日本産業技術史学第 31 回年会

講演要旨集
2015 年 6 月 13 日

於 岡山商科大学

目
1

次

○登壇者、* 会員

/ 発表時間 15 分、質疑応答 5 分

北部九州の祇園山笠祭礼に見られる山笠台の補強材に関する技術史的考察
○松内紀之*、石村眞一*

2

醬油醸造業史と国際博覧会・国内博覧会
天野雅敏*

3

軍艦島（旧高島炭鉱端島坑）の都市遺産研究に関する研究史
○中村享一＊、藤原 惠洋*

4

桶・樽の側板における規則性と不規則性
石村眞一*

5

日本の汎用工作機械から MC 開発にいたる技術革新とデザインに関する考察
○梅本良作＊、藤原 惠洋*

6

帆船から蒸気船への移行時期について －スエズ運河の開通のインパクト－
吉田

7

勉*

戦前から戦後におけるオールジャパン体制による日本産業勃興に関する一考察
井上尚之*

8

戦後日本における「技術革新」像の変遷 －『科学技術白書』を手がかりとして
○有賀暢迪*、亀井修*

日本産業技術史学会 第 31 回年会(2015)講演要旨 1/1

北部九州の祇園山笠祭礼に見られる山笠台の補強材に関する技術史的考察
○松内紀之* kaeina25@yahoo.co.jp、石村眞一**
* 会員、倉敷市立短期大学、**会員、郡山女子大学

1. はじめに
博多祇園山笠は祭礼に用いられる山車であり、上部装飾部分を支える下部基礎部分は山台（やまだ
い）（図-４）と呼ばれ、木軸を藁縄で補強した構造をなす。藁縄は“八ッ文字縄”“火打ち縄”と呼
ばれ、独特の結束方法で施工される（図-１,２）。山笠は祭礼日程に従って博多の町を巡行するが、
毎夜藁縄は締め直され、少しずつ姿を変えてゆく。藁縄は、木構造部分の変化と連動して伸びること
が推測されている。しかしながら、山笠巡行に伴う木構造部分の微小な変化を計測することは困難で
あり、今のところ計測データは得られていない。本研究では、山笠巡行に伴う木構造部分の変化に関
して、有限要素法汎用プログラムを使用し、シュミレーションによって変位数値推測を試みるもので
ある。
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2. 解析方法
祭礼巡行時における山笠が担ぎあげられた状態や加わる衝撃を（表-２その１）（表-２その２）の
解析１～４のごとく想定し、呼応する拘束・荷重条件を設定した。さらに、山笠に用いられる材料
（檜、樫、杉の材料特性データ）（表-１）を設定し、解析を行った。解析結果を読み取り、山台柱
（台脚）の変位、および八ツ文字縄結束点間距離（立体的対角線状）を計測した。
3. 結果
（表-３）に示すように、４通りのシュミレーションの結果として、各状況における台脚の変位およ
び、八ッ文字縄結束点間の距離の変位を確認することができた。八ッ文字縄結束点間の伸びは１㎜以
下のわずかな値であった。
4. まとめ
実験結果からは、八ッ文字縄が有効に作用していることを確認できる程度の変位は確認できなかっ
た。今後は、縄のモデリングデータと材料特性を反映したシュミレーションや山笠部材ほぞ部分崩壊
時の縄の効力など、条件を変えたシュミレーションを試みてゆく。
参考文献
『木材工業ハンドブック』 森林総合研究所（丸善出版事業部 2004 年）
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醬油醸造業史と国際博覧会・国内博覧会
天野雅敏 mk-amano@mqb.biglobe.ne.jp
会員、岡山商科大学経営学部

