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製造企業が企画した 60 年代の技術映画について
〇堀尾尚志*、廣田義人**、後藤邦夫***、森田恒之*4
1. はじめに
株式会社不二越が 60 年代から 80 年代にかけて企画し、電通映画社(現電通テック)が製作した技術
映画が 42 本ある(表 1)。その企画目的及び製作過程について調査した結果を報告する。また、そのう
ち DVD 化した 5 本及び同社から提供を受けた 2 本(いずれも 60 年代企画・製作)について、その技術史
史料としての位置づけならびに教材利用について論及する。
2. 企画製作の過程と状況
1) 企画に至る経緯
最初の会社紹介映画は 1953 年「精密工業の不二越」（25 周年記念して製作）に次いで 30 周年に同
名の「昭和 32 年版」が作られている。この経緯について「PR にとどまることなくわが国機械工業界に
もいろいろな意味で寄与するところ大なる」とし、その具体的な方策として技術映画「ドリル」、
「精密工具」2 巻、「ころがり軸受け」2 巻が検討されているとしている。(『ふじこし』57 年 1 月号)
2) 企画・製作の過程
『不二越鋼業株式会社・技術教材映画企画案』(電通映画社、1960)の「企画まえがき」において、
多くの技術映画が作られてきたが学習の教材としての活用には隔たりがある、そして「作品としての
価値が高くても、現場での普及と技術教育への定着から見て決して十分とは言えない」と述べられて
いる。
この『企画案』では、機械工学汎論から個別機器、エネルギー、各種機械設備に至る広範な課題が
示されているが、これを受けてまとめられたと思われる『不二越鋼業株式会社技術教材映画大系』で
は「第 1 部切削工具」として 5 本の映画、すなわち「ドリル」、「ハクソー・マシンソー・コールド
ソー」、「メタルバンドソー」、「ホブ」が列挙されている。これらは全て 61 年 12 月に完成してい
る。なお、この『企画案』に示された他の項目については後続の製作はなく、同社の主力製品の個別
について、以降 85 年まで 30 本(PR 映画及び英語版を除く)が製作された。
3) 製作の目的
製作目的を「上映対象を定め、全体の基本方針を確立する」として、立案・企画を通じて工業高校
及び職場教育の現場における利用が想定された。参画者として文部省初等中等教育局職業教育課鈴木
寿雄、東京都教育庁指導主事野原孝典治の名が示されている。
4) 企画に係る会社の状況
周年事業が 53 年、58 年とひき続き行われ、あわせて PR 映画が作られたのは「合理化完成後の優れ
た不二越を映画化する」(前掲『ふじこし』)とあるように、48 年から 3 次にわたって実施された合理
化が一定の成果をあげた時期であった。
それに連動して技術映画が計画された背景として同社における技術開発を見ておく必要があろう。
上記 5 本の映画が製作された年には、これらの他に「油圧機器篇」、「軸受－ころがり軸受篇－」、
「軸受－ころがり軸受けの正しい取り扱い方篇－」、「軸受－自動車軸受篇－」がたてつづきに製作
されている。軸受ではジェットエンジン用製造開始(1954)、ガスタービン用同(55)そして密封型ラジ
アル玉軸受の量産開始(56)、ブローチ盤製造ではクリスマスツリー形製造開始(53)、ターンテーブル
型及びクリスマスツリー形 60ｔ同(55)、ホブ盤では組み立てホブ開発開始(56)そして超硬組立ホブ製
造開始(57)、鋸刃ではメタルバンドソー同(54)、ドリルでは油圧式深穴ボール盤同(51)、圧延方式に
* 会員、神戸大学名誉教授 horio@ae.auone-net.jp **会員、大阪工業大学
員、国立民族学博物館名誉教授

*** 会員、桃山学院大学名誉教授 *4 会
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よるテーバシャンク同(53)そして超硬油穴付きドリル同(58)があった。ドリルについては、翌年の
1962 年に「新しいドリル」が作られている。これは、60 年にドイツ・ローデ社から導入した転造方式
による量産が 61 年の「ドリル」完成の直後に始まったことと関連があると考えられる。(本項におけ
る年表的記述は『不二越五十年史』1978 による。)
3. 実態の記録としての意味
いうまでもなく工作機械に限らず機械の動態保存は不可能に近い状況にある。動態保存の代替とは
言い難いが、実物展示に映像を添えることによって観覧者の理解は深まる。しかし、展示されている
ものと同等の機械の使用状況の映像が保存されていることは稀有なことに近い。映画を新たに製作す
ることそのものは財源が確保されれば可能であるが、たとえそれが解決できても作業する環境なり状
況の再現には相当な準備とさらなる財源が必要である。
それぞれの機械が作られた当時に撮影された映像があれば、この問題はたちどころに解決される。
機械の使用状況だけでなく、当時の工場の状況をそれなりに伝えている。そこに登場する作業員は熟
練工である。彼らの動き、例えば工具送りの手つきあるいはハンドルのさばき方などが映像に残って
いる。動態保存に代わるという意味だけではなく、当時の状況また熟練工の動きをも合わせ伝えてい
るという意味で、「実態記録」もしくは「実態保存」という考え方を提唱したい。
4. 教材利用*
講義また工作実習での利用に効果があることは言うまでもない。かつては工場や展示会の見学も効
果があったが、今日の工作機械には覆いが付けられているため基本部分と動作を見ることはできない。
機械を停止し覆いをあけて説明しても、複合作業と自動化のため初学者には理解できない状況である。
ここにも 60 年代製作の映画の利用価値があろう。
* 映像の教材的利用について、日本機械学会は工学教育部会に「機械工学教材調査研究分科会」を設け
調査を開始し(1966)、その結果を 72 年に報告している(同学会誌 75 卷 628 号)。調査結果のひとつ「現
在使用中のフィルム」によると、日本大学で不二越企画の「シェービング加工」他 5 本が利用されてい
る。ところが「製作希望のフィルム」に同じ日本大学から「ドリル」、「メタルバンドソー」、「シェ
ービングカッター」が寄せられているが、それらの内前 2 点はこの回答の時点で、すでに不二越が製作
していたものである。なお、前述の「現在使用中」として 41 点が寄せられているが、このうち同報告の
「利用できるフィルム一覧表」に入っているものは 4 点である。41 点のうち、自作 9 点、海外作品 9 点
となっている。

5. 今後の展開
現今の学生の工学的メンタリティに合わせた教授法検討の一環として、工作実習担当の現役教員と
の合同よる予備検討を行った。「新しいドリル」及び「メタルバンドソー」を、すでに工作実習を終
えている学生及び院生に見せ感想文を求めるとともに対話を行った。工作実習が必要な意味をようや
く理解できたという回答はある程度予想されたところであるが、完成したモノにのみ関心があったが
工作作業の結果ということを意識したのは初めてであるという回答は、教授法検討のあり方を考え直
す必要を示唆していよう。このような予備検討を踏まえ、工作実習の教授計画を検討し教授実験を予
定している。
今回の調査に当たり御高配をいただいた株式会社不二越に御礼申しあげます。なお、本報告は科学研究費補
助金(課題番号 23501225)の交付を受けて実施した成果の一部である。
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表 1 不二越企画による全作品（電通映画社「原版リスト」による）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

作品名
精精密工業の不二越昭和 28 年版
精精密工業の不二越昭和 32 年版
栄光
鉄から鉄へ
油圧機器
切削工具 メタルハンドソー篇
切削工具 ハクソー篇
切削工具 ブローチ篇
切削工具 ドリル篇
切削工具 ホブ篇
軸受 －ころがり軸受篇－
軸受 －ころがり軸受けの正しい取り扱い篇－
軸受 －自動車用軸受篇－
高速度鋼篇
新しいドリル
切削理論
工具の表面処理篇
車両用ころがり軸受
ミクロンの創造
シェービング加工
軸受鋼篇
耐熱鋳鋼篇
NACHI 不二越 －ミクロンに生きるｰ
NACHI OIL HYDRAURIC EQUIPMENTS
中ぐりフライス盤
NACHI BBARINGS NO-1
INDUSTRIAL ROBOT NACHI UNIMAN
NACHI TOOLS NO-1
コムトロ焼却炉 -NAC}II 焼却炉シリーズー
豊かな明日をひらく NACI 不二越
油圧機器 パート 2
NACHI UNIMAN PART2
東富士中田工場群ご案内
NACHI BEARINGS NO-2
NACHI TOOLS NO-2
NACHI ROBOT NO-1
油圧機器
ナチ コーティング エンドミル G シリーズ
ナチ コーティングエンドミル パート１
ナチ カップリング
NACHI ROBOT NO-2
ポリゴンミラー加工機
側圧切断機
バイブロレス
精密ロータリ平面研削盤
マイクログラインダー
NACHI 精密成型機
ナチ コーティング エンドミル パート 2

mm
35
16
16
35
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
36
16
16
16
35
16
16
16
16
16
16

35
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

プロデューサ

小畑敏一
↑
原田豊照
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
青木茂美
↑
吉永晴治
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
吉永・牧田
牧田和夫
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

完成年月日
1953/00/00
1957/05/04
1958/12/25
1960/12/22
1961/08/05
1961/08/05
1961/08/05
1961/08/05
1961/08/05
1961/08/05
1961/12/28
1961/12/29
1962/12/30
1962/02/20
1962/05/31
1962/10/10
1963/01/31
1963/06/29
1963/09/14
1963/11/16
1964/05/01
1964/05/01
1969/11/27

1971/03/20
1972/11/08
1973/03/02
1973/09/07
1973/09/07
1976/09/03
1975/09/03
1977/07/11
1979/10/18
1981/12/00
1982/05/06
1982/06/03
1983/01/13
1983/02/18
1984/10/19
1984/10/19
1985/08/28
1985/03/30
1985/11/26
1985/11/26
1985/11/26
1985/11/26
1985/11/26
1985/11/26
1985/11/29
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露天掘炭鉱技術史から見た北海道の石炭資源開発
山田

大隆*

1. はじめに－旧東独露天掘り炭鉱技術への関心（TICCIH 第 14 回会議の最大見学箇所）
国際的な産業遺産保存会議 TICCIH の第 14 回会議が 2009 年に旧東独の著名なエルツ山岳銀鉱石地帯
最大の古典鉱山都市フライベルグ市で開催された（2009 年 8 月 30 日～9 月 5 日、31 日（登録）、9 月
1、4 日（見学会）、5 日（総会））。この会議は 37 年の歴史があり、1972 年に第 1 回がアイアンブリ
ッジで開催、今回の第 14 回会議は、2 回目（ボッフム）以来の 34 年ぶりのドイツ開催であった。内容
は史上最大規模の 38 ヶ国から 363 人が参加、日本からは 18 人が参加し参加報告が多数発表された。
開催テ－マは「産業考古学と環境、経済」で、国家技術政策と技術開発、環境調和の国際的課題（特
に統一後の旧東独地域の抱える、環境保全と技術寄与評価）の最新の話題論議で現地即妙で成功した
内容だった（筆者他の報告書参照）。
ドイツは戦後も石炭採掘技術の国際的先進国で知られる。旧西独は深部炭層でル－ル、ザ－ル地区
に坑内掘り炭鉱が発達し、戦後直近の GHQ 石炭調査団調査で非近代化炭鉱技術と酷評指摘された日本
炭鉱技術革新のモデルとして、昭和 30 年代に日本各地の炭鉱技術者が日独技術交流として渡欧し、世
界最新の坑内掘り技術を学んだ先進国として有名であった。一方の旧東独は地表炭層でコトブス周辺
が、戦後世界的大規模露天掘り地区として史上最大の採炭機械が全盛を誇った地区として情報非公開
ながら有名であった。この 2 地区で、統一前（1945～1988）では、総計石炭年産（東独は低品質のブ
ラウンコ－ル＝褐炭＝）で最大 4.5 億トンを生産し、アメリカ、中国に次いで戦後は世界第 3 位の石
炭生産国であったことはよく知られている。
しかし、西独の坑内掘り技術が世界に広く公開され、日本はじめ世界の坑内掘り技術革新に貢献し
た一方で、旧東独の露天掘り技術は社会主義国の厚い情報統制のべ－ルに遮蔽されて、1989 年の旧東
独崩壊 1990 年東西統一まではその技術実態は一部専門関係者以外には公開されなかった。今回の筆者
の TICCIH フライベルグ会議が旧東独鉱山都市での開催、実施団体が旧東独 NPO の環境保全型産業考古
学団体の東独 IBA の SEE であり、見学会（9／1）のメインが東独露天掘り地区の徹底公開（NPO 運動実
態と環境整備事業紹介も含めて）であったので、この旧東独露天堀炭鉱機械技術の情報入手の好機と
して筆者は参加に期待した。その結果は期待以上のもので、北海道の最近隆盛の露天掘り炭鉱技術考
察に非常に役立った。国際会議参加の最大のメリットは旧東地区（ロシア・ウラル地区含め）の産業
技術史見学と図書購入を中心とする情報入手にあったといえる。
この筆者ほか世界からのこの会議参加者にとり、会議中盤に１日（2009 年 9 月１日、2 日目は 9 月 4
日ケムニッツ）とって行われた、旧東独のベルリン以南、ドレスデン以北のコトブス近郊、ラオホハ
ンマ－、ラウジツア、エルスタ－ベルダ地区でのブラウンコ－ル（BK）厚炭層地帯での露天掘り地区
見学会は衝撃の体験であった。ここでは、多種の露天掘り巨大土木機械群（分類：チェンバケット・
ベルコン型浚渫機械 Eｓ、外輪バケット・ベルコン型浚渫機械 SRｓ、廃棄専用機械 ARs、以上キャタピ
ラ走行。軌道走行橋型大規模チェンバケット・ベルコン総合廃棄機械コンベイヤ－ブリッジ F35、45、
60）と社会主義政権下の石炭増産経済政策による 45 年間の機械過大使用で徹底破壊された広大な自然
と負の遺産としての湖沼リゾ－トでの利活用事業 SEE を見学した。
この巨大土木機械群は、第二次大戦中にドイツのみが完成させた巨大列車砲（クルップ社のグスタ
フ、ベルタほか口径 80 ㎝で射程 50 ㎞を超える重量 4000 トン機械）技術を元にして戦後展開して開発、
使用したもので、この露天掘り機械群により旧東独時代の 45 年間に年産最大 3 億トンもの石炭を大開
発し、旧東独重化学工業を製鉄、人造石油、練炭製造等で基盤で支えたものだった。
* 会員、酪農学園大学教職センター h-yamada@rakuno.ac.jp
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この見学会は、これら機械群による旧東独最大の露天掘り炭鉱大開発中心地（結果統合後の巨大広
域の荒廃地域）と、この露天掘り炭鉱で実際に使用された（最近まで国家重要秘密技術であった）こ
れら機械群中最大の、1988 年製の史上最大可動機械遺産 F60 の見学会であった。この機械は全長 508m
（先端排泄機まで入れると 800m）、重量 13000 トンのコンベイヤーブリッジ F60（東独タクラ－フ社
製、60ｍ表土まで剥ぎ取り可能機で、8 条軌道上を電車走行し、23000KW（23MW）の電力使用で稼働す
るバケットキャタピラ－式陸上土木機械で、回転式バケット採炭ヘッドを持つ、小型のキャタピラ－
走行炭層掘削機械の SRs6300（クルップ社製、①バケット容量 6300L＝6.3 立米が直径 10m のドラムに
20 個付く）と共同で稼働する。この目的別の多系統機械はいずれも、排泄表土、採炭石炭を臨時敷設
貨車ネットワ－クで搬出する。この旧東独の石炭産業主要機械の巨大サイズと想像を超えた機能に
は、旧技術職員と説明学生により搭乗見学した各国からの参加者すべてが驚愕したのであった。
もうひとつの筆者の関心は、今回会議のテ－マは「産業考古学、経済、環境」であり、この巨大機
械遺産紹介ははからずも、戦後ドイツ政治に翻弄され、開発後国家の恩人、ドイツ機械技術の誇りの
時代から一転、環境大規模破壊の元凶物と反技術遺産に不本意ながら決定（負の遺産）されてしまっ
た、ドイツ機械工業技術者の悲惨も提示することにもなったが、技術の歴史の評価は兵器を含めて客
観的で正確であることが重要で、環境破壊以上に機械発達史の産物の意味でも、この機械の評価を内
容、発達史含めて正確に提起する必要もあった。筆者は幸いにも、日本では統一前では国家最重要秘
密で入手が不可能だった多数の旧東独露天掘り採炭機械史（独語）の文献を今回の学会見学会で入手
した。その文献の解明により、これまで未知であったこの地域の露天掘り技術の史上稀な技術発展の
思想と、最高機械Ｆ60 に結実する 19 世紀からの手作業採炭、港湾浚渫機械転用でドイツ露天掘り炭
鉱技術発展の実態を詳細に解明が出来たのである。その一部を今回発表するものである。
2. 旧東独とＢＫ露天掘り炭鉱史
今回の露天掘り機械群が稼働した旧東独のＢＫ露天掘り炭鉱史と炭鉱機械発展史は文献
（H.Ringling 2008）によると以下の通りである。
1)

