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太平洋戦争期の科学技術政策と産業技術統制
―工業所有権と技術の「公開」・「交流」を中心に―
佐竹康扶 kosukesatake@fuji.waseda.jp
会員、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程

1. はじめに
本報告の目的は、戦時期科学技術政策の重要課題であった「技術公開」（以下「公開」）「技術交
流」（以下「交流」）を、太平洋戦争下の動向を中心に検討することである。戦時期に国内の工業技
術格差、さらには欧米諸国への技術的依存を解消すべく、工業所有権を中心とした「優秀技術」の解
放が推進されたことは、先行研究も指摘している (注 1)。しかし「公開」に際し問題とされた報償制
については、その必要性を権利者側が強調したことこそ指摘されているものの、産業別の実体は明確
にされていない。本報告では太平洋戦争開戦時の「敵産特許」処理、同問題法的決着後の国内工業所
有権統制の進行と同行政の再編成、戦時重点産業における「公開」・「交流」の状況と報償制の実態
の三点を考察していく。
2. 太平洋戦争下の国内工業所有権統制
1) 日中戦争下の工業所有権統制とその限界
戦時期の技術行政において「公開」の本格的検討が開始され始めたのは 1939 年からであった。40 年
には経済新体制・科学技術新体制運動を背景として、優秀技術の全面的「公開」・「技術国有化」論
が盛んとなったが、「発明心」の減退を理由に掲げた企業側の反発も激しく、41 年決定の「科学技術
新体制確立要綱」では「公開」に際しては、報償を伴うことが明記された(注 2)。
一方法制面を見れば、特許法内の権利収用条項の実施規定として 1937 年に制定された特許収用令は、
企業間における特許実施権の強制譲渡が不可能なため、1 度を除き発動されなかった。特許法自体の改
正による権利収用・公用徴収の容易化を目指して改正案が作成されたものの、議会提出は行われてい
ない。外国人特許に関しては、1917 年制定の工業所有権戦時法（以下戦時法）が、実用新案の統制が
不可能な点、特許権の取消も実質的に困難であり、専ら特定企業への専用免許付与に頼らざるを得な
い点につき、戦時期科学技術動員の観点から問題視されていた(注 3)。
2)「敵性特許」処理の経過とその影響
前項のように「公開」論自体の活発化に比し、実際面で法制面・組織面の整備は遅延しており、
そうした状況下で浮上したのが、開戦により敵国となった米英蘭等連合国人所有の権利、いわゆる
「敵産特許」処理問題であった。特許局が 1941 年 12 月に作成した「工業所有権戦時法改正要綱案」
の内容は、後述の「敵性特許権処理要綱」と基本的に同一だった(注 4)。しかし特許局は帝国議会への
法案提出を見送り 、最終的には同要綱による法解釈変更によって、取消を目指すこととなった。
一方、各統制会は敵産特許処理に賛成しつつも、国内特許については権利尊重と物質・精神両面に
おける補償制の確立を求め、無権利技術に関しては一定技術水準以上の企業のみによる相互的「交流」
を適当としていた(注 5)。
こうした各統制会の答申を受け、1942 年 5 月に重要産業統制団体協議会（重産協）は「公開」方法
を検討し、政府に答申した。まず「一般技術公開」については、第一に広範囲への「公開」を統制
会・技術団体が斡旋し、①論文発表、②各種会合、③展覧会・見本市、④専門講習会、⑤工場見学・
批評、⑥指導班派遣、等の推進、第二に①技術者派遣、②設計・図面公開、③共同設計、④協力工場
の拡充合併、等による企業間「交流」の斡旋、第三に技術的に同種同程度の会社間での①工場見学、
②設計・図面公開、③共同設計等を行うことが提案された。
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続いて報償問題に関しては、物質的・精神的両面の報奨による「研究心ノ退化」の阻止を謳い、技
術院へ報償基準の作成方針確立を求めた。このうち物質的報償は①研究費と「被公開者ノ受益額」を
総合した報酬金額の査定と資材割当増加、②補助金・補償金の交付、③技術者個人への褒賞、等が提
案された。また精神的報償には、各統制会の企業・個人の表彰と優秀技術の国家表彰を求めた(注 6)。
1942 年 7 月に閣議決定された「敵性特許権処理要綱」は、①戦時法運用による敵性特許取消と専用
免許実施、②「軍事上又ハ公益上必要アル」敵性特許権取消を規定していた。その審議過程で問題と
なったのは、権利取消を主、専用免許実施を従とする同要綱と従来の戦時法解釈の矛盾であった。内
閣法制局は、取消公開は「明白ニ立法ノ精神ニ反スル」ため、同法に新解釈を行うべき旨を主張した。
これに対し特許局は、専用免許規程は「実際上適用セザルコトト致度……理論上ハ差支ナキ旨」主張
し、企画院も同局の法解釈を支持した。外務省も戦時法自体は「敵性特許権ノ根本ハ之ヲ尊重スル趣
旨ノ下ニ制定セラレタル」ため同法による権利処理は「対外的影響少」であるとの論理から賛成、同
要綱は決定された(注 7)。
一方、陸軍は取得した専用権を他機関・民間業者に許可する一方、軍事上必要な特許に取消申請を
行うことで権利処理の進行を企図した(注 8)。しかし実際には受理された免許申請は 244 件に過ぎず、
総計で 1,328 件の「敵産特許」が取消を受けることとなった(注 9)。
処分された「敵産特許」は活用例として、43 年の時点で総数 658 件、特許権数で 396 件が報告されて
いる。しかし内訳は「研究中」182 件、「実施中」173 件、「試作中」82 件、「意思有ルモ未着手」79
件、「設計中」73 件、「実施又ハ計画中」69 件であり、大半が戦前からの実施権保有者によるものだ
った(注 10)。また実際に専用免許料が支払われたのは、44 年 7 月時点で 19 件に過ぎない(注 11)。さ
らに東芝と GE 社の技術契約に見られるように、実質的な「敵産特許」でも、日本人名義で出願された
ものは、戦時法による処理が不可能であった(注 12)。従って、敵産特許処理はその実効性以上に、大
規模な「公開」が原則としての無償取消しと個別事案に限定した専用権付与という形で行われ、国内
工業所有権統制へ向け大きな弾みとなった点が重要であろう。
3) 国内工業所有権の統制と工業所有権行政の変質
「敵産特許」処理の法的解決により、「公開」の焦点は国内特許に移った。まず官有特許「公開」
が図られ、商工省は傘下試験研究機関の保有特許を、統制会を通じ「公開」した。しかし特許局が鉄
道・逓信両省の所有特許「公開」を要請した際、各省の現場で特許が資産的に使用され、監督下の工
場にも使用させている点等を理由に拒絶され、専用免許による実施が決定された(注 13)。
43 年 4 月には特許発明等実施令（以下実施令）が制定され、懸案であった民間企業間の工業所有権
強制実施許諾が法的に実施可能となった。実施令に対しても外務省より枢軸国の工業所有権侵害に対
する懸念が示されたが、制定を妨げる要因とはならなかった(注 14)。特許局側は、従来実施権附与例
のない特許権の補償金額算定を困難視する一方、実施令発動には「一日も早く着手させ、補償は後か
ら決めて行く」方針を示した(注 15)。ただし同令が実際に発動された形跡は確認できず、施行当時に
おいても、当事者間の交渉が妥結しない場合の最終手段と位置付けられていた(注 16)。
ここで注意すべきは、特許局が日中戦争期に主流であった「公開」に代わり、「交流」の表現を推
奨した点である(注 17)。同局は、統制の進行により特許制度の私権保護機能に対する信頼が崩壊し、
制度自体が否定されることを危惧していた。従って統制自体を正当化しつつ「無条件公開思想」を否
定することにより、制度と工業所有権行政の防衛を図ったのである。しかし戦時下の省庁再編に伴い、
同局は 43 年 11 月に技術院へと吸収された(注 18)。これにより工業所有権行政は戦時下科学技術行政
の管理下に、完全に組み込まれた。技術院への吸収後の工業所有権行政は、審査に加え「国民創意活
用事業」を推進するようになる。これは国民各層から発明考案・技術を募集し戦力増強を目指すもの
であったが、成功したとはいい難かった(注 19)。
3. 統制会技術部による「技術交流」とその限界
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1）軽金属統制会における「公開」・「交流」
軽金属工業における技術統制は、1941 年初頭から帝国軽金属統制会社により研究されていたが、同
社の権限が需給統制に限定された関係上、統制会の成立まで一時中断されていた。しかし 42 年 11 月
に同統制会は工場視察団を組織し、優秀工場のアルミナ電解設備の技術調査を開始した(注 20)。
さらに同統制会技術部は 43 年 5 月に技術交流規則を決定し、技術伝授への報償請求を盛り込んだ。
同規則の運用方針は、①報償は原則的に企業間で協議し、纏らない場合に会長が裁定、②技術研究
費・技術使用による利益等を斟酌し報償算出基準を作成、③報償金額は多額とせず、被伝授会社の経
理上の負担を軽くし優秀技術を容易に実施し得るようにする、④金銭的報償の他に「道義的報償」を
認め、比較的簡単な技術交流に関しては伝授会社に対する「感謝の表示」を報償として認める 、とい
うものであった(注 21)。
具体的な「交流」技術を見れば、昭和電工のボーキサイト不焙焼処理・湿式粉砕法が他社工場に技
術移転された際、「技術交流規程によらず国家的報償の方途を斡旋すべき」旨表明された。同技術の
移転は統制会の指導により行われたため、報償規定に準拠せず、国家的報償により対応するものとさ
れたが、最終的には無償「公開」が決定されている。また、同統制会は日本曹達高岡工場の分光分析
法を 42 年 12 月に視察し、各社での採用を決定した 。加えて同年には、東洋軽金属と日本アルミ・日
曹の間に有償で技術指導が行われた。さらに業者間「交流」として住友アルミ、昭和電工、理研金属
等の所有技術が対象となった(注 22)。
これに伴い、マグネ関係では理研金属と三菱マグネ、理研金属工業と東洋金属・日本マグネの間に
報償契約が調印される。しかし報償額を見れば、アルミ関係は「金一封程度」であり、その他の契約
金も「軽金属増産を促進する立場から」比較的少額なものとされた(注 23)。その他具体的な報償は、
44 年 11 月の統制会表彰による三菱化成の塩化炉（30 万円）、礬土頁岩直接電解法（20 万円）、水酸
化アルミニウム電解法（10 万円）、東京工業試験所のアルミナクリンカー併用法（研究費寄附として
2 万円）の 4 件が確認可能である (注 24)。
以降、敗戦までの「交流」については不明な点が多いが、全体としては補償の存在自体は確認でき
るが、一部を除き少額かつ形式的であり、「無償公開」の批判を避けるため行われたといえる。
2） 化学統制会における「公開」・「交流」
42 年末の化学統制会設立に伴い、業種別工業組合時代の技術統制組織は統合と再編成が進んだ。43
年 7 月に旧アンモニア法ソーダ工組のア法曹達工業技術懇話会、旧電解工組の電解曹達工業技術協議
会の二者がソーダ工業技術協議会に一本化された。ア法ソーダ工業は開戦前からほぼ同一の技術水準
を維持してきたが、戦局の逼迫により原料面が生産隘路となり、「アンモニアの節減法、石灰石、石
炭の有効利用の如き些細な点」にまで「交流」が必要とされたのである(注 25)。次いで同年 9 月には
硫酸協議会と接触硫酸技術委員会を統合した硫酸技術委員会が成立し、44 年 8 月にはソーダ類増産協
力会が発足、生産工場での現地会議という形で自社工場設備「公開」が行われている。メタノール増
産技術協議会も、従来各社が門外不出とした合成筒の内部装置を 44 年 9 月に「公開」した(注 26)。
しかし工業所有権を中心とした「優秀技術」の斡旋が具体化するのは 44 年後半であった。44 年 9 月
に開催された技術交流委員会第一回総会では軽金属統制会をモデルとした交流規程が制定され、優秀
技術の調査・登録が求められた。しかし登録を行ったのは会員の一部に過ぎず、165 社中 111 社が未回
答・優秀技術なしとの解答を提出している(注 27)。補償を前提とすることが石川一郎会長により表明
されていたにも関わらず、同委員会は不調に終わったといえよう。
4. おわりに
太平洋戦争下の科学技術行政は、戦時経済統制の要求と、権利収用に対する反発との間の妥協点と
して、報償制確立による同一水準企業間の技術「交流」を掲げた。しかし実際行われた「報償」は形
式的な補償金支払いや表彰の形を取った「精神的報償」に留まり、実体は無償「公開」となる場合が
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少なからず存在した。また、企業側は技術統制組織への参加、生産隘路解消のための共同研究的「交
流」には一応の協力姿勢を示し、日中戦争期には実施例が少なかった工場見学・技術懇談会等の開催
も急速に増加した。しかし工業所有権を中心とする「優秀技術」の実施権附与には、消極的な姿勢を
示しがちだったといえよう。
注
1)

近年の代表的研究としては、沢井実「科学技術新体制構想の展開と技術院の誕生」（『大阪大学経済学』
41 巻 2・3 号 1991 年）、吉田秀明「通信機器企業の無線兵器部門進出―日本電気を中心に」（下谷政
弘編『戦時経済と日本企業』昭和堂 1990 年）等が挙げられる。また戦時期の工業所有権行政には特
許庁『工業所有権制度百年史』上巻（1984 年 発明協会）が触れているが、極めて概説的な記述に留
まっている。

2)

科学技術新体制運動の展開過程については、前掲沢井論文および沢井『近代日本の研究開発体制』（名
古屋大学出版会 2012 年）第 6 章、大淀昇一『宮本武之輔と科学技術行政』（東海大学出版会 1989 年）
第 6 章、大淀『近代日本の工業立国化と国民形成』(すずさわ書店 2009 年)第 10 章を参照。

3)

こうした日中戦争下の工業所有権行政と「公開」・「交流」については、別稿を準備中である。

4)

「工業所有権戦時法改正要綱案」（『工業所有権臨時措置関係』外務省外交史料館所蔵）

5)

「技術公開ニ関スル各統制会ノ意見」（陸海軍返還資料 日付不明）ただし内容から 42 年前半のもの
と思われる。

6)

重産協技術委員会「技術公開問題ニ関スル意見案」（国立公文書館所蔵）

7)

「敵性特許権処理ニ関スル打合会議」（前掲『工業所有権臨時措置関係』）

8)

「敵性特許ニ関スル件」（『昭和 17 年陸亜密大日記』 防衛研究所図書室所蔵）

9)

前掲『工業所有権制度百年史』上巻 P578

10) 「取消アリタル敵性特許発明ノ実施状況調」（『敵性特許関係綴』井上文書）
11) 「第三十六回定例院内連絡会議議題」（『昭和十九年十一月迄 院内連絡会議』井上匡四郎文書）
12) こうした戦時期における東芝の特許戦略については、西村成広「国際特許管理契約と日米開戦-GE の対
日事業と敵産処分」（『関西大学商学論集』54 巻 6 号 2010 年）を参照。
13) 『日刊工業新聞』1942 年 10 月 13 日付記事
14) 国家総動員審議会 「第二十四回総会議事録」（『工業所有権関係雑件』 外務省外交史料館所蔵）
15) 「中村特許局長官を囲み 発明の戦時体制に関する懇談会」（『発明』40 巻 6 号 1943 年）P8
16) 原田久「戦時の特許行政に参加した者の一人として」（『発明』46 巻 4 号 1949 年）P17～18
17) 典型的な例として、科学動員協会「科動技術協力委員会第一回総会会議録」（『科動技術者養成綴』防
衛研究所図書室所蔵）P117～119 における原田久（特許局技師）発言。
18) 前掲『工業所有権制度百年史』上巻 P580
19) こうした「国民創意活用事業」の具体的様相とその影響については、軽金属・化学以外の戦時重要産業
における「公開」・「交流」の実体検討とあわせ、別稿を準備中である。
20) 『化学工業時報』 1942 年 2 月 8 日付記事、同 1942 年 11 月 1 日付記事
21) 『日本産業経済』1943 年 5 月 25 日付記事
22) 『日本産業経済』1943 年 2 月 26 日付記事、同 1943 年 1 月 7 日付記事
23) 「マグネ技術交流の報償問題」（『軽金属時代』144 号 1943 年）P33
24) 『日本産業経済』1944 年 11 月 9 日付記事
25) 「化学工業界の動き ア法工場設備と技術」（『化学工業統制会会報』2 巻 5 号 1944 年 10 月）P38
26) 『日本産業経済』1944 年 8 月 17 日付記事、同 1944 年 9 月 16 日付記事、「業務月報」(『化学統制会
会報』1 巻 1 号 1943 年 11 月) P82
27) 「第一回技術交流委員会議事概要」（「技術交流規程関係
「優秀技術登録」（前掲「技術交流規程関係」）