1. はじめに
博覧会に出品された展示品の変遷に則して、時代と社会の推移を析出しようとした研究に、吉田光邦編
『万国博覧会の研究』
（思文閣出版、1986 年）に所収された相川佳予子氏の「博覧会と染織―明治末期か
ら大正期の衣生活とのかかわり―」という論稿がある。同氏は、1907（明治 40）年の東京勧業博覧会、1914
（大正 3）年の東京大正博覧会、1922（大正 11）年の平和記念東京博覧会に出品された染織品と服飾関係
品を対象にして、近代化と衣生活とのかかわりについて検討し、現代的衣生活の原型の成立過程を展望し
ている。また國 雄行氏は、著書『博覧会の時代―明治政府の博覧会政策―』
（岩田書院、2005 年）の「第
三部 内国勧業博覧会と明治の産業・社会」の「第一章 内国勧業博覧会の出品物分析―機械工業の変遷
―」において、1877（明治 10）年の第 1 回内国勧業博覧会から 1903（明治 36）年の第 5 回内国勧業博覧
会にいたる 5 回の内国博の出品物のなかから機械をとりあげ、それぞれの機械の出品状況や機械化の段階
などについて検討し、機械の導入とその変遷の過程を明らかにしている。博覧会に出品された展示品の変
遷のなかから時代と産業や社会の推移を読み解くという手法に学びつつ、本報告では、醬油醸造業史と国
際博覧会・国内博覧会について若干の検討をおこなうことにする。本報告では、1900（明治 33）年のパリ
万国博覧会、1910（明治 43）年の日英博覧会、1915（大正 4）年のパナマ・太平洋万国博覧会と、1907（明
治 40）年の東京勧業博覧会、1914（大正 3）年の東京大正博覧会、1922（大正 11）年の平和記念東京博覧
会を検討の対象とすることにしたい。
2. 醬油醸造業と国際博覧会
1）パリ万国博覧会 1900（明治 33）年
フランスは、19 世紀を回顧するとともに 20 世紀を展望して、1900 年 4 月 15 日から 11 月 12 日にわたっ
て第 5 回パリ万国博覧会を開催した。明治政府は 1896 年 2 月にこのパリ博への参加を決め、勅令第 189
号をもって臨時博覧会事務局官制を公布し、参同事務の処理に着手した 1）。
『臨時博覧会事務局報告』によ
ると、
「米、茶、生糸、清酒、醬油、竹材、木蠟等」の出品人の選抜は、
「第四回内国勧業博覧会ニ於テ金
銀賞牌ヲ得タル府県ニ対シ、此等種類ノ出品ニ適応スル組合若クハ当業者ヲ選抜シテ其ノ氏名ヲ報告セン
コトヲ照会」しており、出品人数は 84 人となっていた 2）。
「日本茶業組合及ヒ台北茶商公会ノ出品ニ係ル
茶ト、野田ノ茂木七郎右衛門、同七左衛門、同房五郎、同佐平次、銚子、濱口儀平ノ出品ニ係ル醬油、恵
比寿麦酒会社ノ麦酒トノ三出品ハ、最モ人ノ注意ヲ惹キタルモノニシテ、何レモ意匠ヲ凝ラシテ特別ノ陳
列ヲナセリ」と言われており、
「醬油ハ頗ル好評ニシテ、多数ノ出品物ハ悉ク売リ尽クシ、尚足ラサルノ感
アリタリ。就中野田、銚子、龍野産ヲ以テ第一トス。只遺憾トセシハ、見本ノ少ナキト容器ノ粗野ナルト
ニアリ。若シ其ノ容器ヲ美ニシテ、卓上ニ上シテ耻チサルモノヲ用ヰナハ一層ノ妙ヲ添フルナラン。蓋シ
食料品出品中将来輸出品トシテ好望ナルハ、醬油ヲ以テ第一トス」と評されていた 3）。
2）日英博覧会（ロンドン） 1910（明治 43）年
小村寿太郎の働きかけにより日英国交親善と貿易発展を目的にして、日英博覧会がロンドンで 1910 年 5
月 14 日から 10 月 29 日まで開催された。
『日英博覧会出品協会事務報告』に所収された「第二十一号館陳
列配置図」の食品部をみると、醬油の陳列は、千葉県醬油合同によるものと全国醬油合同によるものから
なっていた 4）。
また『日英博覧会事務局事務報告』は、日英博覧会を醬油の海外市場における運命をうらなう上で「最
良ノ機会」ととらえていたことや、ロンドンの著名な百貨店の一つであったホワイトレィ（Whiteley’s）
が醬油の試売を申し出ていたこと、そしてホワイトレィは「亀甲萬ト大阪出陳ノ某印シ」醬油を「濃厚ニ
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シテ最モ調味剤トシテ適恰ノモノ」と評していたことなどを伝えており興味深い 5）。
3）パナマ・太平洋万国博覧会（サンフランシスコ） 1915（大正 4）年
大西洋と太平洋をむすぶパナマ運河の竣工・開通と太平洋発見 400 年を記念して、アメリカ西海岸のサ
ンフランシスコで、パナマ・太平洋万国博覧会が 1915（大正 4）年 2 月 20 日から 12 月 4 日まで開催され
た。
『巴奈馬太平洋万国博覧会参同事務報告』によると、
「日米両国ノ輯睦ヲ敦フシ、復タ我輸出貿易ノ伸
暢ヲ図ルノ趣旨ニ依リ」
、1912 年 5 月参加を決め、1914 年 5 月に臨時博覧会事務局官制を公布し、参同事
務にあたった。
『博覧会協会桑港万国博覧会事務報告』
に所収された
「日本部出品陳列配置図ノ二 食料館」
をみると、醬油の陳列は、千葉県醬油合同、香川県醬油合同、兵庫県醬油合同、1 府 6 県醬油合同による
ものがそれぞれみとめられ、日英博覧会の時よりも産地ごとに醬油の陳列の分化が進んでいたことが注目
される 6）。そして、同事務報告から、パナマ・太平洋万国博覧会に醬油を出品した醬油醸造企業・醬油醸
造業者の褒賞受賞状況もわかるので、それを府県別・褒賞受賞等級別に整理してみると、上位の褒賞の受
賞の比重が相対的に大きくなっていたのは、千葉県であり、それに兵庫県、香川県、大阪府が続いていた。
千葉県の褒賞受賞数の内訳は、大賞牌 1 点、名誉賞牌 4 点、金牌 3 点となっており、卓越した産地であっ
たことが示されている。大賞牌を受賞していたのは茂木佐平治であり、名誉賞牌を受賞していたのは茂木
七郎右衛門、濱口慶次、銚子醬油合資会社、岩崎重次郎であったから、野田・銚子などの醬油醸造業者・
醬油醸造企業からなっていた。兵庫県の褒賞受賞数の内訳は、名誉賞牌 2 点、金牌 6 点、銀牌 2 点となっ
ており、香川県の褒賞受賞数の内訳は、名誉賞牌 2 点、金牌 1 点、銀牌 5 点、銅牌 2 点となっていた。大
阪府の褒賞受賞数の内訳は、名誉賞牌 1 点、金牌 4 点、銀牌 4 点、銅牌 2 点となっていた。兵庫県で名誉
賞牌を受賞していたのは、浅井醬油合名会社、圓尾醬油合名会社であり、香川県で名誉賞牌を受賞してい
たのは、丸金醬油株式会社、島醬油製造株式会社であり、大阪府で名誉賞牌を受賞していたのは、河盛又
三郎であった 7）。
3. 醬油醸造業と国内博覧会
1）東京勧業博覧会 1907（明治 40）年
『東京勧業博覧会審査報告』によると、醬油の出品人数は 191 人、出品点数は 277 点を数えており、生
溜の出品人数は 17 人、出品点数は 36 点であり、それに醬油エキス 2 点、醬油種麹 1 点、在韓邦人の造っ
た醬油 2 点の出品があった 8）。
『東京勧業博覧会審査報告』は、
「醬油及生溜ノ品質数年前ニ比シ一般ニ改
善セラレタルモノアリ」とし、
「品質産額共ニ他産ニ優越」していた千葉県の代表的醬油産地としての地位
を確認しており、兵庫県、香川県がそれに続くとしていた。生溜の出品は、東海地方の愛知県、岐阜県に
限られており、地域性の強い産品であった 9）。
2）東京大正博覧会 1914（大正 3）年
大正天皇の即位奉祝と新時代を象徴するものとして、東京府の主催で、東京大正博覧会が、1914 年 3 月
20 日から 7 月 31 日まで上野公園を主会場にして開催された。
『東京大正博覧会審査報告』によると、醬油
の出品人数は 909 人、出品点数は 1,046 点であり、溜の出品人数は 82 人、出品点数は 86 点であった。
「東
京大正博覧会審査報告」は、
「醬油ハ近来一般ニ改良ニ意ヲ致シタル結果、品質優良ナルモノ尠カラス、然
レトモ今回ノ出品ハ品質甚タ不同ニシテ粗悪ナルモノ亦多々アリ」とみていた。産業化を推し進めていた
醬油醸造業界にあっては、過渡期の試行錯誤に類することが見受けられるとはいえ、
「講習ニ講話ニ品評会
ニ若ハ試醸ニ苟モ技術改良上裨益アル方法手段ノ採択ヲ重視スル地方ハ、動モスレハ彼ノ名醸地トシテ古
来製品ノ標格ト認メラルルモノヲ凌駕セントスルノ傾向」も生まれていたとする 10）。
3）平和記念東京博覧会 1922（大正 11）年
「世界平和ノ克復ヲ記念スルト共ニ、我国産業文化ノ状況ヲ展示シ、併セテ将来発展ノ資タラシメムト
スル」ために、1922 年東京府の主催で、平和記念東京博覧会が、1922 年 3 月 10 日から 7 月 31 日まで上野
公園と不忍池畔を会場にして開催された。『平和記念東京博覧会審査報告』によると、醬油の出品人数は
1,068 人、出品点数は 1,187 点であり、溜の出品人数は 71 人、出品点数は 78 点であった 11）。
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『平和記念東京博覧会審査報告』は、
「醬油ハ出品点数一千百八十七点ニシテ本類中最モ多ク且其ノ品質
モ優良ノモノ比較的多数アリ、殊ニ品評会或ハ講習講話等ノ施設ニヨリテ常ニ醸造技術ノ研鑽ニ意ヲ用ヰ
ル地方ノ出品ハ群ヲ抜キテ精良ナルモノ多シ、又醸造設備ニ於テモ見ルベキモノアリ、然レドモ尚品質及
設備ニ於テ改良ヲ加フベキモノ決シテ尠シトセズ」と記しており、千葉、群馬、埼玉、茨城や静岡などの
醬油醸造業の成長・発展に言及しつつ、醸造設備の改良や経営方法、海外輸出などで、千葉県野田の野田
醬油株式会社や銚子の濱口儀兵衛醸造場、銚子醬油株式会社が積極的に取り組み大きな成果をあげたこと
を高く評価している。また関西の産地のなかでは、香川県小豆郡の丸金醬油株式会社について、
「創立後僅
僅十有余年ノ星霜ヲ閲スルニ拘ラズ最近ノ発展状態ハ蓋シ刮目ニ値スベキモノアリ」と評しており、熊本
県の成長にも留意していた 12）。
４．おわりに
本報告では、国際博覧会や国内博覧会の審査報告等を検討の俎上に載せることによって、それらの博覧
会のなかに醬油醸造業史の動向を剔出し、その意味するところなどについて論及した。
醬油の陳列は、日英博覧会では、千葉県醬油合同によるものと全国醬油合同によるものとからなってお
り、パナマ・太平洋万国博覧会では、千葉県醬油合同、香川県醬油合同、兵庫県醬油合同、1 府 6 県醬油
合同によるものがそれぞれみられた。醬油の陳列が産地ごとに分化する方向にあったのであり、そこに醬
油産地の動向を垣間見ることができるであろう。
また日英博覧会とパナマ・太平洋万国博覧会では、野田・銚子などを擁する千葉県が卓越した醬油産地
であったことが示されており、それに龍野を擁する兵庫県や小豆島を擁する香川県が続いていたと評され
ている。そして、国内博覧会の審査報告は、このような醬油産地の動向をよく伝えていた。
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、東京府庁、1908 年、360－361 ページによる。
10）以上については、
『東京大正博覧会審査報告 三巻』
、東京府、1916 年、932－935 ページによる。
11）以上については、
『平和記念東京博覧会審査報告 上巻』
、平和記念東京博覧会、1923 年、251－253 ページ
による。
12）以上については、
『平和記念東京博覧会審査報告 上巻』
、平和記念東京博覧会、1923 年、252－253 ページ
による。
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軍艦島（旧高島炭鉱端島坑）の都市遺産研究に関する研究史
○中村享一* ichiu.info@gmail.com、藤原惠洋**
*会員、一宇一級建築士事務所 **会員、九州大学大学院芸術工学研究院