歴史的、工学的、技術的発展

ａ．大量土塊の移動と岩石の扱いに関する発展史への考察
ｂ．ドイツにおける BK 産業史
ｂ－１．BK の発見
ｂ－２．エネルギ－給付者としての一般石炭
ｂ－３．石炭に対する歴史的発展史的一面
ｂ－４．BK とその質的相違
ｂ－５．BK 地層の坑道の配列への考察
ｂ－６．原料 BK の採掘と搬送の技術的時代区分
ｂ－６－１．純粋手掘り時代（1885 年まで）
ｂ－６－２．BK 産業における技術、工学発展と専売独占の影響（1886～1924）
ｂ－６－３．1925 年初頭から現在までの「完全機械化経営」
ｂ－７．慣習法－鉱山法－服務規定
2)

鉱山工学、技術的、機械技術的発展

ａ．鉱山学的発展
ａ－１．地質学的な条件を考慮した地上作業（露天掘り）
ａ－２．表土、BK、屑物の排水
ａ－３．揚鉱技術－転回道具
ａ－４．ベルコン技術
ａ－５．補助装置
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ｂ．BK 地上作業への全装置の機械技術的発展
ｂ－１．大量土塊の運搬のための手作業道具（ピック）と駆動力の発展段階
ｂ－２．スプ－ン式機械
ｂ－３．チェンバケット式機械
ｂ－４．外輪バケット式機械
ｂ－５．廃棄専用機械
ｂ－６．試掘スキップバケット式機械
ｂ－７．表土採掘用橋型機械（コンベイヤ－ブリッジ）
3．史上最大露天掘り機械コンベイヤ－ブリッジとは何か（現地専門技術書による解明）
現地専門書（W.Schossig 2007）によると、旧東独地区で使用された露天掘り用（多くは海岸、河川
浚渫機械の陸地転換）機械には、キャタピラ－走行のチェンバケット型 Eｓ、外輪バケット型 SRｓ、
廃棄専用機 ARｓ、軌道走行の大規模総合廃棄コンベイヤ－・ブリッジ F35～60 がある。通常はセット
で Eｓ、SRｓ、SRｓを炭層掘削用と表土剥ぎ用、F60 を表土剥ぎ用に使い分け、実際の採炭でこれらを
有機的に組合わせて使用している。生成した表土と石炭は、ベルコン出口に、臨時布設の貨車群で搬
出しているが、F60 では 60ｍ深さで浚渫した広大な直線谷の両側に臨時に積み上げて排出している。
３－１．Eｓ（キャタピラ走行式チェンバケット・ベルコン型浚渫機械、中型 100ｍ）
３－２．SRｓ（キャタピラ走行式外輪バケット・ベルコン型浚渫機械、中型 100ｍ）
３－３．ARｓ（キャタピラ走行式廃棄専用機械、大型 150ｍ）
３－４．F60（軌道走行式橋型大規模チェンバケット・ベルコン総合廃棄機械、コンベイヤ－ブリッジ、
超大型 F35・250ｍ：Ｆ45・380ｍ、F60・502ｍ）
TICCIH 国際会議での見学会説明書には、F60 について以下の説明がある。
「旧東独は、1958 年に産業上重要な BK 露天掘り採炭の能率を上げるために、『標準型コンベイヤ－ブ
リッジ』と称する、コンベイヤ－ブリッジを製作をし始めた。最初のこの型は F35（表土厚さ 35ｍ対
応）で、45、60ｍと進化した。F60 型は 5 台製作された表土掘削コンベイヤ－ブリッジで、最初の 3 台
は使用中、4 台目は現代的改修で 2010 年再稼働、5 台目のこれがこの展示品である。全機械はベルツ
オウ南部のルザティアン露天掘り坑で使用された。この F60 は 1988 年に 3 年間かかって建造された。
クレットビッツ北部の露天掘り炭鉱でのこの機械の組み立てに 1000 人以上の工員が雇用された。
F60 は 1991 年 3 月に完成したが、完全可動にはさらに 13 ケ月を要した。それでも短期間に F60 は 270
万トン以上の表土を排除した。
「ラウジツア－ウント中部ドイツ会社 LMBV」は使用継続を図ったが可動せず、1997 年にルザティア
地方の産業記念物としての保存が決定した。1998 年に F60 はスクラップを免れ、1999 年に IBA 企画
（フュ－ルト・ピュックラ－ランド）の所有となった。2002 年から IBA の企画として一般公開されて
いる。
F60 はその大きさから他の傑作技術と比較され、「ルザティアの伏したエッフェル塔」のニックネ－
ムもある。F60 は長さ 502ｍ（エッフェル塔は 324ｍ、7500 トン）、幅 240ｍ（レ－ル駆動部）、高さ
80ｍである。重量は完全装備で 13600 トン、オイル、部分品除去後には 11000 トンになる。東西統合
以後の東独の BK 産業の衰退により、この産業の加工品（工業製品）としての保存は重要事となってお
り、人々は重要問題に直面している。それは、F60 の大きさが鉄鋼構造物として巨大で保存状態は露天
のため、ユニ－クな産業記念物での保存と修理に莫大な経費を要するからである。
しかし、F60 の文化的経験との結合で『ビジタ－マイン（これが鉱山）』としての使用法は、ドイツ
における BK 炭鉱保存の重要記念物での保存のみならず、産業遺産と技術史への一般人の興味を保障し
うるものである」
さらに筆者は別の報告（山田 2010）の中で、機械について以下のように詳述した。
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｢1988 年製のこの機械は、トラスブリッジ長（採炭する表土の最大横幅）が 500ｍ以上あり（エッフェ
ル塔より長いというパンフ強調文）、この先に表土剥ぎの巨大バケットが付く（失われている、地上
に１ケ展示）。総重量は 1.3 万トンで 23 万ＫＷの電力（中級発電所１基分）で稼働する。ブリッジの
手前側と先端側に付いた両バケットセットで、1 時間に 2.9 万立米の表土を除去する能力がある。
レ－ル幅 1ｍで 2 列の線路上でブリッジと直角方向に表土を削りながら全体が動く。この 1.3 万トン
の鋼鉄構造物の 1 時間の移動量は 15ｍだが、その動くビルとも言える現役時代の威容は想像に難くな
い。現役時代にはより小型機が 27 基あり、ともに東独の石炭巨大生産を担ったが、90 年代の経済問題
（ドイツはル－ルの坑内掘りで国際炭価４倍化是正のため、この露天式に転換したが、90 年代のオ－
ストラリア炭ほかの世界の低労働単価の露天掘り発展での競争に敗退した）で廃止、F60 を残し殆ど爆
破解体された。

このマシンで剥いだ表土下の実際の炭層掘削はより小型（幅 100ｍ、直径 10ｍ20 個

付き回転バケット式）のドラッグマシン SRｓ6300（1 バケット容量 6300L＝6.3 立米）が掘削し、後続
の石炭貨車にベルト給炭する組合せである。
機械横にはビジタ－センタ－があり、食堂があり、機械の写真集が販売され、実働の時代と解体時
の記録映像が上映されていた。ドイツの炭鉱露天掘り技術と巨大掘削機械は世界的に有名で、ここに
来て初めて機械と現場を認識出来る貴重な体験であった。この機械の評価と発達史、使用法（露天掘
り技術）の歴史的内容は、先の IBA テラスで購入入手可能な資料である。
なお、このインパクトある人類の産んだ史上最大機械の前面で 2003 年から毎週末エムシャ－・パ－
ク定番の独特のナイト・イベント（ベルリンの芸術家Ｈ．ク－ンが出演する光と音のショ－等）が定
時に開かれ、機械技術と人間文化の調和を考える場になっており、ドイツ国内外から多数の観光客の
集客に成功し、総合的に見て IBA 産業考古学遺産としての価値（EU の産業観光企画 ERIH の、旧西独、
東独炭鉱機械比較重要資源）と有用な将来展望を有するものである。
4．日本の巨大露天掘り炭鉱サイトの技術（芦別市新旭炭鉱高根沢露天坑）と課題
翻って日本の場合、現在、日本の石炭技術は、昭和 40～50 年代に国の石炭技術の変更（油主炭従政
策、1000 近い日本の坑内掘り炭鉱は、戦後の GHQ 炭鉱調査団勧告で、1990 年代までに旧式の大多数
の中小坑内掘り炭鉱は閉山、16 ほどの財閥系大手炭鉱は西ドイツ・ル－ル技術を導入して大型化機械
化で近代化させる）で世界最高技術に発展したが、石炭国際単価の 4 倍化時代、平成 13 年の石炭優遇
政策廃止（1960 年制定産炭法の廃止）で消失となり、2010 年現在、国内炭鉱は釧路コ－ルマイン 1 社、
97％が海外露天掘り炭鉱からの輸入炭で年間 1 億 8 千万トンの石炭消費（石油 2 億トン、100％輸入）
をする国家となった。
日本では NEDO の指導で北海道を中心に国内炭鉱は露天掘り炭鉱で継続し、発展している（美唄北
菱、幌新砂子、芦別高根沢炭鉱他）。これらは、アメリカの露天掘り技術導入で採炭している。この
技術はこれまでの日本の伝統的で戦後西ドイツ・ル－ル式導入で改善された坑内掘り炭鉱技術とは全
く異なる技術である。北海道最大の露天掘り炭鉱である、芦別市新旭炭鉱高根沢坑では、3 年前よりか
っての廃棄された芦別市優良坑内掘り炭鉱の高根沢炭鉱を上方から直径 2ｋｍ、深さ 100ｍ、炭丈 5ｍ
のアメリカ並みクレ－タ－でオ－プンカットし年産 30 万トン以上を出炭、中国フ－シュン、オ－スト
ラリア・ビクトリア／ハンタ－バレ－露天掘り炭鉱に近い産業景観を出現させている。
この炭鉱では NEDO 指導で、他露天坑同様、採掘地は終了後自然復帰させつつサイト移動を行なっ
ている。今回の旧東独地区の露天坑跡地では廃坑後もその対応は見られず深刻な自然破壊を現出して、
統一ドイツの国家課題となり、今回視察した荒廃地区の環境整備と産業観光開発の SEE 事業となった。
北海道での露天掘り技術開発はその対応の先進を行く国際的に優れたものと評価してよいであろう。
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文部省科学教育局長・清水勤二の博物館構想とその実現
馬渕

浩一*

1. はじめに
清水勤二は、1898（明治 31）年、山口県防府市に生まれた。京都帝国大学工学部電気工学科を卒業
後、名古屋高等工業学校教授に赴任し、文部省督学官、技術院参技官を経て、明治高等専門学校校長
を務めた後に、戦後創設された科学教育局長に就任した。さらに名古屋工業専門学校校長を経て、名
古屋工業大学初代学長を務めた。戦前戦後の科学技術分野における研究、学術と教育の分野で経歴を
重ねた人物であることが看取される。
清水は、文部省科学教育局長の職にあった 1947（昭和 22）年、米国学術顧問団の招聘に関わった。
実践的な科学技術教育を志向する清水と同様、高等教育における応用教育の重要性を指摘する勧告が
示されたが、結局この勧告は受け容れられなかった。
清水は、晩年、教え子の鈴木光彦に自身の最大の業績は名古屋工業大学と市立名古屋科学館を作っ
たことと述懐している 1）。この点に留意するなら、清水の産学協同、応用重視の考えは、文部省離職後、
名古屋工業大学と名古屋市の科学博物館計画において結実したと考えることもできる。
本論文は、清水勤二の戦前戦後の業績を考察し、戦後の科学技術教育の方針策定について検討する
とともに、ドイツ博物館をモデルに実践的な科学技術教育を推し進める科学博物館として市立名古屋
科学館（現・名古屋市科学館）が計画され、その中心人物が清水であったことを論じるものである。
2. 清水勤二の問題意識とドイツ留学
後に清水は、「大学で受けた一方的な受け身の教育を反省し」、「日本の科学、工業技術のほとんどが
外国からの導入によって行われており、模倣の域を脱しなかったために、工業教育においても外国科
学技術の焼直しというような単に一方的に教える教育、学生から見れば単に受け身の教育であった。」
と述べ 2）、京都帝国大学での教育を批判している。
1932～1934（昭和 7～9）年、清水は電気工学研究のためドイツ、イタリア、アメリカに留学してい
る。ミュンヘン滞在中に訪れたドイツ博物館に強い影響を受けたことが示されている 3)。周知のように、
ドイツ博物館は 1925 年に創設された世界最大級の科学博物館で、創設者は土木・電気技術者の Osaka
von Miller である。Miller は、それまでの博物館のガラスケース内に設置した静的な展示から動態展
示に転換し、かつ、技術者教育のための専門機関から国民のための教育機関へと劇的に変化させた。
重要な点は、ドイツ博物館の創設者の一人に Georg Kerschensteiner の名が認められることである。
Kerschensteiner は、書物中心の詰め込み教育を否定し、自発的で創造的な活動の中から学習すること
の重要性を唱えたドイツの教育行政家、教育学者である 4)。一方的で受け身の教育に疑問を感じた清水
がドイツ博物館に感化されることは必然であった。また、清水は、このドイツ滞在で工業大学生に入
学する前の半年間、工場実習が義務付けられていることを知り、産学協同の一端に触れている 5）。
3. 文部省の戦後教育改革と清水勤二
清水は、1946（昭和 21）年 3 月、文部省科学教育局長に就任している。当時文部省では、GHQ の民間
情報教育局（CIE）と経済科学局科学技術課（ESS/ST）によって戦後の教育改革が進められていた。前
者は専ら教育を司り、後者は科学技術政策を担当したのであるが、高等教育の分野で両者が競合する
場面が生じた。両者は本国から専門家による顧問団をしばしば招請し勧告させた。中山

6）

によると、

この辺りの事情は以下のようにまとめることができる。
まず、CIE は 6・3 制導入のために教育視察団を招聘した。Georg D. Stöddard を団長とする視察団が
1946（昭和 21）年 3 月に来日し、民主的な教育と健全な市民を育成するための一般教育重視の勧告を
会員、名古屋市科学館学芸課

mabuchi@ncsm.city.nagoya.jp
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示した。大学教育も同様で、早期の専門化を批判し自由な考え方と職業的訓練の基礎としての人文主
義的態度の必要性が強調された。実践的能力が求められる理工系学部での科学技術教育の特殊性は考
慮されず、一般教育を重視する画一的な新制大学システムが構築された 7）。
清水はこの諮問団の歓迎員の一人に加わっている。清水は後にこの CIE の方針を批判しているが

8）

、

「Stöddard 団長から、特異性（deviation）、創造性（originality）
、自発性（spontaneity）の 3 つの
精神が民主主義の根幹をなすと説明され、見識の深さに感心するとともに感激すら覚えた。」とも語っ
ている

