
1 は じ め に

山口県山陽小野田市にある旧小野田セメント（現太平洋セメント）小野田工場の一角に，明治

時代初期の建設技術にとって必要不可欠な技術の象徴として，旧小野田セメント（現太平洋セ

メント）の創業時に使われた「たて窯」（通称，徳利窯）が，現存するわが国最古のセメント焼

成炉として，わが国の「近代化産業遺産」として認定されて，保存されている。

本報告は，セメント製造用としての「たて窯」の構造とその変遷について報告しようとする

ものである。たて窯（vertical kiln）がセメント製造において回転窯（rotary kiln）出現までの前

段階を担ったものであることはよく知られている。けれども，一口にたて窯（立窯，あるいは竪

窯）といってもそのすべてが同じ構造（進歩，発展，変遷がある）ではない。時代差もあれば，

国や地域（あるいは設置される場所など）によって発展や淘汰に違いがある。

回転窯時代の今日，なぜ筆者があえて本報告を行なおうとしているのは，前著「中国セメン
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ト産業と技術形成」（2004），『東アジアの工業化と技術形成』（2006）のいずれにても，後発国

技術形成の視点から，中国のセメント産業を取りあげたものの「たて窯」に関する記述がきわ

めて不十分であると思っていたからで
（1）
ある。機会があればもう少し調査したいとも考えていた。

ところが期せずして，幸いにも近年東京大学社会科学研究所の日中研究者グループの手による

成果の1つとして田島敏雄ら編著『中国セメント産業の発展』（2010）が発刊された。これに

より，筆者が抱いていた「たて窯」に関する疑念や問題点，その発展の様相などはほぼ解明さ
（2）
れた。けれども，本著のなかでも「たて窯」の構造と史的な変遷にまでは触れられてはいない。

本報告では，日中の収集可能な資料を基に（主として構造を中心に），技術史的な視点からこの

点について考察する。

2 調査の背景

わが国では産業の創世期に存在した「たて窯」が消滅してからすでに久しく，かつ，たて窯

技術の成立した期間がきわめて短かったことから，（戦後の一時期に，宇部興産社〔現宇部三菱セ

メント〕が西独ロッシェ社〔当時〕との技術提携上の関係もあり「たて窯」技術を導入した例もあるが），

その構造や変遷についてまで触れる研究やその種の史資料は一部のセメント企業の社史のなか

に保存されているものを除き見当たら
（3）
ない。

これに対し，今日世界最大のセメント生産量を誇る中国では（中華人民共和国成立後，なかで

も改革開放後の生産量の急拡大によって），日本や他の国々のように時代とともに「たて窯」から

「回転窯」へと焼成システムを一様に変更させるのでなく，「回転窯」の「大水泥」（大中型セメ

ント工場）と「たて窯」の「小水泥」（小規模セメント工場）とによる並立発展の形態がとら
（4）
れた。

いわゆる中国セメント産業最大の特徴である「二重構造的発展」で
（5）
ある。

（1） 高林二郎「中国セメント産業と技術形成」『季刊経済研究』大阪市立大学経済研究会，Vol.27，No
1・2合併号，2004年9月，21―49頁；『東アジアの工業化と技術形成―日中アセアンの経験に学ぶ』
ミネルヴァ書房，2006年，138―78頁。

（2） 田島らは，中国セメント産業がなぜ二重構造的発展をしたかについては，中国がソ連的な中央集
権システムでなく大躍進期にかけて生じた地方分権化の影響や，また分断された局地的な小規模地方
市場に対しては立窯の採用が適正な技術選択であったのであると述べ，1950―60年代にかけて外国か
ら導入された先端技術の国産化を一時期計ろうとしたものの立窯技術を凌駕できなかったと述べてい
る。中国における立窯技術の適正化技術論である（田島敏雄・朱蔭貴・加島潤編著『中国セメント産
業の発展――産業組織と構造変化』御茶ノ水書房，2010年；田島敏雄「巨大化する中国セメント産業
と『小水泥』問題」（中兼和津次編著『歴史的視野から見た現代中国経済』ミネルヴァ書房，2010年，
所収））。

（3） わが国では「たて窯」技術の成立した期間が短かったことから，たて窯に関する一貫した発展史
や研究資料は文献として見当たらないが，わが国セメント企業には数多くの優れた社史が存在してお
り，創世期の「たて窯」の構造図面を掲載した過去の技術を紹介する豊富な記述の内容が保存されて
いる。

（4）1990年代から2000年代初めにかけて「たて窯」の生産量は中国における全セメント生産量のほぼ
80％を占め，その設備基数は一時期1万2400基（2002年）を数えた（王燕謀編著『中国水泥発展史』
中国建材工業出版社，2005年，241―44，257頁）。
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しかしながら，ともすれば，わが国セメント工業創世期に用いられた代表的なたて窯として