1. はじめに
軍艦島（旧高島炭鉱端島坑）を事例とした、近代建築を有する工業都市への変遷と都市遺産に関す
る先行研究については管見できない。異なった分野では参考となる研究が幾つか見られた。社会的要
因や経済的要因、または技術史変遷の研究を並列しながら整理し、検証する。
2. 端島の埋立て変遷に関する先行研究
端島では、後藤象二郎等が設立した蓬莱社の前身、六海社が明治 2（1869）年に採掘を開始するが１
年で休業。明治 3（1870）年に深堀藩出身の峯如松、明治 7（1874）年に同藩出身の渡辺聞櫓が採掘を
試みるが失敗。明治 8（1875）年に近代採炭技術を習得し、天草石工の護岸技術をもつ小山秀之進が採
炭を開始した。小山は英国人技術者を招聘して機械を整備したが、台風被害により 1 年で廃業。それ
までの埋立てや地形を示す資料で、明治 13（1880）年頃の正確な測量図
いる。埋立て変遷資料は、長崎歴史博物館事務簿

2）

1）

が三菱史料館に収蔵されて

や三菱史料館での存在が確認されていたが未整理

であった。長崎法務局保管の字図や登記資料を追加調査し「明治期における端島の成立と展開に関す
る研究」3）として 2013 年に筆者が発表した。明治大正期の端島研究には、池上重康・角哲等の「明治
期の高島炭坑端島抗の社宅街」4）と「大正・昭和初期の高島炭坑端島抗の社宅街の変遷」5）があり、埋
立てや住宅建設変遷をまとめている。これらは「実習報文」6） や、三菱史料館所蔵資料等を基礎に変
遷を辿っているが、明治期の埋立て変遷に齟齬があるため、筆者が前述論文で修正を行った。
3. 端島の生活環境に関する先行研究
昭和 27（1952）年に西山夘三と向井正也、扇田信が、端島に調査上陸。「軍艦島の生活」と題した
報告が日本住宅協会機関誌『住宅』7）に掲載。これ以前には、生活環境に関する資料が乏しく、明治
41（1908）年の『日本炭礦誌』8） まで遡る。前者は「西山、扇田が長崎港外、三菱端島炭鉱の見学記」
というサブタイトルでまとめられているとおり、研究というよりも現地報告である。後者は、鎮西日
報の高野基太郎が、高島や端島炭鉱の生活実態調査と炭鉱事務所の資料をもとに出版したもので、取
材記事と企業情報を取りまとめた資料集である。昭和 49（1974）年 2 月、片寄俊秀が端島の生活環境
を調査し、「軍艦島の生活環境史、その 1・2」9） を発表。生活管理体系構造や住宅階層構成、住宅分
類別構成など、閉山前調査に基づいた資料が含まれる。同年 10 月に片寄は「軍艦島の生活環境（その
1・2）島内生活管理の構造」 10）を発表。片寄は端島研究の先駆者といえる。30 号棟設計者に Thomas
Blake Glover の可能性をあげているが、それは極めて低いと考えられる。
4. 現地実測調査を伴う、近代建築に関する先行研究
阿久井喜孝、滋賀秀實等による現地調査が昭和 49（1974）年から開始され、ディテールまで詳細に
記した膨大な実測図面集『軍艦島実測調査資料集』11）をまとめる。これは以降の軍艦島研究のバイブ
ルとなった。1910 年代建築の 30 号棟と日給社宅（16-20 号棟）調査資料は、当時の技術水準を立証す
るのに充分な資料として集約され、貴重なアーカイブスである。阿久井等による昭和 60 年度の研究報
告書

12）

では、近代建築群の構造技術や計画手法の発展過程が報告されているが、近代建築の要素を全

て有すると指摘しながら 30 号棟の設計者は不明瞭であり、建設に至る変遷にも触れられていない。近
代建築が連続的に整備され、高密な近代工業都市が誕生しているが、経緯については確認できない。
5. 社史編纂と経済・経営に関する先行研究
『三菱鉱業社史』13）は、森川英正や小林正彬等が執筆している。炭鉱取得経緯や三菱内部の経営、
組織的変遷などを明らかにするが、近代建築の建設経緯の記述がない。高層住宅建設に関し、「この 5
棟（16-20 号棟）は当初アメリカの会社によって 9 階建てアパートとして設計されたものであるが・・」
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とある。裏づける資料の存在を三菱史料館に問い合わせたが確認できなかった。小林は『高島炭礦史』
14）

の編纂も手掛け、埋立諸届けや坑内技術、機械化や電化、製塩に関することを坑内図や施設一覧等

で示している。労働環境改善では、「鉄筋コンクリート造り４階建

15）

アパート 30 号棟を含む 27 棟の

中高層住宅群は・・その遠因が納屋解体に求められる」と記載。近代建築発生の要因が納屋解体と関
係づけられた指摘は大変興味深い。小林には「後藤象二郎より買収以後の三菱高島炭鉱」16）と「政商
より財閥へ」17）の 2 論文もあり、高島炭鉱開発で目指していたことが示され、政治的背景や社会情勢
変化に対する姿勢等をまとめている。労働環境改善を詳細に記しているが、環境改善と施設整備の関
連性が確認できない。
6. 三菱の労資環境からみた先行研究について
納屋制度からの環境改善と近代工業都市の発生は深く関係している。三菱を労資環境から研究する
中西洋の論文『日本近代化の基礎過程』18）は、幕末期 1855 年の長崎製鉄所から明治 36（1903）年ま
での長崎造船所の変遷をまとめ、オランダを通じた技術移転が確認できる。高島炭鉱は三菱造船所等
を財政的に支え、多角化経営の基盤を築いた事業であり、造船所では採炭機械や蒸気機関を製造。当
時の三菱は炭鉱と造船所に分かれておらず、組織的に一体していたため、端島の労資問題の経緯も綴
られるが、中西の資料は小林と同様に施設整備との関連がわかりにくい。しかし、彼らが研究対象と
した経営、労資関連が『三菱鉱業社史』、『高島炭礦史』、『創業百年の長崎造船所』の各年表に記
載され、環境施設整備に関する内容との照合により、端島が近代建築群へと向かう背景を経営、労資
両面から検証することができる。
7. 生産技術史的な側面からの先行研究
村松貞次郎は『日本近代化過程の技術史研究』19）で下記のように指摘。「工場建築は建築家よりは
機械・造船・土木などの技術者によって設計され改良が加えられてきた、…近代工場生産社会の文明
を思想的な背景として 19 世紀末から近代建築運動の諸流派が発生し、今日の建築デザインの根本理念
を形成したのである」。長崎では、1857 年オランダからの建築技術移転を開始し、長崎製鉄所の工場
建設で鉄骨トラス構造や煉瓦製造から始まった。鉄の鋳造や旋盤技術を習得し、広い空間建造技術を
習得した。造船業に関連する土木技術や炭鉱の鉱山技術移転も始まり、造船所関連技術と並行して近
代技術を獲得していった。土木・造船・建築・機械の技術を改良し端島へと繋がる過程を考えると、
近代建築群の発生や変遷は、村松の指摘する通りである。その過程が三菱内部に蓄積し、欧米の近代
建築と殆ど同時期に発生したにも関わらず、これまで一体的に研究されたものはない。
8. 明治期の石灰やセメント・コンクリート等の先行研究
宮谷慶一論文「横須賀製鉄所建設に使用された結合材及び混和材についての研究」20）があり、ベト
ン 21）からセメントの技術推移を示している。ベトンにより第 1 ドックが建造され、第 2 ドックには輸
入セメント利用を報告。14 世紀に長崎では護岸や石橋が天川 22）で築造され、長崎の小菅修繕場護岸に
も利用されている。元治元（1864）年には長崎製鉄所にセメント発注の資料 23）がある。宮谷は、明治
期以降を明らかにするが、以前の長崎との相互関係については触れていない。村松は engineerarchitect の重要性を指摘しながら、白石直治設計の鉄筋コンクリート造建築について以下のように記
している。「…かなり高度な技術のものがこつ然と出現した感じがするが…」24）。『工学博士白石直
治傳』25）や、米国土木学会での白石論文 26）で白石の欧米先進技術の既得が理解できる。長崎造船所新
乾船渠（現三菱第 3 ドック）工事報告をおさめた論文集には、鉄筋コンクリート造綿花倉庫の経済優
位性について報告 27）されているので、技術的情報を得ていたと推測できる。白石は英国工師会で東京
倉庫の論文 28）を発表する等世界最先端技術に達した engineer-architect であった。日本近代建築史
に於いて白石の実績にあった評価が望まれる。堀勇良の論文「日本におけるコンクリート建築成立過
程の構造技術史的研究」 29）は、日本での鉄筋コンクリート伝達経緯を記すが、欧米からの伝達経緯と
白石の業績をあわせた再検証が必要である。
9. 日本近代化の礎を築いた三菱の鉱山師・土木技師・建築家に関する先行研究
長谷川芳之助、白石直治、保岡勝也等は一時期三菱に在籍した。長谷川は第 1 回文部省派遣海外留
学生として欧米で炭鉱業や製鉄業を学び帰国する。近代的経営や学者を参画させた企業体制造りなど
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高い評価がある一方、日本近代化への功績が過小評価され、『博士長谷川芳之助』 30）の他には断片的
な資料だけである。端島との関係は、明治 13、14（1880、81）年に高島炭坑坑内検査役兼機械師

