラフトし，繊維をフォーラーから引き抜き，繊維を引き伸ばし，平行配列化をおこなう。
ギルボックスのスクリューとフォーラーの写真を図!に示す。
フォーラーがスクリュー最前部に達すると，カムによってフォーラーは下部スクリューの谷
に打ち込まれる。上部スクリューに嵌め込まれたフォーラーピンによって，ドラフトの制御を
行う。下部スクリューによって，フォーラーを最後部に戻す。ギルボックスの説明図を図"に
示す。
久米は，冒頭で，「弾器ニテ弾キ出タル羊毛ヲ，」と述べている。水澤は「弾器よって弾き出
（４２）

（４３）

した羊毛を」と久米の記述を直訳している。ヒーリー訳は「カード機でカージングした羊毛」
としている。アルパカのような長い毛に，綿や短い紡毛羊毛用の開綿機や打綿機を使い，開毛

（４１） Anon, “A Short History of the Spiral Gill”, Textile Manufacture, April １５, １８８９, pp.１６１, １６２.
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図! リスターコーマーの側面図

することはない。「弾器」を見たという久米の記録と水澤の現代語訳は誤りである。英訳では
「弾器ニテ弾キ出」すを，「カード機でカージングする」としているが，アルパカ，モヘアーお
よび長毛種の英国羊毛にはカード機に通すと，繊維の切断が増大するため，この機械は決して
使用することはない。したがって，これも誤りである。久米は弾器を実際に見ていなかったの
ではないかと思われる。
久米の記述は，ギルボックスについての観察記のように思われる。
「連環ノ櫛ハ鋼銕ニテ作
ル」はフォーラー，「編テ冊トナシ」は，フォーラーをスクリューの谷に嵌め込んだ状態を指
していると思われる。フォーラーの両端を歯輪（スクリュー）に嵌め込んだ状態で，スクリュー
を回転すると，一番後部のフォーラーがカムによって下から上に投げあげられ，フォーラーピ
ンが繊維突き通して前進する。一番前に達すると，カムで下に投げ落とされて，下のスクリュー
の谷に嵌り込んで後退する状態を正確に記述している。
久米は，トップメーキングの中で最も重要である，コーマーについて，記述していないよう
に思われる。リスターコーマーの機構と作用は極めて複雑で，James Burnley は，その説明に
（４４）

４６頁を費やしているほどである。
（４５）

図!にリスターコーマーの側面図を示す。この機械のコーミングの原理を簡単に説明する。
①コーミングされるスライバーは左端のクリールからバックローラーに供給され，ギルボック
スと同様な機構によって前進する。②このギルボックスは送り出しローラの代わりにストロー
カー（stroker）に取り付けられているニッパーが設けられている。③フォーラーから送り出さ
れたスライバーの先端をニッパーで挟むと，ストローカーが前方にスイングして，フォーラー
から繊維を引き抜いて毛房とする。④この毛房の後半部はフォーラーからの引き抜きによって

（４２）
（４３）
（４４）
（４５）

水澤周，
『前掲書』
，３３３頁。
Healey, Ibid ., p.３１３.
John James, Ibid ., pp.２６１―２７７.
John James, Ibid ., p.２６３.
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コーミングされる。⑤キャリングコームがニッパーから毛房を受け取り，コーミングされてい
ない毛房の前半部を回転コーミングリング（Revolving comb-ring）の針列に渡す。⑥毛房の前半
部をブラシで針列の中に押し込む。⑦フォーラーでコーミングされた毛房の後半部は回転コー
ミングリングの外周に放射状に突出して置かれる。⑧毛房の後半部が回転コーミングリングの
回転によって，送り出し装置（Drawing-off apparatus）に到達すると，送り出しローラで引き抜
かれて，前半部がコーミングされると同時に，毛房がスライバーに再形成されて，送り出され
る。このスライバーは供給されたスライバーと繊維の方向が逆転していることに注目すべきで
ある。回転コーミングリングは蒸気管によって加熱されていて，繊維をアイロン掛けして真っ
直ぐに伸ばす効果がある。⑨最後に，回転コーミングリングの針列中に残っているノイルと呼
ばれる短繊維はノイルローラによって除去される。
久米がリスターコーマーについて記述しなかった理由は，以上の説明とこの図面の複雑さを
一見すれば理解できるだろう。
「細小ノ糸ヲナス」は，トップを練条，粗紡，精紡によって糸を紡ぐ工程を指すが，この部
分は，主工場で行われる。使節団一行はここを見学しなかったのではなかったかと思われる。
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久米が「其中ニ紡績シテ糸トナスノ器械ハ，即チ「タイトル」氏ノ苦心ノモノトスルナリ」
（４６）