知られる「徳利窯」と，今日まで中国で並立発展してきた「たて窯」を社会経済学的な視点か

ら，時代を超えて俯瞰したとき，回転窯に比べ据付面積が小さく，設備費も割安で，熱効率が

高いという「たて窯」の持つ一般的な特徴によってのみ括られて論じられていることから，技

術史的な視点に立ってみると，その技術の導入や発展の仕方，窯の構造の違いなどを無視して，

両者をまったく同じものとして扱う誤りが生じないとはいえない。

3 セメントの製造工程

セメントの製造工程には原料，焼成，仕上げの3つの工程がある。原料工程で主原料の石灰

石に粘土，硅石，鉄原料を加えて原料用粉砕機等で微粉砕・調合を行って焼成工程に運ばれ，

焼成工程では微粉砕・調合された原料を焼成炉にて焼成し「クリンカ」（clinker，焼塊）と呼ば

れる半製品がつくりだされる。最後に仕上げ工程でクリンカに石膏を加えて仕上げ粉砕機で再

び微粉砕し最終製品の「セメント」を生産する。以上が，セメントの製造工程であるが，本報

告における事例の「たて窯」は回転窯が生まれるまでの焼成工程に位置する主要な設備（焼成

炉）であった（セメントの製造様式は原料処理の相異によって乾式と湿式法に分かれるも，現在は長い

歴史と種々の技術改良を経て，品質，熱回収，環境保全，大型化への対処等からサスペンションプレヒー

ター［suspension preheater，略称 SP］に助燃炉が付属した NSP［neo-SP］と呼ばれる回転窯方式の乾式

法が世界の主流になっている）。

4 セメント産業の特徴

調査対象のセメント産業は鉄鋼，非鉄金属，化学などとともに素材型産業の1つであり，素

材型産業は資源とエネルギーを大量に消費する資源多消費型産業である。事例のセメント産業

では，焼成に必要な熱エネルギーを起源とする CO2と，セメントの原料が石灰石を主成分と

していることから原料の熱分解によって発生する原料を起源とする CO2の両者の排出が避け

られないという特徴を持っている。同時に商品としての「セメント」は重量のわりに価格が安

く，輸送費に負担を強いることができず，かつ経年変化が生じることから，地場でつくり地場

で売る地産地消費型産業でもある。またセメントの製造原価は，人件費の他に熱・電力等のエ

ネルギー消費の多寡に大きく左右される。一般的にいって，現在は，「たて窯」は熱効率，品

質，環境面を含め回転窯に比してあらゆる面で劣位にある。

（5） 前掲，高林（2004），33―35頁；（2006），138―56頁；王京濱「山東省セメント産業の市場構造と産
業発展」（前掲，田島敏雄・朱蔭貴・加島潤編著（2010），所収），168頁；門闖「地方小型セメント工
場の存立条件」（前掲，田島敏雄・朱蔭貴・加島潤編著（2010），所収），201―29頁。
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5 たて窯の構造とその変遷

ここで取り上げ巻末に添付している資料は，「徳利窯（Bottle Kiln）」（以下，資料1と記す），

「ディーチュ窯（Dietzsch Kiln）」（以下，資料2と記す），「宇部興産のシャフトキルン（Shaft
（6）
Kiln）」

（以下，資料3と記す）ならびに「たて窯技術の史的変遷」（以下，資料4と記す）である。これら

の資料は，「資料4」を除いては，すべてわが国で一般に公表されているセメント企業の社史

のなかから転載したものである。「資料1」と「資料2」は，『小野田セメント百
（7）
年史』から引

き出されたものであり，「資料3」は，『宇部興産創業百
（8）
年史』のなかから引き出されたもので

ある。ただ，「資料4」のみは「たて窯技術の史的変遷」を知る上での好例として，王燕謀
（9）
の書からその必要箇所を取り出して転載し1枚の資料に取りまとめた。なお，本報告にあたり

日中にて用語の使い方（竪窯と立窯）に異なるところがあることから，原資料から引用したも

のを除き，できるかぎり平仮名による「た
（10）
て窯」にて統一した。

「資料1」は，わが国初の民営のセメント会社である「セメント製造会社」（後の小野田セメン

ト，現太平洋セメント）の創業期に用いられた「たて窯」（Bottle Kiln，瓶窯）の構造図である。

たて窯は焼成炉の1種であり，調合原料とともに燃料がここに投入され焼成されてクリンカ（焼

塊）になる重要な任務（工程）を担っている。この窯は，わが国では，竪窯，あるいは形状が

徳利に似ていたことから，俗に徳利窯と呼ばれた。その当時は，ヨーロッパでもセメント焼成

には Bottle Kilnが一般的に用いられており，同社における創業時の製造方式は英国式の湿式
せ め ん と

法であった。徳利窯による工場設備が同社で竣工するのは1883年であるが，先発の官営摂綿土

製造所（後の浅野セメント，日本セメントを経て現太平洋セメント）で同窯が竣工するのはこれより

10年早く
（11）

1873年であった。この窯の構造は内面に耐火煉瓦を貼り付けた総煉瓦造りで，窯のふ

くらみの下部には鉄製の水平の火床があり，上部にいくにしたがって細くなって煙突の役目を

担っていた。窯に原料や燃料を装てんするには水平火床の上に松の枯れ枝を敷き，その上に多

（6） 用語としてのシャフトトキルンは，広義にはすべての種類の「たて窯全体」を指して用いられて
いる場合もある。ここでは『宇部興産創業百年史』で使用されている呼称にあわせている。

（7） 財団法人日本経営史研究所編『小野田セメント百年史』小野田セメント�，1981年。
（8） 百年史編纂委員会編纂『宇部興産創業百年史』宇部興産�，1998年。
（9） 中国立窯の技術導入のルーツや技術発展を論じたものに前掲，王燕謀編著の『中国水泥発展史』
がある。本著は技術分野に限らず政治経済面など巾広い範囲から論じた著作であるが，このなかで王
は世界最初の焼成炉である瓶窯から，技術が進歩して Dietzsch立窯，Schoefer立窯へと発展してい
く「たて窯」の変遷を示す基本構造図について説明している（前掲，王燕謀編著（2005），12―15頁）。