31）

助

役として測量や資源調査を担当した。白石は近代建築の engineer-architect としての再評価が望まれ
る。岩崎彌之助は白石を神戸建築所所長に委嘱し、長崎造船所第 3 ドックや旧東京倉庫を建造させて
いるが、白石の神戸在職中に保岡が三菱に就職し、神戸に勤務している

32）

。白石と保岡の関係資料は

管見できないが、保岡が白石を通じ欧米技術に触れていた可能性が高い。保岡は欧州の鉄筋コンクリ
ートの論文翻訳

33）

や、三菱 12、13 号館の設計説明

34）

等、先進事例や設備環境の論文を発表している。

30 号棟建設の 4 年前に三菱合資会社を退職するが、三菱と嘱託契約

35）

し、鉄筋コンクリート造三菱

21 号館を設計している。21 号館竣工は大正 3（1914）年だが、岩崎家以外で三菱の最高位まで勤めた
荘田平五郎との関係や明治 41（1908）年の英国視察時の訪問都市などを見ても、労働者居住施設を調
査したと考えられる。大正 2（1913）年竣工の木造 5 階床屋根コンクリート造旧 14 号棟や、大正 5
（1916）年竣工 7 階鉄筋コンクリート造 30 号棟に関係した可能性がある。
10. 長崎周辺の炭鉱に関する文献資料
秀村選三、武野要子等編纂の『明治前期肥前石炭礦業史料集』36）は肥前の炭鉱を集めた資料である。
収録の「高島石炭坑記」は、近代設備導入や外国資本合弁事業で生じた問題等が整理している。関係
人物や発注建材等資料から明治初期の高島の状況が確認できる。明治最大の労働問題で一大社会問題
となった「福陵新報」37）の記事の他にも、坑夫保護の問題化や、企業側の対応、政府の労働立法の経
緯や背景がまとめられている。三菱側の炭鉱技師であったストダットが発表した記事

38）

も確認できる。

この高島炭鉱問題が社会に大きく報じられた時期に端島は採炭準備に取り掛かっている。労使対策は
端島で採炭する重要課題であったが、隣接する環境にありながら異なった成長を遂げる。
11. 端島での強制連行に関する先行研究
端島の労働問題に、外国人強制連行があったとの指摘がある。林えいだいの『筑豊・軍艦島』39） に
は、朝鮮人強制連行前史で大正 7（1918）年には高島炭鉱 1144 人（うち朝鮮人 84 名）、端島炭鉱 94
名（うち朝鮮人 70 名）との採用記載があり、大正 8（1919）年には端島炭鉱で朝鮮人と日本人坑夫が
乱闘と記されている。高浜村端島支所から火葬許可証下付申請書が見つかり、朝鮮人、中国人の実態
が明るみになった。大正 11（1922）年の石井伝弘実習報文