9）

。この 3 つの精神は以降の清水文献に頻出する記述である。さらに、「3 つの中でも創造性が

科学技術の発達にとって最も尊ぶべきであり、日本人にもう一つ欲しいもの」とも述べている。
その後の清水の発言を分析すると、この考えはさらに鋭敏になり、「発明」、「創造」、「高度工業国家
建設」が以降の清水の重要なキーワードとなっていることが示されている 10）11）。
4.戦後の学術体制刷新と清水勤二
科学教育局長としての清水の最大の仕事は、文部省系列に属する帝国学士院、日本学術振興会および
学術研究会議の 3 団体の再編成、いわゆる学術体制刷新にあった。
戦中の科学動員は敗戦によって刷新させられることは不可避であった。ESS/ST の Harry C. Kelly が
この担当であり、清水は既存の学術団体と ESS/ST との調整役として、さらに Kelley の指示に沿って
学術体制刷新を推し進める立場にあった 12）。
Kelly は学術体制刷新を遂行するために学術顧問団を招聘した。イリノイ州立大学化学部長 Roger
Adams を団長とする顧問団は、1947（昭和 22）年 7 月 19 日に来日し、約 1 か月にわたって全国の国・
私立大学、官庁試験研究機関などを精力的に視察し報告書を提出した。
この報告書『日本における科学と技術の再編成』では、まず従来の日本の科学の研究と教育の特質が
批判的に考察され、学術体制刷新の具体的方向性が示された。日本の従来の科学は封建的で産業と遊
離しており、大学人は産業上の仕事を格の低いものとみなし、応用科学に有害なほど純粋科学に力点
が置かれていると断じている。さらに、科学技術全般の今後の望ましいあり方として、科学技術教育
における産学協同の重要性も提言している

13）

。しかしながら、結局は CIE の影響の強い文部省はこの

勧告を容れなかった。このことは 1950 年代の経済発展期に相克を生むことになっていく。
5. 理工系ブームを支える人材育成施策と清水勤二
一般教養重視の大学教育システムが普及する一方、基礎科学の研究成果を反映した欧米の科学技術が
大量にわが国に導入されており、これに対応できる人材が求められた。卒業後即戦力となる人材を求
める産業界は文部省の方針に反発し、実践的な科学技術教育を求めた。
そこで、日本経営者団体連盟は 1952（昭和 27）年 10 月、「新教育制度の再検討に関する要望」を公
表し、科学技術教育の重視を文部省に要望した。次いで 1956（昭和 31）年 11 月、「新時代の要請に対
応する技術教育に関する意見」を国会に提出した。これに対し、国の対応は決して迅速なものではな
かった。清水は、工学部長会議とも連絡を取り、日経連教育部長らと再々、文部省、大蔵省、衆参両
院へ陳情したことを示している 14）。
その結果、1957（昭和 32）年 11 月、中央教育審議会は文部省に「科学技術教育の振興方策について」
を答申した。大学における理工系学部学生定員の大幅な増員、教員数の増加、施設設備の充実などと
ともに、社会教育での技術教育振興も重要であることが指摘され、科学博物館の設置も奨励された

15）

。

この審議会第 10 委員会臨時委員として清水の名がある。この時、清水は「工学教育の充実について強
力な答申を行った。」と述べている 16）。
6. 名古屋工業大学の設立と清水
文部省科学教育局長を退任した後、1948（昭和 23）年 8 月名古屋工業専門学校校長に就任し、翌
1949（昭和 24）年 5 月、新制大学として誕生した名古屋工業大学学長となった。
1949（昭和 24）年に公布された国立大学設置法によって、名古屋帝国大学が新制名古屋大学となっ
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たが、この時、名古屋工業専門学校を名古屋大学工学部に統合しようとする提案があった。前掲の鈴
木は、「名古屋地区に帝国大学の工学部ではなく、カレッジとして実務に強いプロの技術者を養成する
工科系大学の存在が絶対必要である、という信念を（清水が）持っていた。
」と述べ

17）

、名古屋大学工

学部への統合に清水が断固反対したことを指摘した。
また名古屋工業大学の開学に際し、清水は、「本学における研究は、まず学術の根底をきわめて、そ
の応用を創造していく従来の総合大学のゆき方よりも、まず産業界の要望する活きた問題をとらえて、
これを解決するために学術の根を深くおろすゆき方をえらびたいと思う。」と述べ、産学協同の強い志
向を示している 18）。
7. 名古屋市による科学博物館計画
1950 年代、名古屋市は繊維産業中心の軽工業から重化学工業への転換が行われつつあり、中部経済
圏の中心都市として経済圏全体の産業・文化の発達のための施策が求められていた

19）

。加えて 1958

（昭和 33）年、米軍に接収されていた白川町（現白川公園一帯、通称アメリカ村）が名古屋市に返還
され、その整備とともに科学博物館の設立計画が持ち上がった。毎日新聞社と中日新聞社によるプラ
ネタリウム設置競争の調整も緒となった 20）。
『市立名古屋科学館開館 10 年の歩み』によると、1957（昭和 32）年、名古屋市教育委員会に科学博
物館計画運営委員会が設置され、理科教育施設、児童健全育成施設などの既存例に準拠した小規模な
計画案や、教育委員会による教育博物館、教員研修施設などの計画案が社会教育課長・浅野正徳、教
育館長・星野春雄らによって提案されたことが示されている

21）

。この議論の過程で、浅野が名古屋工

業大学学長・清水を招き意見を乞い、清水が「産業科学の振興と発明発見の昂揚」のコンセプトを提
示し委員会に加わった。
この委員会は同年 12 月に閉会されたが、その時点では、理科教育の振興を軸とする小規模案と産業
技術の発展を企図する大規模案が併記されている

22）

。しかし、翌 1958（昭和 33）年 9 月 25 日、名古

屋市総務局に置かれた科学館建設調査委員会第 1 回会議の冒頭で小規模案は否定され、清水がまとめ
たドイツ博物館を基とした大規模な科学博物館計画に収斂していた 23）。
筆頭助役・杉戸清の「産業文化都市としての名古屋の発展とともに、科学技術の振興に寄与し、あわ
せて青少年並びに一般の科学知識の普及啓発の場としての科学館」が骨子となった。
中部電力社長・井上五郎が「科学館は名古屋市が清水学長の計画に賛同して誕生した」と述べている
ことは示唆に富む

24）

。第 1 回科学館建設調査委員会に資料として配布された「科学館の性格と内容に

ついて」に示された「高度工業国家建設」は清水の重要なキーワードの一つであり、「新しい技術を創
造する」はこれまでの清水の発言に頻出する文言でもある 25）。
建物と運営職員は名古屋市（総務局）が提供し、展示計画は名古屋大学と名古屋工業大学の理工系学
部教官が立案、およそ 2 億円の資金は地元財界が負担して産学協同の科学博物館が生まれた。中部電
力社長・井上五郎が中心となり、資金管理団体である財団法人中部科学技術センターを設立させた

26）

。

これらの結果、延べ床面積約 14,800 ㎡と大規模な科学博物館が誕生した。
透過型電子顕微鏡、X 線マイクロアナライザ、原子炉マニピュレータなどが設置、実演された。小規
模でかつ理科実験器具や動植物標本の展示が主流であったそれまでのわが国の科学博物館とはまった
く異なる施設が 1964（昭和 39）年 11 月に公開された 27)。
本館１階展示室中央には「創造」と命名されたオブジェが置かれた。「科学技術は創造である」を意
図したものであることが示されている

28）

。創造は技術の本質であり、「模倣から創造へ」は清水が生涯

追い求めたキーコンセプトである。
8. おわりに
技術者が必要とされる時代にあって大学がその要求に十分応えていなかったことに、清水は大きな疑
問を感じたのであろう。清水は実践的な教育を希求するようになり、その最高の手段として産学協同
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に辿り着いた。実際、名古屋工業大学では実践的、応用的な学習時間が豊富で他大学に比べ突出して
いたことが示されている 29）。
しかし、廣重も指摘するように、産学協同はわが国で必ずしも制度として定着したとは言い難い

30）

。

民間企業が自前で研究所をもち研究開発体制を整備したため、研究活動の中心が大学から企業研究機
関へ移行し始めたことが原因である。清水による産学協同のコンセプトは大学ではなく社会教育施設
である科学博物館で花開いたとも考えられる。
本論文の結論として以下の 3 点を指摘する。1.清水はドイツ博物館の紹介者である。2.清水によりド
イツ博物館をモデルとして市立名古屋科学館が創設された。3.市立名古屋科学館は、一地方都市の科
学博物館建設としてとらえるのではなく、戦後の科学技術教育改革の流れの中で生まれたものである。
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1930～40 年代における日本の 35 ミリ精密カメラ開発
森 亮資
はじめに

筆者は、前報「第二次大戦前日本における 35 ミリ精密カメラの開発」1)において、日本におけ
る 35 ミリ精密カメラの開発は、カメラボディは民需で普及していた時計製作に関わる精密技術を
基礎とし、レンズ、及び光学距離計等の光学技術は軍需を基礎とした日本光学の技術提供を受け
たことで、国産初の 35 ミリ精密カメラ「キヤノン」が完成し、その開発の過程を技術史的に分析
し、明らかにした。くわえて、その開発の過程では、戦前期の日本が抱えていた歪な、社会にお
ける技術の在り方についても同時に指摘した。それはドイツと日本の技術水準の較差もさること
ながら、国内の技能者、職人を中心とした民需技術と、国家資本を背景に、教育機関、および社
会資本をも動員した技術移転を行い、それを基礎として研究開発を行った軍需技術の技術水準の
較差により「二重の構造」を生み出していたことである。
本論文では、そのような戦前期の日本社会における歪な技術のありかた、技術水準の較差が、
いかにして解消したのか、その契機と、その後の過程について、戦前から戦中、そして敗戦直後
の具体的な事例をもとに、具体的な事例をもとに、実証的に検証する。
1. 自立の契機
1) キャノン登場
キャノンの登場により、市場でドイツ製「Leica」や「Contax」と競合するようになるが、戦時
経済体制の深まりで外国製品が市場から払拭し、事実上国内市場を独占するに至り、はからずも
これが自立の契機になった。一方で、民生品が次第に軍需生産に圧迫され、日本光学の民需用レ
ンズの生産が減少した。それに危機感をもったキヤノンを製造する精機光学は、日本光学からレ
ンズ製造技術の技術移転を受け、市場と技術の両方を独占するに至るのだが、それは同時に、日
本光学の下請けとして軍需産業化することをも意味していた。それが、技術的自立への基礎を形
成してゆく。
2．追従者たちの登場
1) レオタックスの開発―民需主導開発の限界
「レオタックス」は、国産としては 2 番目の 35 ミリ精密カメラで、開発は六桜社（現・コニカ
ミノルタ）から独立し、写真材料卸商大手の美すず商会の援助を得て、昭和光学工業社を創立し
た中川幹三によって行われ、昭和 15 年（1940）年 2 月に発売された (図１) 。
民需を基礎とした技術で開発されたレオタックスは、軍需を基礎とした技術導入で完成したキヤ
ノンと比較して、カメラボディ、レンズともに大幅に性能・機能が劣り、モデルとなった Leica つ
まりドイツと日本の当該技術水準の較差もさることながら、日本国内でも、軍需を基礎とした技
術と、民需を基礎とした技術の較差が、日本の３５ミリ精密カメラ開発を通じてもっとも顕著に
あらわれた。
2) ニッポンの開発―戦時下、日本の限界
「ニッポン」は、昭和 16 年（1941）8 月に陸海軍の要望で製作された国産 3 番目の 35 ミリ精
密カメラであり、キヤノンを製造する精機光学から独立し、光学精機を設立した熊谷源二によっ
て開発された。その開発手法もまた、吉田五郎による原型機、カンノンや、前述した中川幹三に
よるレオタックスの場合と同じであったが、軍部の命令により特許、実用新案等を無視した開発
だったために、カンノン（キヤノン）やレオタックスの開発時に見られた実用新案等回避の隘路
*会員 立命館大学大学院社会学研究科

exakta@iris.eonet.ne.jp
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に嵌まり込んだ改悪開発になることは無かったが、逆に云えば、そこに戦前、戦中期を通して模
倣の域を出られなかった日本の 35 ミリ精密カメラ開発の限界、ドイツと日本の当該技術水準の較
差と、日本の技術水準が顕著にあらわれている。
3．敗戦直後の 35 ㎜精密カメラ開発
1) 宮部甫と、ミノルタ 35 の設計思想
昭和 20 年（1945）8 月 15 日の敗戦により、軍需産業化していたカメラ産業は民需への復帰を
余儀なくされる。だが、民需への復帰は捗らず、新規開発など思いもよらない状況にあった。そ
のような状況下、敗戦直後の昭和 20 年（1945）9 月初旬、千代田光学（現・コニカミノルタ）の
堺工場長だった宮部甫は、さっそく 35 ㎜精密カメラ開発の開発に取り掛かった。宮部は、戦前か
ら Leica を使用しており、その利点、欠点も見抜いていた。ゆえに、単なる Leica コピーを最初の
構想段階から放棄し、全く独自の設計を行うことになる。
3-2.ミノルタ 35 の開発
宮部はミノルタ 35 の開発にあたり、Leica に比べて 4 つの点で差別化を図っている。まず、フ
イルム規格であるが Leica が 35 ミリフイルム使用の 24×36mm だったのに対して 24×32mm とし
た。つまり、Leica のフイルム規格を最初から捨てたのである。宮部はこれを日本独自の規格、
“ニホン判”と称し、これによって 36 枚撮りを 40 枚撮りとすることが出来た。また、当時の
Leica には装備されていなかったセルフタイマーの内蔵し、かつ当時、開発されて間もないフラッ
シュ（閃光球）の同調装置を内蔵することで差別化を図った。さらに、ファインダーを Leica の 2
眼式（距離計ファインダーと、構図を決めるビューファインダー）を一つにまとめ一眼式にする
ことで、これにより被写体との距離調整を行いながら、構図を決められることができ、撮影の迅
速化を図った。ミノルタ 35 はファインダー倍率が低い（0.6 倍）ことが欠点とされているが、宮
部は本命の一眼レフ開発までの“つなぎ”に過ぎないとさえ考えていたこともあり、距離計連動
カメラの利点であるコンパクトさを重視し、使用レンズも焦点距離をやや短い 45 ㎜とすることで、
ファインダー倍率が低くとも、見やすくかつ必要充分な距離計の連動精度を保証しつつ、絶対性
能より使用の利便性を重視した。また、ミノルタ 35 は、Leica の欠点とされていた底蓋を外して
フイルムを差し込むように装填する方法を改め、蝶番式による裏蓋としフイルム装填を行えるよ
うにした。これは画期的なことで、35 ㎜精密カメラとしては、世界に先駆けたものである。ミノ
ルタ 35 は昭和 23 年 2 月に発売され、敗戦後に新規開発された 35 ㎜精密カメラとしては、もっと
も早いものとなった。
4. おわりに‐技術的自立と、その課題
ミノルタ 35 は、発売当時「理想的カメラ」と評された一方で、レンズ開発の隘路に悩まされる
ことになる。千代田光学は戦時中の昭和 18 年（1943）に、光学兵器増産のため硝材製造工場を、
大阪工業試験所の援助を受け大阪府伊丹市に設立していた。しかし、宮部が再三要望を出してい
た広角レンズは設計が完了していたものの硝材の製造能力の不足から完成が遅れ、技術開発で先
行していたにもかかわらず、同業他社に後れをとることになった。宮部は緊急措置として硝材を
輸入するよう要請したが断られ、また将来を見越した一眼レフ開発の進言も聞き入れられなかっ
た。宮部は、これをきっかけに千代田光学を去り、マミヤ光機で日本初のペンタプリズム搭載の
一眼レフ「プリズムフレックス・マミヤ」を昭和 27 年（1952）に試作したが、宮部の意思に反し
てマミヤ光機も一眼レフ開発には及び腰で、やはり同業他社に後れをとることになった。宮部の
予見したとおり、35 ㎜精密カメラの主流が距離計連動機から、一眼レフへと移るのは昭和 35 年
（1960）頃であり、その頃には日本のカメラ産業と技術水準は、名実共に世界市場でドイツとし
のぎを削るまでに成長していた。
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以上、1930~40 年代の日本における 35 ㎜精密カメラの開発過程を検証したが、確かに戦時中に
は独創性こそ無く、コピーに終始していたのは確かだが、レンズの開発、設計ではかなり高い水
準に達していた。しかし一方で、光学レンズ製造に必要な硝材開発が追いついておらず、開発の
隘路になっていた。ミノルタ 35 の例でも判るように、敗戦直後の早い時期にドイツ製のコピーを
抜け出し、独創的な開発さえ行われていた事実は、日本で 35 ㎜精密カメラ開発が昭和 8 年（1933）
頃に始まり、技術的停滞を余儀なくされたであろう戦中の困難な時期を挟みながらも、わずか十
数年の間に模倣段階から自立開発のスタートラインまで進歩を遂げるまで、充分な技術的蓄積を
積んでいた証拠でもある。この過程が「二重の構図」を解消したのである。確かに技術移転から
自立へのプロセスは、たいへん難しく、紆余曲折を強いられる困難な作業である。技術移転にお
ける開発の発展段階を階段に例えるならば、急速なステップアップは、軍需、民需を問わず社会
的な要請を土壌に可能であるが、階段を踏み外すことは出来ない。踏み外した段は、必ず隘路と
なって現れる。これまで詳述したように、一部の高度な技術者たちにより、設計は先進国の水準
に追い付いても、精密加工技術や硝材開発など、それを支える周辺技術の水準が伴わなければ本
来の性能を発揮できないのである。つまり、技術移転を受けた後進国側の総合的な技術水準、そ
の社会における技術の在りかたの問題に帰するのである。
本論文は 1930~40 年代における日本の 35 ㎜精密カメラ開発を例に実証的研究を行ったが、これ
は単なる一事例に過ぎない。現代においても先進国から後進国への技術移転と、その課題でもあ
ると強調したい。
１）森亮資「第二次大戦前日本における 35 ミリ精密カメラの開発」日本産業技術史学会編『技術と文明』
第 33 冊、17 巻 2 号 19‐35 頁