（10）「たて窯」がわが国セメント企業各社の社史のなかでは用語として「竪窯」が用いられているの
に対し，中国では主として「立窯」が用いられている。その理由として考えられるのが，日本の各セ
メント企業の社史のなかでは，その文脈からして竪窯が横型の回転窯に対する竪型（もしくは縦型）
の意で使用されていると思えるのに対し，中国では，「資料4」のなかでも詳述しているように，立
窯は単なる竪〔縦〕横の違いを示すのでなく窯の形式の分類区分を示しているからである。

（11） 先発の日本セメントの社史のなかにも同社の竪窯に関する記述はあるが構造図面の提示はない
（社史編纂委員会編纂『百年史日本セメント株式会社』日本セメント�，1983年，6―9頁）。
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量の中塊の石炭を置いて，さらにその上に原料と石炭を交互に12―13段積み重ね，それを窯の

最大径のところまで積んで点火し，焼成工程に入って7昼夜かかって焼き上げていたという。

焼き上がると下部の火床を外してクリンカを取り出した。創業期の製造方法は湿式法であった

ため，窯に投入する原料を準備するために乾燥用燃料が必要であったこと，またこの窯は構造

上，非連続焼成（バッチ・システム）であったこと，焼成時間が長かったこと，製品に不均一性

があったこと，さらに製品の風化にも時間がかかるなどきわめて非効率的なもので
（12）

あった。

「資料2」は，ディーチュ窯（Dietzsch Kiln）の構造図である。ディーチュ窯は連続焼成が可

能であり徳利窯の7昼夜に比して能率が格段に上昇する。この窯は建設費が高価であったもの

の，操業が容易で燃料が節約できること
（13）
から，石炭が高価であったドイツで普及

（14）
した。小野田

セメントに最初のディーチュ窯1組2基が建設されたのは1898年であった。このときに建設さ

れた窯は煉瓦つくり4階建てで，4階から角製原料を投入し，3階から燃料用石炭を投入，2

階では焼灼をなし溶融防止のため鉄棒でかき回し，1階が排出口でそこから台車をもってクリ

ンカを運び出した。原料投入からクリンカ搬出まで約8時間かかったが，徳利窯に比べて大幅

な時間短縮となった。その結果，連続焼成により能率が上昇して製品あたりの単位石炭量も減

少し生産性が大きく上昇した。原料粘土は成分と粘着力によって配合率を定めて調合し，螺旋

砕機に供給し，ここで粘土は親指大の塊となり，乾燥の終わった粘土は煉瓦つくりの貯槽にい

れ，順次磨機へ供給され粘土精粉となる。一方，石灰石は拳大から300mm程度のものをジョー

クラッシャで荒削りし，さらにロールクラッシャで小割した後，ペンディングミルで粉砕し石

灰石精粉になる。これらの粘土精粉と石灰石精粉を調合室に運び，自働連結天秤で一定の割合

で秤量され，回転混合機へ送り，混和された原料は調混機で注水されながら硬く練られ，型切

（12） 小野田セメントでは徳利窯は，1883年4基，1890年2基，1892年1基，1894年5基が建設され，
最盛期には計12基の徳利窯が稼動された。その後，新しい技術が開発され製造方式が変更になり，
ディーチュ窯方式の「たて窯」，さらには回転窯への導入が開始され始めて1913年には同社の創業期
を担った徳利窯はすべて廃止された。そのうち1基のみが残され他はすべて取り壊された。その後，
残された1基が冒頭で述べた「近代化産業遺産」として2007年に国に認定されて保存されている（前
掲，財団法人日本経営史研究所編（1981），20―25頁，168―170頁；台信富寿「近代化遺産 日本最古
のセメント焼成炉―明らかにされつつある発祥時の姿」『セメント・コンクリート』（社）セメント協
会，No.661，2002年3月，24―31頁；経済産業省「近代化産業遺産――認定遺産リスト――」平成19
（2007）年度）。
（13） 燃料が節約できるのは，『小野田セメント百年史』のなかでは，連続焼成か非連続焼成かに重点
が置かれており，「資料2」のなかでは，ディーチュ窯が連続焼成によって瓶窯に比し格段に能率が
上昇し製品あたりの単位石炭量も減少し生産性が上昇するとあるが，今ひとつは窯の構造によって，
同じ窯内で焼成と冷却が同時に行われてクリンカと冷却空気の間で生じる熱回収システムがある。同
社百年史ではクリンカと冷却空気の間で交換される熱回収にまでは触れていない。筆者は，王の書を
基に「資料4」の「たて窯技術の史的変遷」のなかでこの部分についても調べ補完した（前掲，財団
法人日本経営史研究所編（1981），72―73頁；前掲，王燕謀編著（2005），11―15頁）。

（14） ディーチュ窯は1886年ドイツのセメント工場に設置され，その翌年の1887年マンチェスターのビ
クトリア女王即位50周年記念展覧会（Royal Jubilee Exhibition）に一般に提示されたという。このと
きドイツ留学中の同社の技師笠井眞三（後に社長）が知り，この知識を駆使して建造したといわれて
いる（前掲，財団法人日本経営史研究所編（1981），70―72頁）。
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機に送られて煉瓦大の角製となる。これを乾燥室で乾燥させ，原料調合工程が終わり，ディー