40）

では、115 人の朝鮮人が確認できる。し

かし、強制連行によるものであったかは不明である。大正 7（1918）年の第一次世界大戦終結から戦後
不況時代に突入し、厳しい経営環境の時代を迎え、生産や労働環境が悪化し、労働者確保問題は大き
な課題となる。
12.おわりに
端島が軍艦島と呼ばれる近代工業都市へと生成される変遷過程は、繰り広げられた先進的試みを知
るにつけ、我が国の近代化過程の本質が凝縮されていると考える。海上の人工都市であるが故に、生
産、労働、経営、生活が直接結びつき、全体に影響を及ぼし合う。資源産業が国家の経営や経済に与
えた影響は大きく、近代合理主義に即した経営が行われてきた。そこには正と負の遺産が共存するが、
一世紀前に未来を先取りした都市が経験した事象を現代で再考し、後世に伝える必要があると考える。
注
1）端島石炭坑出願坑区実測図（端島増借区願付属）が三菱史料館に収蔵されている。出版年月日には明治 24（1891）
年という記載があるが、測量者の高島炭鉱での所属期間の関係から明治 14（1871）年頃と説を主張。
2）長崎県第二課土木係管理の明治時代の地籍、及び海面埋立ノ部資料で、長崎歴史博物館が所蔵する。
3）拙稿「明治期における端島の成立と展開に関する研究」産業考古学,2013 年 12 月 150 号ｐ.10-20
4）池上重康・角哲・他「明治期の高島炭坑端島抗の社宅街」日本建築学会東北研究発表会 2009 年 8 月
5）池上重康・角哲・他「大正・昭和初期の高島炭坑端島抗の社宅街変遷」日本建築学会東北研究発表会 2009 年 8 月
6）本資料の所在は、九州大学森名誉教授等により論じられていたが、資料の確認と社会的認知は池上重久助教、角助教
らが 2009 年日本建築学会東北研究発表大会において口頭発表をしたことから明示化されたものである。
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7）「軍艦島の生活」1953 年 7 月号『住宅』ｐ41-51
8）高野江基太郎『日本炭礦誌 』積善館支店、1908、p448
9）「軍艦島の生活環境､その 1・2 島内生活管理の構造」1974 年日本建築学会九州支部研究報告第 21 号
10）片寄俊秀他「軍艦島の生活環境（その 1・2）島内生活管理の構造」日本建築学会 1974
11）阿久井喜孝・滋賀秀實『軍艦島実測調査資料集』東京電機大学出版局、1984.3
12）昭和 60 年度科学研究費補助金[一般研究 C]研究（軍艦島の近代建築群に関する実証的研究）報告書
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桶・樽の側板における規則性と不規則性
石村眞一 ishishin@koriyama-kgc.ac.jp
会員、郡山女子大学
はじめに
現在、先進文化圏で製作される殆どの桶・樽は、側板の形状がすべて同じ形状か、相似形になって
いる。日本で市販されている機械化による寿司半切りのような製品は、すべて同じ形状の側板で構成
されている。また、伝統的な手仕事で製作される桶や、機械加工による洋樽は、必ずしも同じ形状で
はないが、相似形にて側板が構成されている。ところが、一斗、二斗、四斗に規格化された日本の酒
樽は、すべて相似形ではなく、４～６枚の異なったテーパーを持つ側板が含まれている。
モンゴル、中国の河南省から西にかけての陝西省、甘粛省、新彊ウイグル自治区、チベット自治区
等では、側板の形状と構成が先進国とは根本的に異なる。側板に相似形であるという条件はなく、非
規則性を示しながらも、桶、樽全体の形態を巧みに創出する。
本発表の目的は、桶・樽に見られる側板の形状と構成を、産業技術史という視点から俯瞰し、量産
化の進展と技術の関連性を検討することにある。
１．自給的な桶・樽製作の側板
1) イラン北部のバター製作用桶(樽)
ローマ期のガリア地方で発達した桶・樽は、東方へ伝播し、中国には唐代あたりに伝えられる。と
ころが、現在シルクロードを辿って西進すると、キルギスタン、ウズベキスタンからイランにかけて
は、生活の中に桶・樽を殆ど目にしない。ところが、イラン北部のダマーバンド山(5601ｍ)の山麓で
は、図１のような丸太を二つに割って中を刳り、その後合わせ目に布をパッキンとし、番線で固定し
た極めて珍しい構造の桶を使用している。上面がふさがっているので樽と規定することも可能である。
この構造は、複数の側板と底を箍で固定した容器という桶の定義に合致しているので、側板の類例と
して省くことができない。図１の桶は、特に専門の職人が製作しているわけではなく、家族だけで製
作している。図１の側板は、｢形状に関する加工を施さないタイプ｣と規定することができる。
2) 中国チベットのラサ近郊に見るバター製作用桶
図２のバター製作用の桶は、標高 4800m の高地で遊牧している家族が使用しているもので、シンメ
トリックな形態ではない。図２の側板は非常に変則的な形状で、垂直方向から見て、丸みを持つもの
と直線的なものとが混在している。図２も図１同様、専門の桶業が製作したものではなく、使用者が
自作している。但し、図２に見られる非シンメトリックな自作の桶は、チベット文化圏において特異
なものではなく、辺鄙な地域においては広く見られる形態である。管見の限り、このような形態は日
本に存在しない。図２の側板は、｢非相似形タイプ｣と規定する。
3) 中国甘粛省酒泉地区の酢製造用桶
図３は、酒泉地区布隆吉で使用されている酢製作用桶である。桶の形態はシンメトリックだが、側
板の形態と組み合わせに着目する必要がある。桶の側板は、桶のテーパーをベースにした相似形にな
っていない。中央の側板は上部に対して下部の長さが小さい。この形状ですべて側板を統一すると、
図３の桶より下部の大きさが小さくなってしまう。ところが、図３では、中央の側板に接する左右の
側板のテーパーが逆になっている。つまり、相似形でない側板を、上下を逆にしたものを含めて全体
を構成しているのである。この組み合わせ方法は、広域に存在するようで、中国国内では甘粛省に限
らず、陝西省や河南省にも認められる。図３は自作の桶であるが、この家の住人は元々他地域で生活
していた移住者で、酒泉地区で発達した技術、意匠を継承しているわけではない。
図４は、モンゴルのウランバートル市内で見かけた手桶である。骨董商が所持しているものなので
使用地は不明である。図４の側板も、テーパーを逆に組み合わせて全体の形態を構成している。この
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ことから、図３と図４の桶は、側板の構成が同じカテゴリーに属することになる。この側板の構成を
｢逆テーパーを含むタイプ｣と規定する。
２．商業的に製作する桶の側板
中国においても少なくなったが、桶業は現在も存在する。とりわけ江蘇省の蘇州市周辺は、現在も
比較的多く桶業が稼働している。日本も中国同様に桶業は衰退し、現在全国で 100 程度稼働している
にすぎない。中国、日本共に、商業的に展開する桶業の技法は共通点が多く、特に側板に関してはす
べて相似形で対応している。
1) 中国江蘇省の桶に見られる側板

図１

イラン北部のバター製作用桶

図３

中国甘粛省の酢製作用桶

図２

図４

中国チベット自治区のバター製造用桶

モンゴルウランバートル郊外の手桶
しょうじき

図５は盥の側板接合面を切削している場面で、鉋を逆さまにした正 直 (ジョインター)を使用してい
る。この切削で接合面の角度を決めるため、側板が相似形になる。問題となるのは、接合面の角度を
いかにして正確に判断するかである。中国では、次の３種類の方法が認められる。
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①ヨーロッパと同じように、桶の外周に相当する曲面と、桶の中心とを結ぶ角度を定形化するための
定規を使用する。この定規を使用する地域は、管見の限り極めて少ない。
②側板における両端の接合面を同時に見るための定規で、桶の半径を記した二本の棒を固定し、挟む
ようにして測定する。この方法も四川省、甘粛省の調査で見た程度で使用事例は少ない。
③正直の上に側板の接合面を下にして置き、図６に示したように、桶の半径を物差しで測り、側板の
角度を確認する。この方法は中国国内で広く用いられている。
上記①～③の方法で測定、確認する側板は、｢相似形タイプ｣と規定できる。
2) 日本の東京杉並区で見られる桶の側板
日本の桶業は、極めて均質な技術を伝承し今日に至っている。その代表的なものが、側板の形状と
使用する定規に認められる。図７は、中国の①と同じ原理の定規で計測をしている場面である。側板
を相似形にするため、桶上面の曲面と、桶中心に対する角度を確認する。
桶は箍にて側板を固定するため、テーパーを付けている。日本では上径に対して下径が小さな形態
であるため、図８に示したように、側板上部の内面の長さを測定し、側板下部外面の長さに切削する。
こうして一定の角度をつくり、相似形の側板が出来上がる。この技法を｢振り返し｣と業界で呼んでい
て、日本中で同じ方法が展開された。図７、８の側板は、図５、６と同じ｢相似形タイプ｣である。中
国と日本が異なるのは、定規の使用方法が一種類という点である。

図５

中国江蘇省無錫市郊外の作業－①

図６

中国江蘇省無錫市郊外の作業－②

図７

東京都杉並区の作業－①

図８

東京都杉並区の作業－②

３．商業的に製作する樽の側板
1) 桶業が製作する日本の樽の側板
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日本の樽は、桶業が製作するものと、樽専門業が製作するものに大別できる。桶業の中には、桶と
樽を兼業とする場合がある。しかし、桶を製作する割合が圧倒的に高いため、一般的には桶業として
つの たる

いる。こうした桶業が製作する樽、例えば角樽は、相似形の側板を組み合わせて構成している。つま
り、桶の側板と同じ製作方法で対応している。
2) 樽専門業が製作する日本の樽に見られる側板
酒樽は一斗、二斗、四斗に規格化されている。図９は現在製作されている酒樽である。こうした酒
樽は、専門の樽業が製作している。酒樽は、同容量の味噌桶に対し、桶の下径が小さく、上径が大き
い。この形態を構成するには、側板のテーパーを大きくするため、下部を味噌桶より多く削らなけれ
ばならない。この無駄を省くために、側板はすべて相似形ではなく、図 10 に示したように４～６枚大
きなテーパーを持つ側板を使用している。こうした側板の使用法を｢二種類のテーパーを持つタイプ｣
と規定する。
４．考察及びまとめ
桶・樽の側板の形状は、｢形状に関する加工を施さないタイプ｣｢非相似形タイプ｣｢逆テーパーを含む
タイプ｣｢相似形タイプ｣｢二種類のテーパーを持つタイプ｣に分類することができる。
桶・樽が産業として発達する際、｢相似形タイプ｣の側板が加工具と定規の発達をともなって創出さ
れる。現代では当たり前とされる技術ではあるが、桶・樽全体としての形態と部分としての側板は、
幾何学の発達と同時進行したわけではなさそうである。
桶・樽の形態には、楕円のものもあり、ヨーロッパの樽は紡錘形で発達した。つまり庶民が幾何学
を通して立体を理解する以前から難しい立体を創出していた。その延長上に側板の形状も位置してい
る。日本の酒樽の側板に｢二種類のテーパーを持つタイプ｣が出現した時期は、江戸後期以降であると
推察される。マニファクチャーとして酒樽業が発達していく中で、問屋から与えられた材料(樽丸)を、
いかに節約するかという工夫から、一枚の側板材料を斜めに切断して対応する技術が誕生する。その
節約で得られた利益は、職人の賃金にも還元された。不思議なことに、幾何学を少し学習した現代人
とって、｢逆テーパーを含むタイプ｣の側板で構成される桶類は、極めて難解な技術に見える。