技術関係事業報告書」『石川一郎文書』）、
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明治前期に於ける「研究所」
村松 洋

h.muramatu@nifty.com
会員，元富士通研究所

1. 背景と分析の方法
明治以降の研究組織の歴史は，東京司薬場(明治７年)，電気試験所(明治 24 年)など様々な名称の組
織がまず設けられ，その後，大正期に理化学研究所(大正 6 年)等の多数の「研究所」が設立されて本
格化したとされている。著名な「研究所」の中では伝染病研究所（明治 25 年）が最初に設立された。
この他に「研究所」と称した古い組織として，『日本科学技術史大系』で取り上げられている資料
では，農商務省大書記官前田正名が編集した文書『興業意見』(明治 17 年)の中の「紡績研究所」があ
る。この文書では，設立すべき組織として「農業試験場」「水産試験所」「製藍試験所」等と共に
「紡績研究所」の名前があった。「紡績研究所」は，「即ち，模範工場なり」と説明され，現在と同
様な意味での「研究所」と理解するにはやや無理があり，「研究」とは何を意味したか疑問が生じる。
この点を検討するために，以下の分析を行った。
「研究」の語釈：『明治期漢語辞書大系』，『明治期国語辞書大系』，
その他の漢和，英和，和英，英華，華英辞書
「研究」の用例：『東京帝国大学五十年史』，「技術伝習始末書」(明治 7 年)等
「研究」の翻訳例：『西国立志編』(明治 3 年)，『職業教育論』(明治 17 年)等
この結果を踏まえて，明治前期に「研究所」と称した組織・施設を以下のデータベース等から抽出
し，内容の検討を行った。
新聞データベース(朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，読売新聞『ヨミダス』)
国立公文書館，都道府県公文書館の件名等の検索システム
国会図書館デジタルコレクション, 他
2. 「研究」概念の明治前期に於ける変容
1)「技の習得」や「学習」をも意味した「研究」――明治初期の用法
「研究」は中国で生まれた語であり，日本では 14 世紀に用例がある。江戸時代の末期以降に使用例
が増えたとされる 1) 。現在の辞書（『日本国語大辞典』第２版, 2000～2002）では，「研究」は「物事
を深く考えたり，詳しく調べたりして，真理，理論，事実などを明らかにすること。研鑽。」と説明
されている。この語釈とは異なる用例も多数あるが，学術論文での用例はほぼこの語釈に該当し，そ
こでは「研究」は知識を獲得する活動であると言える。
明治初期の「研究」が現在の「研究」と異なることの一点目は，明治初期の「研究」は「知識の獲
得」に留まらず「技の習得」をも含んでいる場合があったことである。
明治期の漢語辞書(漢語の読みや意味を短く説明した書籍)で「研究」の説明を見ると，漢字を訓読
みしたに過ぎない「ミガキキハメル」や，知の獲得を意味する「ミキワメル」「モノノリヲキハメル」
だけでなく，少数だが「ワザヲミガキキハメル」「ワザヲミガキ，リヲキハメル」と「技」の習得と
説明している漢語辞書が存在した 2) 。
現在と異なることの二点目は，学習の側面である。現在の用法では，「研究」は新たな知の創出を
目指す活動であるが，明治初期での「研究」の用例では生徒が学ぶことを「研究」と表現した例が多
数存在した。
現在と相違するこの２点を端的に表しているのは，明治 3 年に中村正直が S. Smiles の“Self-help”を翻
訳した『西国立志編』での翻訳例である。訳文「鉄を析く所以の方法を研究し」の原文は mastering the
mechanism of iron splitting であり，訳文「花倶孫は・・・天学を研究せり」の原文は Ferguson leant
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astronomy であった。すなわち, master と learn が「研究」と訳されていた。原文の research は 11 ケ所
あるが，「査究して」と「考覈し」と訳した文もあるが，9 ケ所は意訳されており，対応する日本語の
単語は無かった。
2) 知的活動を意味した「講究」「攻究」「攷究」――明治期に「研究」と共に使われた言葉
明治初期に「技の習得」をも意味した「研究」に対して，知的活動のみを意味する語としては，
「講究」が広く使われていた。「講究」は「ショモツヲセンサクスル」との説明があるように，主に
文書に基づく調査や検討を意味した。
明治 7 年に編集された「技術伝習始末書」はウィーンで開催された万国博覧会への出展にために派
遣され，博覧会の終了後に欧州で調査や研修を行った農林業・工業等の専門家による 22 件の報告書で
ある。これでは，「研究」のみを用いているもの 5 件，「講究」のみを用いているもの 3 件，両方を
用いているもの 3 件であった。この数字は技術者の間で「講究」も広く使われていたことをしめして
いる。
「講究」の通常の用法では，「講究」には実物の観察や実験の要素を含んでいない。西周は「知説」
(明治 7 年)の中で「講究」を「観察」「経験」「証明」を含む意味で用いることを提案したが，広く
受け入れられることはなかった。
これに替わって「攻究」を用いることが試みられた。確認できる初出は明治 15 年の『美術真説』
（E.Fenollosa の講演の大森惟中による訳）である。『美術真説』では，名画を模写してスキルを高め
ることを「研究」と表現し，美術品を観察して検討することを「攻究」と使い分けていた。
「攻究」を広めたのは，明治 19 年の帝国大学令であった。その第一条は「帝国大学は国家の須要に
応する学術技芸を教授し及其蘊奥を攷究するを以て目的とす」とされた。（閣議に出された案では，
「攻究」であったが，勅令では「攷究」と改められた。）「攻究」は帝国大学令で使用が一定の広が
りを得たが，定着するには至らなかった。
「講究」も「攻究」も明治の中頃からあまり使われなくなっていった。明治 20～30 年代の漢語辞書
では「講究」を掲載していないものが多くなった。使用頻度が減った明確な理由は定かでないが，
「講究」「攻究」「考究」と同音で意味が微妙に異なる単語は，言文一致の進行と共に，広くは使わ
れにくかったことは想像できる。
3) 知識の獲得を意味する「研究」――近代的な「研究」を意味する用法
「講究」や「攻究」を受け入れなかった人は，「学理の研究」「学術の研究」等の表現で，「技」の
要素を排除した知的活動を表現した。Research の訳として「研究」を記載した英和辞書で最も古いもの
は，明治 9 年に E. Satow がロンドンで出版したものだが，明治期の多くの英和辞書では research の訳に
「研究」は無い。訳として「研究」が一般的になるのは，明治 44 年の『模範英和辞典』からである。
また「研究」を，既存の知識の学習でなく新たな知識の獲得を目指す行動を意味する用法も，明治
13 年に東京大学で「研究科」（現在の大学院）や「研究生」の用語として使われた。更に帝国大学令
では分科大学（現在の学部）と大学院の役割を区別し，後者を「攻究」を行う所と規定したことは，
「研究」と学習とを区別する用法を広めたと考えられる。
こうして明治末期には，「研究」の意味はほぼ現在と同じになったと考えられる。ただし，森鴎外
は，明治 44 年に執筆した「妄想」で，「まだ Forshung という意味の簡潔で明確な日本語は無い。研究
なんといふぼんやりとした語は，実際役に立たない。」としている。
4)「研究」の意味の変容の基盤
こうした「研究」の意味の変化の状況は，「技術」の意味の変化とほぼ同じ時期に起きた。すなわ
ち，明治初期の「技術」はワザ，テワザと説明されていたが，機械制工業の技術の意味で使用された
古い例は明治 19 年の手島精一「理学を振興するの説」であり，国語辞書に「理論を実際に応用する手
段」との語釈が登場したのは明治 40 年の『辞林』からであった。
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明治初期には生産活動で重要な要素はワザであったが，機械制工業の進展により，「ワザより機械
に体現された知識が生産活動の重要な要素である」との認識が広がるのに合わせて，「研究」も「技
術」も意味が変化していったためであろう。
また，「研究」を新たな知識を獲得する行動と考えるためには，既存の知識と新規の知識との区別
が可能であることが前提である。明治 15 年頃から，学会が設立され学術雑誌が創刊されて，新たな知
識を発表する場ができたことにより，初めて「研究」と「学習」との区別が可能となったと言える。
3. 明治前期の「研究所」
1) 抽出した「研究所」の概要
明治期の新聞データベースや公文書の件名等の検索システムから，「研究所」を含むものを検索し
その情報を基に業界史等を調査した結果，明治末年までの約 200 の「研究所」が抽出できた。約半数
の 96 件は朝日新聞に記事か広告の形で登場していた。
明治 25 年以前，すなわち，最初の近代的研究所と言える伝染病研究所の設立以前に研究所と称し
た施設・組織の一覧を表に示す。この表では大阪とその近隣府県の「研究所」が多いが，これは朝日
新聞が明治 12 年から 21 年まで大阪でのみ発行されていたことによるものである。
2) 教育を中心とした研究所
表に示した「研究所」の多くは教育を行っていた。残された記録に教育への言及が無いのは数個の

表 明治 25 年までの研究所
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「研究所」に留まる。明治義塾法律研究所（明治 16 年）と日清貿易研究所(明治 24 年)は研究所規則
が残されているが，規則には教育のみが書かれており，学校であった
17 年に法律学校と改称した。

3)

。明治義塾法律研究所は明治

最も古い岡山県の医学研究所は明治 9 年に岡山県が各郡に布達を出し，従来開業医（多くは漢方医）
が西洋医学学習の場として各郡に設置を求めたものである。三十余の「研究所」が生まれた。明治 10
年には「医学講習所」と改称された 4) 。
明治 16～21 年に常滑に在った美術研究所は，「児童を集め，図書学動植物の粘土彫刻・・・の法を
学ぶ」ために設けられた 5) 。工部権大技長が県に働きかけて設立され，県が補助金を出した。
これらの「研究所」では，いずれも「研究」を行うのは生徒であった。
3) 産業界の研究所
産業の分野では明治期に主要な在来産業であった養蚕と酒造関係の研究所が数多く記録されている。
教育は両分野の研究所とも行われていたが，新たな技術の追求では両者に差が見られる。すなわち，
養蚕では研究所の設立者（あるいは外部から招聘した講師）がすでに見出した方法（適切な蚕室の温
度・湿度や与える桑の葉の量など）を教えており，研究所での実験はあまり多くはない。これに対し，
酒造の研究所は新しい醸造法の実験を行った。明治 20 年の大阪酒造研究所・大阪南部酒造研究所は，
酒造家 90 余名が 5000 円を出資して開設した。この違いは，養蚕の場合実験段階では小規模な施設で
可能であるが，酒造の場合実験段階であってもやや大きな規模の設備が必要となるためであろう。
酒造業の技術開発については従来の技術史では「醸造試験所などの官営試験機関が中心になって，
かたくなに伝統的技法を守るだけであった日本酒業界の指導に当たり」と，官中心の記述が見られる 6) 。
しかし，産業界の中で最も早く実験的な設備を設けたことは無視すべきではないであろう。
本稿の冒頭で述べた明治 17 年の『興業意見』での紡績研究所の提起は，現在の意味での「研究所」
と解釈した例もあるが 7) ，『興業意見』の中で紹介されているリヨンの試験場を念頭に置いた提案と解
釈できる。リヨンの施設は蒸気で動く機械を備え，機械の導入の是非を判断しかねている在来の製造
家の試用に供し，製造家の技の習得を可能とするものであった。
4. まとめ
本稿では明治の初期の「研究」の概念には技の習得と学習とが含まれており，明治末期以降とは大
きく異なっていたことを示した。この事実を踏まえて明治前期の研究所を検討すると，明治 10 年代の
研究所は教育のための施設・組織であるものが多かった。また，「技術」が技を主として理解されて
おり，技術の習得は知識だけでなく技の習得をも意味した。
1) 佐藤喜代治『日本の漢語-その起源と変遷』角川書店，(1979)

2)『新撰字解』(1874), 『広益熟字典』(1875), 『広益漢語伊呂波字引』(1889)
3)『東京諸学校学則一覧』(1883)，「日清貿易研究所・・・の件」『公文雑纂』(1890)（国立公文書館所蔵）
4)『岡山県布達全書』(1875)，『岡山大学医学部百年史』(1972)
5) 瀧田貞一『常滑陶業誌』常滑町青年会(1912), 吉田弘『鯉江方寿の生涯』愛知県郷土資料刊行会(1987)
6)『日本産業技術史事典』思文閣出版,(2007) 328 頁
7) 鎌谷親善『技術大国百年の計』平凡社 (1988), 56～57 頁
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昭和初期の工業博物館設立運動と工業教育改革
馬渕浩一 mabuchi@ncsm.city.nagoya.jp
会員, 名古屋市科学館

1. はじめに
昭和 4（1929）年 10 月 29 日から 11 月 7 日まで，東京において万国工業会議（World Engineering
Congress）という大規模な国際会議が開催された．主催者は工学会（昭和 5（1930）年，日本工学会に
名称変更）と機械学会（昭和 13（1938）年，日本機械学会に名称変更），土木学会，建築学会，電気
学会，日本鉱業会，鉄鋼協会など工学会傘下の 12 の学術団体であった．会長は古市公威（以下，「古
市」），副会長に斯波忠三郎（以下，
「斯波」），団琢磨，加茂正雄（以下，「加茂」）など当時の工学界，
工業界の第一人者が名を連ねた．海外および国内の参加者はそれぞれ 985 人，3510 人（うち外国人
200 人）であり，発表論文数 813 件 1)．明治以降の近代化，工業化政策の一つの到達点として，また関
東大震災からの復興を内外に示す一大事業となった．
この万国工業会議に 1925 年に開館したドイツ博物館館長 Oskar von Miller が招かれ，11 月 1 日，日
本工業倶楽部にて通俗講演会が開催された．演題は「科学及工業の博物館」．この講演は一般紙にも取
り上げられドイツ博物館の名が広く知られることとなった

2）．これ以降，わが国でドイツ博物館類似

施設の設置が数度にわたり検討された．本発表は，昭和初期の工業博物館設立運動と，その背景にあ
る技術エリートらによって唱導された工業教育改革案との関係を論じようとするものである．
2. 万国工業会議とドイツ博物館
万国工業会議の東京開催のきっかけとなったのは，大正 13（1924）年の加茂の欧米出張である．加
茂はロンドン郊外のウェンブリーで開催された第 1 回世界動力会議に出席し，名誉総裁のイギリス皇
太子を主賓とするアメリカ国内委員会主催の午餐会の席上，「日本に於ても余り遠からざる将来に於て
斯の如き会合を催したい希望を持っている．（中略）所謂サイトシーイングと云ふやうな意味以外に，
日本の工業状態に付ても大分皆様に御眼に掛けて御参考になることもあるであらう」と述べた 3)．
その帰路，立ち寄ったニューヨークで既知の間柄である Elmer A. Sperry を通じ