チュ窯に投入し焼成する。焼成が終わり窯から取り出されたクリンカは粉砕室へ送られる。な

お，ディーチュ窯は連続焼成が可能であったことから1897年に同社では作業形態が改められて

初めて8時間3交替製が採用されたとの記載がある。1898年に最初のディーチュ窯が建設され

1922年に廃止されるまで同社には計14基の同上窯が建設されて
（15）
いる。

せ め ん と

かくして，わが国創世期のセメント産業の製造方式は官営摂綿土製造所（およびその後身の浅

野セメントを経て日本セメント）と小野田セメントの社史に示されるように，徳利窯，ディーチュ

窯によるたて窯（ほかに輪窯などもあったが）を出発としながらも，1903年に浅野セメントが，1909

年に小野田セメントがそれぞれ回
（16）
転窯を導入し，しばらくは創世期たて窯との併用の時代が続

くも，その後わが国ではたて窯が次々に廃止され，1922年に小野田セメントにて最後の創世期

たて窯のディーチュ窯が休止されることによって，わが国セメント産業の製造方式は回転窯の

時代へと急速に移っていくので
（17）
ある。

「資料3」は，戦後の日本で宇部興産社（現宇部三菱セメント）の伊佐工場で1955年から1974

年まで使用されたシャフトキルン（Shaft Kiln）の構造図である。本シャフトキルンは図で示す

ように原料粉末と燃料粉末の混合したものをキルンの上方から送入し，これらの原料が内部を

降下する途中で焼成されてクリンカ（焼塊）が出来上がる。一方，高圧で窯の下方から吹き込

まれた燃焼用空気が焼成されて出上がったクリンカを冷却帯で冷却し，上部での燃焼を助
（18）
ける。

冷却されたクリンカは排出装置によって連続的に取り出される構造になっている。当時のわが

国は回転窯全盛時代であり，同社のなかでもシャフトキルンの導入には批判が多かったと同

社々史は述べているが，これを可能にしたのが，竪〔縦〕型のキルンは横型に比べ建設費が大幅

（15） 同上書，67―74，162―63，172，221頁。
（16） セメントの生産技術のなかで最も大きな改革が回転窯の発明であったといわれている。それは一
連の生産工程がライン化され連続して操作し得ることから，労働生産性が高く，製造原価が安い。ま
た，たて窯のように原料を窯に入れる前に乾燥・固形化する必要がなく，粉状のまま窯に投入できる
などの利点がある。回転窯はイギリスで発明され，1877年に最初の特許が発効され，これを工業的に
成功させたのはアメリカ人であり，世界最初の実用回転窯は19世紀末にアメリカのアトラスセメント
会社（The Atlas Cement Co.）に設置された（前掲，社史編纂委員会編纂（1983），37―38頁）；なお，
先発の「官営摂綿土製造所」（後の日本セメント）および民営の「セメント製造会社」（後の小野田セ
メント）に続いて1907年に設立された当時の「磐城セメント」（後の住友セメントを経て現住友大阪
セメント）は，先発の両者と異なり会社設立時の当初から「たて窯」ではなく，回転窯による焼成に
て出発した（住友セメント株式会社社史編纂委員会編纂『住友セメント八十年史』住友セメント�，1987
年，32―33頁）。

（17） このことは当時のわが国企業人の努力と洞察力の良さを第1にあげなければならないが（前掲，
住友セメント株式会社社史編纂委員会（1987），32―33頁など）；今ひとつ考えられるのは，当時のわ
が国では回転窯のような厚板を加工できる能力を持つ造船所である程度の技術が形成されており，回
転窯製造の国産化が他国に比べ比較的早くから可能であったからであると推測できる（前掲，高林
（2004），25―26頁；（2006），143―44頁）。

（18） 燃焼用空気がクリンカを冷却するその一方で，燃焼用空気はクリンカによって予熱されて加熱室
に送られることから，窯全体として熱量原単位の低下（熱回収）につながる。
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に安く，狭い用地でも建設可能であり，その当時の回転窯に比べて熱効率がきわめて高いとい

う特徴が
（19）

あった。その上，燃料をコークスに代えて無煙炭で使用できるという同社にとっての

利点もあった。ただ，シャフトキルンは回転窯に比べセメントの品質管理が難しいとされてい

たが，渡欧中の当時の中安副社長（後に社長）らが西独ロッシェ社の運転状況をつぶさに観察

し導入に踏み切ったといわれている。当時の宇部興産はセメント製造の博覧会場といわれるほ

ど湿式，乾式，シャフトキルンと数多くの技術を取り入れていたが，同時に，宇部興産社は宇

部セメントを源流とするセメント製造事業部門とともに宇部鉄工所を源流として出発した機械

製造部門の両者からなるプラントメーカーでもあった。このことから同社のシャフトキルンは

粉砕機や造粒機などとともにロッシェ社との技術提携品目で
（20）

あった。

なお，宇部興産で使用されたシャフトキルンは，西独ロッシェ社の技術を原型とするもので

あり，今日まで中国で広く使われてきたドイツクルップ社の技術をルーツとする機械式立窯に

構造上は相当するもので
（21）
ある。

「資料4」は，上の3つの資料と異なりセメント焼成炉としての「たて窯」技術のそれぞれ

の発展段階の（そのすべてをけっして現わすものではないが）大要を史的変遷順に並べたもので
（22）
ある。ところで，セメントの発達史は石灰利用の歴史であり，ある面からみれば人類文明発達