図９

日本の酒樽(奈良県桜井市)－①

図 10

日本の酒樽(奈良県桜井市)－②
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日本の汎用工作機械から MC 開発にいたる技術革新とデザイン空白期に関する考察
○梅本良作* plum2005@qc.commufa.jp、藤原惠洋**
* 会員、九州大学芸術工学府 **会員、九州大学芸術工学院

1. はじめに
日本の経済発展は、高度成長期から現在にいたるまで、ものづくりと技術革新によって支えられて
いると言っても過言ではない。そのような中、高品質な製品のものづくりを工作機械が担ってきた。
日本の工作機械の進化と展開は、1960 年代後期から 1970 年代前期に大きな変化が見られる。それは米
国で開発されたマシニングセンタ(以下、MC)の国産化と、すでに普及期を迎えた数値制御装置(以下、
NC)付フライス盤の新機種の市場への投入である。しかし、一部のメーカーで実現した工作機械開発に
デザイン導入の動きはあったものの、工作機械業界全体に波及することはなかった。
本研究では、1965（昭和 40）年の技術革新時代のはじまりから、1971（昭和 46）年日刊工業新聞主
催による第 1 回「機械工業デザイン賞」までに生じたデザイン空白期間の背景について述べる。当時、
工作機械メーカーが有していた課題及び NC 機、MC に関する開発経緯の両側面から明らかにする。
2. 研究の方法と対象
調査は、汎用フライス盤から、NC 機そして MC への技術革新の動向について、文献史料を中心に行
う。文献史料は、産業経済紙『日刊工業新聞』を主として、経済紙『日本経済新聞』や工作機械関連
の雑誌『月刊・生産財マーケティグ』、『機械技術』等からの工作機械技術に関する記事・広告を収
集する。
3. 1960 年代後期の工作機械業界の状況
1958（昭和 33）年、わが国はじめての NC フライス盤が、牧野フライス製作所によって開発された。
以後、電子技術の進歩により工作機械業界は急速に NC 化の道を歩んだ。1965（昭和 40）年には NC
機の開発段階から実用段階に至っていた。さらに、この時期は注目される新機種 MC が登場し、各社
の技術開発に拍車がかかり、技術革新の時期を迎えていた。同時期は、「いざなぎ景気」と通称され
る好景気により、人手不足の解消として省力機械がクローズアップされていた。
このような背景から NC 機の普及や自動工具交換装置

1）

（Automatic Tool Changer ：以下、ATC）を

装備した MC の早期開発は、産業界からも期待されていた。工作機械メーカーは、最優先で開発に取
り組んでいたが、その時避けがたい課題に直面していた。
1) 工作機械業界の NC 技術進歩の状況
1965（昭和 40）年 1 月から 1971（昭和 46）年 12 月までの『日刊工業新聞』を通読し、工作機械業
界の NC 技術に関する記事を抽出した。記事総数は 52 件あり、各記事内容から NC 技術関連と MC 開
発に関する記事で分け、掲載された月日から番号を付し、時系列にまとめた(図 1)。その中から特に注
目した記事内容を以下に挙げる。
1966（昭和 41）年 10 月 14 日付朝刊（記事番号③）
「牧野フライスで開発

国産初の数値制御多能工作機械」のタイトルで、牧野フライス製作所は他社

に先駆け開発した開発した MC（MCP-70）を、第 3 回日本国際工作機械見本市（以下、見本市）に出
品することを発表した。米国では、カーネイ・アンド・トレッカー社（Kearney & Trecker Corporation：
以下、K&T）をはじめ数社の有力メーカーが製品化していた。わが国では最初の本格的 MC であるが、
工具交換は手動方式であった。しかしそれは、産業界で注目されている工作機械の自動化に先鞭をつ
けた機種となった。
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新聞記事
内容による分類

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

(昭和４０）

(昭和４1）

(昭和４2）

(昭和４3）

(昭和４4）

(昭和４5）

(昭和４6）

①

⑧
⑨
⑩
⑪⑫
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図 1 NC 技術関連記事の頻度とデザイン空白期
1967（昭和 42）年 5 月 19 日付朝刊（記事番号⑦）
「マシニングセンター

本格化する開発競争

牧野フライスが先鞭

今秋にも東芝機械も」の記

事では、工作機械の主要メーカーは、次の中心機種として MC の開発、商品化が本格化したことを
報じている。
1968（昭和 43）年 5 月 24 日付朝刊（記事番号⑰）
「ATC 付マシニングセンター

各社、開発にしのぎ削る

近くズラリ一号機

日本国際工作機見

本市 10 月開催に備えて」のタイトルで、同年に開催される第 4 回見本市に開発した MC を出品する
計画であることを報じている。この記事内容は、わが国の工作機械業界に本格的な MC 時代が到来
したことを表している。
1969（昭和 44）年 6 月 25 日付朝刊（記事番号㉟）
「急テンポの需要

マシニングセンター

省力化の決め手に

メーカーも驚く伸び」の記事では、

MC の需要が急増したことを報じている。人手不足に悩む産業界は、MC を省力化の決め手として積
極的に導入しはじめた。各メーカーでは、MC の受注が急速に増加し、受注残を多くかかえることと
なった。
図 1 から、1968（昭和 43）年から 1969（昭和 44）年の 2 年間は、記事が集中的に増加していること
が読み取れる。各メーカーは、NC 機と MC 開発に力を注ぎ、1970（昭和 45）年 10 月に開催された第
5 回日本国際工作機械見本市では、NC 機の出品が国産機 235 台、そのうち MC は、16 社から 30 台出品
された

2）

。新聞紙上「まさに NC 見本市」の見出しで特集を掲載した

3）

。1965（昭和 40）年から 5 年

間は、工作機械業界にとって技術面の大きな変革期であったことが分かる。
2) ATC の特許問題とその推移
前項では、NC 機から MC の開発、実用期にいたる工作機械業界の技術面での動向を概観した。MC
の開発は、大手メーカーでは緊急の課題であった。しかし開発の背景には、K&T 社が ATC に関して広
範囲に特許を押えていたため、その特許に抵触しない機構の設計、また避けられない特許係争の課題
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に直面していた。図 1 では、ATC の特許に関する記事が 18 件あり同じく時系列に図示した。その中か
ら特許問題に関する推移が分かる 4 つの記事タイトルを列挙する。
1967（昭和 42）年 10 月 23 日付朝刊（記事番号②）
「マシニングセンター開発に 外国特許の”厚いカベ”全自動工具交換装置を米メーカーが押さ
える

工作機械業界、対策に苦慮」

1969（昭和 44）年 1 月 10 日付朝刊（記事番号⑧）
「ATC 付マシニングセンター 新日本工機が米へ売り込み “特許にふれぬ”と解釈内外での論
議に新局面」
1969（昭和 44）年 11 月 15 日付朝刊（記事番号⑭）
「K&T 社の ATC 特許に 工作機械各社、近く異議申立て “公知の事実”主張 工具の貯蔵マ
ガジンと位相合」
1971（昭和 46）年 11 月 26 日付朝刊（記事番号⑱）
「G&L 社が勝訴 ATC 装置の特許係争 K&T 独占くずれる マシニングセンター 対米輸出に
朗報 G&L 対日進出早まる」
これらの記事タイトルからは、当初の ATC 特許に対する技術的苦慮、その後特許に抵触しない独
自の構造を考案した。そしてメーカーの高い技術力と努力により、開発元の米国へ MC の輸出に至っ
た。1971（昭和 46）年（記事番号⑱）以降は、ATC 装置の特許係争は終焉し、MC の普及と各社の開
発に一層の拍車がかかった。1965（昭和 40）年から 1970（昭和 45）年の 5 年間は、工作機械の技術
革新の時代とともに、デザイン空白期を生み出したといえる。
3) 新聞広告記述にみる工作機械メーカーの技術レベル
工作機械の技術進歩は、新聞記事だけでなく広告からもその変容を把握することができる。『日刊
表1