4），大正

14（1925）

年 1 月 2 日，アメリカ機械学会次期会長 William F. Durand および現会長 Fred R. Low，元会長 Fred J.
Miller などとの昼食会の席上で，加茂は，「亜米利加のエンジニアー諸君が成るべく多数日本に来遊さ
れることを望む，さうして日本の工業状態を実際に視察して下すって御互に十分なる諒解が出来ると
云ふことになると，工業品の規格統一事業を万国的なもの，国際的なものにすると云う点に於ても貢
献する所が可なり多いし，又国交上に寄与することも少なくないと思ふ」と発言した 5)．
このことが契機となり，約 2 か月後の 3 月 8 日，Sperry からアメリカ機械学会の総意として，日本
で 5 年以内に万国工業会議を開催できるか否かを打診する電報が加茂の元に届いた 6）．加茂は，工学
会理事長の古市，工政会理事長の斯波，機械学会会長の島安次郎に報告し，3 名の合意で招致を決定し
たのであった 7）．これらのことから，万国工業会議の東京開催の道を拓いたのは加茂である．
さらに，渡英時，スウェーデンの Johannes Ruths の強い勧めで開館 1 年前のドイツ博物館を訪問した．
Miller に面会することはできなかったが，工業部部長の案内で展示室を見学することができた．帰国
直後の翌大正 14（1925）年 2 月，加茂は以下のようにドイツ博物館を絶賛する講演を行った

8)．
「如

何に独逸が国運隆興の基礎と考へるところの産業の発達を為に必要な，国民の工業常識涵養の上に大
なる注意を払って居るかゞ認められるのである．（中略）わが国でも近頃の如く都鄙の別なく沢山な工
業学校を新設する費用を以て，斯くの如き大工業博物館を設置したならば，国民の工業常識を高め，
発明考案に必要な基礎的知識を涵養し，ひいては独創的研究の奨励並に産業発達の上に，遥に大なる
貢献をするだらう」
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万国工業会議の東京開催に熱心であったのはアメリカである．ヨーロッパ各国はアメリカほど熱心で
はなかった．そのため，斯波と加茂は渡欧し各国に参加を呼びかけた．ドイツではドイツ技術者協会
（VDI）会長 Conrad Matschoss とドイツ博物館館長 Miller に面談し，会議への参加を要請した 9)．万国
工業会議の東京開催を実現させ，成功させたのは斯波と加茂の尽力によるところが大きい．斯波はド
イツ博物館終身評議員に任じられ, 加茂もドイツ博物館の支援組織でもある VDI から功績賞を授与さ
れ，両者はドイツ博物館と深いつながりをもつこととなった 10）．
3. 諸団体による工業博物館計画
万国工業会議の準備および開催を契機としてドイツ博物館の認知が急速に進み，昭和初期，東京科学
博物館（新築と増築），機械学会，日本工学会などがドイツ博物館に類似する工業博物館を計画した．
その計画の中心人物は東京科学博物館館長の秋保安治（以下，
「秋保」）と古市，斯波，加茂であった．
大正期，自然史博物館として東京博物館が開館していた．皇太子ご成婚の大典を契機に渋沢栄一が理
工学の博物館を上野に開設する計画を発案し，古市がその事業に賛同した

11)．しかし，関東大震災に

被災し，新博物館計画は東京博物館の上野への移転と復旧計画に置き代わった．
当初，復旧計画は，秋保によってドイツ博物館をモデルとして進められたが 12），帝室博物館が保管
していた約 10 万点の自然史資料の移設にも応じざるを得なくなり，自然史博物館としての性格を強め
て東京科学博物館と名称変更し，昭和 6（1931）年 11 月，再開館することとなった 13)．
明治 5（1972）年に生まれた秋保は，宮城県の師範学校および東京工業学校附設工業教員養成所を卒
業し，仙台市立徒弟実業学校教諭，東京府立職工学校校長などを経て文部省督学官となり，東京博物
館に館長として赴任した経歴を持つ 14）．工業教育の経歴が示されている．秋保は後述する工政会の理
事を務めた経験を有し，斯波，加茂らと工業政策に関して同じ思想をもった人物である．
一方，機械学会においても工業博物館計画が動議された

15 )．昭和

5（1930）年にベルリンで開催さ

れた第 2 回世界動力会議に参加した畠山一清と斯波を中心に工業博物館計画が発案された 16)．電気，
応用化学などの工学の諸分野も内包するべく，その計画は日本工学会に引き継がれた 17)．理事長代理
の斯波を委員長とする工業博物館調査委員会が結成され，昭和 8（1933）年，日本工学会傘下の 12 学
協会の代表者によって内容が検討された．この委員会に機械学会会長の加茂も加わっていた 18)．
この工業博物館は東京砲兵工廠跡地に建設する予定であったが，古市と斯波がともに昭和 9（1934）
年に鬼籍に入ったこともあって，昭和 10（1935）年 6 月，後楽園スタジアムに内定してしまった 19)．
今般，ドイツ博物館アーカイブズに保管された書簡によって，日本工学会による工業博物館計画はド
イツ博物館を基としたものであることが明らかとなった
ることが重要である．

20)．計画の中心に斯波と加茂の名が認められ

昭和 15（1940）年に開催予定の皇紀 2600 年記念日本万国博覧会終了後にその建物を利用した恒久
的な工業博物館を開設する計画があった．その所在地は現在の豊洲であった 21 )．古市がこの万博を提
案したことが知られている

22) ．調査の結果，博物館の展示は加茂らが選定したことが明らかになった

23)．さらに，時系列に検証すると，日本工学会の工業博物館計画が立ち上がった頃，いったん万博に

おける工業博物館計画は撤回され，日本工学会の計画が挫折すると再び万博の計画が浮上しているこ
とも判明した

24）．しかしながら，万博計画は，戦火の拡大により昭和

13（1938）年 7 月，閣議で延

期が確認された．事実上の中止決定となった．
同じ皇紀 2600 年を記念して，東京科学博物館に工業博物館を増築する計画が秋保によって提案され
たが，資源開発に資する新自然史博物館計画が優先されることとなった．しかし，この計画も予算が
確保されず，結局は東京科学博物館の自然史部門の強化に落ち着き

25），秋保に代わって館長に就任し

た水野常吉によって進められた 26）．
4. 工業教育改革の時代
大正から昭和にかけて，わが国の喫緊の課題は工業の発展にあり，工場で大量生産を指揮監督できる
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技術者育成が求められた．国防上の問題でもあることが認識された

27）．当時の帝国大学工学部ではそ

の資質向上に寄与する教育がなされておらず，工場では多品種少量生産か単品生産しか行われていな
かった 28）．そのため，危機感を持つ技術エリートによってさまざまな工業教育改革案が提案された．
その内容は，1.履修科目の追加，2.一部高等工業学校の大学昇格，抜本的な学制改革，3.社会教育の振
興，にまとめられる 2 9）．国民的工業教育体制の確立のために社会教育が重要と捉えられ，その中に工
業博物館の有用性が示された．
例えば，「工業教育私見」（1914 年，大河内正敏），「機械工業発達助長案」（1917 年，機械学会），
「工業教育刷新案」（1918 年，工学会連合工業調査委員会），「工業教育の改善方策に就て」（1925 年，
工政会），「工業教育問題に就いて」（1925 年，第 3 回全国工業家大会での佐野利器講演），「工業教育
制度改革案」（1933 年，日本工学会）が重要である

3 0）．本論文では，3.社会教育の振興に焦点を絞り

以下のように抜き書きする．
機械学会会長加茂によってまとめられた「機械工業発達助長案」で初めて国民教育の重要性のための
社会教育が唱えられた．病床にあった工学会理事長古市に代わり副理事長斯波が発表した「工業教育
刷新案」でもこの問題は引き継がれた．大正 14（1925）年 10 月，工政会が主催した第 3 回全国工業
家大会での佐野講演に至っては工業博物館の重要性が強く主張された．
「第三には社会教育上の問題であります．一国の工業進歩を図るには，工業関係者の知識技能の向
上乃至其努力のみに俟っては出来ません．社会全体のアトモスフェアが工業的になることが極めて
必要なことであって，社会のアトモスフェアが工業的であってこそ一国工業自ら其中に発達もなし
得るのであり，（中略）日本の産業の発達程度を外国の夫に比べた時，誰か科学的雰囲気を造るべき
科学教育の必要を感じないものがあらう．是に関する施設の一として科学博物館建設といふやうな
事もあるでありませう．一体に外国の博物館が，社会の必要に応じて昔から変遷をした歴史とか，
或は今日諸外国が競うて科学乃至工業博物館の建設をして居る状況とか云ふものを考へると実に血
のわく思ひが致します．現在亜米利加各都市に於ける約六百の博物館中約三百即ち半数が，現に科
学博物館及び工業博物館の性質になって居るといふこの事実は，如何に彼等が工業及び科学の雰囲
気を造らうと骨を折って居るかを示すものであります．」
この佐野講演には，それまでの工業教育改革案に見られる「博物館が有用である」とする短い記述を
超えて，欧米における博物館新設の状況に触れつつ博物館の役割と効用が述べられている．
この年の 2 月，加茂による第 1 回世界動力会議出席のための欧米出張を報告する帰朝講演会が開催さ
れ，9 月にはその講演記録をまとめた『欧米工業会管見』が刊行された 31）．また 8，9 月の工政会機関
誌『工政』にもその全文が掲載されており 3 2），工政会を舞台として技術エリートの間でドイツ博物館
の情報が共有されていたのではないか．工政会役員の佐野の講演はまさにその時期に行われた．
以上を整理すると以下のようにまとめる事ができる．当時の社会的要求に対応できる技術者像を踏ま
え，機械学会の「機械工業発達助長案」に始まり，工政会による全国工業家大会での佐野講演を経て，
履修科目の改革，学制改革ととともに，工業知識の普及を促進する目的で工業博物館が議論された．
その議論の渦中に古市，斯波，加茂らの名を見出すことができるのである．
5. 結論
大正から昭和初期にかけて，わが国の喫緊の課題は工業の発展にあり，工業教育改革が不可欠である
と当時の技術エリートたちは考えていた．履修科目の追加，一部高等工業学校の大学化と廃止，抜本
的な学制改革などとともに社会教育の重要性が指摘された．その社会教育施設の重要な一つとして工
業博物館が位置づけられていた．
この議論の渦中にいた古市，斯波，加茂，佐野らによって，昭和 4（1929）年，万国工業会議が催行
された．この会議の準備ならびに開催によってドイツ博物館が広くわが国に紹介され，技術エリート
にも大きな影響を与えた．以前から議論してきた工業博物館像がドイツ博物館という好例を得てより
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鮮明なものとなった．このような背景の下，機械学会を発端とし日本工学会によって工業博物館の建
設が計画された．
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機械工業デザイン賞にみる MC のインダストリアルデザイン変遷(2)
○梅本良作* plum2005@qc.commufa.jp、石村眞一**
* 会員、九州大学芸術工学府

**会員、郡山女子大学

1. はじめに
近年では、工作機械メーカー各社は、ユーザーからのニーズや最新技術を取り入れ、マシニングセ
ンタ(1) (以下、MC)の新機種を市場に投入しているが、その性能・機能は拮抗している。また MC の機
械外観デザインを重視した新機種が登場し、数機種が機械工業デザイン賞に選定されている。
前報では，MC の草創期から 1985 年までを範囲として，MC とデザインの関連について考察した。
その結果、草創期では、技術的な課題の克服に主眼が置かれ、デザイン性を求めるまでに至らなかっ
た。その後の普及期において、ファクトリーオートメーションの進展による機械加工の自動化、環境
と安全性が重視されはじめた。さらにオフィスオートメーションでは、例えば PC 導入によるオフィス
家具関係の色彩変化が、MC のデザインに影響を与えたことがわかった。
本報では、1980 年代後期から 2010 年までの機械工業デザイン賞の MC 受賞機をとりあげ、技術変遷
とデザインとの関連について考察する。
2. 研究の方法と対象
MC の技術進展とデザインとの関連について，文献史料調査やフィールド調査を中心に行う。文

献史料は、産業経済紙の『日刊工業新聞』、工作機械関連の雑誌『月刊・生産財マーケティグ』、
『機械技術』等による機械工業デザイン賞に関する記事を収集する。フィールド調査では，工作
機械メーカー、デザイン事務所、板金メーカーに聞き取り調査を実施した。
3. 機械工業デザイン賞(第 18 回から第 40 回）にみる MC のデザインの変遷
MC は、生産現場で使用されるため、一般消費者が日常生活で目に触れることはない機械である。し
かし、工作機械メーカーの立場では、一般消費財と同じく商品そのものという位置づけである。1980
年代後期以降の MC は、スプラッシュガードが標準装備に移行し、開発段階からデザイン手法を導入
する傾向が高まった。年代を追うごとに受賞 MC の外観イメージの変化にその効果が看取される。
1) カラーリングへの注目( 1980 年代後期)
第 18 回 1988(昭和 63)年の受賞機は、ヤマザキマザックの AJV60/120 立て形 MC が受賞した。機械本
体の塗装色は、ブルーとホワイトのツートンカラーを採用し、それまでの工作機械の慣用色と異なる
明るいイメージを醸し出した(図 1)。
次の事例は、第 23 回 1993(平成 5)年の碌々産業製 KX 形立て形 MC である。塗装色にオフィス部門
の OA 機器のイメージを取り入れ、グレーとオフホワイトのツートンカラーを採用している(図 2)。
2) 「スプラッシュガード」から「スプラッシュカバー」への変化(1990 年代前期）
1990 年代は、MC の外観デザインに大きな変化があらわれた。これまでの MC は、機体から ATC (2)
がはみ出した構造に特徴があったが、スプラッシュガードでそれを覆い隠す。すなわち切屑や切削油
剤の飛散範囲だけでなく、機械全体を覆う形態に拡大した。
事例として、機械の正面カバーを曲面に成形したエンシュウ製立て形 MC の 400FAV があげられる
(図 3)。加工状況を確認するための作業用窓は、操作性、安全性に直結する要素であるとともに、その
大きさ、位置などはデザイン開発の重要なポイントとなっている。スプラッシュガードは、機能性、
安全性の目的に加えてデザインが要求されるようになってきた。このことは、防護イメージの高いス
プラッシュガードから、スプラッシュカバーの呼称が一般化した要因の一つと推測できる。
3) 新機種の登場と商品価値を高めるデザイン(2000 年代)
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2000 年代に入り、工作機械のユーザーは、航空機産業、情報機器分野に裾野が広がった背景もあり、
MC は付加価値の高い複雑形状の部品、あるいは、高精度な部品への対応が求められた。したがって、
従来の同時 3 軸制御から 5 軸制御(3) による加工方法とその利点が注目された。また、旋盤加工の機能も
併せ持った複合加工機も市場に登場し始めた。
2007(平成 19)年には、受賞した 4 機種のうち 3 機種が 5 軸制御 MC や複合加工機が占めており、もの
づくりの市場にこれらの新機種が普及してきたと推測できる。なかでも、2010 年の受賞機ヤマザキマ
ザック製の MC HYPER VARIAXIS630 は、デザインを重視して、工業デザイナー奥山清行とのコラボ
レーションによって開発された。デザインの効果についてヤマザキマザック技術部企画部グループリ
ーダーの浅井英勝は、「 …… 従来の工作機械デザインの範疇を大きく越え、最先端モダン工業デザイン
傾向に沿った外観とした、一般的な工作機械にありがちな板材を組み合わせた箱型形状にとどまらず、
全体の面構成に流れや方向性を持たせ、ダイナミズムを感じさせるように配慮してある。さらに、面
構成を単純化することで、製造上のコスト削減にも貢献している。作業環境を明るくするため、機械
の外装は明るい白色を広範囲に採用した。ただし、切屑排出口付近などの汚れがつきやすい部分は、
逆に黒色を配した……」と述べている(4)。 デザインを通して新たな商品価値を得た MC として注目さ
れた(図 4)。