図 1 レオタックス
昭和 15 年（1940）年 2 月発売。中川幹三設計、製作。単独距離計を装備し、レンズとの
距離計連動は出来ない。
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図２ ニッポン
昭和 16 年（1941）8 月に陸海軍の要望で熊谷源二が製作。ドイツ製ライカのデッドコピーで、部品
互換性さえある。

図３ ミノルタ 35
昭和 20 年（1945）9 月、千代田光学（現・コニカミノルタ）の宮部甫が開発を開始、昭和 23 年
（1948）2 月発売。ドイツ製ライカに無い特徴を備え、発売当時、「理想的カメラ」とも称された。
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戦後復興期の日本製カメラ
○中井

学*、井口芳夫**

1. はじめに
第二次世界大戦後のかなりの間、ドイツ製高級カメラの性能と品質は日本製カメラのはるか上にあ
った。しかしカメラメーカーだけでなく光学精機工業協会写真機部会や写真工業振興会、日本写真機
検査協会などが、カメラの輸出振興と品質向上への努力を行い、日本製カメラは 1962 年に生産台数と
金額の両方でドイツ製を上回った。1966 年以後日本製カメラの生産台数は世界 1 位にあり、2012 年の
デジタルカメラ生産実績は約 9,810 万台にのぼっている。本報告では、輸出カメラの品質向上に貢献
した日本写真機検査協会のカメラ検査方法について検討し、また日本製カメラが「安かろう、悪かろ
う」なる語句で表現されていた戦後復興期にあって、なかには高品質のカメラも存在したことを実験
的に確かめた。戦後の日本製カメラの品質と性能は、輸出への努力を糧に向上してきた一面がある。
2. 終戦直後の社会事情とカメラ産業
戦前からの主要カメラメーカーは、戦中に光学兵器などの生産に追われていたので、民生用カメラ
の開発や生産はほとんど行われなかった。しかし 1946 年の手提カメラ生産台数は 24,145 台なので、
戦後間もない時期でも中小メーカーの一部などではカメラの生産が行われていたと考えられる。1947
年 1 月発行の写真雑誌には、マミヤシックスとマイクロおよびオートキーフの広告しか載っていない
けれど、1947 年 12 月発行の写真雑誌にはキヤノン SⅡ、セミパールなど十機種の広告が載っている。
戦後、主要メーカーは社内に残っていた部品を集めてカメラを組み立てるなどして生産を再開しよ
うとした。しかし材料、外注部品などが無い無い尽くしで、カメラはなかなか完成しなかった。とこ
ろが進駐軍兵士の間に、早くも 1945 年 9 月の段階で日本製カメラに対する関心が異常に高まり、カメ
ラやフィルムを求めて兵士がジープでメーカーへ押しかけることも度々起きた。GHQ は早くも 9 月の段
階で輸入食品の見返り物資としてカメラの増産を奨励し、1946 年 2 月には 1 万台のカメラを 6 月まで
に納入するよう要求した。このような状況から政府もカメラの増産を奨励し、1950 年勃発の朝鮮戦争
に伴う特需景気によって、日本人の間にカメラブームが起きた時期には、カメラは作れば売れるとい
う状況であった。当時のカメラは機構が比較的簡単だったので、レンズやシャッタなどを三流メーカ
ーから購入するなどして、カメラを組み立てるだけのような技術水準の低い小メーカーが乱立し、多
機種のスプリングカメラや二眼レフなどが作られた。当時はカメラの輸出検査制度が法的に確立して
いなかったので、これらのカメラの一部は PX で販売されるなどして、故障するカメラが多かった。
3. 光学精機工業協会写真機部会の創立
戦中に政府の経済政策にそって精密機械の統制団体として、精密機械統制協会が組織されていた。
この協会が戦後に光学機械懇話会として再発足し、さらにこの会を母体にして 1946 年 1 月 20 日に光
学精機工業協会が創立された (1)。設立目的は、「日本における光学精密機器工業の健全な進歩発達及
び加盟団体相互の親睦と繁栄に寄与すること」であり、「健全な進歩発達」の語句に戦後の光学精密
機器業界の無秩序さに対する危機感が読み取れ、また「加盟団体相互の親睦と繁栄」なる語句に会員
のまとまりのよさと光学精密機器工業の発展への希念が感じ取れる。協会内には写真機、顕微鏡など
六部会があり、写真機部会は 1 月 31 日に発足した。部会の理事長は杉浦六右衛門小西六写真工業社長
であって、事務所は東京都日本橋区室町の小西六写真工業本社内に置かれ、部会員は 17 社であった。
写真機部会は部会発足約 90 日後の 4 月 30 日に『輸出手携カメラ検査規格』を制定した。この素早
さは、技術水準の低いメーカーで作られたカメラの故障の多さが輸出カメラ全体の信用度に及ぼす影
響について、いかに深刻に受け止められていたかを物語っており、また部会員各社は信用度の比較的
* 会員、富山大学（名誉教授） nakaim@p2.tcnet.ne.jp

** 日本カメラ財団日本カメラ博物館
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高い製品を生産していたことになる。部会員とは、小西六写真工業、岩城硝子、昭和光学精機、高千
穂光学工業などである。この規格は輸出カメラに限らずわが国のカメラ技術全般の向上に寄与したと
考えられる。規格が記された冊子（図 1）は薄黄色で、約 172mm×116mm の横長であり、11 頁から成っ
ていて、文字は時代を反映して手書きである。1 頁（図 2）と 2 頁には規格制定の主旨が記されており、
「写真機ガ見返リ輸出品トシテ指定セラルヽニ及ビ・・・ソノ重要性ト将来性ヲ考ヘ此ノ際輸出検査
規格ヲ制定シ制品ノ性能向上、国際的品位ト信用確保ヲ得ルノ要ヲ認メコヽニ本規格ヲ決定スル次第
ナリ。・・・生産ノ急務ヲ要スル事態ニ鑑ミ各会員会社ハ本規格ニ基キ一応自主的ニ製品検査ヲセラ
レン事ヲ希望ス。・・・」とある。この文章から輸出カメラの明るい将来と国際的信用確保の必要性
の認識などが読み取れる。規格はレンズ規格、シャッタ規格および本体規格から成っている。
4. 日本写真機検査協会の創立
終戦時に 120％であったカメラの物品税は、順次引き下げられて 1951 年 1 月から 40％になった。し
かしカメラ業界からすると、写真工業の振興のためにさらなる引き下げが必要であった。森山欽司衆
議院議員と写真機部会の幹部は偶然の切っ掛けから会合を持った(1)。森山は発起人 13 社とともに 1953
年 7 月 29 日に写真工業振興会を結成して積極的に活動し、税制の問題やニューヨークにおける Japan
Camera Information and Service Center の設置、日本写真機検査協会の設立などに尽力した。
1953 年 12 月 7 日に経済団体連合会が「光学機械の輸出振興に対する要望」を打ち出した。要望の直
接的対策の三項目に「輸出検査機関の設置助成」があり、光学機械輸出の国家的性格に鑑み、輸出検
査機構の設置および維持に要する経費を国家で助成すべきであるとの趣旨が記されていた(1)。また 12
月 24 日に通産省産業合理化審議会機械部会光学機械分科会から通産大臣に、「写真機等の輸出検査機
構の整備について」の請願が行われた。これらに基づいて日本写真機検査協会の設立が 1954 年 6 月 14
日に認可され、8 月 1 日から東京都港区芝新桜田町の物価会館の一角で同協会の検査業務が開始された。
理事長は森山で発足時の職員数は 7 人であり、8 月の検査実績は 26,473 個であった。なお 6 月 2 日に
輸出品取締法の検査品目にカメラが指定されていたので、法的に輸出カメラは検査協会の検査に合格
しなければ輸出できないことになっていた。検査協会は 1960 年 4 月に東京都千代田区一番町にビルを
新築して移転し、最盛期には約 130 人の職員が在籍して、一箇月間に約 120 万個の写真機を検査した。
その後光学製品の品質が次第に向上したので、1989 年 12 月 13 日に写真機が輸出検査の指定品目から
外された。現在、日本カメラ財団は日本カメラ博物館、JCII ライブラリーなどを運営しており、JCII
一番町ビルには、今でもカメラ映像機器工業会ほかが入居している。
5. カメラ検査規格の移り変わり
カメラ検査規格には公的規格、団体規格および社内規格があり、前二者について検討する。ここで
は一例としてシャッタの耐久性検査を取り上げた。輸出手携カメラ検査規格の規格制定の主旨には規

図1

輸出手携カメラ検査規格の表紙

図2

輸出手携カメラ検査規格の 1 頁目
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格委員会委員を各製造会社に依嘱したと記されており、シャッタ部委員長は小西六と記されている。
小西六写真工業は戦前から戦後にかけてアパスやデュラックス、コニラピッドなどのシャッタを内製
し、パールやセミパール、コニカなど自社のカメラに組み付けていた。耐久性試験の項には R・コンパ
―型の場合、最高速及び最低速にてそれぞれ 3,000 回の作動に耐えた後に、露出時間並びに効率の公
差が規定内にあるを要すとなっている。これは大変厳しい規格である。この後、輸出品取締法に基づ
いた規格による部会検査の時期、および日本写真機検査協会による検査の時期があった。
シャッタに関する JIS には JIS B 7091-1971 カメラ用シャッタ通則、JIS B 7109
JIS B 7126

-1971

-1971

フォーカルプレンシャッタ、

JIS B 7091-1981 カメラ用シャッタおよび JIS B
7091-1992 カメラ用シャッタがある。ただしこれ
らの規格は輸出カメラのみを対象にした規格で
はなく、カメラ一般を適用範囲にしている。JIS
B 7091-1981 および JIS B 7091-1992 の耐久性検
査の項目においては、「最短露出時間の目盛及
び任意の長時間目盛において各 500 回、合計
1,000 回の繰返し操作を行った後、性能に異常
がないこと」とのみ規定されており、この検査
基準は輸出手携カメラ検査規格のそれに比べて
かなり緩やかになっている。その理由は 1980 年

図4

図6

図 3 キヤノンＪⅡ

コニカ

図 5 ミニヨン 35

オリンパス 35

図 7 コニラピッドの内部機構

レンズシャッタ、
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代になるとシャッタの電子化が進んでシャッタの精度および耐久性が高くなり、多くをメーカーの自
主性に任せても問題が少なくなったからであろう。また「任意の長時間目盛において」とあるのは、
電子制御シャッタの長時間側の露出可能時間が長くなったからと考えられる。JIS B 7091-1992 では、
冒頭の適用範囲の項の備考 2 に「シャッタ性能は、カメラの価格と密接な関係にあり、許容差を規定
する場合、カメラの特徴及び性能・価格に応じて適用されるのが望ましい。したがって、この規格に
定める許容差はシャッタ性能の全般的な検査規格として規定するものではなく、撮影者に良好な撮影
結果を与えるためのシャッタ性能に対する目標値を設定するものである」と記されている。この記述
は、シャッタの設計および生産技術が十分に高くなったこととフィルムのラチチュードが広くなった
ことを意味している。この JIS はその後 21 年間改正されていなく、確認だけで現在に至っている。
6. 戦後復興期のカメラの品質に関する実験的検討
戦後復興期の二、三のカメラについてシャッタ試験を試みた。図 3 は 1946 年に生産されたとされる
キヤノン JⅡである。種々の部品が流用されており、ボデーケース前面の切欠きに薄板がねじ止めされ
ていたり、ファインダーカバーの向って前面右側下方がろう付で補修されていたりして痛々しく感じ
られる。このカメラに最新の潤滑剤を使用してメンテナンスを行い、シャッタの最高速で 3,000 回の
レリーズを繰り返したけれど、故障は起きずまた試験後の写真撮影結果も良好であった。
図 4 は 1947 年または 1948 年に生産されたと考えられるコニカであり、図 5 および図 6 は 1948 年に
生産されたミニヨン 35 とオリンパス 35 である。これらの戦後早期の 35 ミリレンズシャッタカメラの
中から初期型のコニカを選んでメンテナンス(2)を行い、輸出手携カメラ検査規格に記された露出時間
の公差に関する実験を試みた。結果は、1s から 1/250s までの 8 段階のシャッタ速度中、1/50s を除く
7 段階が公差範囲内にあった。1/500s はかなり遅かったので、シャッタの前板を開けてシャッタ機構
（図 7）を調べた。セクターがシャッタ機構に近い位置にあるので、必要にして十分な量の潤滑剤をシ
ャッタ機構に与えられないことが、1/500s の遅くなる原因の一つであると考えられた。また参照のた
めにもう一台の初期型のコニカについても実験を行ったけれど、結果は同様であった。
戦後復興期には年々工業技術が向上したので、後期型のコニカのシャッタの作動感は、初期型のそ
れに比べると明らかに良くなっている。そこでボデー番号が 56373 番でシャッタ番号が 118127 番のコ
ニカについて同様の実験を行った。1s から 1/500s までの各シャッタ速度についてそれぞれ 10 回の測
定を繰り返した平均値は、それぞれ 942ms、465ms、192ms、112ms、43.5ms、19ms、11.1ms、3.69ms、
2.73ms であり、各シャッタ速度における値のばらつきも小さかった。1/500s については少し速度が遅
くなっているけれど、他は十分に公差内にあった。なお耐久性試験として最高速と最低速においてそ
れぞれ 1,000 回のレリーズを繰り返した後にシャッタ速度値を確かめたところ、各速度値はむしろ少
し速くなっており、1/500s の値は 2.68ms であった。メンテナンス後の各部品の初期摩耗が良い状態で
進んだためと考えられた。コニカは戦後復興期における高品質のカメラの一つであるといえよう。
次にフォーカルプレンシャッタカメラの一例として、ボデー番号が 6121913 番のニコン S について
試験を行った。シャッタ幕を交換しメンテナンスを行った後、1s から 1/500s までの各シャッタ速度に
ついてそれぞれ 10 回のシャッタ速度の測定を繰り返した平均値は、それぞれ 862ms、452ms、243ms、
143ms、35.2ms、28.6ms、22.4ms、15.3ms、8.97ms、4.97ms、2.26ms であり、コニカと同様に高品質の
カメラであることが確認された。なお高品質のカメラが、他にも数多くあることはいうまでもない。
本研究にご助言をいただいた日本カメラ博物館市川泰憲運営委員に深甚の謝意を表し、光学精機工
業協会写真機部会に関係する資料の閲覧を許可されたコニカミノルタ会社に感謝します。またカメラ
技術については関東カメラサービスの協力を得たことを記して謝意を表する。
参考文献及び注
（1）日本写真機光学機器検査協会 編『世界の日本カメラ（改訂増補版）』日本写真機光学機器検査協会、
1984 年。（2）このコニカの潤滑剤には、ラウナ 40 を使用した。
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戦前の日本における鉄網コンクリートの展開について
―特許・実用新案を取得し商品化された外壁の鉄網を対象として―
田中和幸*
1. はじめに
コンクリートはセメント、粗骨材、細骨材に水を加えたもので最初は流動性がある。その為コンク
リートは組み立てられた型枠の中へ打設し、それが硬化した後に型枠を解体する。日本で鉄筋コンク
リート造の建物が明治 38 年に建設されてから今日に至るまで機械化やコンピュータ化が進んではいる
ものの、この流れに大きな変化はないと言える。
ところが最初期のコンクリート型枠は使い捨てとしていた為に、そこへお金を掛けることが無駄で
あると考えられていた。そこで川崎寛美は材料が豊富にあり安価に施工できる木造の軸組みに、型枠
を使用せずに防火性の高いコンクリートで覆う構法を考案した。
これは木造の軸組みに金網を張り付け、そこへ左官の鏝を用いてコンクリートを塗付ける鉄網コン
クリートと呼ばれていた。川崎の考案したものは川崎式鉄網コンクリートと呼ばれ、堀はその誕生背
景や意義について論考している 1)。また川崎美貴子は鉄網コンクリートを宣伝する為に商品カタログを
作成し無料で配布していた意図について論考している 2)。さらに陳は戦前の台湾で川崎式鉄網コンクリ
ートが使用されていたとする報告を行っている 3)。
このように川崎式鉄網コンクリートに着目した研究は行われてはいるものの、鉄網は川崎式以外に
もあり『左官技法壁の作り方』と『左官の知識及彫刻手引』4)では川崎式を含め六種類の鉄網が掲載さ
れている。しかし川崎式以外の鉄網についての研究は蓄積されているとは言い難く、各々の特徴も不
明である。筆者はこれまで特許・実用新案(以下、特許等とする)を取得した鉄網について発表を行っ
てきた 5)。本稿では製品化され特許等を取得した鉄網に着目し、戦前の日本において鉄網コンクリート
の塗り下地となる鉄網がどのような展開を見せたのかを考察する。方法は『建築土木資料集覧』など
に掲載された鉄網を対象とし、特許等の明細を用いて分析した。
2. 各工場で製造された鉄網
1）川崎鉄網工場
川崎鉄網工場で製造され特許等を取得した鉄
網は 4 種類ある。最初は明治 44 年に「鐡網
混凝土〈実用新案第 22053 号〉(〈