遠州製作の NC フライス盤の新聞広告
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工業新聞』は、工作機械メーカーが広告を載せる唯一の産業経済紙である。1965（昭和 40）年から
1970（昭和 45）年までの 5 年間に、3 社の機械メーカーがシリーズで掲載していた。これらの広告の
訴求点と内容から、各メーカーの技術レベルと業界の状況を確認することができる。表 1 はフライス
盤メーカー遠州製作株式会社 4）（以下、遠州製作）の NC フライス盤シリーズ広告の事例である。
遠州製作は、NC フライス盤を 1966（昭和 41）年から販売開始した。新聞広告の初出は、同年 10 月
12 日付『日刊工業新聞』である。その後 1969（昭和 44）年 5 月 20 日付を第 1 回として、第 8 回まで
のシリーズで広告を掲載した。同年 10 月 17 日付の第 4 回までは、工作機械を導入する企業経営者を対
象とした内容であり、翌年の第 5 回広告からは、導入後の NC 機を現場で管理するリーダーあるいは、
技術者を対象としている。広告は、図を大きくレイアウトした斬新なデザインである。当時広告では、
工作機械メーカーは、自社製品をシリーズで掲載した例はなく、NC 技術力のアピールと、現場への普
及に貢献したと推測される。
豊田工機株式会社と日立精機株式会社の 2 社は、遠州製作に続き MC を中心としたシリーズ広告を
掲載した。3 社の新聞広告による共通した訴求点は、工場経営者や現場の管理者へ NC 機および MC の
導入意欲を喚起することにある。最新鋭機導入による生産性の向上と、高度な技術の獲得など、効果
を具体例で示し強調していた。これらの広告は、当時として、最新の NC の知識と技術を振興していく
うえで一つの大きな役割を担ったといえる。
4. おわりに
日本の汎用工作機械の性能・品質は、1960 年代後期に世界水準のレベルに到達し、NC に関する技術
開発は目ざましいものがあった。一方、技術面の評価に反して機械の外観デザインは、外国製品と比
較すると大きく見劣りしていた。外国製品との競合では不利な状況を呈していたのである。その理由
は、1965（昭和 40）年から 5 年間、工作機械業界は汎用工作機から NC 機、そして MC の開発と技術
面の大きな変革期であったこと、そして産業界からの高い需要の背景などから工作機械開発にデザイ
ンを導入する猶予がないことも一因となった。この間はデザインの空白期といえる。そこで、産業界
は生産財のデザイン重視の傾向と、輸出市場におけるデザイン評価を高めるため、工業デザイン振興
を図る顕彰制度「機械工業デザイン賞」の創設へむけての動きがはじまっていくことになる。
注
1)

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
具とを自動的に交換する装置。

2)

日本国際工作機械見本市 20 年誌編集委員会編、『日本国際工作機械見本市 20 年誌』、東京国際見本

市協会、 1982 年、162 頁。
3) 『日刊工業新聞』、1970（昭和 45）年 10 月 27 日付記事。
4) 遠州製作株式会社は、1958（昭和 33）年に、独自開発した汎用 VF 形立フライス盤にプロダクトデザイ
ン採用して開発したメーカーである。1991（平成 3）年にエンシュウ株式会社に社名変更している。
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帆船から蒸気船への移行時期について ―スエズ運河開通のインパクト―
吉田 勉 ttmmck@hi3.enjoy.ne.jp
会員、元日本製鋼所

１ はじめに
19 世紀は製鉄と蒸気機関が発達したことから、
「鉄と蒸気の時代」といわれ、また、産業革命によって
生まれた工場制機械工業は、大量の物資の生産を可能にした。輸送手段においても、陸上輸送では蒸気機
関車による鉄道が発達し、
海上輸送においては蒸気船が帆船に代わる輸送手段として期待された。
しかし、
19 世紀前半期の蒸気船は、重くて、容積を取り、燃料効率の悪い未成熟な蒸気機関を装備していたため、
長距離を航海する物資輸送船としては適さなかった。ところが、1869 年のスエズ運河の開通は、東洋への
航海距離を大きく短縮させるとともに、自航用燃料炭の積載量の削減を可能とし、物資を積載する容積の
増加が可能となった。また、運河開通直前に燃料効率の改善効果が確認された 2 段膨張機関も、燃料炭の
削減を可能にした。これらの点に注目した Charles K. Harley 等は、スエズ運河の開通によって「長距離
に強いという帆船の利点は失われ、極東貿易における蒸気船の優位性を決定づけた」として、スエズ運河
の開通が帆船から蒸気船への分岐点であったと論じている 1)。しかし、いち早く鉄製船体による大型化に
成功し、燃料効率が向上した 2 段膨張機関を装備し、明らかに蒸気船に有利であるスエズ運河の開通とい
う、物資輸送が可能な蒸気船建造条件が整ったにもかかわらず、運河の開通以降においても、物資輸送と
いう場での帆船の優位に変化はなかった。その要因と背景について、帆船、蒸気船、及び海運業にとって
のスエズ運河の開通の影響について報告するものである。
２ スエズ運河の開通の効果と 2 段膨張機関（Compound Engine）の発明
19 世紀前半期の蒸気機関は、燃料効率が極めて悪く長距離航海には、所要の自航用燃料炭を大量に積載
する必要があり、船体の大型化が必要であった。それを可能にしたのが鉄製船体の採用であり、もう一つ
の対策は、
航海距離そのものを短くする試みであった。
これを可能にしたのがスエズ運河の開通であった。
ロンドンを起点とした東洋への航海距離の短縮は、
表１のとおりで、
オ－ストラリア方面の航海を除けば、
かなりの短縮を可能とした。
表 1 ロンドンを起点とした海上距離
目 的 地

喜望峰経由

スエズ運河経由

短縮率（％）

ボンベイ

10,719 マイル

6,274 マイル

41

カルカッタ

11,730

7,900

33

シンガポ－ル

11,417

8,241

28

香港

13,030

9,681

26

上海

13,781

10,441

24

横浜

14,287

11,112

22

シドニ－

12,530

11,542

8

メルボルン

12,220

11,057

10

出典：Adam W. Kirkaldy, British Shipping, 1914, pp. 330,600,601

また、2 段膨張機関（二連成機関ともいわれる）は、図 1 に示すように気筒が 2 個あるものである。1853
年にジョン・エルダ－が最初の特許を取得し、翌年には蒸気船ブランドン号に装備され、従来の機関に比
べ燃料消費量が 20%余り減ずることができた 2)。スエズ運河の開通直前の 1865 年には、この 2 段膨張機
関を装備した Holt Line 社の蒸気船が、
リバプ－ルからモ－リシャス間 8,500 マイルを無補給で航海 3)し、
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その効果が認められ、1870 年代には蒸気船への装備が一般化し、蒸気船は世界的規模で運行されるように
なった。蒸気機関の進歩と自航用燃料炭積載量の変化の状況を表 2 示す。
３ スエズ運河の開通の影響
1）蒸気船への影響
スエズ運河の開通は明らかに蒸気船にとって有利であったことから、表 3 に示すように、開通当初は蒸
気船建造が大幅に増加し、帆船の建造は減少した。
スエズ運河開通後に建造された蒸気船には、2 段膨張機関が装備されるという進歩は認められるが、造
船技術という面では「1869 年以降の蒸気船建造ブ－ムにおける蒸気船の造船技術は、以前からすでに開発
された技術を最大限利用したもので、新しい技術の進歩はなかった 4)」と J. ヒュ－ズが言っているように、
機関、ボイラ、石炭庫が依然として船底の非常に大きな部分を占め、鉄材或いは鋼材を使用しているにも
かかわらずフレ－ムの間隔やビ－ムの形状等、船体設計における構造的な形状・配置には根本的な変化は
見られなかった 5)。
また、スエズ運河の通航は、既就役の大型蒸気船では困難なため多くの船主は既就役の大型蒸気船を廃
船とし、新たに運河通航が可能な寸法、いわゆる「スエズ・マックス」と呼ばれる蒸気船の建造を急いだ
ことが、運河開通後の蒸気船建造ブ－ムの主要因でもあった。