図1

AJV60/120

出所：ヤマザキマザック株式会社より提供

図 3 400FAV
出所：エンシュウ株式会社より提供

図2

KX 形

出所：碌々産業株式会社様より提供

図 4 HYPER VARIAXIS 630
出所：ヤマザキマザック株式会社より提供

4. 受賞製品からみるスプラッシュカバーのデザインと製造技術
1980 年代後期以降からスプラッシュカバーは標準装備に移行し、MC の外観イメージは立方体で構
成され、機械全体を覆う造形が主流になったことがわかる。その背景には、スプラッシュカバーに要
求される機能の変化、そして、デザイン開発の導入があるといえる。
1) スプラッシュカバーの役割
スラッシュカバーは、作業者に対する安全対策である。回転する切削工具に作業者の身体が触れる
のを防止すると同時に、切削工具が被加工物などに誤って衝突した場合のガードを兼ねている。
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1980 年代前期までの MC では、切削工具を取り付けた主軸と、加工物の可動範囲を囲むガードであ
った。しかしながら、1980 年代後期に入り、長時間稼働、重切削や高速切削に対応するようになり、
結果として、切屑排出量の増加とその処理のために大量の切削油剤を噴射するようになった。それに
伴いスプラッシュカバーは、機外に切屑や切削油剤の飛散を防ぐため、密封構造で機体全体をカバー
リングする形態に変化し、同時にスプラッシュカバーのデザインは、機械全体のイメージを作り出す
重要な要素となった。
2) スプラッシュカバーのデザイン
スプラッシュカバーのデザインは、外観イメージを作りだす MC の顔ともいえる。デザイナーの意
図を忠実に表現するためには、板金加工技術が重要な鍵となる。しかし、聞き取り調査(5) によると、
工作機械メーカーは、自社内に MC 本体全体を覆うほどのカバーを加工する設備までは備えていな
い。そこで大形や、曲面形状にデザインされたスプラッシュカバーは、板金サプライヤーの高度な精
密板金技術により製作されている(図 5）。
このように、機械メーカーから受注したスプラッシュカバーは、形状データを基に板金設計を行い
製造される。スプラッシュカバーは、デザイナーの意図を具現化する重要な構成部品であり、そのデ
ザインは、MC の商品価値を高める要素となっている。それらの製造には、精密板金加工の曲げ・溶
接・コーキング(6) の工程が、スプラッシュカバーの完成度に大きく影響する。さらに製造工程の課題
だけでなく、外観の質感向上や、塗装レスを目的としてステンレス材を部分的に使用するなど、スプ
ラッシュカバーのデザイン性はさらに重視された。

工作機械メーカー

板金設計
工程設計

スプラッシュカバーの設計

ブランク加工

曲げ加工

仕上げ

展開図面
３Dデータ

３Dデータ支給の場合
展開図面設計

定尺材料から、ネスティングさ
れた展開図の部品を切り出す

溶接
塗装
コーキング
組立

板金サプラヤーのスプラッシュカバー製造工程

図 5 スプラッシュカバーの製造工程概略図
出所：板金サプライヤーの聞き取り調査により作成
5. マシニングセンタの色彩傾向
1980 年代後期以降から受賞機の特徴は、スプラッシュカバーの機能性の変化に加えてデザインが要
求されるようになった。それに伴い塗装の色彩が重要になってきたといえる。受賞機種の色合いも年
代により特徴的な変化がみられる。ここでは年代を 3 つに区分し、色彩の変化をパターンとしてとら
えた(図 6）。
1) 1980 年代 後期から 1990 年代前期
これまで慣用色として汚れの目立たないグレー系や黄緑系が長期に使用されていたが、白とブルーを
主体としたツートンカラーの機種が多く登場した。これは明るい色彩を採用して、先進的な高精度な
機械のイメージを表現したといえる。メーカー各社は、他社との差別化や工場雰囲気の改善意識の高
まりなどから、明るい色彩の採用が主流となった。特にブルー系統の色相が多くみられた。
2) 1990 年代後期から 2000 年代前期
生産効率の向上を目的として、主軸の回転数や送り速度の高速化を重視した。高い技術開発力によ
り市場に普及しつつある新機種の 5 軸制御 MC だが、従来の MC と外観の造形に目立った違いは無く、
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ダークブルーとホワイトのコントラストの強い配色を採用することにより、高精度、信頼感などのイ
メージを表現しようとしている。
3) 2000 年代後期から 2010 年
色彩は無彩色系統を基調とした配色が主流となった。MC の色彩の変遷は、汚れの目立たない慣用色
から、カラフルな色合いも登場した年代もあったが、技術的な熟成に連動し、色彩も的確に MC とし
ての品性を表現している。
WHITE
1986～1994年

1995～2004年
RED

BLUE

2005～2010年

BLACK

図6

年代区分と色彩の傾向

6. まとめ
「機械工業デザイン賞」の期間は、1985 年代後期から 2010 年までを対象とした。結果、スプラッシ
ュガードは、安全を目的としたガードの機能の変化とともに、これまでの平面的ガードから、部分的
に曲面を取り入れるなどデザイン性が加わった。さらに注目される点は、色彩による付加価値である。
カバーの塗装色は、MC のイメージ作り出すだすため、技術と連動しながら年代を追うごとに、変化が
見出された。生産財を代表とする MC では、一般消費財と異なり、安全性、操作性がより重視される。
これらに着目した調査研究することを今後の課題とする。
注
1)

日本工業規格 工作機械－名称に関する用語 B0105 マシニングセンタを次のように定義している

2)

主として回転工具を使用し、工具の自動交換(タレット形を含む）を備え、工作物の取付け替えなし

3)

に、多種類の加工を行う数値制御工作機械。機械の構造によって、主軸が水平の横形マシニングセンタ、
垂直の立て形マシニングセンタ、門形構造のコラムをもつ門形マシニングセンタなどがある。」

4)

自動工具交換装置は、工具マガジンから必要な工具を選択し、これと、今まで加工に使用されていた工

6)

具とを自動的に交換する装置。
5 軸制御では、直線軸 X、Y、Z 軸の同時 3 制御に、回転軸 A、B（または B、C）軸、の 2 軸を付加し
て合計 5 軸を制御できる。つまり，工具を任意の方向から加工物に当てること可能になり、段取り換え
の不要、加工工数削減などの効果がある。（東芝機械マシニングセンタ研究会『知りたいマシニングセ
ンタ』ジャパンマシニスト社、1982 年、31～34 頁）。
浅井英勝「工作機械のグッドデザイン」『日本機械学会誌』No.1119、2012 年、20～22 頁。

7)

野口光正（株式会社ワカイ産業副社長）からの聞き取り調査（2013 年 9 月 17 日）による。

8)

コーキングは、スプラッシュカバーの機密性を確保するために、隙間が無いように耐熱性の目地材を充

5)

填すること。
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江戸期における博多祇園山笠構造部分の縄巻
○松内紀之* kaeina25yaoo.co.jp、石村眞一**
* 倉敷市立短期大学、** 郡山女子大学

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。今回は初期（江戸期）山笠の縄巻の状況について報
告する。博多祇園山笠構造部（山台）では、木部材接合部の構造的強化を図るために縄が掛けられる。
この縄は初期（江戸時代）山笠にもみることができる。しかしながら、『博多祇園山笠巡行図屏風』
にみえる縄巻は、巡行中山笠に就く舁き手の合間から垣間見えるだけである。その他の江戸期絵画史
料で、山笠縄巻を確認できる史料はわずかであり、写真史料にみる縄巻の最も古い事例は、明治期の
ものである。初期山笠における縄巻はいか様であったか、限られた数ではあるが、いくつかの絵画史
料を読み取りながら類推してゆく。
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３Ｄ-Ｃ
Ｇでモデリング行い、木部材の組み合わせ方と縄巻きの経路を総合的に検証する。さらに、博多以外
の北部九州山笠も参照しつつ、初期博多祇園山笠の縄の巻き方を類推する。
3. 読み取り結果
1）『博多祇園山笠巡行図』、『山笠図屏風』の読み取り
『山笠図屏風』は、全部で６隻現存（最古のものは 1796 年）し、『博多祇園山笠巡行図屏風』と極め
て似た構図である。『博多祇園山笠巡行図』を模写したものであると考えられる。図２は『博多祇園
山笠巡行図』の一部をトレースしたものであり、緊結材を太線で強調したものであるが、『山笠図屏
風』も参照して作成した。
2）『博多祇園山笠巡行図』（江戸時代前期,17 世紀後期）にみる緊結材料の読み取り
舁き棒を載せる横架材を見てゆく。横架材（角材）の前面は A で上面は B である。ここに巻き付け
られた緊結材料をみると、前面と上面がなす出隅にあたっても、角度を変えて上面に沿って巻きつい
ているようには描かれていない。上面を越えて突出したように描かれている。（藁縄のような柔軟に
木部材に沿うような描き方ではない。
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3）緊結材における太さの描写について
緊結材の太さをみると、２種類の描き方を見ることができる。図６B の縄は、太さが線描と線描の間
隔で表現されている。線描と線描の間隔は塗りつぶされ、緊結材の太さの背後にある木部材は隠れて
いる。一方、図６B では、緊結材は二重線で描かれることなく単線で表現されている。
以上２）３）より、図６B にみる緊結材料は、現在の博多祇園山笠でも用いられる藁縄であり、図６
A にみえる緊結材料は、蔓（かずら）ではないだろうか。蔓は、縄のように木部材の出隅に沿って直角
に巻きつけることは不可能である。横架材に巻き付けてはいるが、上面を越えて跳ねたように描かれ
ている。図６A にみる緊結材は、藁縄より硬質の材料（蔓か）を表現したものと見て取れる。
4）舁き棒を斜め方向下向きへ引き寄せる縄巻きについて
図３両丸印部分には、斜め方向に渡された縄をみることができる。斜め方向の縄については、やや
時代は下るが（1755 年）大分八幡宮山笠絵馬にはすでに八ッ文字縄（木構造フレーム内を斜め４方向
に括りつける構造強化のための縄）が描かれている。ただし、『博多祇園山笠巡行図屏風』に描かれ
た斜め方向の縄は、木構造フレームに渡された縄ではなく、舁き棒に掛けられた縄である。舁き棒を
下向きに引っ張り、留めている。下部木部材へ括りつけているのであろうか。舁き手に隠れて確認す
ることはできない。下向きに引っ張るということは、抗する部材、舁き棒を下から支える木部材の存
在を検討してみる必要がある。
5）舁き棒を取り付ける縄の経路について
図６B は、舁き棒に掛けられた縄である。ここで注目したいことは、縄の経路が二手に分かれている
ことである。縄の経路が分かれているということは、縄巻経路の途上になんらかの突出部が存在して
いる可能性がある。図４は、福岡県みやこ町の生立八幡神社の山笠である。舁き棒を取り付ける縄は
二手に分かれている。舁き棒を載せる横架材のフレーム外側への突出部分を避けるために縄は二手に
分かれている。
以上 4）5）より、『博多祇園山笠巡行図屏風』に描かれる巡行中の山笠の舁き棒を載せる横架材は、
台脚（木構造フレームの柱）外側へ若干の突出部分を有していたのではなかろうか（図７B）。
4. まとめと考察
博多祇園山笠構造部分の変遷を知るために、初期山笠における木構造に対する緊結材の掛け方を推
察することは必要である。限られた博多祇園山笠の絵画史料と他地域の山笠から往時の状況を類推す
ると、舁き棒を下から支える木部材（横架材）が存在し、これに押さえつけて固定するための括りが
なされ、緊結材料として藁縄と蔓が用いられていたことが窺える。
ともあれ、『博多祇園山笠巡行図』から初期山笠縄巻を読み取ると、縄巻には 2 種類の材料が用い
られていたこと、舁き棒に関わる縄巻が中心であり八文字縄（構造体フレーム内に対角線状に掛ける
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縄）は見当たらないこと、舁き棒を斜め方向下向きに引っ張る括りがなされていたことは、読み取る
ことができた。
参 考文献・史料
『博多祇園山笠大全』 西日本新聞社,2013
福岡市博物館『福岡市博物館 常設展示案内』,2010
三笘英之『山笠図屏風』,1832,櫛田神社蔵（福岡市）
作者不明 『博多祇園山笠巡行図屏風』,17 世紀後期,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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堤樹葉製粉場の水車場遺構における水利用システム
〇長渡

隆一* 、大石道義**

*会員、**会員、西日本短大

1. はじめに
福岡県八女地方では、杉林業副産資源としての杉葉を水車動力で製粉する樹葉製粉業（線香水車業）
が、文献にみえる明治後期頃より営まれてきている。1980（昭和 55）年頃には、約 20 ヶ所の水車を動
力とする工場が稼働していたが、廃業や電動への切り替えで激減し、2014 年 5 月の時点では２軒とな
ってしまった。現在は電動による５軒と合わせ、計７軒が樹葉製粉業を営んでいる。
大正期建設の堤氏所有の田代製粉場も元々は水車動力であったが、1995（平成 7）年頃に電動に切り
替えた工場である。理由は、水車の場合、川の水量の増減が生産量の安定化や計画的生産を阻害する
からという。水車動力の施設・システムは当時そのままに残されており、水車自身を除き再使用も可
能と思われる。
本報は、水車動力を利用して稼働していた 1990（平成 2）年頃の敷地計画や水利用等について調査
した概要である。
2. 堤樹葉製粉場の沿革
本製粉場は、大正 11 年（1992）に、堤與七氏が現所在地の福岡県八女市黒木町田代に建設し創業し
た。前年に、当地方を洪水が襲い堤家の大半の水田は被災流失し、その家業打開策として與七氏は水
車動力樹葉製粉業を発意したという。その背景には①杉林業のマッス的副産資源としての杉葉の存在、
②水車動力操業のローコスト性、③與七氏の起業心、等が関与していると思われる。現在は、三、四
代目の堤利春・利七郎親子により、タブノキの葉専門で営まれてきている。
3. 敷地選定と敷地構成
1) 敷地の選定
図１は敷地図である。矢部川水系田代川の蛇行内曲部の細く帯状の平坦地を選定している。蛇行内
曲部の理由は洪水時の直流打撃を回避するためと推定される。
2) 敷地構成（水利用を通しての農工プラント）
敷地の構成は、上流から下流におおまかにみていくと次のように施設や空間が順に配置されている。
①堰 ②導水路（水量調節口、水田灌漑入水口、母屋庭園入水出水口、他） ③原料のチップ状裁断
場