の沿革史であったともいわれている。いつごろから人類がセメントを利用し始めたかは定かで

ないが，紀元前2600―2500年に建設された古代エジプトのカフラ王の外装表面にモルタルを施

した跡が残っているし（木造建築が主流であったわが国では石灰の利用は極めて限定的であったもの

の，大陸文化の影響を受けて飛鳥時代に寺院や宮殿に白壁が使用されて
（23）
いる），中国では古代からの建

築用接着凝固材料の
（24）
史実が存在しているという。

（19） シャフトキルンの熱消費率が回転窯に比べて小さいのは，理論的には炉を取り巻くシェル（外壁）
の表面積が小さく，放熱損失が少なくなるからである。これについて石灰シャフトキルンによって工
業上も実際的にもシャフトキルンの放熱損失が小さくなることが当時の学会誌で報告されている（日
本窯業協会『窯業協会誌』第65巻736号，1957年④，78，95頁）。

（20） 伊佐工場では1955年に最初のシャフトキルンが2基建設されて以来59年に3基，62年に5基が増
設され，1974年に廃止されるまでに最盛期10基の同上キルンが稼動した（前掲，百年史編纂委員会編
纂（1998），185―88，377頁）。

（21） 本報告の資料のなかには，中国で直接収集された中国立窯の構造図面の提示はないものの，中国
のたて窯には「普通立窯」と「機械式立窯」の両者があり，中国研究者の1人峰毅氏の近著のなかに
は両者の「見取図」が掲載されている。本図から，宇部興産のシャフトキルンは中国の機械式立窯と
ほぼ構造を一にするものであることがわかる（峰毅・王穎琳著『中国機械産業の発展―紡織機械とセ
メント機械の事例』東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点発行〔現代中国研究拠点研究シリーズ
No.11〕，2013年3月，81頁）。

（22） 注（9）参照。
（23） 前掲，社史編纂委員会編纂（1983），1―7頁。
（24） 王によれば，セメントは建築用接着用凝固材料であり，中国には古くからその史実が存在し，新
石器時代の仰韶文化時代（河南省の仰韶村で発掘された文化）にすでに石灰壁（石灰または石灰岩）
が存在したことを知っていたといい，その後，日干し煉瓦壁の接着用に黄土モルタルを用いることを
も習得して，紀元前7世紀に至るまでに石灰の利用が開始されていたと述べている（前掲，王燕謀編
著（2005），序1―序3頁）。
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このようにきわめて古くから続いているセメント発達史のなかで，世界最初の近代的焼成炉

として現れたのが，イギリスで1824年にアスプジン（Joseph Aspdin，1779―1855）によって発明

された図中，符号①の瓶窯（Bottle
（25）
Kiln）であった（「資料1」参照）。この窯はわが国において

せ め ん と

は官営摂綿土製造所（およびその後身の浅野セメントを経て日本セメント）と民営初の小野田セメ

ントで両社の創世期に用いられている。

その後，1884年にドイツ人 Dietzschによって符号②のディーチュ立窯（Dietzsch Kiln）が発

明される。この窯は左右2基の窯が背中合わせに並立に設置され2基で1組の窯を形成する

（「資料2」参照）。ドイツで誕生したこの立窯は直ちにイギリスに伝播し，さらにヨーロッパ中

を駆け巡りデンマーク人 Schoeferによって多くの改善が行なわれ立窯は新しい段階へ移って

いく。これが符号③の Schoeferの立窯である。符号②のディーチュ立窯との主な改造個所は

原料，石炭と積み重ねた挿入物が上から下へ自重で移動し，仮焼室へ送るための熊手が不要に

なり，焼成・冷却後のクリンカの排出操作が簡単になり熱効率が上昇する。Schoefer立窯は

その後も次々と技術改良が行なわれ，イギリス人が煙突口に最初に排風機を設置し機械通風を

開始した。このため，機械通風による窯内通風力の増強によって熱交換能力が加速され，窯内

断面温度の均一性が改善され生産能力と製品品質が高まった。機械通風の発明は立窯技術の最

初の飛躍で
（26）

あった。

続く発明は1913年前後にドイツ人による移動式炉格子（Movable Grate）の設置である。この

移動式炉格子の設置によってクリンカ（焼塊）が自動排出できるようになり通風機能はさらに

改善された。そして，その結果，立窯がクリンカ排出の手動式（人手による間欠的）作業から機

械式連続生産方式へと移行して立窯技術は一段と上昇していくのである。このように発達して

きた立窯を，中国では手動式排出のものを普通立窯（けっして一元化されているとは思えないが）

と称し，「資料3」で示すような機械化された連続排出方式のものを機械式立窯と称して
（27）
いる。

なお，1884年にドイツで発明された立窯は，設備費小，建設期間短，熱消費小などの利点か

ら，世界各国を駆け巡ったものの（日本ではあまり普及しなかったが），20世紀後半の1980年代に

中国など一部の後発国を除いて突如として姿を消したといわれている。また王はセメント焼成

炉を倉窯，立窯，乾式回転窯，湿式回転窯，新型乾式回転窯（SPに相当）の各発展段階を経な

（25） イギリスの煉瓦積職人ジョセフ・アスプジンが石灰石を粉砕して焼いたものに粘土をまぜ，さら
に水を加えて微粉砕し炉で焼いて粉砕し近代的なセメントを発明した。この時つくられ使用された炉
が Bottle Kilnである。またこのセメントが，イギリスのポルトランド島から産出される建築材のポ
ルトランド・ストーンに似ていたことから「ポルトランドセメント」と名付けられた。このことによっ
てアスプジンは「近代セメントの発明者」と呼ばれている。また各国でセメントが企業として形を整
えるのは，19世紀後半のことであり，イギリス1825年，フランス1848年，ドイツ1850年，アメリカ1871
年，日本1875年（1873年竣工，1875年稼働）であった（（社）セメント協会『セメントの常識』，1992
年，3―4頁；前掲，社史編纂委員会編纂（1983），3頁；前掲，王燕謀編著（2005），11―12頁）。