（４７）

という指摘は，次のことを指しているように思われる。
（"）ギルボックスの改良
William King Westey によって１８３１年に完成されたスクリューギルを，ソルトはブラッド
フォード時代に，アルパカに適するよう改良した。
（#）ハンドコームの改良
ブラッドフォードの時代に，ハンドコーミングの道具であるハンドコームをアルパカに適す
るように，針のピッチ狭め，長さを長くする改良をおこなった。参考のためにハンドコームを
（４８）

図%に示す。
（$）リスターコーマーの採用
ソルトとアクロイドは１８４６年，ハイルマンの英国におけるコーマーの特許権を$万ポンドで
買収し，それをコーマーの製造家リスターに同額で譲渡した。リスターは１８５０年の彼の特許と
ハイルマンの特許を結合することによって，長繊維羊毛，アルパカ，モヘアーをコーミングす
るリスターコーマーを完成した。ソルトはロイヤリテーなしでリスターコーマーを購入するこ
とができた。ソルトは，ソルテア工場で，ハンドコーミングを全廃して，リスターコーマーに
切替えた。
（４６） 久米邦武編，田中彰校注，
『実記』
（二）
，２８７頁。
（４７） Jams Burnley, The History of Wool and Wool Combing, Samson Low, Marston, Searle and
Rivington Ltd., １８８９, reprint １９６９ by Augustus M. Kelly, p.４５８.
（４８） William Cudworth, Worstedopois : A sketch history of the town and trade of Bradford , W.
Byles and Sons, １８８８, p.４２.
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図! ハンドコーム

ソルテアにおける紡績工程はすべて機械化された。さらに，手機を全廃し，力織機が全面的
に採用された。その結果，ソルテアはブラッドフォードにおける梳毛産業の中で最高水準の機
械を有することになった。
（４９）

水澤は「紡績機械は，タイタス氏の苦心によるものであった」またヒーリーは「これらの全
（５０）

ての工程については，毛を紡いで糸にするこれらの機械ほとんど彼の発明に負っている。」と
述べているが，ソルトはこれ等の機械をアルパカに適するように Prince-Smith & Stells のよ
うな梳毛機械メーカーに改良させたのであって，水澤とヒーリーはソルトを過大評価している
と言わざるを得ない。
ハイルマンコーマーについて，久米は「仏国「スタラスボルク」
（地名）ハ，欧陸地第一ノ
（５１）

紡織場ニテ，「ヘルコン」氏ノ紡糸器械ハ，甚タ名誉ナリ，」と述べている。水澤は，「ヘルコ
（５２）

ン式紡績機械はきわめて有名である」と現代語訳をしている。
（５３）

サミュエル・スマイルズは『西国立志編』のなかで，ハイルマンコーマーを優秀な機械だと
している。
この機械は，主として繊維の短い綿に用いられるが，コーミングの主要動作をリスターコー
マーと結合して，アルパカやモヘアーのような長繊維の毛に適する機械となった。
久米は，トップメーキングの他に，ソルテア工場の全般について簡潔にまとめて次のように
記述している。
（４９） 水澤周，
『前掲書』"，３３２頁。
（５０） Graham Healey, Ibid ., p.３１３.
『実記』
（一）
，３６０頁。
（５１） 久米邦武編，田中彰校注，
『前掲書』!，３３２頁，４０６頁。
（５２） 水澤周，
（５３） サミュエル・スマイルズ著中村正直訳『西国立志編』「十五
（Joshus Heilmann）講談社学術文庫，１９８１年，１３７頁。