④チップの乾燥火室―空気輸送パイプ、燃料置き場

設、水車排水口、他）

⑤母屋

⑥水車小屋（水車、製粉・精製施

⑦最終水門（水車注水量調整堰板、下流部水田への灌漑用連結施設、家畜飲

料用流水畜舎水桶との連結施設） ⑧原料置き場 ⑨製品置き場
田、他。導水路を通しての職住一体の農工プラントと言える。

⑩畜舎跡（写４）、下流部灌漑水

4. 加工工程と施設配列
加工工程は次の通りであり、製粉と精製に水車動力を用いてきていた。八女地方の樹葉製粉水車場
の敷地計画では、敷地の傾斜や高低差を工程に賢明に組み合わせて、省力的・効率的ライン化に繋い
でいる事例が多いが、本事例においては顕著ではない。敷地中枢部がほぼ平坦でその必然性が高くな
く、かつ、合理的に一方通行的ライン化するためには川への架橋が上下流合わせて２橋必要と判断し
たからであろう。
①原材料（タブノキの葉）の搬入、ストック、②タブノキの葉のチップ状裁断、③火室によるタブ
ノキの葉のチップの強制乾燥、④水車小屋搗き床における製粉、⑤粉の製粉（粉篩い）、⑥計量・袋
詰め・出荷
5. 水の利用と水流計画
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1) 水の多重的利用と水流計画
矢部川水系田代川が蛇行する外縁部に取水堰と取水口を設けている。取水口は入水しやすいように
斜め堰としている。水量調整は、取水口及び、水車注水直近の水門でも当然可能であるが、導水路途
中に２ヵ所の調整水門を設けている。導水路は、幅、深さとも約６０㎝であり、取水口から水車注水
までは約２００㎝長である。当水車場の取水は、①水車用、②水田灌漑用を中心に ③母屋庭池用、
④家畜飲用（写６）をはじめ、さらには⑤生活面でのアメニティや風致の向上、⑥防火・遊水治水機
能等、多重的な価値ポテンシャルを包括しており、それぞれの面での水活用の創意工夫がみられる。
①②は建設当初時に目的として意識した価値（原初的価値）と考えられる。③④⑥はそれに準じるか、
新たな必要性に合わせて創りあげた付加創造的価値（後成的価値）と考えられる。⑤は当初は意識外
であったがその価値のあることに気付くこととなった価値（後成的価値）と言える。
2) 導水水利用圏における生業・暮らしへの水利用
同一の取水口からの導水路でシステム的につながる約 1 ㎞位の狭長な平地ゾーンは、その導水の
水・水流を生業や暮らしに役立てつつの土地利用を営んでてきている、その土地のユニットと言える。
6. 水車
この製粉場の水車・機械装置は、故・中村忠幸氏が製作したもので、水車の形式は、「引き落とし」
と呼ばれる下掛け式である。水車の手前に傾斜と落差をつけ、水流を加速して衝撃力と重力の作用で
回転させるものである。水車の直径は 5672ｍｍ、幅 909ｍｍ。羽根板 54 枚・スポーク数 18×2＝36 本。
八女地方の現存水車では最も大きいものである。締ま木と呼ばれるボス部は松、その他の部分は杉で
作られ、軸は鉄製で両端は樫の軸受で支えられている。（池森寛による）現在、水車は残っているもの
の朽ち果てつつある。完全電動化後は 11kw のモーターが設置されている。
7. 製粉場の経営
堤氏は農業を兼業しているが、その上で製粉を基とした多角経営や経営向上の努力を重ねてきてい
る。①昭和初期～昭和 30（1955）年頃：素麺製造を兼業。 ②昭和 32（1957）年～昭和 37（1962）
年：米麦精穀と・類を飼料とした豚飼育。 ③昭和 45（1970）年～昭和 55（1980）年：②と同趣旨の
肉牛飼育。④②と③による堆肥を使用したタブノキの肥培。これらの営みは現在人手不足により正併
業していないが、エコロジカルな有畜水車業（パーマカルチャー）として吟味すべき事例と思われる。
8.

水利用の態様

立地環境は、山すその道筋・川筋の狭長平坦面で敷地の最上端は川からの取水口と言えるが、導水
路の流れに沿って水利用態様を示す。
１）取水―――取水は、水車より約 150ｍ上流の井堰より田代川より分水していて、堰は灌漑を兼ねて
いて、取水しやすいように斜め堰としている。（写１）
２）水量の調整―――水車注水に至るまでの水量の調整のためには、取水口より 80m 内の川沿いの地
点に取水水門とは別に計 2 ヶ所の調整水門を設けている。
３）灌漑水田への温水注水の工夫―――水車場上流部の水田に灌漑するが、温水化の為の工夫がなさ
れている。（写２）よけ溝と呼ばれるもので、導水路に沿って小水路が設けられ、導水路（灌漑水路）
本流からの直接大量の水田引水でなく、必要最低量位の少量の水を移流する時間の温水効果をねらっ
ている。（現在も水田とわけ溝とも用いられている。）
４）母屋庭園への引水・排水―――屋敷内に入った導水路は、庭池とつながれ、庭池は水の通過点と
して引水され、導水路に還流されていた。水は消費されるわけでなく、通過するのみである。現在は
庭園は埋められているが、掘り起こすことで復元は可能である。（写 5）
５）母屋内での導水路の建設―――建物と導水路の建設の共存のため、約 11m、母屋内に導水路を建設
し台所フロアー部を通過させている。日常的に導水路と共存しているわけで、産業（生業）と暮らし
が一体的に営まれてきている。福岡県八女郡広川町所在の木下水車場（現在休業）では、母屋の地下
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に導水路の一部が建設されているが、この場合、視覚的にも地上空間的にも影響は無いのに比し、堤
水車場では地上水路なので、物心両面で深い関わりをもってきている。電動化以後もこの屋敷におい
て導水路は水車と同様、解体せずに関わってきており、水車製粉業としての物心両面における水車や
水との伝統的関わりが、暗黙の内に遺構保存につながっているように考えられる。
６）水車注水専用水としての清水の確保―――使用済み風呂水や台所排水は、水車にかからないよう
配慮と工夫を施している。それらの生活排水はパイプで水車注水より下流の導水路に送水している。
自分達の生業の要としての水車は、生活汚水等の混じっていない清水で回すべしとの仕事人としての
精神性に基づくものと言えよう。因みに久留米水天宮のお守り札も掲げられていた。
７）水車直前専用水門施設と川への還水―――建物内から出た導水路は、約 8m で水車注水専用水門と
（複合機能水門施設に至る。左側に水車（下掛け水車）があり、専用水門の開門で水車に注水させ、
水車を回転させたその水は田代川に還水させていた。
８）水車直前複合機能水門施設―――前述の水車直前専用水門に隣接して、複合機能の水門も設けて
いた。導水路を直角にさえぎる形で、約 50cm 高の基本堰体部（石積みコンクリート仕上げ）を設け、
更にその上に約 30cm 位の上げおろし堰板を付帯設備させていた。水車注水の場合はこの水門堰体に導
水路の水は一定の水位でぶつかり、左折していた。
① 水車を回さない場合の水は、この堰板を開けることで、堰体を越流する形で下流水路に放水し、
下流部の灌漑水路につないでいた。（写７）
② またその堰体に高さ、大きさの異なる通水パイプ連結接続穴を設け、堰体にぶつかった水を分水
する工夫を施していた。水車注水と両立できるように考慮しての灌漑パイプ連結口、少量でよい
ものの通過水活用の家畜給水バケットへのパイプ連結口と仕立てた。（写 8）
③ また、この水門をまたぐ形で前述していた風呂の残り水などの移送パイプが施されている。
9. おわりに
水車動力による再開は、水車の取替えおよびそのコストが必要であるが、その巧みな水利用の多
重性やエコロジカル性、パーマカルチャー性等、社会啓発性は高く、今後、顕彰していく必要がある。

図１－敷地平面図（1988.頃）
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写１-起点としての上流井堰と取水口（2014.5）

写２－右奥部の製粉場と左部の灌漑水田（2014.5）

写３－川筋・道筋で職住一致の製粉場（2014.5）
（2014.5

写４－水車小屋連接の牛舎鶏舎遺構（2014.5）

写５－導水路（右）から庭園への入水（1988 頃）
（2014.5）（2014.5

写６－導水路連結の牛舎水呑バケット（1988 頃）

写７－水車直近調整水門堰体超流（1988 頃）
（2014.5）（2014.5

写８－水車直近複合機能水門堰体及び堰板（1988 頃）
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小田原市板橋における旧内野醤油店の建物変遷について ～鉄網コンクリートに着目して～
田中和幸 bxl05336@nifty.com
会員、都立葛西工業高校

1. はじめに
小田原市板橋にある旧内野醤油店は旧東海道に面する名家である。創業は明治 20 年頃とされている
が、平成 23 年に三代目の御当主である内野悦郎氏が他界されてからは、しばらく建物は使われていな
かった。現在は、四代目の御当主である内野洋一郎氏によって建物の定期的な公開と、様々なイヴェ
ントが催され積極的な活用がなされている。旧内野醤油店の敷地には、メインとなる「店蔵」をはじ
め醸造施設である「工場」や「穀蔵」等が残されており、かつての面影を良く残している(図 1) 。
筆者は平成 24 年から建物の詳細調査を実施する機会を得て報告を行ってきた 1） 。その結果、戦前に
竣工した 6 棟の建物のうち「店蔵」については棟木に記された墨書より竣工時期が判明している。ま
た聞き取り調査等から「工場」と「新座敷」ならびに「店蔵」に繋がる「附属屋」については、それ
ぞれの建設時期を確認することができた。しかし「文庫蔵」と「穀蔵」「袖蔵」についての竣工年は
不明である。
以上のことから本稿では現地調査と最近判明した土地の取得状況に加え、工場等で適用されている
鉄網コンクリートに着目し、旧内野醤油店における建物の変遷について考察する。また「店蔵」の竣
工から 100 年以上経過している旧内野醤油店は随所で増改築が行われていることから、併せてこれら
の時期についても検証する。なお鉄網コンクリートは、戦前の日本で考案され全国へ広まった構法で、
筆者はこれまで下地となるワイヤーラスについても報告を行ってきた 2） 。
2. 旧内野醤油店の現状

旧内野醤油店は旧東海道と小田原用水に挟まれた約 380 坪の敷地である。旧東海道に沿って東
側より「袖蔵」「店蔵」「新座敷」と続き、各建物は内部で繋がっている。「店蔵」の北側にあ
る「文庫蔵」へも内部から行きできる。しかし敷地の北側にある「工
場」は「文庫蔵」と接してはいるものの、二つの建物は内部で行きで
きない。また敷地の東側には独立して「穀蔵」がある。なお現在、住
居として使用されている「新築」には、かつて従業員の休息場であっ
た「広敷」があった(図 2)。
まず「店蔵」は土蔵造 2 階建てで明治 36 年の竣工である。「店蔵」に

図1

外観

続く「附属屋」は木造平屋建てで、聞き取り調査から昭和 30 年頃の増築
であるとされているが、その他の「店蔵」で行われた増改築の時期につい
ては不明である。
「袖蔵」は木造 2 階建てで鉄網コンクリートが適用されている。竣工年
は不明だが「店蔵」と接する「袖蔵」の内部は納まりが悪く漏水しており
著しい木材の腐朽が見られることから、「袖蔵」は「店蔵」へ接続する形
で建設されていたことが分かる。
「文庫蔵」は「袖蔵」と同じ木造 2 階建てに鉄網コンクリートが適用さ
れている。竣工年は不明だが、「文庫蔵」の 2 階南面には開かずの扉があ
ることから、これに接続する「店蔵」の 2 階は「文庫蔵」が建設された後
に増築されたものである。さらに「文庫蔵」と「店蔵」は平行に建設され
ていないことから、既に建設されていた「文庫蔵」へ後から「店蔵」が新
築されたと考えられる。

図2

配置図
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「新座敷」は木造平屋建てである。竣工は聞き取り調査から三代目の御当主である内野悦郎氏の結
婚を機に新築したもので、昭和 10 年頃であることが判明している。また「新座敷」と「店蔵」の境界
には鉄網コンクリートの「防火壁」がある。
さらに、敷地の北側に位置する「工場」は木造平屋建てに鉄網コンクリートが使用されている。竣
工は家屋税他帳から大正 14 年であることが明らかとなっている。しかし L 字形平面の「工場」は「工
場東」と「工場西」の軸組み構造が異なっている。さらに現地調査より両者が接続する「工場東」の
小屋梁下面には柱と壁の痕跡を確認でききたことから、当初は「工場東」が独立した建物で、これに
「工場西」が増築する形で大正 14 年に「工場」が竣工したものと考えられる。
最後に、独立している「穀蔵」は木造平屋建てで鉄網コンクリートの適用が確認できたが、竣工年
については不明である。
3. 鉄網コンクリートの適用
鉄網コンクリートは、火に弱い木材を不燃材料であるコンクリートで覆うことによって防火性能を
高めたもので戦前の日本で普及した。これはワイヤーラスの下地に鏝を用いてコンクリートを塗り付
ける構法で、明治 44 年に川崎寛実が考案し「鐡網混凝土」の名称で実用新案を取得した 3） 。登録範囲
はワイヤーラスとコンクリートを鏝で塗付ける手法であった。その後、川崎は鏝でコンクリートを塗
付ける手法を外し、菱形や丸形等のワイヤーラスと骨格として用いる太い鉄線の力骨を登録範囲とし
て、大正 2 年に「川崎式混凝土鐡網（以下、川崎式とする）」の名称で特許を取得しなおしている

4）

(図 3)。すなわち、「川崎式」は特許期限が切れる昭和 3 年まで川崎寛美が創業した「川崎工場」の独
占であった。ところが、その期限が切れると「川崎工場」以外で「川崎式」のワイヤーラスが次々と
製造されるようになった。
このことから、旧内野醤油店の建物に適用されている鉄網コンクリートの下地となるワイヤーラス
が「川崎工場」か、もしくは異なる場所で製造されていたものかは判断できない。そこで、旧内野醤
油店で使用されているワイヤーラスについて検証する。
明治 44 年から大正 8 年までに「川崎工場」で製造販売された「川崎式」を用いた建物については
『鐡網混凝土建築物一覧』5） に記されている。ちなみに小田原市には大正 5 年竣工の「横濱監獄小田
原分監獨居室」と大正 7 年竣工の「秋澤商店」の 2 件であった。よって旧内野醤油店で鉄網コンクリ
ートを適用したのは、大正 9 年以降となる。
さらに旧内野醤油店で鉄網コンクリートを用いて施工されている建物のうち、「穀蔵」と「防火壁」
は石積みとの混構造であることが現地調査を通して確認できた(図 4)。両者は、はじめ石造として建設
されたが大正 12 年に発生した関東大震災による影響で倒壊した。ただ問題の少なかった一部の石積み
箇所は、そのまま活かして倒壊した部分を鉄網コンクリートで復旧させていた。
その結果「防火壁」と「穀蔵」で使用されている鉄網コンクリートは震災後の大正 12 年から昭和 9
年までのあいだで、特許が切れる前の「川崎工場」で製造されたものが使用されたと考えられる。
4．土地の取得から見る旧内野醤油店の建物変遷
1）土地の取得
当家の住所表示は小田原市板橋 602 番地となってい
るが、土地台帳では 5 つに分筆されている。それによ
れば、明治 21 年 6 月 14 日の時点では 600 番地と 602
番地ならびに 604 番地－ロ（以下、この 3 つの範囲を
板橋 602 番地とする）を取得していた。その後、敷地
の西側にあたる 598 番地を明治 42 年 3 月 13 日に、昭
和 10 年 11 月 21 日には敷地の東側にあたる 604 番地－
イを取得した 6） （図 5）。

図 3「川崎式混凝土鐡網」 図 4

穀蔵の内部
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2）明治 21 年～明治 36 年／土地取得から「店蔵」竣工までの期間（図 6）