（26） 前掲，王燕謀編著（2005），11―16頁。
（27） 同上書。
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がら現在のもっとも新しい預分解窯新型乾式法（NSPに相当）が形成されたと述べている。そ

のなかで，先に述べてきた②のディーチュ窯と③の Schoefer窯は立窯のなかに分類されてい

るが，①の瓶窯（徳利窯）は立窯ではなく〔前掲，注（10）参照〕，倉窯のなかに分類され論じられ

ている。瓶窯と立窯との違いは，すでに見てきたように前者が非連続焼成であるのに対し後者

は連続焼成である。連続焼成は非連続焼成に比べ格段に能率が高く単位あたりの石炭消費量も

減少する（「資料1」「資料2」参照）。だが，王によれば，両者の間には今ひとつ違いのあるこ

とがわかる。それは瓶窯では原料が焼き上がると下部の火床を外して冷めるのを待ってクリン

カを排出しているのに対し，立窯では同じ炉内で焼成と冷却が同時に行われ，炉の下部から進

入した燃焼用空気がクリンカを冷却するその一方で，燃焼用空気もまたクリンカによって予熱

されて加熱室へ送られ燃焼を助けて
（28）
いる。これはクリンカ持ち去り熱の最初の強制的な熱回収

システムの始まりであるといえるだ
（29）
ろう。

また発展の変遷からいえば，倉窯技術の構想は瓶窯を一列に並べこれら瓶窯集団と1個の横

向きの長倉を組み合わせ，生原料を先に長倉に装入してここで瓶窯からの排ガスで原料を乾

燥・余熱させた後，瓶窯に装入させることから倉窯が誕生したといい，原料の乾燥・余熱・焼

成が一体化されることによって燃料の節約（排ガスの熱回収）になったという。このようにして

その後の100年余に登る立窯発展の基礎が打ち立てられたのである。したがって，瓶窯は，立

窯の一世代前の形式として完成した倉窯のいわば雛形だったのであると彼は述
（30）
べる。

以上で，「資料4」に基づく「たて窯技術の史的変遷」についての説明は終わるが，中国セ

メント産業には他の後発国と異なって大きな3つの特徴がある。第1には，生産量が世界最大

であること。第2には，その生産量の拡大速度が極めて速かったこと。第3には，回転窯によ

る大中型工場と立窯による小規模工場との「二重構造的発展」をしてきたことである。これら

の点について，またそして，それがどのようにして生じたかについては，本研究目的の範囲を

超えるので，この点については
（31）
他書に譲らねばならないが，中国の立窯の発展（と淘汰）につ

いて若干補足しておかねばならないことが
（32）
ある。それは，ドイツで発明された立窯は驚くほど

早く清朝末期の中国にも入ってきており，中国最古のセメント工場は1886年にマカオに建設さ

れた外資系の青州英泥廠と1889年に建設された民族系の唐山細綿土廠（後の唐山啓新水泥廠）で
（33）

あった。唐山はしばらくして回転窯に改造されるが建設当初は両工場とも立窯で始まっている。

爾来，中国の立窯の発展史は1世紀余を有する。中国の立窯には技術上は普通立窯，機械式立

（28） 同上書。
（29） これはクリンカ持ち去り熱回収の例であるが，セメント製造においては，クリンカ1kgを生成
するに必要な理論的な焼成熱（化学反応熱）は430kcal程度に過ぎないにもかかわらず，実際に消費
される熱量はクリンカの持ち去り熱，排ガスの持ち去り熱，シェルからの放射損失等さまざまな種々
の熱損失があって（窯の形式によっても異なるが）非常に大きくなる。そのため，運転上発生する熱
損失を回収して実際に消費される熱量をいかに少なくするかが，長いセメント発展史のなかで今も続
く焼成技術の重要なテーマである。

（30） 前掲，王燕謀編著（2005），11―16頁。
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窯の2つの発展
（34）
段階があり，また，生産上は政治，経済，技術を背景とした6つの発展の高