５９
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ヘイルマン，ならびに衣料梳治機」

技術と文明 １８巻"号
（１２４）

織機が１，
０００台あり，!台で!週間１８０ヤードを織る。昨年中の生産額は５０万磅であった。労
働者の定員は男女で４，
０００人であるが，半日工が多いので，実際には６，
０００人がいる。賃金は!
週間"磅を上として，下は%シリングである。
蒸気機関は主工場の東西両工場に各"台設置し，各７００馬力である。石炭を毎日４０トン焚く。
ボイラーは１２缶あり，そのうちの"缶が最も大きく，英国で最大である。
工場見学後，事務所の西側にある大食堂で昼食をとり，公園に立ち寄り，その後汽車でリス
ター工場に向かった。
使節団一行は，午前１０時ブラッドフォードを出発，ソルテア村見学，ティーブレーク，ソル
テア工場見学，昼食後，特別列車でリスター工場に向ったので，工場見学に割いた時間は，長
くても!時間足らずであったと考えられる。

"―!―"

久米の繊維技術見学記の特徴

久米のソルテア工場のコーミング技術についての見学報告は，全く要領を得ず，理解に苦し
む。しかし，１８７２年１０月$日 （明治&月#日），「知事ノ案内ニテ，馬車ニ駕シ，紡棉場ニ至ル」
以下のマンチェスターの綿糸紡績工場の見学記は，簡潔であるが，間然とすることがなく，き
（５４）

わめて正確に記述されている。ソルテア見学後，同じ日に見学したリスター絹紡織場の見学記
（５５）

は，詳細かつ正確に記述されている。同じ筆者である久米の記述にどうしてこのような違いが
出たのであろうか。
綿紡績の場合は，１８５１年と１８６２年のロンドン万国博覧会の記録および Evan Leigh The Sci（５６）

ence of Modern Cotton Spinning などの紡績技術書を参考にして見学記を書いたと思われ
る。
リスター絹紡織場は，久米は，佐々木長淳がスイスで行った絹糸紡績の調査結果を参照した
と述べている。
ソルテアの場合は，内閣文庫や国会図書館の蔵書の中に，久米が『実記』を執筆した１８７５年
までに出版された梳毛紡績の技術書は!冊もない。久米はソルテアの見学記を執筆するに当
たって，参考とすべき梳毛紡績技術書を得られなかったことが，このような差異を生じたので
あろう。
久米は，工場見学の記録を作成することの困難さについて次のように述べている。
そうそう

器械運転ヲ説クニ，図ヲ掲ケサルハ，甚タ緊要ヲ没スレトモ，如何セン元来日日匆匆ノ目
撃ヲ記セルニヨリ，其図ヲ写シ得ルコト難ク，後ニ類似ノ器械図ヲ写入セハ，或ハ大謬ヲ

（５４） 久米邦武編，田中彰校注，
『実記』
（二）
，１５９―１６０頁。
『実記』
（二）
，２８８―２９２頁。
（５５） 久米邦武編，田中彰校注，
（５６） Evan Leigh, The Science of Modern Cotton Spinning : Embracing Mill Architecture, "ed.
Palmer & Howe, １８７３. "vol. のような紡績技術書が内閣文庫に架蔵されている。
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（５７）

伝ヘンコトヲ恐レテ，多ク欠略セリ
諸場館ニ於テ記述スル所ハ，其行走ノ際ニ，親ク審問セルヲ録ス，此ニ当テ，畠山氏実ニ
いんきん

つく

けだし

其殷勤ヲ竭シタリ，然レトモ其間ニ誤謬欠略ナキヲ保チ難キハ，蓋 其故七アリ，一ハ場
主ノ秘シテ示サヽル所アルニヨル，二ハ場内ノ諸員モ亦審知セサルコト多キニヨル，西洋
ノ工芸ハ，分科分業繁ク，其場ニアリ事ヲ操ルモノモ，只自己ノ一科ヲ審ニスルニスキス，
故ニ各舎各番，ミナ其主長ニ問ハサレハ，他人ハミナ瓣知セス，因テ場内ノ諸人延引シ，
ねんごろ

親ラ懇ニ其工事ヲ説クヲ，傍ヨリ筆記シタルコト多シ，三ハ猛力ノ器械ヲ運用スル製作場
ハ，輪響槌ノ言語ヲ乱ラスニヨル，四ハ明細ノコトハ，各場ヨリ報告書ヲ送リシニ，皇城
かか