〉内は

特許等の番号を示す。以下同じ。)」の名称
で実用新案に登録された鉄網で、考案者は川
崎寛美である。その特徴は機械で鉄線を螺旋
状に加工し連続的に組み合わせた鉄網を壁面
に張付け、そこへ左官の鏝を用いてコンクリ
ートを塗りつける工法である。また川崎は
「鐡網混凝土」を活かして大正 4 年に丸形や
菱形などの形状を追加した鉄網に、補強用の
力骨を入れ鉄網が自立できるようにした「川
崎式混凝土鐡網〈特許第 26893 号〉」(図 1)
で特許を取得した。丸形は塗り材の重量があ
るコンクリートなどに対応し、菱形はタイル

図1

川崎式混凝土鉄網(丸形・菱形)

仕上げの下地やモルタルなどで塗り厚が薄い場合に対応したものである。
* 会員

東海大学 BXL05336@nifty.com

図2

乙形ラスと＄形ラス
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＄形板ラス(図 2 下)は大正 10 年に「八田式螺旋『ラス』〈実用新案特許 59435 号〉」の名称で実用新
案に登録された。この特徴は穴の空いた板に螺旋状の鉄線を通したもので裏板や木摺りの下地を不要
とする。両面用は板の両側に同じ幅で鉄線が突出しており真壁式の場合に有効であるとしている。片
面用は鉄網が片側へ多く突出している為に、そこに塗り付けるコンクリートが厚くても対応でき外壁
面に適したものとなっている。
乙形ラス(図 2 上)は大正 14 年に「『コンクリー
ト』鐡網〈実用新案第 95645 号〉」の名称で実用新
案に登録された。これは螺旋状の鉄線を組み合わせ
て、それが交わった部分に捻った鉄板を貫通させて
いる。この鉄板はコンクリートと均等の収縮力を保
持する為に適用されている。そして運搬を容易にす
る為に収縮可能とし、また長さを現場で簡単に調節
できる特徴がある。なお乙形ラスは＄形板ラス同じ
考案者の八田市次郎で、木摺りや裏板の下地を必要
としない点も共通している 6)。
2)東洋鉄網製造
東洋鉄網製造で製造され特許等を取得した鉄網は
2 種類ある。まず大橋式鉄網(図 3)は大正 9 年に
「壁下金網(特許第 43724 号)」の名称で特許を取得
した 7)。これは波形のクリンプ金網を直交させたも
のに螺旋状の金網を絡ませたものである。前述の
「川崎式混凝土鐡網」は力骨で鉄網を支えていたが、
力骨は他の鉄線よりも太い為に力の掛かり方が均等
にならず塗り籠めたコンクリートに亀裂が生じ易か
った。大橋式鉄網は鉄線の太さを同じとし組み方を
変えることで全体の強度を保っている。また、鉄網

図3

大橋式鉄網

図4

東洋式鉄網

はコンクリートで完全に覆い隠さないと酸化して錆
びが発生する。「川崎式混凝土鐡網」は、下地に接
触する部分が多く鉄網が露出する割合が多くなるが
「壁下金網」の直交するクリンプ金網は螺旋の中に
組まれる為にその問題を解決している。
次の東洋式鉄網(図 4)は大正 14 年に「『コンクリ
ート』用金網〈実用新案第大 14-16263 号〉」の名
称で実用新案を受けている。これは直交するクリン
プ金網に断面が台形の形をした細い鉄板を組み合わ
せているので、全体の断面形状は六角形である。ま
た複雑な形状をしている鉄網は製造上手間が掛かり
販売価格の上昇につながった。また複雑な形状であ
るが故にコンクリートが裏面まで完全に充填できな
い欠点を有していた。この考案では形状を容易なも
のとし、クリンプ金網を動き難くし塗り籠めたコン
クリートの中央にセットさせることで、施工性と鉄
網の耐久性を向上させている。前者の大橋式金網

図 5 新案特許第六六二五三号長作式コンクリート用鐡網と新
案特許第九一七三八号長作式コンクリート鐡網
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は大橋富太郎による考案で、後者の東洋式鉄網は飯塚政太による考案である。
3）長作工場
長作工場で製造され特許等を取得した鉄網は 2 種類ある。最初の新案特許第六六二五三號長作式コ
ンクリート用鐡網(以下、長作第 66253 号とする)(図 5 左)は大正 11 年に「金網〈実用新案第 66253
号〉」の名称で実用新案に登録された。この形状は楕円と菱形を組み合わせた断面を有する螺旋状の
鉄線を編み合わせ、それが交差する部分にまっすぐな鉄丸棒を挿入している。交差する部分の断面に
角を設けることで、角が無い円形断面とは異なり金網が交差する部分がはっきりし、鉄丸棒によって
鉄網が動かない様になっている。
次は新案特許第九一七三八號長作式コンクリート用鐡網(以下、長作第 91738 号とする) (図 5 右)で
大正 13 年に「金網〈実用新案第大正 14-15906 号〉」の名称で実用新案に登録された。これは新案特
許第六六二五三號長作式コンクリート用鐡網と比較すると真直ぐな鉄丸棒が無くなっている。これは
鉄網を補強する為には非常に有効であるが、鉄丸棒によってコンクリートを裏側まで完全に塗り籠め
ることが出来ない欠点を有していたことによる。なお両者の鉄網ともに吉田長作の考案による。
4）東興鉄網製作所
東興鐡網製作所で製造され特許等を取得した鉄網は 2 種類ある。最初は東興ダブル式鉄網(図 6 右)
で大正 15 年に「『コンクリート』補強用金網〈実用新案第大 15-31440 号〉」の名称で実用新案に登
録された。鉄網は前述の通り酸化による腐食に加え、温度変化によって伸縮の影響を受けてコンクリ
ートに亀裂が生じる。東興ダブル式鉄網はクリンプ金網をニ重にすることで下地に接する面が酸化し
ても残りは完全に塗り籠められる為に酸化せずに強度を維持させ、温度変化による鉄網の伸縮が起き
にくい形状となっている。さらに山形の金網を併用することで鉄網全体の強度を確保している。
次の東興シングル式鉄網(図 6 左)は
昭和 3 年に「『コンクリート』補強用
織金網〈実用新案第 3-7309 号〉」の
名称で実用新案に登録された。これは
直交する波形のクリンプ鉄線と山形の
鉄線が別々になっている。その為山形
の鉄線を下地と固定することで、直交
しているクリンプ曲線は完全にコンク
リートに埋まる。さらに継ぎ目は鉄網
と鉄網が重なる為にコンクリートが完
全に塗り籠めることが難しいことに加
え、亀裂が生じやすくなる。鉄網の形
状を簡素化することでコンクリートに
亀裂が生じさせないように工夫されて

図6

東興シングル式鉄網と東興ダブル式鉄網

いる。
3. 特許等期限後の鉄網
特許等を取得した鉄網は一定期間の権利を独占することが許されていたが、期限後は多くの工場で
鉄網が製造されて行った。ここでは、本稿で対象とした鉄網が特許等の期限が切れた後に製造を開始
した工場を『建築土木資料集覧』より抽出した。その結果、長作第 66253 号は田村商会より「タムラ
ワイヤーラス甲形鉄網」の名称で製造された。川崎式混凝土鉄網丸形においては東洋鉄網製造をはじ
め、合計で六箇所の工場で製造されていたことが確認できた(表 1)。
川崎式鉄網コンクリートの鉄網は幾つか問題を抱えており、それらを改善させた新しい鉄網が考案
され製造されていったが、特許期限後に製造された鉄網の多くは川崎式混凝土鉄網丸形であった。そ
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れは新しく考案された鉄網の効果が実際にはあまり得られなかったことを示していると考えられる。
また、川崎式混凝土鉄網丸形は円形断面の螺旋を連続させて組み合わせた単純なものであり、施工上
の問題点があったにせよ製造工程が単純であったことが他の工場で製造されるようになったと言える。
とりわけ関東大震災以降の東京では住宅不足の早期解消と防火建築の普及から木造軸組みの鉄網コ
ンクリートが多く建設されて行った。その結果、手間の掛かる工法よりも簡単にできるものが好まれ
たと推測されるが、簡単に鉄網コンクリートの建物が建設できるようになったことで、それまできち
んと施工されてきた鉄網コンクリートの建物で手抜き工事が頻発するようになる。実際に関東大震災
以降の東京では、この構法で建設された多くの住宅が手抜き工事によって外壁の落下が頻発している
ことを新聞紙上で警告している 8)。また、このような背景に加え、戦局への対応から徐々に金属の使用
が制限されるようになったことで、次第に鉄網コンクリートは使用されなくなり、その存在が忘れ去
られていったと言える。
表1

特許等を取得した鉄網とその製造工場
川崎式混凝
土鉄網丸形

乙形ラス

＄形ラス

川崎鉄網工場

特許等

特許等

特許等

東洋鉄網製造

○

大橋式
鉄網

東洋
式鉄網

特許等

特許等

長作工場
東興鉄網製作所

○

雪本金網営業所

○

田村商会

○

日本ラス工業所

○

押谷工業所

○

長作第
66253 号

長作第
91738 号

特許等

特許等

東興シング
ル式鉄網

東興ダブ
ル式鉄網

特許等

特許等

○

上段は特許等を取得した鉄網の名称、左端は鉄網を製造していた工場の名称を示す。特許等を取得して鉄網を製造していた箇所に
は網掛けで「特許等」と特許期限後に製造された鉄網には「○」を記した。

4. まとめ
鉄網コンクリートは木造建築の防火性能を向上させることができたが、その構法自体には無理があ
ったとのではないかと考えられる。しかし、町場の大工などが簡単に鉄網コンクリートの住宅などを
建設するようになったことで、震災前はまだ珍しかったコンクリートを建築とはあまり関係のない一
般の人々にも身近な存在にしていった可能性が指摘できよう。
【図版出典】
図 1・2・6『建築土木資料集覧』1931、図 4『シーエスラスと長作式金網』1929、図 3・5『建築土木資料集
覧』1939
【注】
1)堀勇良『日本における鉄筋コンクリート建築成立過程の構造技術史的研究』東京大学博士論文、1981。
2)川崎美貴子『大正期における建築生産と広報-広報誌『川崎画報』分析と通して-』早稲田大学修士論文、
2011。
3) 陳正哲「台湾土地建物株式会社－日本植民地時代の都市建設組織の研究－」『日本建築学会関東支部研
究報告集』2002.2、pp.561-564 他。
4)森規矩郎『左官技法壁の作り方』東学社、1935。中西由造『左官の知識及彫刻手引』吉田工務所、1930。
5)拙稿「木骨コンクリート造建築のラスに関する研究～戦前の日本における特許と実用新案を対象として～」
日本建築学会関東支部研究報告集、2011.3、pp.717-720 他。
6)八田市二郎は八田製作所で特許等を取得した鉄網を製造していたが、川崎鉄網工場に権利を売却した可能
性がある。
7)この発明は登録実用新案第 48073 号「壁下金網」の権利を利用したことが明細書に記載されているが、そ
の当時は東洋鉄網工場が創業前であった為に本稿では対象としていない。
8)昭和 8 年 9 月 30 日の東京朝日新聞に「震災後急造した木骨洋館の危機」と言うタイトルで、外壁が倒壊
する事故が多発していることを警告している。

日本産業技術史学会 第 29 回年会(2013)講演要旨 7-1

櫨・木蝋産業に関わる文献の分野別目録年表の作成
大石道義*
１．目的と考慮点
櫨・木蝋の価値の社会的啓発や、櫨・木蝋産業の再生や諸研究を考えたり推進していく上での資料
として文献目録を分野別に整理し、時系列にまとめた。作成にあたり考慮したことは次の三点である。
1）分野系統別に整理することで、分野ごとの文献取扱い上の濃淡つまりは研究や諸取り組みの状況が
窺い知れるようにし、考察の一助にしようとした。研究や諸取り組みの欠落・希薄分野が明らかにな
り、かつ、分野間の連携や総合的視点・社会的視点の大切さの認識につながることを意図した。
2）同様に時系列に整理することで、「過去・現在・未来」的な観点・検討・反省・温故創新を促すこ
とにつながることを意図した。
3）「窮民夜光の珠」（1747）、「農人錦乃囊」（1750）、「農家益」（1802～）という絶妙な先覚者
達による櫨栽培手引き書ネーミングにも込められていると言える。その名実ともに備わったポテンシ
ャルを総合的に豊かに引き出し「地域益・地球益」に誘導・昇華させていけるよう、つとめて多様な
局面からリソースフルに文献を収集する。
ちなみに櫨・木蝋産業と関連深い地域の市町村史等では、その郷土史的な視点での記述がよくなさ
れている。（ex:鹿児島懸史【1940】、大根占町誌史【1971】、根占郷土誌【1974】、垂水市史上巻
【1974】、桜島郷土史【1988】）が、本報では、この面では、十分な取り組み取扱いを行っていない。
また、分野分けを試みているが、複数分野に及ぶ文献も多い。尚、本年表は文献１において 2005 年 5
月を最新時点として発表したものである。
2. 調査の結果と考察
文献数についての調査結果は表－２に示す通りであった。
1) 206 点の資料の内訳は――農学・農業分野（72 点 35.0%）工商・経営分野（62 点 30.0%）総論・
歴史分野（72 点 35.0%）で、３分野はほぼ同数的であった。
2) 江戸期の栽培。営農手引き系の主文献として、高橋善蔵著「窮民夜光の珠」（1747 年）竹下武兵
衛著「農人錦乃囊」（1750 年）、大蔵永常著「農家益／前編・後編・続編」（1802・1810・1854
年）があげられる。これらは、櫨・木蝋産業の合理性・有利性を適切に評価し、農民の福益の実現
も合わせ込めた啓発の古典として評価できる。
3) 農林作物としてみた場合、研究は多くはないと思われる。米・麦農業、果樹・花卉園芸、杉・桧林
業といった基幹作物ではないことを反映していると思われる。
4) 櫨は紅葉美等の審美性を備えていることからか美術・文芸に関する文献が比較的多い。