初代御当主である内野種三郎氏がこの地で醤油醸造を開始した記録は、
明治 31 年に出版された『日本商工営業録』7）に名前を確認することがで
きることから、明治 30 年には醤油の醸造施設や販売を行う建物が板橋
602 番地にあったことを意味している。
ただし、この期間の建物規模や棟数について明確に示すことは現在のと
ころ困難である。ところが前述の通り「文庫蔵」は明治 36 年に竣工した
「店蔵」よりも先に竣工していた可能性が非常に高い。そして現地調査の
結果「文庫蔵」の柱には間渡竹の痕跡があったことから、当初は鉄網コン
クリート壁ではなく、土壁で施工されていたと言える。同様の痕跡は「工 図 5 土地の取得状況
場東」と「袖蔵」でも確認できた為に、この時点でそれぞれ竣工していたと考えられる。しかし
「袖蔵」については敷地取得の関係から明確な建設位置については不明である。また醤油の販売
を行う為の「ミセ」は存在していたはずだが建物規模や形状に加え建物位置についても不明であ
る。
3）明治 36 年～明治 42 年／「店蔵」竣工から 598 番地の土地地取得までの期間（図 7）
Ｌ字形平面を持つ現在の「店蔵」が、明治 36 年に建設されたが、便所や台所、風呂などの水回りに
ついては明確な位置を確定することはできていない。前述のとおり「文庫蔵」の 2 階南面には開かず
の扉が設けられていることから「店蔵」は L 字形で建設されていたが「文庫蔵」に接する 2 階には建
物が無く、後世に増築されたものであることが分かる。
「店蔵」の西側にある「防火壁」は建設記録である『新築費支払帳』8） に記述されていることから
明治 36 年に石積みで完成していた。『新築費支払帳』からは記録が確認できないが「穀蔵」も同じ石
積みであることから、両者の竣工時期は非常に近いと考えられる。ただ「穀蔵」についても「袖蔵」
と同様に敷地取得の関係から建設位置については不明である。
4）明治 42 年～大正 12 年／598 番地の土地取得から関東大震災発生までの期間（図 8）
598 番地を敷地の西側を新たに取得したことで奥へのアプローチが西側から行われるようになった。
その結果「袖蔵」の壁は土壁から明治 44 年に考案された「川崎式」へ大正 9 年から 12 年のあいだに
改変され「店蔵」へ接続するように東海道に面して現在地に曳家された

9）

。また「文庫蔵」の壁につ

いても「袖蔵」と同様に、この時土壁から「川崎式」に変更したと考えられる。
5）大正 12 年～昭和 10 年／関東大震災復旧から 604 番地－イの土地取得までの期間（図 9）

関東大震災によって被害を受けた「穀蔵」と「防火壁」の壁面は鉄網コンクリートで修復され
た。「工場」
の竣 工は前
述の 通り大
正 14 年 で
ある 。既に
竣工 してい
た「工場東」
の土 壁を改
変し 、「工
場西 」を増
築さ せ一体
とし て鉄網
図6

明治 21～36 年

図7

明治 36～42 年

図8

明治 42～大正 12 年

※図 6～10 の点線は位置不明、未着色は形状不明、二点鎖線は敷地、太線は鉄網コンクリートを示す。
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コンクリートで施工された。ちなみに「工場」への資材搬入は、現在は塞がれているが「工場西」
の南側に扉が設けられており、そこを利用していたと推察される。
6）昭和 10 年～昭和 20 年頃／604 番－イの土地取得から現在の敷地形状になるまでの期間（図 10）
既にある敷地の東側に 604 番－イを取得して「穀蔵」を現在地に曳家したと考えられる。そして
「工場」への材料などの搬出入は「工場西」の南側に設けられた扉から行っていたものを、「穀
蔵」と「袖蔵」の間から行うようになった。その結果「工場西」の扉を使用する必要が無くなっ
た為に、その手前に「新座敷」を新たに
建設した。
また敷地の拡張に伴い「工場」と「穀
蔵」の下屋が整備されたのも、この時期
である。さらに「工場東」の東側に従業
員の休息場所である「広敷」が建設され
た。ちなみに、この規模と位置について
の正確な情報については不明である。
昭和 30 年頃に「店蔵」の「附属屋」
を整備し、昭和 55 年に醤油の醸造を止
め従業員が居なくなり「広敷」を解体し、
そこへ住宅を新築し現在に至っている。
5.まとめ

図9

大正 12～昭和 10 年

図 10

昭和 10～20 年頃

本稿では、建物の接続状況と土地の取得順序ならびに関東大震災による被害の復旧状況を踏まえて、
旧内野醤油店の変遷について明らかにした。その結果、旧内野醤油店で使用されている鉄網コンクリ
ートは「川崎工場」で製造された「川崎式」である可能性が非常に高いと推察される。そして「文庫
蔵」と「袖蔵」は関東大震災前に土壁から鉄網コンクリートへ改変され、二棟とも震災を乗り越えた
と考えられる。これらを行ったのは内野家の出入の大工であった棟梁の鈴木卯之助であったことが聞
き取り調査より確認できた。地元に住む鈴木は近代的な技術を修得し新しい構法へ積極的に挑戦した
人物であったことが分かった。小田原は関東大震災での被害によって明治期に竣工した建物は非常に
少ないなかで、旧内野醤油店は震災や戦災を乗り越え現存している貴重な明治期の歴史的建造物であ
り、近代の醤油醸造を知ることができる貴重な近代化遺産であると言えよう。
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日本技術士会の倫理規程と技術者の社会的地位の問題
夏目賢一 knatsume@neptune.kanazawa-it.ac.jp
会員、金沢工業大学基礎教育部

1. はじめに
これまで、日本の工学系学協会における倫理規程を対象とした論文や書籍では、そのもっとも古い
事例として 1938 年に定められた土木学会の「土木技術者の信条及実践要綱」が紹介され、次に古く、
戦後ではもっとも古い事例として 1961 年の日本技術士会（以下、「技術士会」と記す）の「技術士業
務倫理要綱」が紹介されてきた。これが定説となった理由は定かではないが、多くの典拠になったと
考えられる 1997 年の日本学術会議の報告書ではこの二事例が取り上げられているし (1)、技術士会自身
の出版物でも 1961 年の事例が同会最初の倫理規程として扱われてきた。しかしこの度、技術士会など
で資料調査を進めることによって、1951 年の同会（旧技術士会）発足時にも倫理規程「技術士服務要
綱」が定められていたことが明らかになった。
この 1951 年の「技術士服務要綱」についての調査結果は論文としてすでにまとめ、近く『技術と文
(2)

明』に掲載予定である 。「日本技術士会」は 1951 年に設立されたが（これを「旧技術士会」と記
す）、1957 年の技術士法制定にともなって解散し、社団法人としてあらためて「日本技術士会」が発
足することになった（これを「新技術士会」と記す）。論文では、これら新旧それぞれの技術士会の
設立と展開の経緯を踏まえて、1951 年と 1961 年の二つの倫理規程の制定過程を分析した。そして、技
術士の社会的地位の確立が、一貫して倫理規程の整備の重要な目的であったことを明らかにした。
しかし、ここで分析対象とした資料については、手書きの内部資料であったことや論文全体の分量
の制限もあって、論文中では十分具体的に紹介することができなかった。また、2000 年の技術士法改
正と関連した 1999 年の「技術士倫理要綱」への改訂の経緯についても分析を進めている。そこで、こ
の二点について、前者については具体的に写真を示しながら分析結果の解説をおこなう。そして、こ
の 1950-60 年代の事例についての分析を踏まえて、後者の 1990 年代の倫理規程改訂においても社会的
地位の確立という動機が共通であったかどうか分析を進めたい。
2. 1951 年の日本技術士会発足と「技術士服務要綱」制定
(3)

旧技術士会は、戦後すぐの民間外資・技術導入への期待を背景として進められた 。経済安定本部の
生産局機械課長（1950 年 9 月より産業局技術課長）であった田中宏が、1950 年 5 月から 8 月にかけて、
米国の産業行政、産業団体、技術者協会への現地視察をおこなった。帰国後にこの報告をおこなった
ところ、とくにコンサルティング・エンジニア（CE）という日本には存在していなかった技術者制度
に注目が集まり、田中の呼びかけによって同年 12 月に急遽「コンサルティング・エンジニア協会設立
準備委員会」が立ち上げられることになった。
田中宏が米国調査で何より注目したことは、米国の CE 制度では「技術的業務に対してそれ相応の報
酬を確実にとっている反面、この職業に関する道徳的の取り決めが、技術者間で行われ、よく守られ
(4)

ている」 という点であった。すなわち、この CE 制度は日本の戦後経済復興にとって有効なだけでな
く、技術者の社会的地位の向上にも結び付く可能性が大きく、米国ではそれを裏付ける慣習として倫
理規程が尊重されていることが理解された。そのため、設立準備委員会においては「報酬規程」と
「資格規程」に並んで「服務規程」の制定が重視された。当時の委員会のメンバーは「創立準備の段
階で、関係者間で最も重要と認められて厳粛な議論を重ねられた規約は、技術士服務要綱であったと
記憶する」(5)と回想している。そして、この「服務規程」は最終的に「技術士服務要綱」という名称と
して、1951 年 6 月の「日本技術士会」設立総会の場で採択された。

日本産業技術史学会 第 30 回年会(2014)講演要旨 8-2

旧技術士会で制定された「技術士服務要綱」は、米国の CE 制度にならったものであった。そのため、
米国の主要団体であった専門職業開発技術者協議会（Engineer’s Council for Professional Development:
ECPD）と米国 CE 協会（American Institute of Consulting Engineers: AICE）の倫理規程（とくに後者）を
参考にして作成された。しかし、もちろん単純に模倣したわけではなく、とくに「品位の保持」（第 1
項）と「秘密の保持」（第 2 項）など、日本の実情において CE 制度導入に必要と考えられる項目も追
加された。「一般に日本では、職業的な倫理観が薄い」(6)ことへの懸念があったため、米国では契約に
おける当然の前提として明記されないような事項についても明記することが必要視されたのであった。
これらの条項も、換言すれば、米国よりも低い水準にある日本の技術者の社会的地位を、CE 制度の導
入によって米国並みに向上していくために求められたのであった。日米間の各条項の関係については、
講演の中では資料を例示しながら説明したい。
3. 1961 年の「技術士業務倫理要綱」制定
1951 年に旧技術士会が発足して、この「技術士」を国家資格とすべく活動が進められた。そして、
紆余曲折を経て、1956 年に創設された科学技術庁の所管として 1957 年に法制化が実現し、それととも
に新技術士会が発足することになった。しかし、技術士の活用は当初の期待ほどには進んでいなかっ
たことから、1959 年に当時の技術士会会長から科学技術庁長官に宛てて「技術士の活用に関する要望
書」が提出された。この要望を受けて、科学技術庁から技術士会に対して欧米の CE 制度についての実
態調査が求められた。このことによって、1951 年の旧技術士会設立および倫理規程の制定時には米国
の制度が注目されていたが、今度は欧州の CE 制度が注目されることになった。
当時、欧州で 1913 年に発足した国際 CE 連盟（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils: FIDIC）
は、第二次世界大戦による縮小はあったものの、1959 年には米国、カナダ、南アフリカなどの欧州以
外の CE 組織が相次いで加盟することによって、名実ともに国際連盟へと拡大していた。そして、技術
士会では欧州各国の CE 協会に加えてこの FIDIC への実態調査も進められ、その結果、CE として「あ
らゆる商業的な利害からの独立」が倫理規程として求められていることが明らかになった。しかし、
日本の技術士制度はこの要件を満たしていなかったため、FIDIC の総会へのオブザーバー参加すら認め
られなかった。そのため、1958 年に新技術士会が新組織となったこともあり、身分の独立中立性とい
う内容を含めた倫理規程を新たに「制定」することになった。
この制定過程では、当時の資料によると、技術士服務要綱のときに参照されていた米国の AICE と
ECPD の倫理規程に加えて、欧州の英国 CE 協会（Association of Consulting Engineers: ACE）とオランダ
CE 協会（Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs: ONRI）、そして FIDIC の倫理規程がそれぞれ具

日本技術士会（東京都港区）に保管されている初期の資料
体的に参照されている。そして、当時の資料で日米欧の各条項の対応関係を分析しても、欧州の倫理
規程への参照が多いことがわかる。
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結局のところ、この身分の独立中立性という要件は、日本の技術士の実情では「身分の中立性につ
いては、（3）の条文にかゝわらず当分の間、次の暫定措置を認めることとする」という附則を追加し
なければ導入できなかった。技術士のうち純粋にコンサルティング業のみに従事しているものは一部
であり、その実態は発足当初から（技術士法の定義でも）CE に限定されない「高級技術者」の社会的
地位を国家資格として承認するための制度になっていた。そのため、日本の技術士制度は欧米の CE 制
度とは十分な整合性がなく、FIDIC への加盟については 1974 年に新たに「日本コンサルティング・エ
ンジニヤ協会」（Association of Japanese Consulting Engineers: AJCE）を設立することで認められること
になった。
4. 1999 年の「技術士倫理要綱」改訂
以上のように、初期の技術士会において、倫理規程はつねに技術者の社会的地位の向上という目的
と不可分であった。そして、この社会的地位に関する要求は、一般に、日本国内の制度として機能す
ることだけが求められていた。そのため、技術士制度は日本独自の制度として展開されることになっ
た。国際団体である FIDIC 加盟についても別組織の設立によって対処することになり、日本の技術士
制度そのものを CE 制度の国際標準に合わせて整備し直すことは進められなかった。
また、欧米の CE 制度は、米国のプロフェッショナル・エンジニア（PE）制度に代表される技術者資
格によって保証されていた。日本の技術士は PE 制度に近いところもあったが、基本的に CE の制度で
あり、国際標準と比較した時には CE と PE のどちらとして位置づけられるか、あるいは位置づけてい
くべきかという問題が生じることになった。しかし、前述のように技術士は日本独自の制度として機
能していたため、この CE／PE 問題を解決するための強い動機は存在しなかった。
この状態は 1990 年代になって少しずつ変化し始める。世界技術組織連盟（World Federation of
Engineering Organisations: WFEO）に日本代表として出席した松本順一郎によって日本には PE 制度が存
在しないという見解が示され、さらに技術士会とは別組織である日本工業技術振興協会によって日本
国内で米国の PE 資格を受験する制度づくりも進められた。このような見解や動向は、日本国内におけ
る技術士の存在を軽視するものであった。しかし、これに対して技術士会としては存在のアピール以
上の組織改編などの対応はなされなかった。また、この WFEO からは日本の学協会に対して倫理規程
の制定勧告がなされ、これについては日本学術会議で対応が進められた。
これらの転機は、1995 年の APEC 首脳会議において、加盟エコノミー間での技術者の人材養成と国
際的流動性の促進が行動指針として決議され、1996 年に APEC エンジニア資格相互承認プロジェクト
が承認されたことによって訪れた。APEC エンジニア制度は、当時すでに 1989 年のワシントン協定に
よって標準的な存在になっていた PE 制度を基礎としていた。そのため、当初は第三者機関の認定を受
けた大学課程を卒業していることが要件として求められたりしていた。そして、日本にはこのような
要件を満たす制度が存在しなかったため、技術者教育認定機構の設立（JABEE として 1999 年に実現す
る）とともに新たな技術者資格の発足も検討されることになった。
しかし、このような新たな技術者資格が設立されると、技術士の社会的地位は保てなくなるだろう。
そのため、このような事態を回避するために 2000 年の技術士法改正に至るさまざまな制度上の調整や
改変が模索され、技術士制度は日本の PE 制度として正式に位置づけられることになって、APEC エン
ジニア制度への適合が実現された。
この APEC エンジニア制度の要件としては技術者倫理や継続研鑽（CPD）が求められており、2000
年の技術士法改正でもこの点について第 45 条と第 47 条に「公益確保の責務」と「資質向上の責務」
が追加された。そして、この要件に合わせて、「技術士業務倫理要綱」は「公衆の安全、健康および
福利の最優先」と「日頃から専門技術の研鑽に励み」という文章を前文に掲げられた「技術士倫理要
綱」へと 1999 年 3 月に改訂された。
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5. おわりに
初期の技術士会における倫理規程の制定は、技術者自身の社会的地位の確立のために技術者自身に
よって主体的に進められた。1951 年の「技術士服務要綱」においては米国の技術者協会の倫理規程、
そして 1961 年の「技術士業務倫理要綱」においては欧州の倫理規程と、それぞれ CE 制度の調査対象
を広げる過程で、その内容に関して必要とされる改変が加えられてきた。1999 年の「技術士倫理要綱」
の改訂においても外的要因の影響力はより大きかったものの、この事情は基本的に同じであった。そ
れまでは技術士制度は日本国内の独自の制度として位置付けられていたが、APEC エンジニア制度の導
入にあたってアジア・太平洋の多国間においても実質的同等な制度を実現すべく法改正をともなう組
織改編が迫られた。しかし、その組織改編の目的にはやはり技術士の日本国内における社会的地位の
確保があり、倫理規程に関しても、実際に改訂された内容から判断しても、改訂の動機はやはり社会
的地位の確保に重要な原因があったことがわかる。
ただし、この時期に技術士会では米国の教科書 Engineering Ethics: Concepts and Cases（邦題『科学技
術者の倫理：その考え方と事例』）(7)の翻訳出版が進められており、この経緯もやはり APEC エンジニ
ア制度の導入とは関連しているものの、具体的な経緯や事情は倫理規程の改訂におけるものとは異な
っていた。この 1990 年代後半の技術士会における技術者倫理教育の推進については、現在分析を進め
ているところであり、近いうちに論文として『技術と文明』に投稿して判断を仰ぎたいと考えている。
注 及び参考文献
(1) 基礎工学研究連絡委員会『工学系高等教育機関での技術者の倫理教育に関する提案』日本学術会議・基
礎工学研究連絡委員会, 1997, p. 54.
(2) 夏目賢一「初期の日本技術士会における二つの倫理規程：技術士服務要綱の制定から技術士業務要綱の
制定へ」『技術と文明』19(1), 2014.（査読済み掲載予定）
(3) これに関する「外資に関する法律」は 1950 年に制定された。
(4) 田中宏『コンサルティング・エンジニア』日本産業協議会, 1951, p. 30.
(5) 浅原源七「技術士会誕生の頃」Consultant, 17, 1966, p. 13.
(6) 塩田英三「日本技術士会の発足」『土木技術』6(12), 1951, p. 49.
(7) Charles E. Harris, Jr. et al. Engineering Ethics: Concepts and Cases, Wadsworth, 1995. 日本技術士会訳編『科学