炎上ニ罹リテ，焼燼セルニヨル，五ハ時促シ途ニ急ニ，詳覧ニ遑アラサルニヨル，六は西
そうこう

洋ノ俗ハ，解説ニ順叙アリ，卒爾ノ際ニ，其要ヲ抄察シ説コトヲ欲セス，故ニ倉皇間ニ，
術理ヲ問フトモ，答フ所ハ猶叙言ノ半ニ及ハサルニ，時促シ去ルコト多カリシニヨル，七
（５８）

ハ工芸ノ術理ハ，其技術ニ通セサルモノヽ能スル所ニアラサレハナリ
ソルテアの紡績技術の記録が要領を得なかった理由は，以上に尽きていると言える。

" ソルテアの銅版画の原画は写真
"―! 『実記』の挿絵の原画についての通説
（５９）

『実記』には，田中彰によれば地図１０，図版３１４（うち，風景画等３０９，その他#）が収められて
いる。久米は挿絵の銅版画について，『実記』冒頭の

例言

の末尾で次のように述べている。
しよくもく

編中ニ銅版画ヲ出ス，無慮三百余図ニ及フ，皆各地各部ノ，矚目スヘキ風景建築等ニテ，
文明諸国ノ一斑ヲ国人ニ観覧セシメント欲スル意ニ出ツ，多クハ回歴ノ際，現地ニ於テ購
!

!

!

!

!

!

ヒ得テ帰リシ，採影ヲ模シ，中ニハ銅版画ヲ復刻セルモアリ，採影ノ真ヲ写スハ，視線延
（６０）

長シ，遠近ヲ差スルヲ免レス，看ルモノ幸ニ注意シテ可ナリ，（傍点，下線は筆者）
現代語にすると次のようになる。『実記』の中に，「おおよそ三百余図に及ぶ銅版画を出して
ある。すべては各地各都市の注目すべき風景や建築などで，文明諸国の一部分を日本人に見せ
たいと考えたからである。その多くは，方々を巡り歩いた折に，現地で購入することができ，
!

!

!

!

! !

!

持ち帰った写真を摸写したものである。中には銅版画を復刻したものもある。写真の映像は，
目視の場合より近景と遠景の差が大になるので注意すること」
。銅版画の多くは，現地の写真
を原図としたものである。写真の映像について，遠近法に不慣れな日本人に注意を喚起してい
る。久米がここで使った「採影」は写真のことである。
『実記』の挿絵を子細に観察すると，
久米が述べている通り，写真を摸写したものが多いように見える。

（５７）
（５８）
（５９）
（６０）

久米邦武編，田中彰校注，
『実記』
（一）
，２６頁。
久米邦武編，田中彰校注，
『実記』
（一）
，１３―１４頁。
田中彰・高田誠二編著，
『学際的研究』
，１９９３年，４５頁。
久米邦武編，田中彰校注，
『実記』
（一）
，２６頁。
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（１２６）

しかし，菅野陽は，『米欧回覧実記』の挿絵銅版画

の中で，銅版画の原画は写真でなかっ

（６１）

たと次のように述べている。
久米美術館には邦武が蒐集した当時の鉄道地図，絵入り新聞，あるいは挿絵入り週刊紙，
あるいは案内書等が残っていて，ある程度挿絵銅版画の原画となったものが判る。原画と
した図の下に細長い紙を貼りつけ，題を書いたり，組合すべき他の図についても指示して
いるが，写真という言葉を使っている。しかし邦武の持ち帰った上記の中には写真は一つ
もなかった
と述べ，原図となった写真が現存しないことをもって，銅版画の原図が写真であることを否定
している。
（６２）

田中彰は，菅野陽の説によって，「図版に使用する絵や地図は現地で収集していた」として，
久米が写真（「採影」）を摸写した点について言及を避けている。
ヒーリーの英訳は，
原画の多くは我々の旅行の折々に購入したものである，そして，私はそれらを翻刻した。
それらの中には，銅版画を復刻したものがある。挿絵によって正確な実像を変換しようと
する際に，視点を広げるか，遠近感を変えることが，しばしば必要となった。私は，読者
（６３）

がそれらを見るとき，このことに留意されることを望む。（翻訳は筆者）
水澤は，次のように，ヒーリーの英訳とほぼ同趣旨の現代語訳をしている。
それらの多くは旅の途中で，現地で購入して帰った絵葉書を摸写し，また，銅版画を復
刻した場合もある。細密な絵を摸写する場合，版の製作者は，時として視点を延長し，あ
るいは透視位置を変更したりする必要を生じた。読者はこういう点にも留意して見られる
（６４）

ことを望む。
（下線は筆者）
!