* 会員、西日本短期大学

oishi@nishitan.ac.jp
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表-１「櫨・木蝋産業」文献分野別目録年表
（抜粋/農学・農業分野: 植物学・栽培・営農手引き系）
１．江戸期および以前（～1868）
1564
1747

土居水也:親民鑑月集（土居清良記巻７）
高橋善蔵:窮民夜光の珠

1750
1792

竹下武兵衛:農人錦乃囊
稲塚和右衛門:木実方秘伝書

1802

大蔵永常:農家益前編

1810

大蔵永常:農家益後編

1804‐18

井口亦八:農家業状筆録

1818‐30
佐々木源三兵衛:積塵邦語
1829
佐藤信淵:草木六部耕種法
1840
上田俊荘:櫨徳分並仕立方年々試書
1854
大蔵永常:農家益続編
1859

大蔵永常:広益国産考全８巻成る

1860

上田俊荘:櫨育口伝百ヶ条

２．明治時代（1868～1911）
1884

大国三郎:櫨樹の培養

1886

藤田克三:櫨樹苗育成の新法

1888

江崎政忠:櫨樹害虫駆除法

1889

山口修造:黄櫨樹栽培概説

1908

渡辺全:櫨樹の栽培に就いて

山林, 29

渡辺全:櫨樹栽培に就いて

山林, 53
山林, 77
山林, 310
山林, 312

３．昭和:戦前時代（1926～1945）
1932

栽枦講習会, 600

４．昭和:戦後時代（1945～1964）
1948

野田製蝋株式会社:櫨樹栽培法

1949

福岡県林試:櫨の栽培について

1951

仲田義則:ハゼ種実の発芽促進

山林,803

伊藤:林業技術シリーズ第 22 集 特殊林産物の需給と栽培 需給編,
林野庁指導部研究普及課
林業技術シリーズ第 30 集 特殊林産物の需給と栽培 栽培収穫編,
林野庁指導部研究普及課
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５．昭和 40 年代以降 （1965～1988）
1969 上原敬二:はぜのきの頂,樹木大図説 有明書房
1976 全国特殊林産振興会監修,特用林産ハンドブック 地球社
渡辺行夫:櫨生うる里,家の光協会
1979 苅住昇:樹木根系図説 誠文堂新社
1980 中島康博:ハゼの頂 林業改良普及双書 75「特用樹種の仕立て方と流通」 倉本益次郎編
1986 池田浩一:手のかからない栽培で木蝋生産を多様化する、山村を活かすデザイン集 創
文
1987 池田浩一:「ハゼ」連載特産情報 87,01～87,12 特用林産振興会
1988 山手廣太:木ロウ生産とハゼ栽培･歴史と展望、ハゼの育種と優良個体の選抜、変わるハ
ゼ栽培
ハゼの組織培養と今後の課題 特産情報 8808～8810 特用林産振興会

６．平成時代 （1989～）
1989 大石道義:「地球儀と水車と櫨」から/八女で見つけた日本一!? 八女青年会議所
林野庁:昭和 63 年度特用林産物需給動向委託調査（樹実類）
林野庁特用林産対策室:特用林産の現状
1990 池田浩一:ハゼ,林業技術ハンドブック,全国林業技術改良普及協会
1991 一戸町教育委員会:岩手県北部のうるしろう
日本特用林産振興会:特用林産物の流通に関する報告 ―ハゼ・木蝋―
西村慶二:ハゼノキノ育種１ 金のなるハゼノキ,暖帯林 437 号（夏季号）
1992 西村慶二:ハゼノキノ育種２ 育種によって甦るハゼノキ栽培,暖帯林 438 号（冬季号）
内子町町並み保存対策課、内子町産業振興課:ハゼノキノルネッサンス
平成３年度伝統工芸品原材料生産技術継承事業
福岡県・福岡県特用林産振興会:ハゼと木蝋
1993 内子町町並み保存対課、内子町産業振興課:ハゼノキ今昔物語 ―再ハゼトピアへの道
―
1996 大石道義:櫨による工場造園の提案
―郷土産業・景観の再生を目指した生産的緑化― グリーン・エージ 第 206 号
日本緑化センター
1997 大石道義:八女平野の櫨古木群の再生 環境緑化新聞,1/1 付け
2000 大石道義:雲龍・不知火と櫨の再生 環境緑化新聞,1/1 付け
2002 大石道義:九州高速自動車道久留米・八女付近法面における生産的緑化企図の櫨植栽
―高速道路を逆手に活かした郷土景観の再生― 道路と自然 117 号 道路緑化保全協会

※この他に、農学・農業分野/研究報告系（25 件）、工商・経営分野（62 件）、総論・歴史分野
（72 件）を収録。
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表-２ 分野別・時期別文献資料件数
(Ⅲ)
総論・歴史分野

資料数

内容

(Ⅱ)
工商・経営分野

時間 年(数

(Ⅰ)
農学・農業分野

類型

研究報
告系

化学・製造加
工・マネージメン
ト・政策系

文化・生活・市
民運動他

①江戸期及び以前
(～1868)

13

―

―

―

―

13

②明治時代
(1868～1911)

6

―

4

2

43

12

③大正時代
(1912～1925)

―

―

1

1

13

2

④昭和：戦前
(1926～1945)

1

2

16

10

19

29

⑤昭和：戦後
(1945～1964)

4

6

1

12

19

23

⑥昭和 40 年代以降
(1965～1988)

8

7

17

26

23

58

⑦平成時代
(1989～)

15

10

23

21

26

69

47

25

22.8%

12.2%

62
30.0%

72
35.0%

―

206

時期

(計)
72

)

植物学・
栽培・営
農手引き
系

35.0%

３．文献
1).
2).

日本木蝋商工業協同組合編集 「未来を拓く産業としての＜木蝋＞
―生命系産業が石油系産業を超える日」 日本特用林振興会（2005.5）
内子町町並み保存対策課・内子町産業振興課編:ハゼノキノルネッサンス（1992）
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櫨・木蝋産業の再生に関する取り組み ―九州新幹線軌道高架下での櫨の植栽の検討―
大石道義*
１．はじめに―――
筆者は、2012 年 6 月に日本産業技術史学会において、「大蔵永常著『農家益』から着想した九州高
速自動車道路法面植櫨と九州新幹線軌道高架下植櫨の構想」を発表したが、本報は、其の新幹線軌道
高架下植櫨の実現に向けて現地調査・考察したことの報告である。
2．植栽地の基本選定
1－1．

空間の規模・基本地盤・土壌・陽光・水分の面から

将来、成木の幹枝が側道や隣接空間に溢れすぎないような３次元的スペースの余裕をもつこと。
基本的に現地盤が土であり、舗装されず裸地であること。
櫨は基本的に陽樹であるので、陽光地空間であること。直射日光の照射時間が限られていても、明
るい空間であること。
土壌水分が確保可能であること。
上記の条件のうち、１）、３）については、充足する所・区域・区間は多いと見受けられる。２）
についても、準じて、多いと見受けられる。
最も充足困難な条件は、４）の土壌水分の確保である。盛土型軌道における盛土法面への植栽であ
れば、天井無しで雨水が得られるが、高架軌道下においては軌道が天井体となるので、基本的には困
難である。その解決のための技術面での創意工夫が必要となってくる。
1－2．

土壌水分確保を意識した植栽地の選定

基本的に軌道基礎地盤が沿線一帯の地盤と同一レベルか、低い地盤となっていること。
軌道路盤（天井部）までの高さ（橋脚の高さ）が高く、高架下内部までの雨の降り込みが見込める
区域や区間であること。
土壌条件に関して前述したように、制草目的での舗装は、基本的になされていなくて、雨水が地中
へ透水する裸地面が大部分である区域・区間であること。
軌道路盤からの雨水排水の垂直桶が橋脚に施されていること。又、排水路への U 字溝施設が施され
ている区域・区間であること。これは、軌道面の降雨が効率よく集水（排水）される施設を灌水施設
（仕掛け）に転用しようという考えによるものである。
橋脚駆体の類型として各種見受けられるが、基本的には軌道両脇に個別の橋脚（二脚）の場合が、
幅広くて T 字型の一脚体より空間の遮断性が少なく、雨の降り込みの偏りが少なく適していると思わ
れる。
1－3．

土壌水分確保を意図した植栽位置と本数

水分確保を基本的に自然降水に依存せざるを得ない場合、基本的に 1～2 本を降り込みの見込める敷
地外縁部近くに植栽する。ただし、降り込み量の多く見込める橋脚の極めて高い地域に限られ、水分
保留の工夫が求められる。
水分確保が路盤排水の有効活用等で十分果たされる場合
敷地及び軌道施設体幅が狭い場合は、やや中央よりの位置に植栽する。（真中央部への植栽は受光の
面も含めて考慮する。）
① 敷地及び軌道施設体幅が狭い場合は、やや中央よりの位置に植栽する。（真中央部への植栽は受光
の面も含めて考慮する。）
* 会員、西日本短期大学

oishi@nishitan.ac.jp
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②

敷地及び軌道施設体幅が広い場合は、雨の降り込みや受光の条件も考慮して、両側外縁部付近に 1
本、或いは～2 本を互の目状に配植する。

1－4．

軌道路盤雨水資源活用の灌水

1). 排水管と灌水管の接続延伸/
天井部からの排水管と、例えば自在性のあるゴムホース状パイプ類（長さ：2m 内外）とつなぎ、
植栽した櫨の地面に灌水（導水・冠水・貯溜・排水）させる。
櫨の植栽地盤は平坦かやや低目にして、雨中・雨後の一定時間に冠水・貯溜・浸水させ、余水は
既設の U 字溝にして接続して排水させる方法である。
2). 既設 U 字溝一部切除による低平植栽地盤との連続化による灌水
既設の横方向の U 字溝を一部加工して、灌水系統を築く方法である。次に一例を示す。
①

横方向の U 字溝の T 字交接部に U 字溝深さの 4/5 程度の水止め堰体を設ける。

②

横方向の U 字溝の約 2m 位、壁体 3/5 位で切削し、それより低く仕立てた植栽地盤に自然導水させ、
余水は既設の U 字溝に排水させる方法である。U 字溝の切削は、植栽位置や本数により、位置や
長さや深さ、数は考慮する。

3．水分保溜への工夫
1). 植栽地盤にクローバー（まめ科）を播種し、草生によるマルチング（グランドカバー：地被）を
施し、他の複合的効用も誘引する形で地表面からの水分蒸発を防ぐ。
①

雨水導水・灌水に伴なう地表面の土砂の流出移動を防ぎ、植栽地盤の安定化を図る。

②

空中窒素の地中固定化作用による植栽地盤土壌の肥沃化を図る。

③

養蜂業者と連携し、蜜源植物としてのクローバーを採蜜に活用する。

④

一般通念的には、空地でマイナーで美的イメージに乏しかった高架下面をクローバー園として整
備する。秋には櫨紅葉の紅と地面のエバー・グリーン（クローバー）が対比的に映えて美しく景
をなす。

2).

将来的には、櫨下地地表部で兼作する菜園（市民農園）経営導入の可能性も追求する。この場
合には、菜園用に雨水排水を溜めておく専用の雨水タンクやポンドの設置が考え、作物・櫨合わ
せての灌水をめざす。

4．実地パターン的事例考察
1). JR 在来線と新幹線並走の場合
①

植栽条件的に JR 線路との境界部は、高架施設天井部の外縁辺りとなり、直接降雨水の確保が可能
な所であり、路面集排水の活用施設を施すことなく、植栽が可能な可能性をもつ。

②

この場合、植栽機能面においては在来 JR 線列車の並木的役割を果たすこととなり、景観軸の形成、
車窓景観の形成、路線の減音効果等が期待できる。

2).
①

側道が、隣接並走している場合
道路敷地での植栽ではないが、結果的には側道の並木を形成・演出することとなり、一帯は住民
にとっても、ドライバーにとっても、魅力的な存在となり得る。

3). 高架施設が極めて高い場合
①

植栽条件的に雨の降り込みは多く、櫨生長は見込める。。

②

巨大的・人工的構造物のもたらす景観的インパクトにより、地域景観や地域のイメージが極めて
無機的殺風景なところを、落葉広葉樹で自然樹形で喬木の櫨の生長が調和景観化を果たしてくれ
る。

5．高架下における櫨の植栽が望ましいと思われるシチュエイション
1).
①

住環境向上面から推奨できる場合
軌道施設周辺に建設施設類が建て込み、圧迫感が強く殺風景な場所。
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②

軌道脇に景観や騒音等の面で、ディスアメニティの物が所在している場所。

2).

環境補償面や田園景観維持の面から求められる場合

①

台地部等（山間部）において、鳥類などの棲息環境遮断性の強い区間。

②

平坦田園地帯等における地域分断性の軽減や景観美の維持創造が求められる区間。

6．調査検討の事例地
福岡県久留米市・筑後市域に所在する新幹線駅の久留米駅から新船小屋駅の、区間約 17Km を主なる
事例区間として、視察・考察したものである。
当区間は、筑後平野の南部（久留米市・筑後市）を在来の JR 線とほぼ隣接して南北に並走する路線
である。（JR 線：久留米駅―荒木駅―西牟田駅―羽犬塚駅―船小屋駅）
JR 久留米駅―荒木駅区間は主として、住宅地の中を走り、荒木駅―船小屋駅区間は概して平野部の
田園地帯と言える。西牟田駅付近は台地状地形を含む。
基本的には櫨植栽の盛んであった筑後平野の西方の田園地帯を縦走しているので、路線は視対象と
してパースペクティブにもよく視認される。日本有数規模の櫨畑（筑後市蔵数）の隣接地を駆ける。
又、JR・新幹線とこの区間において、概略並走する九州縦貫高速自動車道路法面（八女市一帯）にお
いては、本稿と同じ生産的緑化の考え方で櫨が植栽されている。
7．おわりに――――
1.