（35）
潮期があったという。これらについての詳細にはさまざまな事態があり，とても一口では述べ

られず，ここでは触れられないが，次の点について説明をしておかねばならない。

それは，最初の立窯の発展の高潮期（立窯工場創世期）は1938年（昭和13年）に全面戦争となっ

た抗日戦争のときであった。このとき中国では内陸部でセメントが不足し昆明水泥廠など7つ

の立窯企業が設立されている。これらの企業の設備はすべて中国で設計，製造された。昆明水

泥廠の立窯は直径2．5m×高さ12mの寸法で原料の詰め下ろしは人手による手動操作によるも

のであった。昆明水泥廠は中国国産の普通立窯（と土立窯）発祥の地であった。また，抗日戦

争時の1940年に日本の被占領地域内にあった大同の口泉に日本人の手によって立窯工場が建設

された。設備はドイツ（クルップ社）製の直径2．5m×高さ10mの機械装備化された鋼筒体の立

窯（年産3万トン）であった。したがって口泉セメント工場が最初の中国における機械式立窯

工場で
（36）

あった。

なお，中華人民共和国成立後の中国では計画経済によって国家によりセメント工場は大水泥

と呼ばれる大中型工場と小水泥と呼ばれる小規模工場に分類された。大水泥の製品は販売が中

央人民政府によって管理され小水泥は地方政府によって管理さ
（37）
れた。

（31） これには前掲，注（2）で示す田島らの編著書（2010）などが相当する。その他に，田島らも参照
しているが，前掲，王燕謀編著（2005）らがある。後者の王燕謀の編著書は日本ではなじみが薄いが，
本書は21章，500頁近くからなる大編著である〔前掲，注（9）参照〕。王燕謀によれば，中国のセメン
ト産業の発展は100年余を経過しているものの，彼の編著書が中国セメント工業発展史について全面
記述する世に出た最初の書である（この編著書が出るまで中国にはこのような書物は1冊もなかった
と王は序のなかで述べている）。また王の編著書のなかには，第12章に「中国立窯的発展与淘汰」（238
―63頁）が掲載されている。筆者は本報告を行うにあたり，この章を流通科学大学辻美代教授ゼミ生
（2010年度）中国人留学生張良氏に翻訳をお願いした。本報告のなかではその部分を大きく取り上げ
ることはできなかったものの，彼の翻訳は，中国立窯の発展と淘汰について，その全貌を知る上で大
いに役立った。ここに記して感謝の意を表したい。

（32） 前掲，王燕謀編著（2005），写真1頁，37―43，54―55，238頁。
（33） 中国ではセメントのことを水泥というが，当時は，英語の発音に沿って細綿土または士敏土とも
称され，セメントが外国からの舶来品であったことから洋灰とも称された（同上書，37頁）。

（34） 王の原文では，これに土立窯，改良型機械式立窯を加えた4つの発展段階としているが，基本的
構造は普通立窯と機械式立窯に絞られる。それは普通立窯と土立窯の違いは規格の定型化された鋼筒
を用いたのが普通立窯，規格の定型がなくレンガまたは鉄筋コンクリートつくりの筒体のものが土立
窯といわれているからであり，また改良型機械式立窯は，機械式立窯に先端的な多くの技術改良が加
えられ，粉塵汚染や労働生産性，製品品質等に技術的向上が行われたものに過ぎず新しい形式とは認
め難いからである（同上書，238―40，253頁）。

（35） ①立窯工場創世期，②大躍進期，③文化大革命期〔文革後の調整期を含め〕，④改革開放後初期，
⑤20世紀90年代中期，⑥20世紀末から21世紀初めにかけての6段階を指す（同上書，238―55頁）。

（36） 同上書，238―40頁；またこれについて『住友セメント八十年史』によると，1937年に日中戦争が
始まると，華北（中国北部）が満州に劣らぬセメントの大市場となった。同社（当時，磐城セメント，
現住友大阪セメント）は1938年4月，軍から致敬洋灰（済南）の経営を委任され，致敬洋灰の工場内
に放置されていたシャフトキルン1基を軍の意向でこれを大同市外に移して新工場を建設することに
なり，1939年3月，満彊銀行および三菱商事との合弁で蒙古大同市に満彊洋灰股份有限公司を設立し
たとある（前掲，住友セメント株式会社社史編纂委員会編纂（1987），136頁）。

（37） 前掲，王燕謀編著（2005），240―41頁。
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［資料1］徳利窯（Bottle Kiln）
Ⅰ：明治16（1883）年設置の窯
（明治23（1890）年までに6基設置）

Ⅱ：明治25（1892）年以降設置の窯
（Ⅰの変更を含んで12基を設置）

（出所）財団法人日本経営史研究所編『小野田セメント百年史』
小野田セメント株式会社，1981年，22頁。

（注）「近代化産業遺産」として現存する窯は，「徳利窯保存調査
委員会」などの調査によって，創業時の明治16（1883）年に設
立された4基のうちの1基であることがわかり，その後廃止さ
れるまでに幾度か補修，改良，大型化などがなされている（前
掲，台信富寿（2002）ほか）。

［資料2］ディーチュ窯（Dietzsch Kiln） ［資料3］宇部興産のシャフトキルン（Shaft Kiln）

（出所）財団法人日本経営史研究所編『小野田セ
メント百年史』小野田セメント株式会社，1981
年，70頁。

（出所）百年史編纂委員会編纂『宇部興産創業百年史』宇部興産
株式会社，1998年，186頁。
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［資料4］たて窯技術の歴史的変遷
① 瓶窯（Bottle Kiln）

日本では徳利窯と称された

② ディーチュの立窯（Dietzsch Kiln）
ドイツ人 Dietzschが発明

③ Schoeferの立窯（Schoefer Kiln）
デンマーク人 Schoeferが改造

A 原料供給口 C 加熱室 E 火口
F 仮焼室 H 冷却室

（出所）王燕謀編著『中国水泥発展史』中国建材工業出版社，2005年，12―15頁。
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ここで本研究の報告を終えるが，最後に述べておかねばならないことがある。それは，セメ