!

!

!

!

英訳も現代語訳も，久米が「写真の映像は，目視の場合より近景と遠景の差が大になるので
注意すること」と述べていることを，写真がなかったとする菅野説によったために，銅版画の
製版者の作為によると誤訳していることを指摘する必要がある。
挿絵の原図に写真が使われていないとする菅野説の誤りを，筆者が見出したソルテアの銅版
画の原図の写真によって明らかにする。

"―!

ソルテアの銅版画の原画写真

『実記』「ブラットホールト」ノ記

のソルテアの項には，
「「ブラットホール」府近在「ソ

ルテヤ」村ノ寺」と題する銅版画（以下「ソルテア村の寺」という）と，「同村「アルパカ」製場
（６１） 菅野陽「『米欧回覧実記』の挿絵銅版画」久米美術館編集『特命全権大使『米欧回覧実記』銅板
画集』久米美術館刊，１９８５年１０月，２２０―２２１頁。
『学際的研究』
，１９９３年，４５頁。
（６２） 田中彰・高田誠二編著，
（６３） Graham Healy, Ibid ., vol.", p.１９.
『前掲書』"，１２―１３頁。
（６４） 水澤周，
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図! 「ソルテア村の寺」

図" 「ソルテア村の寺の原画写真」

図# 「汽車場」

図$ 「汽車場の原画写真」

（６５）

ノ汽車場」と題する銅版画（以下「汽車場」という）が入れられている。これらの銅版画の原画
となった写真がブラッドフォード図書館に所蔵されていることを見出したので，報告する。
ここでは写真をそれぞれ「ソルテア村の寺の原画写真」，「汽車場の原画写真」という。
銅版画と原画写真を並べて，図!「ソルテア村の寺」
，図"「ソルテア村の寺の原画写真」
および図#「汽車場」，図$「汽車場の原画写真」に示す。
「ソルテヤの村の寺」は「ソルテア村の寺の原画写真」を，
「汽車場」は「汽車場の原画写真」
をそれぞれ原画としていることがわかる。銅版画と原画写真を比較すると，銅版画に描かれて
いる日本風の雲を除き，「汽車場の原画写真」に写っているプラットフォーム上の人物，複線
の線路，主工場の形状，煙突と煙，ビクトリア・ロード跨線橋などを，
「汽車場」は極めて正

（６５） 米邦武編，田中彰校注，
『実記』
（二）
，２８５頁。

６３

技術と文明 １８巻!号
（１２８）

確に原画の写真を摸写していることが確認できる。
「ソルテア村の寺」についても全く同じで
ある。久米が例言で「採影ヲ模シ」と述べていることは写真を摸写したという意味であること
が，ブラッドフォード図書館が所蔵する!枚の写真によって実証された。
なお，キヨソーネが製版した木戸孝允の銅版画の原画は特命全権大使がロンドンに滞在中に
（６６）

撮影した写真であったといわれている。
使節団が訪問した各地には，『実記』の挿絵に使った原画写真が保存されている可能性があ
るので，探索したいものである。

おわりに
岩倉使節団は１８７１年から７３年にかけて，米欧各国の訪問を行った。その途次で，１８７２年１０月
２５日，英国ヨークシャー・ブラットフォード近郊のアルパカ織物製造工場ソルテアを訪問した。
本論は，『実記』の中で大きな部分を占めている繊維工場の見学記について，技術に視点を当
て研究する最初の試みとしてソルテアを採り上げた。従来の研究は，ソルテアのモデル工場村
の側面に集中し，その創設と発展を可能とした技術に関する研究は少なかった。
本論では，ソルテアを成立させた技術について，当時の文献を利用して明らかにした。さら
に，岩倉使節団が見たソルテアのトップメーキング技術について解明することができた。久米
の梳毛紡織に関する技術的知識では，アルパカのトップメーキング技術について理解に苦しむ
程度の記述しかできなかった理由を，綿糸紡績と絹糸紡績を例とって，示唆することができた。
さらに，『実記』の銅版画の原画は，写真ではなかったとするのが通説となっているが，ソ
ルテアの銅版画の原画が，ブラッドフォード図書館に所蔵されている写真であることを明らか
にした。このことによって，久米が銅版画の「多クハ回歴ノ際，現地ニ於テ購ヒ得テ帰リシ，
採影ヲ模シ」と記述している，銅版画の原画の多くは写真（採影）であることを明らかにする
ことができた。
岩倉使節団が行った，米欧各国の繊維工場の見学が，堺紡績所の官営化，新町屑糸紡績所，
千住製絨所，愛知紡績所及び二千錘紡績所の創設に及ぼした影響について考察したいと考えて
いる。