今後は、実際の現場に条件別の試験植栽を行ない、調査確認提案してきている技法及びその他、
必要な要件を確認していく必要がある。
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写真‐１
二本橋脚と軌道路盤の集排水系統の状況。集排水を植
栽櫨への灌水・地域の水害防止の一挙両得に役立て
る。

写真‐2
構築的で高い橋脚の下は天の降り込みも多く植栽可
能。
沿線の緑との一体化や景観調和にも役立つ。

写真‐3
軌道路盤雨水の排水管と排水 U 字溝。
（植栽櫨への灌水への連結部分/排水を灌水へ転用）

写真‐4
側道並走の場合、高架下の櫨植栽は並木を提供し、魅
力的な道路環境づくりに役立つ。。

写真‐5
集排水系統の状況。鹿児島本線と並走する境界部空間
は降雨得やすく、ここでの櫨列殖は、景観向上に役立
つ。

写真‐6
久大本線との近接部（在来線では実現し難い生産的
緑化のポテンシャル及び効用が新幹線の構造から窺
える）

「水車・櫨並木・古民家」保存活動研究家
香月徳男旧居「香櫨亭」の保存活用に関する基礎的考察
大石道義
１．香櫨亭の沿革と概要
1－1．香月徳男の活動拠点としての香櫨亭
香櫨亭は、久留米市山本町豊田に所在する福岡県文化財の櫨並木の一画に存在する。水車・古民家・
櫨並木の保存活動に関して西日本文化賞を受賞した香月徳男（1927－2006）が幼少期より過ごしてきた
住居であって、
「香櫨亭」とは香月が名付け、看板を掲げていたものである。
（写‐1）
「香櫨亭」は、香櫨
亭セミナーなど、暮らし様や自然などに関する当時としては先進的なテーマについての市民勉強会の会
場、諸活動＝人物往来の場となっていた屋敷であった。晩年の 10 年間程には、櫨並木が紅葉して美し
い秋季限定で喫茶店を開いていた建物である。明治期前後の建築と以後の増改築による建造物と推測さ
れる藁葺きの一戸建てである。
（写‐2）
約 1.5km の櫨並木の一画にあって、日本の古民家の風情をもち一帯の田園環境とあいまって日本の原
風景をなし、個人の住居でありながら多くのカメラマン達の当域における定番的撮影対象となってきた。
1－2．香月徳男のライフワークと資料
香月徳男は、前述したように一市民の立場から、ライフワークとして朝倉市の重連水車群（1990 年国
史跡指定）や浮羽地方の古民家群、久留米市の櫨並木の保存に尽力した人である。時代先取り的に、当
時としては認識され難かったそれらの文化財価値を高く評価していた人であった。
日本産業考古学会より、産業考古学保存功労賞（1991 年）、西日本新聞より西日本文化賞（2003 年）
を受賞した。文学的才覚を有し、久留米連合文化会（短歌部）に所属して、櫨・水車・古民家のテーマ
を含む多くの秀歌を詠じてきている。人生を通して「水車・櫨並木・古民家・文学・写真」に分類され
るライフワークに関わる資料群を残してきている。
2．香櫨亭の現況
香櫨亭は、現在、香月家により管理されてきている。
敷地は、約 200 坪でその中に母屋（藁葺一階建ての約 60 坪）、倉庫棟（スレート葺二階建て）
、五右
衛門風呂棟などを含む。その他に、畑地と空きスペースを含む。敷地は耳納山系の北麓地にあって、西
側は道路、北側は水田、南・東側は柿園に囲まれており、東西約 40m 南北約 20m の不定形状である。微
高地に在り、北方面は筑後川を抱く筑後平野を低平に俯瞰する形となる。南方面は、郷土輩出明治期の
画家である青木繁ゆかりのけしけし山も含み「屏風山」とも別称される屏風状の山腹面を仰ぎ見る形と
なる。建築内部は、香月家が居住していたわけで一般的な居住空間・間取りとなっている。
敷地の西側を水路（幅約 2m）が南から北へ暗渠的に流下しており、この水流を活かして道路端の玄関
部には直径約 3m の水車を据え米搗きに稼動させシンボリックな景を醸成していたが、現在は撤去され
ている。現在も往時の趣きある「香櫨亭」の木製看板が掲げられていて、香月徳男らしい世界と風情が
感じられる。敷地内には櫨の成木（幹径 約 45cm、樹高 約 10m、枝張り約 10m）や樟が生長してきてい
る。

* 会員、西日本短期大学

oishi@nishitan.ac.jp

3．保存活用の対象と香櫨亭の存続の必要性
香月徳男の事跡として保存活用するべき対象は大きく、①香月が残した資料（古民家・水車・櫨・文
学・写真・古民具に関する）、②香月の棲家で社会活動の拠点ともしていた「香櫨亭」の二つである。
両者の一体的保存活用が最も望まれるが、本編では主として後者について考える。
3‐1．香櫨亭の存続の必要性
香櫨亭は、①風情ある古民家であること、②香月徳男という草の根的な一般市民で稀有な人物が終の
棲家として住み続けた屋敷ということ、③香月が「香櫨亭」という名を付け、香櫨亭セミナー、香櫨亭
通信（誌）などの意義ある活動を行なった社会的存在であったこと、④江戸期以来の櫨並木の脇に在り、
人々の心象風景として一体的にあること、の四点において意義深い。香月家によって、建築外廻りも維
持管理されてきていたが、現在は常時人が住んでいないこともあって十分にはなされていない状況にあ
る。香月在住の頃の状況を存続させることは、ランドマーク的な香櫨亭と長い帯状の櫨並木のいわば「図
と地」関係での生き生きとした一体的保存の面からも歴史的連続性の確保の面からも重要と言える。
3‐2．存続を保つために必要な事・体制―価値を産み出す体制
存続のためには、香櫨亭が、香櫨亭の歴史や内容を基本とした（社会的価値・文化的価値及び経済的
価値）を産み出し社会に発信し続けていく体制が必要である。
4．「香櫨亭」保存活用の体制
4‐1．保存活用の実施主体
保存活用の実施主体候補としては、①個人（家族）による、②自治体による、③住民参画・住民参加
による、④その他、が考えられる。
4‐2．個人による保存活用
現時点における状況からは、個人としての家族による、①資料及び、②香櫨亭の保存活用は、たやす
いことではないと推測される。
保存活用に対して理解と企画力・実践力・運営力・資金力をもつ第 3 者的個人か団体が、単体或いは
複数求められる。2012 年より、香月徳男資料保存研究会（会長：池森寛，顧問：秀村選三）では、検討
始めているものの、現時点では十分な成果を果たし得ていない。今後も、調査検討を続ける必要がある。
4‐3．地域特質・ポテンシャルを生かした住民参画・住民参加による保存活用
1). 地域特質・ポテンシャルの検討
香櫨亭は、久留米市東方耳納山系地ろく山際部に所在するが、地域ぐるみでの保存活用を考えるにあ
たり、関連性をもつ地域的特質・ポテンシャルとして次のことがあげられる。
①

香櫨亭は、福岡県文化財指定の櫨並木に接しての建物屋敷である。

②

半径 500m 圏内に、県文化財「櫨並木」をはじめ、福岡県の林業研究施設、緑花センター（40 軒程
の緑花販売店の集合施設）、植木市場、生花市場、久留米みちの駅などが集中的に所在し、造林・
造園・園芸産業活動や研究活動が集積的に行なわれているエリアに位置する。

③

久留米市域には、造園・園芸系の教育機関として、①福岡県立高校の環境緑地科、②職業訓練校に
おける造園関連系課程などが機能している。

④

同様に久留米市域には、建築系教育機関として、複数の大学や高専、公立・私立高校において、建
築系学科が機能してきている。

⑤

同様に久留米市域には、産業経済系の学部学科の大学が所在する。また、地域を福岡県内まで広げ
てみると、民具などの分野に関連する大学・学科のポテンシャルを見い出せる。

2). 住民参画・住民参加のしくみづくり
個人家族や行政による保存活用が困難とすれば、複数の個人や学校・機関・団体等の連合による運営
組織が求められる。
その面でも、前述した地域特質・ポテンシャルを複合的に反映し、保存活用のしくみづくりに活かす
ことは地域づくりの面からも有効と思われる。
5．「ミュージアムガーデン＆ギャラリーカフェ」の基本的構想と年間企画
「香櫨亭」の建物及び建物回りの円滑な保存活用に向けて整備すべき要件価値として、次がある。
①今日的魅力・生活文化再創造的価値（文化力・温故創新性）
②運営（しくみ・資金・人手）
このローコスト・ハイクオリティの要件整備にためには、「ミュージアムガーデン＆カフェギャラリ
ー」の考え方が基本的に有効である。日本の四季や伝統行事を取り込んだ年間企画も含め、「教育・福
祉・伝統・文化」の融合的価値創造、即ち包括的地域づくりの実践場をめざす。
1). ミュージアムガーデン
香月は、生前に建物廻りに水車の部材などを、展示とストックを兼ねて軒下などにレイアウトして、
野外ミュージアム的雰囲気を醸成していた。が、応用を考える。
外廻りは、単なる植えつぶしの緑地ではなく、香月のライフワーク「水車・櫨・古民家・古民具・文
学・写真」を勘案したり、生前の香月の外廻りでの暮らし様の復元を取り入れた企画的テーマガーデン
やミュージアム性を包括したガーデンとするなどの基本方針を考える。
また、そのためには、前述した地元ポテンシャルとしての造園・園芸系の学校教育との連携を企図す
る。
「造園創造と管理」の学外における教育実習地として位置づけ、両者の互恵関係を工夫創造する。
2). ギャラリーカフェ
香月が生前に喫茶店を営んだ季節限定カフェを参考に、後述するように営む。キャンドルナイト（6・
12 月）
、ケシケシ祭り（青木繁命日：3 月）、七夕の夕べ（7 月）、月見の会（9 月)、櫨祭り（11 月）、フ
ァラデーろうそくの科学クリスマス講義（12 月）といった年間暦を勘案する。
6．建物廻り空間の創造管理

―外廻り空間が造園であり当地が造園産業地であることからの発想―

屋敷内の建物以外の外廻り空間の創造整備は、造園の分野・職能である。このことと地元の住民参画・
住民参加による管理活用を結び付ける試案を前述の基本的構想を踏まえて示す。
1).

ミュージアムガーデンの基本デザイン

香月が生前、「屋根裏博物館」や軒下などへの博物館資料材のレイアウト等を行なっていたように、
外廻り空間にミュージアム性やテーマ性をもたせる造園の提案である。
2).

地元における学校教育・専門教育・社会教育・地域福祉との連携

地元の関連の学校や教室、団体、企業、福祉施設・幼稚園・保育園などに呼びかけ、設計や施工・マ
ネイジメントなどにボランティア参画・参加或いは活用してもらうことも含めるものである。
特に前述したように、当地域の伝統的地場産業としての植木生産流通・造園・園芸業の発達を背景と
して行なわれてきている造園教育系学校の実習現場として「香櫨亭」を位置づけることも一案である。
外廻り空間における「香櫨亭」のアイデンティティづくりや「日本の原風景づくり」、「季節ガーデン」
といったテーマ設定での造園デザインや施工、マネイジメント（維持管理及び運営管理）などにおける
学外貢献を包括したカリキュラム編成が考えられる。
3).

ローコスト及び複合的価値創造の庭園・菜園の運営

元々、香月夫妻が営んでいた菜園は貸し菜園として活用を図る。野菜・草花・香草・薬草・工芸用植
物などが栽培品目として考えられるが、園芸福祉や環境学習・三世代交流などとの融合を図ることとな
り、複合的な価値の創造となる。これら一連の全体的な営みはプロデューサー監理のもとに行ない、造
園系の学校や企業に地域交流を含む教育や会社 PR を兼ねて参画してもらい相互互恵をめざすことで、
創造・管理のローコスト・ハイクオリティをめざす。
4）．香月ヤードの提案
香月が自然石で手づくりした五右衛門風呂舎を囲むスペースを、ミュージアムガーデンの一要素とし
て次の事柄などを含む香月ヤードとしての造園的整備をめざす。
①山羊・家きん類の飼育。周囲水系でのホタルビオトープの形成。
②レンゲ・ナタネ・ソバなどの蜜源植物の栽培と、唐箕・蜂箱などの設置、サトウキビの栽培。
③古農具の展示レイアウト・古農具体験場。
④炭焼き（伏せ焼き）場。蝋さらし体験場。
⑤水車・芋車・体験踏み車の設営。
⑥正月・端宕・七夕・重陽・月見など年間季節伝統行事開催の場。
7．建物及び建物内部の保存活用運営
1).

地元における学校教育・社会教育・職業教育・福祉との連携

建築としての維持管理・研究調査の事例地・実習地として、地元の建築系学校や関連団体にプロデュ
ーサーの適切な監理のもと、位置づけてもらうことが考えられる。子ども達には建築内で日本の伝統的
な暮らしを、お年寄りには懐かしい雑巾がけなどを体験してもらったり、また、双方が交流し合うなど、
「福祉・教育」面などで、役立てていくことは、生き生きとした活用保存に直接・間接的につながる。
2).

ギャラリーカフェ・季節限定カフェの提案

建物の活用には、香月が晩年営んでいた「櫨祭り」の 11 月頃の季節限定カフェをヒントとして考え
る。また、前述したようにギャラリーカフェとして、2 つの機能を併せもたせ、活用の機会を増やす。
「建物内でギャラリーカフェ、屋外でミュージアムガーデン、地域でエコミュージアムという基本整備
方針により、香月徳男のめざした世界を営むことができる。

写‐1 香櫨亭の木製看板

写‐2 香櫨亭の母屋部の北面部
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会，2012
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江戸期における博多祇園山笠構造
―『博多祇園山笠巡行図屏風』と『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』の比較検討―
○松内紀之*、石村眞一**
1. はじめに
博多祇園山笠構造部分の変遷を調査している。江戸時代の姿を窺うために江戸時代初期の絵画史料
『博多祇園山笠巡行図屏風』（図-１）は貴重な絵画史料である。この屏風には３基のそれぞれの形態
をもつ山笠が描かれている（図-２～４）。舁き棒本数はまちまちで、舁き棒の取り付け方も横架材に
載せる方式と横架材に吊り下げる方式が混在している。江戸時代後期において、舁き棒本数と取り付
け方に関して、６本を横架材に載せる方式が定着した。しかしながら、『博多祇園山笠巡行図屏風』
を他の絵画史料と対照的にみてゆくと別の読み取り方も成り立つのではなかろうか。
本発表では、『博多祇園山笠巡行図屏風』を『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』（宝暦五年,1755 年）（図
-５）と比較することによって、再度『博多祇園山笠巡行図屏風』に描かれる山笠構造部の読み取りを
行う。
2. 研究方法
絵画史料に描かれた調査対象山笠の構造部分を読み取りながら線画でトレースする。加えて３ＤＣＧでモデリング行い読み取り形状を検証する。これらを模式図に集約し比較検討を行う。