ント産業は地産地消産業であり（加工度に比べて輸送費が高くつく），この点，製品の高付加価値

化が進む電気製品などとは発展の仕方が全く異なるということで
（38）
ある。また本報告で述べてき

た中国の立窯も NSP方式の普及で（二重構造的発展の役割はとっくに終わっており），現在ではさ

まざまの問題（品質，熱回収，粉塵対策，大型化に適さないなど）から淘汰され始めている。

6 お わ り に

以上述べてきたように，本報告ではセメント製造用焼成炉として回転窯の前段階を担った「た

て窯」を取り上げ（わが国ではこれまであまり取り上げてこられなかったものの），そこにも回転窯

同様いくつかの異なった形式（構造の違い）が存在していることを明らかにすることができた。

と同時に，これら「たて窯」の形式がどのようにして発展してきたかについてもその変遷の端

緒につき触れることができた。

また，本報告のために収集した資料のなかからも新しい発見が生まれた。それは，これまで

わが国では同義語としてみなされていた「竪窯」と「立窯」の用語としての使い方の違いであ

る。わが国セメント企業の社史のなかでは竪窯は横型の回転窯に対する竪［縦］型の意で用いら

れているに対し，「立窯」は発展の変遷史からみると窯の形式の分類区分を示している。これ

に即していえば，わが国創生期のたて窯には2つの形式，瓶窯（通称，徳利窯）とディーチュ

窯（最初に発明された立窯）の両者があるが，前者は非連続焼成，後者は連続焼成であって構造

上はまったく異なったものであり，焼成されたクリンカの冷却方法にも違いがある。したがっ

て，瓶窯とディーチュ窯の両者をわが国創生期のたて窯として同一視することはもちろん，わ

が国創生期の「たて窯」と今日まで中国で並立発展してきた「たて窯」をすべて一括りにして

論じるには問題がある。

今ひとつは，本報告が「たて窯の史的変遷」としてバッチ・システムから連続焼成へと生産

方式の流れを追うだけではなく，さらにこれを「回転窯の形式の変遷」へ繫ぐことによって，
マニュファクチュヤー

山本潔がいう「化学工業における作業職場の史的諸類型」（�Ⅰ�工場制手工業，�Ⅱ�バッチ・シス

テム，�Ⅲ�コンティニュアス・システム，�Ⅳ�オートメーション・システムなどの諸類型）にな
（39）

らって，

セメント工業における作業職場の史的諸類型としてのその変遷史を完成させることができる

（ただ，本報告でも示しているように国（や地域）によっては，各類型の進行には遅速があり，ある場合

には，ある類型がスキップされて削られたり，またある場合にはいくつかの段階の類型が同時に並立発展

したりすることがある）。

（38） 前掲，王京濱（2010），175頁。
（39） 山本潔『日本における職場の技術・労働史――1854～1990』東京大学出版会，1994年，16―17頁。
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7 あ と が き

本報告作成の経緯は冒頭で述べたが，中国セメントの生産量の増大に重大な役割を担った中

国の立窯も今は大きな転換期に立っている。それは，中国セメント産業の発展とその後の変貌

には目を見張るものがあり（とくに今世紀に入り2005―06年ごろを超えてから急速に変貌，他の産業で

も同様の傾向がみられるが），峰毅氏らの最近の調査によれば，セメントの製造機械に大きな影

響を与える中国の機械産業では，先進技術の習得が旺盛，かつ，きわめて急で，1社で日本全

体のセメント生産量を上回る巨大企業の成立や，つい先日まで一世を風靡していた立窯に代

わって最新鋭の NSP方式によるセメントの生産比率が2004年度の32．5％から2010年度には

81．4％へと急上昇している。さらに中国機械産業とエンジニアリング産業においては国内市場

のみならず今や世界のセメントプラント市場をも席巻する勢いでさえあると
（40）
いう。筆者は，以

前「東アジアでは工業化の速度が速く我々が観察を開始したときの姿（とくに技術形成の初期に

だけにしか存在しないと思われる建設の過程や操業の初期段階）が記録されずに徐々に消滅しつつあ

り……［後略］……」と述べ
（41）
たが，中国セメント産業の急速な変貌はまさしくそのものである。

Structure of Vertical Kiln and It’s History

in Cement Manufacturing

by

Jiro TAKABAYASHI

（ ex Kawasaki Heavy Industries, Ltd.）

It is well-known that the vertical kiln had been used until today’s rotary kiln system was de-

veloped and came to be used at factory sites.

But in Japan, the vertical kiln appeared only for a short period, from the end of 19th cen-

tury to the beginning of 20th century, in other words, at the time of the rising phase of the

industrialization. As soon as the rotary kiln system was introduced in Japan, cement manufac-

turers changed their old systems into the new one very quickly, and the old-fashioned vertical

kiln disappeared shortly. Consequently, any scientific documents being written at that time

about this structure and/or technology innovation are quite rarely found, except some historical

facts being described and remaining in some company’s history books.

On the other side, China, being proud of the world’s largest annual cement production out-

put, has developed in parallel with both systems by the rotary kiln and the vertical kiln. Among

the both of them, the vertical kiln system, in particular, in China, played greatly an important

role for an increasing cement production output in accordance with the China’s national circum-

（40） 前掲，峰・王穎琳（2013），84，137―38頁。
（41） 前掲，高林（2006），ⅱ頁。
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stances since it’s Reform and Opening-up Policy, especially after the1990s.

The purpose of this paper, by such reasons as described above, is to examine and illuminate,

basing on the historical facts being described in some Japanese company history books, and on

the documents and/or literatures recently published in Japan and China, whether there were

several different types and structures in the vertical kiln system.

As a result, the author could discover that also in the vertical kiln as were in the rotary one,

there were several types with different structures, such as Bottle kiln, Dietzsch kiln, Schoefer

kiln, etc. At the same time, the author was able to investigate even the origin of the develop-

ment transition of the vertical kiln.
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