［謝辞］ 図"「ソルテア村の寺の原画写真」
，図#「汽車場の原画写真」および The Visit of the
Japanese Embassy to Bradford Bradford Observer, Sat ２６th October １８７２.の 掲 載 を 許 可 さ
れた，ブラッドフォード図書館（Bradford Central Library, Local Studies）に，お礼を申し上
げます。
図"「ソルテア村の寺の原画写真」と図#「汽車場の原画写真」と The Visit of the Japanese
Embassy to Bradford Bradford Observer, Sat ２６th October １８７２.を 探 し 出 し，提 供 し て 下
（６６） 西村貞『日本銅版畫志』書物展望社，１９４１年，３９４頁。
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さった，ブラッドフォード図書館の Susan Caton さんと，Bradford Observer の長い記事を，
ワード文書にリライトして下さった Sarah Powell さんのご厚意がなければ，本論文を完成でき
なかった。お二人に心から感謝します。
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８２９.
［図"］Prince-Smith & Stells Ltd.のカタログ。
［図#］米国特許 No.４６１，
０００ Patented Oct., ２０, １８９１. Screw gill drawing frame .（編図：筆者）
［図$］John James, Ibid., p.２６３.
［図%］William Cudworth, Worstedopois : A sketch history of the town and trade of Bradford , W.
Byles and Sons, １８８８, p.４２.
［図&］水澤周，
『前掲書』"，３９０頁。
［図'］Bradford Central Library 所蔵。
［図(］水澤周，
『前掲書』"，３９０頁。
［図)］Bradford Central Library 所蔵。

Saltaire as Observed by the Iwakura Mission on October ２５, １８７２
by

Kanji TAMAGAWA
（ Independent Scholar ）

The Iwakura Mission toured the United States and several European countries, including the
United Kingdom, from １８７１ through １８７３. Its purpose was threefold：（!）to hand sovereign
messages to treaty partner countries as a diplomatic courtesy，（"）to study the political, economic, industrial, judicial, educational, and military systems of modern nations, such as the
United States and European countries, and（#）to initiate negotiations for revising unequal treaties. Because the negotiations for revising unequal treaties failed, studying the modern industrial
technologies of the United States and Europe, particularly the United Kingdom, became the
main responsibility of the Iwakura Mission. From １８７７ to １８７９, Kunitake Kume published
Tokumei Zenken Taishi Bei-O Kairan Jikki（A True Account of the Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary’s Journal of Observation Through the United States of America and Europe）
,
a five-volume series of official records prepared by the mission. From １９７７ to １９８２, this written
work was also published as part of the Iwanami Bunko series and was translated into English.
Since then, research on the mission’s tour has been actively conducted not only in Japan but
also overseas.
On October ２５, １８７２, the Iwakura Mission visited Saltaire, which is located near Bradford in
West Yorkshire, England. Saltaire was designated as a World Cultural Heritage Site by UNESCO
in ２００２. Previous research focused on Saltaire as a model village built by Titus Salt, a paternalist. This paper discusses the production technique for alpaca dress fabric, which supported the
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success of Saltaire village, and explains how the Iwakura Mission observed the technique.
Tokumei Zenken Taishi Bei-O Kairan Jikki contains more than ３００ plates. The original photographs used for some of the plates were thought to have been lost. The author has found that
two photographs of the Saltaire factory have been preserved in the Bradford Library and has
determined that they are original photographs used for plates in Kume’s work.
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