* 会員、倉敷市立短期大学 kaeina25@yahoo.co.jp

** 会員、九州大学
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3. 調査結果
１）『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』（宝暦五年,1755 年）（図-５）の読み取り
『博多祇園山笠巡行図屏風』第二扇に描かれた山笠（図-４）は建設中を捉えた絵図である。下向き
に窪みのある横架材が描かれた事例は、博多祇園山笠については、今のところ他に見当たらない。博
多から東へ約 20km に位置する福岡県中部、筑豊地方飯塚市にある大分八幡宮が所蔵する宝暦五年
（1755 年）の絵馬には、下向きに窪みのある横架材をもつ山笠が描かれている。この山笠に舁き棒は
いかにして取り付けられていたのであろうか。もちろん窪み部分に下から嵌め込まれていたのであろ
うが、嵌め込まれた棒はいかにして支えられていたのであろうか。縄で括られていたのであろうか。
窪みのある横架材の下部、およそ棒断面直径の距離をあけて別の横架材が描かれている。この横架材
で舁き棒を下から支えていたのではないだろうか。上下の横架材で挟むことによって、舁き棒を保持
していたと考えることもできる（図-８、９）。
２）『博多祇園山笠巡行図屏風』建設中山笠（図-４）の読み取り
以上の『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』読み取りをふまえて、『博多祇園山笠巡行図屏風』第二扇建設
中の山笠と第四扇巡行中の山笠を検証してゆく。まず第二扇建設中の山笠を見てゆくと、下向きの窪
みを有する横架材の下方に別の横架材はあるが、位置的に舁き棒を支えることは不可能である。
３）『博多祇園山笠巡行図屏風』第四扇巡行中の山笠（図-３）読み取り
巡行中の山笠は、舁き棒を載せる方式であるように読み取れる。台幕にまぎれて不明瞭ではあるが、
細かく見ると、舁き棒を押さえるための下向きに穿たれた横架材を読み取ることもできる（図-11 斜線
部分）。縄の状況を見ると、両端の棒には縄が掛けられているが、内側２本には縄が掛けられていな
い。縄の状況からも、内側２本は縄以外の方法、例えば、下向きに窪みを有する横架材で押さえられ
ていたと考えることができるのではなかろうか（図-12、14）。
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４）『博多祇園山笠巡行図屏風』における山笠端部舁き棒の保持について
つぎに、両端（木構造フレーム外側）の舁き棒について、『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』と『博多祇
園山笠巡行図屏風』にみる山笠３基を比較してゆく。『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』は木構造フレーム
の内外ともに、舁き棒は描かれていない。よって、舁き棒が４つの窪みに嵌め込まれるのみの４本方
式であったのか、さらに両端に舁き棒が取り付けられる６本方式の山笠であったのかは判然としない。
しかしながら、フレーム外側へ横架材の張り出し部分が認められる。ここに舁き棒が載せられていた
可能性は高い（図-13）。一方、『博多祇園山笠巡行図屏風』に描かれる山笠３基ともに端部舁き棒付
近に横架材の突出部分を確認することはできない。横架材の突出に関しては、『大分八幡宮所蔵山笠
絵馬』と『博多祇園山笠巡行図屏風』の山笠では状況が異なっている。先に触れたように、『博多祇
園山笠巡行図屏風』第四扇巡行中山笠の両端部舁き棒には縄が掛けられている。櫛田神社内博多歴史
館所蔵版『博多祇園山笠巡行図屏風』には２種類の縄がより明確に描かれている。『博多祇園山笠巡
行図屏風』に描かれる山笠の両端部舁き棒は、何の出っ張りもない柱側面に縄で括る方式（現在の北
九州市若松系山笠に残る方式）に類する取り付けがなされていたのではなかろうか。
横架材の構造フレーム外側への突出は、博多祇園山笠を描く他の絵画史料（図-15）にも見ることが
できる。『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』は 1755 年描かれたものであるが、横架材を外側へ張り出すこと
は、1700 年代に始められたことではなかろうか。
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4. まとめと考察
『博多祇園山笠巡行図屏風』に描かれる山笠を『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』と対照的にみてゆくこ
とによって、『博多山笠巡行図屏風』第四扇巡行中山笠に下向きに窪みが穿たれた（棒を押さえるた
めの）部材存在の可能性を読み取った（図-11、12、14）。つまり、博多祇園山笠舁き棒と木構造フレ
ーム横架材との上下位置関係は、舁き棒が下から上へ変化したのではあるが、変化途上に、“上下の
横架材で挟む方式”を経ていた可能性を示した。
福岡県東部地域（京築地域）のいくつかの山笠を比較的にみてゆくと、舁き棒を上下の横架材で挟
んで保持する方式から横架材に載せて保持する方式へ変化したのではないかと考えられるグループが
ある。すなわち八屋祇園山笠、糸田祇園山笠、生立八幡神社山笠の順に形態を比べると（図-16）、舁
き棒と接する横架材の数が減じている。挟む方式から載せる方式へ変化したとみることもできる。
博多祇園山笠の変遷が一方的に北部九州全体に影響を与えていたのではなく、北部九州全体で

影響を及ぼしあったとみてゆけば、博多祇園山笠の構造的変遷についても新たな見方ができるの
ではなかろうか。ともあれ、『博多祇園山笠巡行図屏風』は博多祇園山笠黎明期が描かれた最古の史
料であり、関連する山笠絵画史料と比較対照しながら検討してゆかなければならない。

参考文献・史料
深町純亮『図説嘉穂・鞍手・遠賀の歴史』 郷土出版社,2006
小島美子，鈴木正崇他『祭・芸能・行事大辞典』 朝倉書店,2009
福岡市博物館『福岡市博物館 常設展示案内』,2010
作者不明 『博多祇園山笠巡行図屏風』,1674,福岡市博物館所蔵
作者不明『大分八幡宮所蔵山笠絵馬』,1755,大分八幡宮所蔵（福岡県飯塚市）
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コナラの曲木家具用材としての可能性
石村眞一*
1. はじめに
ヨーロッパでは 19 世紀中葉、日本では明治末期から曲木家具が盛んに製作された。曲木家具の大半
はブナ材を使用してきた。その理由は、乾燥時の狂いが大きいため、木材加工に使用されなかったた
め、資源が豊富であったためである。また、材が狂うという欠点は曲木加工には逆に適しており、散
孔材であることも曲げ加工には有利であった。
日本においては、1960 年あたりからブナが大量に伐採され、フローリング材や合板の材料にされた。
この際の伐採は択抜ではなく、すべて針葉樹と同じ皆抜にて行っている。ブナは陰樹なので一度皆伐
を行うと植林が難しく、今後 100 年以上ブナの木材資源が大幅に回復することはない。
本発表においては、ブナの代用品としてコナラを挙げ、その曲木家具材としての性質、資源量の中
でも、特に小径木の利用について検討を行う。
2. 研究の方法と対象
コナラの樹形や大きさを示す場合は、特定の地域ではなく、これまで調査した事例の中から選定し
て示す。材木としての大きさについては JAS の規格を用いる。乾燥実験は、九州大学農学部林学科の
藤本登留准教授の研究室で実施した。
3. コナラに関するこれまでの一般的な認識
コナラは九州から北海道南部に分布し、ブナやミズナラの樹林帯より下に位置し、コナラ・クヌギ
帯として区分されている。但し、クヌギよりコナラの方が垂直分布の高度がやや高く、福島県の会津
地方では標高 700m 以上でも自生している。しかし、一般には、こうしたコナラの自生地域に着目する
ことは殆どない。コナラは里山で栽培される代表的な樹種で、クヌギと共に薪炭材に長く利用されて
きた。すなわち、家具材への利用を目的とした育成は皆無に等しい。
１）コナラが雑木利用の対象にならなかった理由
明治後期以降、農商務省山林局では、雑木利用政策を開始し、特にミズナラ、ブナの利用を奨励し
た。ミズナラは製材して海外に輸出されたのに対し、ブナは国内での需要が大半で、大正期から昭和
初期には、東南アジアにブナ製の曲木椅子が輸出された。このように雑木利用政策は、対象とする樹
木が欧米と共通するミズナラ、ブナに限られており、コナラは対象とされなかった。明治 40 年代初頭
に林業試験所で行われた曲木椅子の試験でもコナラは一切使用されていない。
何故コナラが雑木利用の対象にならなかったかといえば、硬く、狂いやすい性質を挙げることがで
きる。コナラは別名をイシナラと呼び、その堅さが加工を難しくさせた。つまり、戦前期の製材用の
鋸では、コナラを効率的に加工できなかったのである。また硬いことは比重が大きいわけで、製作し
た製品が重くなる。唐木製品のような特殊な使用は別にしても、日本の家具類は原則的に持ち運ぶこ
とが可能であることを継承しており、災害時には運び出す機能を有していた。この点では、コナラ製
の家具は箱物家具には不向きである。しかし、脚物家具には材の狂いを克服すれば使用できないとい
うわけではない。
材の狂いに関しては、確かにミズナラに比較すれば、通常の乾燥方法では劣っていることは間違い
ない。この乾燥については６章で詳細に検討する。
２）コナラが小さな樹種と考えられている理由
コナラがミズナラに対して小さな樹木であると一般には考えられている。ミズナラは胸高１m を超
す木も散見されるが、コナラについては林業関係者でも１m を超す木はないと考えている。
* 会員、九州大学 ishimura@design.kyushu-u.ac.jp
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シイタケのホタ木や、薪炭材には直径が 15 ㎝もあればよいわけで、特に大径木を必要としていない。
確かに、コナラの葉はミズナラに比較してかなり小さく、その延長上にミズナラの別名をオオナラと
しているのであろう。しかし、樹木全体の大きさを正確に比較したという話は聞いたことがない。
『樹木大図説』では、コナラの高さは 17ｍ、直径 0.6ｍ、ミズナラは高さ 30ｍ、直径 1.7 と記述して
いる。『有用樹木 材木編』では、コナラの通常樹高 15～20ｍ、胸高直径 50～60 ㎝、大きいものは樹
高 50ｍ、胸高直径 2.3ｍ、ミズナラは通常樹高 20～25ｍ、胸高直径 70～80 ㎝、大きいものは樹高 35ｍ、
胸高直径２ｍと記述している。
『樹木大図説』の著者である上原敬二は、明らかにミズナラよりコナラが小さい樹木だと認識して
いる。ところが、『有用樹木 材木編』の著者である林弥栄は、通常の樹木においてはミズナラの方が
大きいが、最大級のものではコナラの方が大きいとしている。
一般的な見方はこの二つの刊行物に記載されているものと大差はない。問題なのは一般のコナラの
大きさとは、何を指標として取り扱っているかである。初期成長はミズナラが早いことはよく知られ
ている。ところが、50 年生、100 年生、150 年生の標準寸法を通して、通常樹高とか通常直径を示して
いるのかがよくわからない。発表者の見解は、コナラはミズナラの成長よりやや遅いが 200 年生あた
りでほぼ同じ大きさになる。コナラに大木が少ないのは、木材としての需要がないとされていたから
で、大木になる前に伐られているのが実態と考えている。
福島県猪苗代町達沢の神社裏地（標高 780ｍ）には、推定樹齢 300 年程度とされるコナラとミズナラ
が各 10 本程度ある。胸高直径が 1.2～1.5 ｍで、コナラとミズナラに大きさの差違はない。50 年生まで
はミズナラの成長が早く、その後は徐々に成長の差が縮まっていくと推察する。そして心材の色も 200
年生のものではコナラもミズナラも殆ど変わらなくなる。つまり葉の大きさと樹木の大きさはまった
く関係ないと考えるべきである。
4. コナラ材の性質
コナラは環孔材で、気乾比重 0.82、曲げヤング係数 110～120 である。ブナより重く、曲げヤング係
数はブナの 120 に近い。大きく異なるのは、ブナが散孔材であるのに対し、コナラは環孔材であると
いう点である。すなわち、散孔材は板目でも、また柾目でも曲げ加工が可能であるのに対し、環孔材
は板目しか曲げることができない。
秋田木工株式会社では、国産のブナ材が激減していることから、近年コナラ材も曲木家具の材料に
使用されている。但し、ブナに比較すると曲げ加工では少し性質が劣るようだ。このことから、ブナ
に対して少し重いコナラに適した曲げ加工を今後追究していく必要がある。
5. コナラの資源と価格
福島県林業研究センターが、2006 年に福島県の民有林で実施した広葉樹林の調査結果を下に示した。
樹種名

材積（千立米）

面積（百 ha）

48.7

11782

1617

ミズナラ
クリ

9
6.8

2179
1635

273
242

サクラ類
ブナ

6.2
4.6

1502
1119

206
122

カエデ類
シデ類

4.1
2.9

992
701

133
85

ホオノキ
クヌギ

2.6
2.5

634
614

81
90

ケヤキ
シナノキ

1.4
0.7

334
178

38
24

コナラ

材積割合
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アオハダ

0.6

152

20

トチノキ
ミズキ

0.6
0.5

131
111

18
14

その他

8.8

2134

285

24198

3248

径 18-34 ㎝

径 36 ㎝以上

合計

100

樹種名

径 4-16 ㎝

コナラ

7754

3929

材積（千立米）

100

コナラは民有林全体の広葉樹の 50％近くを占める。福島県においては最も資源が豊かな樹種とい
うことになる。ところが、樹木の直径から見る限り、小径木が多く、これまで用材として平均的な
大きさである直径 60 ㎝の木は極めて少ない。
JAS では丸太の径が 14 ㎝以下を小径木、14～30 ㎝を中径木、30 ㎝以上を大径木と規定している。
どうも根拠がよくわからないような数字であるが、14 ㎝以下のコナラは、一般的にはシイタケ用ホ
タ木か、薪炭材にしか使用されない。しかしながら、曲木家具の中でも、椅子の脚のように直径が
４㎝以内の形状であれば、直径が 12 ㎝の丸太を四つ割りにしても使用は可能である。イギリスの伝
統的な椅子づくりでは、鋸で縦挽きせずに、割り材として四つ割りにした材を旋盤加工して脚材に
している。つまり、椅子の細い部材は、小径木から木取りをしているのである。
コナラの小径木、中径木を使用することが可能であるなら、椅子類の脚、貫、またテーブルの脚
の材料を確保することが可能となる。直径 60 ㎝の丸太は、12 ㎝幅の板材等に使用すべきで、コナラ
の資源に応じた使用方法を開発する必要がある。
直径が 30 ㎝以下のコナラ材は、１立米３万円程度で売買されている。こうした広葉樹材は２ｍ、ま
たは７尺を規格としているが、椅子材ならば 60 ㎝でも可能である。既存の規格を逸脱することで効
率的な使用が新たに確立できる。こうした試みは、結果的に曲木家具の値段を下げることにつなが
り、グローバル化する木製家具産業を支えることになる。

6. コナラの乾燥
コナラは晩秋から３月中旬までに伐採する。そして乾燥作業に入る。人工乾燥の方法には、短期高
温乾燥と長期低温乾燥の二種類がある。日本で普通見かける方法は、二週間程度で乾燥を終える短期
高温乾燥で、燻煙乾燥においても時間は似たようなものである。
北米における広葉樹の乾燥は、45～50℃といった低温で３ヶ月前後という長い時間をかけて行われ
ている。日本に輸出されるホワイトオーク材はその代表的な樹種である。長期低温乾燥は体育館に似
たような大きさの乾燥炉で行われている。こうした乾燥炉は日本にないので、小型の電機乾燥炉で次
のような条件で実験を行った。（九州大学農学部林学科の藤本登留准教授が実験を行う）
2012 年３月に大分県日田市大山町で直径 10 ㎝前後のコナラを伐採し、乾燥試験は５月上旬に行った。
初期含水率は 50～60％であった。乾燥炉の温度設定と、含水率 20％になるまでに要した時間は、下記
に示した内容である。
①45～70℃程度、600 時間以上
②80℃程度、150 時間程度
③105℃程度、80 時間程度
乾燥したコナラで割れが少ないのは①である。600 時間は 25 日であり、温度を 45～50℃で 60 日を
かければ、コナラの割れはさらに少なくなる。つまり、徹底的な長期低温乾燥を実施すれば、コナラ
は曲木家具材として小径木でも使用することは可能である。今後は四つ割りにした材を乾燥し、木工
轆轤にて加工して変形の状況を観察することによって、さらに適材としての条件をしぼりこむ予定で
ある。
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コナラの小径木は、乾燥して製材しても１立米が７～８万円程度で販売が可能である。大径木であ
っても 12～13 万円で取引が可能であり、曲木家具材として外国産材と対等に取り扱うことができる。
当面の課題は、専用の乾燥炉をいかにして廉価にて建設し、稼働させることができるかである。
7. まとめ
天然木の中で、人間が利用できる良材は殆どが伐採され、日本の広葉樹の中で家具材料に使用する
資源は極めて乏しいというのが現在の状況である。
我々が日常里山で見かけるコナラの大半が、人工林といっても過言ではない。特に東日本の里山に
はコナラが多く、福島県では民有林の 50％近くを占めている。ブナも 19 世紀中葉に曲木家具に使用さ
れるまでは、家具材に使用されることはなかった。
家具材料も時代と共に樹種の好みが変わる。オーク、ウォルナット、マホガニー、ブナは、ヨーロ
ッパ近世の嗜好を代表する樹種である。
21 世紀の日本では、間違いなくコナラが注目されると予測される。過去にはまったく見向きもされ
なかった樹種が注目される背景には、木材資源の枯渇化と科学技術の進歩を挙げることができる。加
工しやすい木材がなくなれば、加工の難しい樹種を科学技術の力で使用するしかない。コナラが使用
される 21 世紀とは、劣悪な木材環境に対する科学技術による工夫が求められる時代ということになる。
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