技術者の倫理：その考え方と事例』丸善, 1998.
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「実態保存」としての技術映像
○堀尾尚志* horio@ae.auone-net.jp、廣田義人** 、森田恒之*** 、後藤邦夫*4
* 会員、神戸大学名誉教授、**会員、大阪工業大学
***会員、国立民族学博物館名誉教授 *4 会員、桃山学院大学名誉教授

1. はじめに
大阪産業労働資料館エル・ライブラリー (財団法人大阪社会運動協会が運営)の書庫に保管されてい
た産業技術に関する 16 ㎜フィルム 107 本から、技術史ないし経営史の観点から史料的価値があると思
われる作品を選びデジタル化し、2013、14 年度年会にて報告した。本報告では、それらの映像調査を
通して得た知見のひとつとして「実態保存」なる概念を提唱する。
なお、本報告は学術研究助成基金助成金(課題番号：23501225)の交付を受け遂行された成果の一部
である。
2. 問題の所在
機器や装置の「動態保存」が望ましいことは云うまでもない。しかし、「動いている」ことが、使
用されていた「かつて」を未来に「伝える」あるいは「残す」ことのすべてではない。それだけで終
わってはいないであろうか。現物と設計図等があれば、その分野の専門家であれば「動態保存」でな
くとも、ほとんどすべてを理解できる。無論、一般展示のためには「動いている」ことが望ましい。
しかし、「動いている」こと同等に、あるいは、より知りたいことは、運転・作業あるいは保守等に
関わる状況や事象である。その取り扱いや操作に携わった人物自身による記録や聞き取り、そういっ
た「実態」の記録と合わさって初めて技術というものが保存されているといえる。また、機器や装置
の映像は、単に「動態」を記録しているだけでなく、作業そのもの、実際に運転されていた状況、工
場なり作業場の雰囲気までも伝える。これらも、技術というものの一部である。
これが、「実態保存」なる概念を、かかる造語を以て提唱する所以である。この造語には「動態保
存」と対置させて認知されたいという趣を持たせている。
3. 技術映画の史料性
一般に技術映画には、教育・研修用、広報・宣伝用等を問わず作業や動作そのものに演出の入る余
地は少ない。また、作業を行っている場所は工場や現場であり、スタジオやいわゆるセットでない。
「実態」をより現実的に記録しているといえよう。この点が、例えば業務管理や安全管理などの教
育・研修用に作られた映画と異なるところである。
演出の入る余地は少ないとは言え、その記録に限界があることは承知しておく必要がある。作業や
工程管理の安全確保の理由で撮影が困難な場合が少なくない。現場的条件とは質的に異なる要因もあ
る。撮影スタッフは、構図の面白さを捉えようとする傾向にあり、企画に携わった専門家の指示が確
実に実行されず、往々にして技術の要点が充分に映されていないように思える。
「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」。これは、『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」
にある一節である。技術映画製作に携わってきた者の観想であるが、上記の「要点が充分に映されて
いない」状況を如実に指摘していると云えよう。
4. 技術の実態としての操作・作業・場・状況
例としてスティル写真を図 1～3 に示す（図表は本章末に一括）。図 1 は、不二越社企画「第 1 部切
削工具」の「ブローチ篇」における製品試験のひとこまである。切削反力の梃による直接計測、ペン
書きによる記録そして記録紙ドラムのベルト駆動という当時の実態を伝えている。図 2 は文部省によ
る企画で 1962 年に製作されたと推定される作品「穴あけ」のひとこまであるが、右手の作業員に見え
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る作業員の刃物台を軸方向に動かしている左手の動きと手つきが分かる。また背景から、当時の工場
の雰囲気もうかがえる。図 3 は日本生産性本部企画「職場に於ける品質管理」(推定 60 年代後半)のひ
とこまに、自動車の車体組み立てラインにおける手持機によるスポット溶接の作業が実写されている。
このような映像はおそらく格別に記録されていないであろうと推測されるが、自動そしてロボット式
のスポット溶接に至る過程における産業技術の実態を伝えている。
「実態保存」に該当するシーンを、前述のデジタル化した 49 本のフィルムから抽出した結果を表 1
に、個々のシーンとそれが見られる作品名を示す。個々の実態そのもの所在を作品のタイトルから見
当をつけることはほとんど無理なことが分かるであろう。
保存すべきシーンとして期待できるできるものはほとんどが 16 ㎜フィルムにある。しかし、その映
写機を探すこと自体が困難であり、しかもフィルムの状態検査そしてビネガー・シンドローム検査を
経なければ不用意に映写機にかけられない状況にある。フィルムのこまをサンプリングしたストリッ
プにより内容を近似的に知る方法がある* 。該当するシーンの所在を見落とさないサンプリング間隔は
どの程度であろうか。抽出したシーンの長さの頻度分布を図 4 に示す。この結果から、サンプリング
周期を 20 秒とすれば、その所在を捕捉できない確率は 10%以下に抑えられる。
* 画像を安全にモニタできる装置がイマジカウエスト社で開発されている。フィルム送りをスプロケッ
トによらずリールによる巻取りとしフィルムの機械的損傷を回避した。こまの同期はパーコレータ透過
光のパルス信号により電子シャッターを切る方式をとっている。光源には LED を用いフィルムの劣化・
焼損を防いでいる。CCD により取り込まれた画像は PC に送られ、動画としてモニタできる。そして、
ストリップ化も同時に行われる。

図1

図2

計測状況の一例

加工作業の一例
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表1

抽出した実態シーンの一覧

保存対象及び内容

所在作品名（企画元）

反力測定 / 機械式検出・記録紙送りベルト

ブローチ編（不二越）

粗さ試験 / 機械式検出・ペン書式

新しいドリル（前掲）

温度計測 / ペン書式

穴あけ（文部省）

記録計 / ペン書式

材料試験法（全国工業高校長協会）

頻度分布測定 / ベアリング球粒径

新しい品質管理（日本生産性本部）

数値制御機器 / さん孔テープ

穴あけ（文部省）

製図 / ドラフタ使用

製図編第１、２部（前掲校長協会）

〃 / ドラフタ室風景

新しい品質管理（前掲）

旋盤 / 作業動作・作業情景

製図編第１部（前掲）

鍛造 / 作業情景

ホブ編（前掲）

鋳造 / 工場内風景

鋳造（文部省）

穴あけ / 作業及び作業姿勢

穴あけ（前掲）

プレス / 工場実写

墜落災害の科学（全日本産業安全連合会）

スポット溶接 / 手持機作業（自動車車体・実写）

職場に於ける品質管理（前掲本部）

ガス溶接 / 手作業（自動車車体・実写）

ガスもれと火花（中央労働災害防止協会）

精度検査 / 作業情景

ホブ編（不二越）

製品検査 / 工程風景（テレビ用ブラウン管）

新しい品質管理（前掲本部）

〃

/ 検査風景（ダイヤル式電話機）

組立工程 / ブラウン管テレビ

〃
〃

〃

/ 機械部品＋運搬（実写）

身のまわりの運搬（前掲防止協会）

〃

/ 半田付ライン（ラジオ基盤・実写）

職場に於ける品質管理（前掲）

足踏みミシン作業動作

ミシン（東京都技術教育研究会）

電柱立て（機械化以前・実写）

計量管理メモモーション（前掲本部）

馬鍬作業、脱穀作業、籾摺作業

働きながら学ぶ人々（文部省）

蚕飼育、綿花収穫

繊維の知識（家庭百科シリーズ、企画元不明）

日本産業技術史学会 第 30 回年会(2014)講演要旨 9- 4

日本産業技術史学会 第 30 回年会(2014)講演要旨 10-1

日本における産業遺産評価基準について
山田大隆 h-yamada@rakuno.ac.j p
会員、酪農学園大学教職センター

1. はじめに － 何故、今日産業遺産評価が必要か、保存運動との関係
筆者は永年に渡り、北海道地区の産業技術史研究と産業遺産保存に関わってきた。北海道は比較的
開発の新しい地域で、明治政府の殖産興業の原料基地としての位置付けで明治政府雇いの開拓史顧問 H.
ケプロンにより資源賦存状況調査と報告書（ケプロン報文 1895）、資源図の作成、最後に開発計画の
提言（ケプロン提言）がなされた。北海道はまさにこの提言に沿って海外先進技術導入（主にアメリ
カ植民地開発型技術の導入）が進められ、130 年間で本州規模の生産県に追いつき、部門では日本最大
の生産量を実現した（金山、水銀山、クロム鉱山、炭鉱、製鋼所、製紙工場、薄荷生産、澱粉製造
等）。その意味では、１，２次産業の発展優良地区であったが、1973 年から始まった石油危機が本州
製造業の原料海外依存傾向を決定的にし、北海道の国内原料基地としての地盤沈下を生起した。その
結果、北海道各地の原料製造地帯は急速な衰退、廃棄現象が出現し、石油危機まで明治初期から 70 年
以上に渡って資金と技術投入され製造された製造インフラは急速に休止、廃棄され、スクラップ化さ
れた。一部はアメリカ並みの敷地の有利さから産業遺産として保存されたが、荒廃し現在、1990 年代
と同様の急速な除却が製造会社、企業が去り産業記念物を寄付されても近年の不況下で維持資金を捻
出が出来なくなった地方自治体ともに進行している現状である。
１，２次産業の発展優良地区であったが、1973 年から始まった石油危機が本州製造業の原料海外依
存傾向を決定的にし、北海道の国内原 料基地としての地盤沈下を生起した。その結果、北海道各地
の原料製造地帯は急速な衰退、廃棄現象が出現し、石油危機まで明治初期から 70 年以上に渡って資金
と技術投入され製造された製造インフラは急速に休止、廃棄され、スクラップ化された。一部はアメ
リカ並みの敷地の有利さから産業遺産として保存されたが、荒廃し現在、1990 年代と同様の急速な除
却が製造会社、企業が去り産業記念物を寄付されても近年の不況下で維持資金を捻出が出来なくなっ
た地方自治体ともに進行している現状である。
筆者は産業考古学会（1977 年創立、現会員 600 名）、日本科学史学会（１954 年創立、現会員 800
名）、日本産業技術史学会（1985 年創立、現会員 200 名）の３つの日本技術史の学会に主に属し（他
に日本科学技術史学会、技術史教育学会、化学史学会会員）、北海道地区の技術史調査研究、保存運
動、利活用運動にこの 40 年間取り組んできた。その活動の中で、産業遺産の研究と保存、利活用につ
いての必要課題を明確にしてきた。
(1) 地域の歴史と国家開発課題に則して、選択される技術の内容と利用
(2) 導入された技術の系譜についての研究（在来技術か海外開発型大型西洋技術か）
(3) 海外技術導入の場合、その消化と地場発展過程の内容の実証研究
(4) 産業構造の変動による技術廃棄の必然性の考察
(5) 後継産業への先駆産業からの技術移転の有無
(6) 産業転換による地方自治体の課題と展望、人的資金的支援（NPO 等の実態
その結果、この研究推進には、文献学的視点のほか、現物に基付く実証研究の必要性（物によって
法則性を語らせる、博物館的手法）が認識された。関連技術史系の産業考古学会（JIAS）は、発足以
来この実証性を重んじ、現物に則した調査歴史研究を進めて、大きな成果（自治体の技術保存振興政
策提言 、市町 村史 の産 業史記 述支 援、産 業記 念物 保存要 望運 動、国 際技 術史保 存会 議 TICCIH,
ICOHTEC 等への参加と発表、産業考古学啓蒙運動と刊行物発行、推薦産業遺産認定と遺産保存功労者
表彰等）を収めてきた。実物資料に基付く研究視点から、現物資料のまず保存、次いで技術史研究で
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あるので、初期は遺産保存運動が中核であったが、37 年経た今日でも保存の評価項目設定に確立して
いるとはいえない面がある。イギリス産業考古学会（AIA）は速くにこの評価項目を設定、日本以上に
廃棄の進んだ 1990 年代に的確な遺産保存に成功した。遺産保存（歴史研究に使いものになる）には保
存上の評価項目設定が絶対に必要である。国際的にはこの国際先進の AIA の指導で TICCIH2003 年会
議（モスクワ、エカテリンブルグ）で採択された「ニジ二タギル憲章」が国際標準となり、各国の産
業遺産保存の評価項目として行政に保存の根拠を与えて有用事例となった。国内では JIAS の WG（清水
座長）と中部産業遺産研究会の評価運動が先進である。各国でも最終的には保存運動を支援する財政
優遇措置も含めた法的措置（産業遺産保護法）の決定で進行している。日本では上記３学会の保存評
価運動進展から、文化財保護法（昭和 29 年）に倣う「産業遺産保護法」（あるいは「産業遺産基本
法」）の議員立法運動の進展が要となる。
2. 今日の産業遺産保存基準とニジニタギル憲章（2003）
現在、全面保存を前提の学会評価と経済問題前提の行政評価が分かれ、その共通理解は困難で行政
の一方的な保存産業遺産の指定解除と緊急解体撤去が TICCIH2009 年フライベルグ会議（2009 年⑧月
31 日～9 月 5 日、フライベルグ工科大学）でも話題となった。平成 15 年 9 月の赤平市での第 6 回国際
鉱山ヒストリー会議では、炭鉱鉱山のような国家の大規模インフラ型産業維持と遺産保存は、会社、
民間団体範囲を超え、国家主導解決が中心と結論された。
これは科学史、産業技術史学のような文献主体の史学ではなく、モノに則した研究を基盤とする各
国の産業考古学の存立基盤を揺るがしつつある現況となっている。この場合、行政が要求する保存の
評価基準となるのが、産業遺産の文化財的価値（学術的価値）と利用価値（産業観光的価値）である。
1) 北海道遺産選定運動の内容と評価項目
筆者はかって、北海道遺産（平成 13，16 年）に遺産選定委員として、自然遺産、歴史遺産、産業遺
産、生活遺産、総合遺産の 5 領域で道民、地方自治体応募 1 万 6 千（一次、平成 13 年）、8 千件（二
次、平成 16 年）合計 2 万 4 千件中から 52 件（平成 13 年 25、平成 16 年 27 件）の認定に関わったが、
その場合の認定基準を以下として筆者は提出し（平成 13 年）、点数化指示、遺産所有者への委員現地
調査、自己評価を参照して最終的に委員の総合判断（委員会会議協議）で決定した。
客観的価値（物件が本来持っている固有価値）
(1) 学術的価値（専門化評価の絶対的価値）－公認団体認定の有無（国の国宝、重文、近代化遺産、
登録有形文化財、産業考古学会推薦産業遺産、日本機械学会機械遺産、土木学会推奨土木遺産）
(2) アプローチ的価値（産業遺産までの接近が物理的安全的経済的に容易か
主観的価値（地元の住民利用による地域固有価値）
(1) 使用価値（遺産の持つ町起し価値、産業観光価値で整備で再発見される）
(2) 思い入れ価値（地元の地域の宝、開拓上の記念物、保存住民運動の起点となる価値）
2) ニジ二タギル憲章（2003）の内容と評価
一方、遺産規定と評価では、国際的に、TICCH12 回大会（2003 年ロシア）で採択されたニジニタギ
ル憲章（TICCH のＨＰ、邦訳宇野 2003）がある。
この憲章では、国際基準として、産業遺産認定基準、遺産価値、産業考古学会の性格、活動内容と
して以下が示されている。
(1) 産業遺産の定義：歴史的、技術的、社会的、建築学的、科学的価値のある産業文化遺物総体で、
これらの遺物は、建築、機械、工房、工場、製造所、炭鉱、処理精製場、倉庫、貯蔵所、エネル
ギー製造、伝達、消費する場所、輸送とインフラ、住宅、宗教礼拝、教育等の産業に関わる社会
生活上使用される場所から構成される。
(2) 産業考古学の目的：産業行程を目的。その結果作られた記録、人工遺物、層序、建造物、人間の
居住地、自然景観、都市景観等、有形、無形のすべての証拠を研究する学際的方法。関心を持つ
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歴史時代は、18 世紀後半の産業革命発祥期から現代、産業化以前、初期も研究する。技術史に
含まれる作業、産業技術の研究も行なう。
(3) 産業遺産の価値：（a）重要な歴史的結果を過去に持ち、現在も持ち続けている活動の証拠、（b）
重要なアイデンティティを与えるものとして社会的価値がある、製造、エンジニアリング、建造
の歴史での技術的科学的価値があり、建築、デザイン、プランニングの質で価値がある。（c）
その価値は建築構造物、構成部分、機械、その据え付け、産業景観、記録された文書、（d）特
定の産業工程を残す点では、珍しさ、遺蹟の類型と景観、価値を高め、初期、パイオニア的な例
は価値高
確実、記録、調査の重要性：（a）調査では、産業遺産の範囲を確認する。（b）記録は産業調査の
基本、（c）合理性で一貫した基準を一般に受け入れてもらうには、評価基準の明確化と公表が必要、
（d）重要と確認された遺蹟、建造物は、十分に効力のある法律により保護、（e）価値は明確にされ、
ガイドラインを確立する、（f）国際的目録と DB 作成のための適切な基準を作成する。
さらに、(4)法的保護、(5)整備と保存、(6)教育と訓練、がある。（省略）
この憲章の日本での普及、検討が今日重要であり、日本での産業遺産の価値を判断する評価の指標
作りと評価基準（枠組み）案として、ニジニタギル憲章を基に以下の 3 基準を天野はかって揚げた
（2007 年）。これは、筆者が北海道遺産認定にあたり提出した評価基準（2005 年）とほぼ同一のもの
であり、より詳細項目に発展した内容となっている。
(1) 歴史的評価の基準（枠組み）案け：先駆的価値、希少的価値、構成的価値、時代的価値
(2) 技術的価値の基準（枠組み）：革新的価値、貢献的価値、波及的価値、美的価値
(3) 社会的評価の基準（枠組み）：生活文化的価値、地域的価値、景観的価値、系譜的価値
3) 天野武弘（2007）による基準について
天野武弘（中部産業遺産研究会、愛知大学教授）氏は価値の指標作りは、産業ごと個別物件ごとの
指標が重要とするが、そのために、個別に各専門家、グループにより１ケずつ積み上げる。その労力
は膨大だが、完成した折りは産業遺産の価値を判断する重要な基準となりうる指標としている。現在、
産業遺産の廃棄がこの評価提出以前に無差別になされている緊急の現状（たとえば、函館ドックのゴ
ライアスクレーン解体 2009 年 6 月）からも、暫定的にも上記３点で価値評価をすべきとの提案には、
筆者は全く同意見である。
3. 個別日本産業遺産の保存運動の発展についての基本点
1) 日本産業遺産基準法（議員立法）
北海道は有力な地方議員を抱える県である（鳩山氏兄弟：室蘭市、町村氏：江別市）。首相経験者の
ある重点地区である。この議員の協力を得て、議員立法として、「日本産業遺産基本法」（仮称）の
制定を、理科教育振興法（理振法、坂田道太文相の昭和 40 年制定）、産業振興法（産振法）等の制定
を参考に、議員関与で作案提出するものである。案件の基盤は文化庁の登録有形文化財認定規約で、
内容を以下に示す。
(1) 産業遺産の規定：TICCIH のニジニタギル憲章に準拠
(2) 産業遺産保存の意義：近代化の証人として後世に伝承
(3) 産業遺産の価値認定（評価基準）：緊急に策定、決定
(4) 産業遺産保存に関わる担当者：国、地方自治体、企業、個人、学会、国会議員
(5) 産業遺産保存への国会支援：税制減免措置、認定結果の告示、調査費用等の支援
2) TICCH 日本委員会に期待すること
跡見女子大学教授の種田明氏により、日本イコモス国内委員会規約（案）が作られた（昭和 55 年 1
月 1 日発行、62 年改訂）を参考に、TICCIH 日本委員会規約（案）が作られた。
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全 29 条からなり、名称、所在地（東京）、目的・事業、会員、財政、運営組織、役員、総会、小委
員会、規約改定、解散が規定されている。平成 22 年 4 月 1 日より執行し、運営される予定である。国
際的に TICCIH（事務局、理事会、セクション会議、中間会議、協賛会議、調査）があり、これは、
TICCIH 日本委員会（個人会員、機関、団体会員（産業考古学会、中部産業遺産研究会）で構成）と
TICCIH 日本クラブ（外郭）と結合する。日本委員会役員は代表（委員長）、副代表、幹事、監査、顧
問から構成される。委員は産業遺産の調査研究、記録、保存、教育、公開展示、再利活用に関する専
門家で構成される予定である。協力協会・団体、文化庁、日本イコモス国内委員会、日本」ナショナ
ルトラスト、日本ユネスコ協会連盟、建築学会、土木学会、日本機械学会、考古学会他が挙げられる。
引用参考文献
(1) 宇野いつ子「ニジ二タギル憲章日本訳」（『産業考古学』110 号、p14～17,2003 年）
(2) 天野武弘「産業遺産の概念と評価の指標」（『産業考古学会北九州全国大会論文集』 p26～29、2007 年
11 月）
(3) 山田大隆「上士幌町アーチ橋保存と函館ドック・クレーンの保存の比較」（『産業考古学会第 37 回総
会研究発表講演論文集』、ｐ38～45、2013 年 5 月）
(4) 清水慶一「産業遺産の保存・活用についてーガイドライン策定の WG 報告(1) ,(2)、(3)（同上『産業考
古学会第 35 回総会研究発表講演論文集』2011、ｐ33～41、同上『第 36 回総会論文集』2012、ｐ43～50、
同上『産業考古学会熊本全国大会論文集』2011、ｐ47～54）
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産業技術・教育・福祉・文化・環境面での包括的価値創造をめざした
古農機具ミュージアムガーデンの提案
大石道義

oishi@nishitan.ac.jp

会員、西日本短期大学大石ゼミナール

1. はじめに
庭園の目的は基本的には人を心豊かに育み、幸福に導くことと言えよう。その目的実現のためには、

庭園デザインにおいてフレキシブルに考え、創意工夫して創造していくことが求められている。
2．テーマ性をもった庭園
この庭園の目的を適確に果たすためには、その目的性を明確に意識し、そのデザインに反映するこ
とが必要である。
3．ミュージアムガーデンの提案
造園の一般的・前提的目的としての緑や水による快適環境づくりに加え、ミュージアム性を持たせ
た庭園をミュージアムガーデンと呼ぶこととし、その展開を考えていくこととしたい。ミュージアム
ガーデンは意味ある物や情報を庭園要素として取り込むこととなり、みどりや水が供与する癒しや安
らぎに加え、文化性や学習性などの価値を付加することとなる。
4．古農具・古農機具類の博物資料性とガーデンオブジェ性
古農具・古農機具類は博物資料性を備蓄しているが、同時に庭園に配置した場合、同時にガーデン
オブジェ性を発現すると言える。特に、高齢者で使用体験がある場合などは、癒し効果があり、会話
団らんの媒介となる。
5．古農具・古農機具ガーデンの発想
筆者は古農具・古農機具・古民具のコレクションの譲渡を受けたことがあり、その小規模な展示を
勤務先である西日本短期大学緑地環境学科「秋の感謝祭」（農場祭 11 月実施）において、中央芝生広
場に野外配置することで 2000 年頃より行なってきた。その経験として人々がそれぞれにそれらの物に
興味関心を持ち、総体として好まれる対象であると感じさせられてきた。その感触から庭園への導入
を考え始めるに至った。1 日限定的なイベント展示との遭遇でなく、常日頃にコンタクトできる環境が
望ましいと考えミュージアムガーデンの考えを取り入れることとしたものである。
6．古農機具ガーデンの実作
1) 第 1 作：アーケード空間における古農機具ガーデンの実作
a) テーマ：「温故知新古農具ガーデン」 施工日：2012.11.7 展示期間：2012.11.7~12.5
実際の制作の第 1 作は、2012 年に福岡市中央区唐人町所在の唐人町商店街において、緑地
環境学科、大石ゼミの設計、施工により行なった。そのコンセプトとして「昔の人の知恵を楽習」、
「緑からの癒しに加え古農具からの癒し」、「3 世代交流も含む学び＆福祉ガーデン」を掲げた。用い
た道具類としては、回転除草機、千歯こき、回転種まき機、代掻き、畜力作溝機、臼、押し切りなど
であり、1.8×5.4m のアーケード空間にみどりや青竹筒等とともに配置した。反省として説明ラベルを
設けず、人々の知的好奇心を十分に満たすことができなかった。
2) 第 2 作：うみなかフラワーガーデンコンテストへの第 1 回出展
b)

テーマ：「古農具・花たちからのいやし＆温故知新ガーデン」 施工日：2013.3.24

展示期間：

2013.3.30~5.6
第 2 作は、2013 年に福岡市の国営海の中道海浜公園内において、出展・制作を行なった。コンセプ
トとして、庭園前に設置プレートに示したものは、次の通りで、当ガーデンを通しての古農機具との
触れ合いを市民に呼びかけた。『私の先祖来の業い・農を支えてきた古農具たち。古今東西/折々の
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人々の知恵が込められている。

What Are You? あなたは何をしてきてくれたの？

いつどこで生ま

れたの？・・・・・・ようこそ「古え・花・人そして未来との交流癒しガーデン』（写 1～3）
3) 第 3 作：うみなかフラワーガーデンコンテストへの第 2 回出展
c) テーマ「フラワーリング古農具からの癒し＆温故知新」
2014.3.30~5.6

施工日：2014.3.23,28

展示期間：

第 3 作は、2014 年に国営海中道海浜公園内において、出展・制作を行なった。コンセプトとして、
庭園前に設置プレートに示したものは次の通りで、前作からすこし展開させて、「回す工夫」に着目
し て の 温 故知 新 と 、古 農 機具 ガ ー デン の 人々 が 集 うよ う な 場所 な どで の 普 及を 呼 びか け た 。
『交流団らん・福祉・教育・文化などに連なる体験ミュージアム型玉手箱ガーデンを提案します。今
回分、手狭窮屈が否めませんが、ごゆっくり、無言の古農具たちと会話頂けたら幸いです。今般分は、
回す工夫からの古農具たち―風雪的存在感、先人たちの創意工夫と試行錯誤・・・・願わくば、是非、
全国の福祉施設・学校・病院・公園等に古農具を生かした庭を。』尚、この庭園を通して、古農具・
古農機具ガーデンを普及しようと、「古農具/玉手箱ガーデン普及宣言」を表明し、庭園前部にその看
板を設置した。（図-1～4、写 4～6）
7．古農具ガーデンの複合的価値
古農具類を適切に配したミュージアムガーデンとしての古農具・古農機具ガーデンは、産業技術史
面・教育面・福祉面などでの社会的価値を潜在させている。それらの価値の創造充実に意を払い、デ
ザインや運用管理を考究していくことが必要である。
8．設営地と管理
規模が大きい場合、野外ミュージアムパークの概念も考えられてくるが、本稿では小規模のスモー
ルガーデン（小庭園）を想定して考える。スモールガーデンの場合、人々が集う公園・鎮守の杜・公
民館・学校・幼稚園・老人ホームなどでの設営が望まれる。場所類型として、野外・半野外・屋内の 3
つの環境が考えられる。屋内以外の場合は、風雨にさらすこととなり、古農機具その物については配
慮が求められる。期間限定で配置ローテーションを組んだり、体験学習・体験療法などと組み合わせ
て定期的に、木工品の場合は柿渋を金属部材については油材を塗布するなどの工夫が求められる。
9．展開について
テーマを設けての期間限定的な企画ガーデンの設営も可能である。古農機具類の分類体系に則した
体系的企画（例：作業種ごとの古農機具類）、所有あるいは入手可能な古農機具類を用いての庭園デ
ザインなど段階的に可能であろう。また、危険防止に意を払いながら実際に動かして体験学習につな
ぐことも可能である。庭園設営空間として前述したように野外・半野外・室内などがあり、それに応
じた展示庭園としての対応が求められる。また、生活具・漁具など対象を広げることも可能である。
10．おわりに
古農機具類は、現役道具ではないので、基本的には稼働や活用はなされていない。しかし、生産・
効率本位でなく、例えば園芸福祉的・体験療法的な活用が期待される。それから、そういった公益的
なポテンシャルが残されており、消失させてしまうことは回避すべきことであり、古農具・古農機具
類への関心や保存活用を喚起する上でも、当ガーデンの果たす役割は小さくないと考える。
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図 2

「回す」工夫の古農機具類の紹介（看板及びチラシ）

図 3 ガーデン普及宣言文（看板及びチラシ）

図 1

記事掲載
図4

各古農機具の解説ラベルの一例（問いかけ式）
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写1

写3

古農機具の仮配置（2013.3）

完成状況（2013.3）

写 5 完成状況（2014.3）

写2

写4

作庭状況（2013.3）

作庭状況（2014.3）

写 6 庭園説明の様子（2014.3）