図 1 2 段膨張機関の全体断面図
出典：上野喜一郎『船の歴史第三巻近代編推進』天然社、1958 年、125 頁
表 2 自航用燃料炭の占める割合の変化
年 度
船 名
総トン数 石炭積載量 貨物積載量 推進方式
外車
1840
Britannia 1,189
640
225
外車
1855
Persia
3,300
1,640
1,100,
スクリュ－
1865
Java
2,697
1,100
1,100
スクリュ－
1874
Bothnia
4,556
940
3,000

機関方式
単式レバ－
単式レバ－
単式回転
2 段膨張機関

出典：C. E. Fayle, A Short History of the World’s Shipping Industry, 1937, p.241.

2）帆船への影響
自力航行ができない帆船に取って、スエズ運河の通航にかかる経費は高額となり、さらに紅海航行の危
険性等から、海上保険料も高額となり、帆船船主に取っては、従来の喜望峰経由の航路を選択せざるを得
なかった 6)。このため、帆船船主は、蒸気動力を利用した機械類の装備や、縮帆装置の導入等による省人
化、定期的に交換が必要な植物繊維の索具に代わって交換不要な鋼索の採用等、新しい技術を積極的に採
用する等の経営努力を行い、輸送運賃の低減に努めた 7)。
3）海運業への影響
スエズ運河の開通によって、地中海航路が復活したことは、これまでのイギリスが全ての物資の集積地
であり、中継地であった海運システムに影響を与え、地中海の諸港も集積地或いは中継地として利用され
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るようになった 8)。
海運業者は、輸送距離や輸送物資の種類、及び緊急性を考慮した採算性に基づく輸送手段を選好し、帆
船による輸送が継続された。また、蒸気船の世界的展開は、蒸気船への燃料炭補給基地の整備を促し、こ
れら給炭基地（coal station）への燃料炭の輸送はほとんどが帆船で行われた 9)。
４ おわりに
スエズ運河の開通は、東洋への航海距離を短縮させ、蒸気船にとって有利に働き、帆船にとっては不利
に働いた。しかし、2 段膨張機関という燃料効率の良い舶用蒸気機関の発明と装備化という、蒸気船によ
る物資輸送を可能にする条件が整ったにもかかわらず、依然として、物資輸送という場では帆船が優位を
維持し続けた。その要因は、スエズ運河の開通によって物資輸送業務を蒸気船に奪われるという脅威に対
する帆船船主による、蒸気動力を利用した機械の採用等、新技術の積極的な導入によって輸送運賃を低減
するという経営努力を行ったことと、給炭基地への石炭輸送という新しい活躍の場が得られたこと、及び
輸送距離、物資の種類、緊急性等による採算を勘案した、海運業者による輸送手段の選好もあり、帆船に
よる物資輸送が継続されたことである。そして、全世界規模での物資輸送量で帆船のそれを上回ったのは
1890 年代あり、船腹量で上回ったのは 1880 年代中頃であり、スエズ運河の開通が、帆船から蒸気船への
分岐点であったという結論には無理があるように思われる。

年

表 3 英国における帆船と蒸気船建造数と船腹量の推移 （単位：トン）
帆
船
蒸 気 船
年
帆
船
蒸 気 船
隻

純トン数

隻

純トン数

隻

1867

879

174,500

279

94,600

1873

418

1868

787

237,700

232

78,500

1874

1869

688

230,800

283

123,500

1870

541

117,000

433

1871

472

56,500

470

1872

408

55,000

503

純トン数

隻

純トン数

88,500

396

282,100

499

187,300

482

333,900

1875

566

241,600

357

178,900

235,700

1876

687

236,900

320

123,500

297,800

1877

703

212,300

389

221,300

338,000

1878

585

141,200

499

287,100

出典：Brian R. Mitchell 編（犬井正監・中村壽男訳）
『イギリス歴史統計（British Historical Statistics， Cambridge
University Press 1988,）
』 原書房、1995 年、420-421 頁。
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戦前から戦後におけるオールジャパン体制による日本産業勃興に関する一考察
井上尚之 inoue5868@maia.eonet.ne.jp
会員、神戸山手大学

１． はじめに

「経済産業省と文部科学省との連携により，平成 24～33 年度の 10 年間，事業規模 150 億円程度を想
定し，その研究主体として『人工光合成化学プロセス技術研究組合』を設立する」という News Release
を経済産業省が 2012 年 11 月 28 日に発表した。組合員として，国際石油開発帝石（株），住友化学
（株），（一財）ファインセラミックスセンター，富士フィルム（株），三井化学（株），三菱化学
（株）（5 企業，1 団体）。東大・京大・東京理科大学・名工大・山口大学・東京工大・富山大などの
大学が共同研究で組合員に協力する形を取っている。本稿では一企業や一大学では達成できない研究
をオールジャパン体制で研究するこの技術研究組合の嚆矢を究明し、技術研究組合の設立のキーパー
ソンが元高分子学会常務理事の荒井溪吉氏（1907～1971）であることを闡明する。
2．「高分子原料開発技術研究組合」「高分子原料技術研究組合」設立
1959 年，化学，エンジニアリング，鉄鋼等のメーカー22 社による高分子原料開発技術研究組合が設
立された。この高分子原料開発技術研究組合の目標は「アセチレン・エチレン等高分子原料の開発に
関する試験研究等。具体的には酸素を使用し，ナフサを原料とするアセチレン・エチレン等の高分子
原料の製造に関する試験研究等である。」これまでの企業グループによる共同研究は業界全体の取りま
とめによる同一業種の企業による共同研究であったが，この研究組合は業界団体に関係なく，異なっ
た業種であるユーザーとメーカーが共同研究を行うというもので従来とは全く異質な共同研究の類型
であった。この高分子原料開発技術研究組合が鉱工業技術研究組合法成立の大きな要因となる。
お互いが競争関係にある会社が共同研究することには困難が付きまとう。例えばあるポイントで苦
労している技術者が，他社の工場操業などを見ると，一遍に分かってしまう。したがってなかなか工
場見学を許さない。つまり競合している会社ではお互いの秘密が漏れるような行動研究体を作ること
は難しい。
つまり，共同研究体を作るには，次の 2 つが必須である。
（１）各社が本格的に手をつけていない有望な研究開発分野がある。
（２）行政及び各社のトップに顔が利き，各社をまとめ上げるだけの力量・人望があるキーパーソン
の存在。
（１）について…1950 年の太平洋岸製油所の再開後，1951 年にはサンフランシスコ講和条約が締結さ
れ，日本経済が再興の道を歩みだす。国産エネルギーの中心であった石炭は 1955 年ころから，世界的
な石油の供給過剰による値下がりと大型タンカーによる輸送費の低下による石油価格の低下に押され
不況に落ち込んでいった。政府は原油や重油に輸入関税をかけて石油へのエネルギー転換を抑えよう
としたが，石油の石炭に対する経済的優位性を覆すことができなかった。日本の石油精製能力は講和
条約発効の年である 1951 年には，1 日当たり 14 万 750 バレルであったが，1960 年には 78 万 9280 バレ
ルに急増した。石油精製技術の近代化と精製施設の復旧の為に巨額の資金が必要であり，同時に海外
からの原油の長期安定輸入も必要であった。これらを満たし，石油産業を早期に復興させるためには，
日本の石油会社は外国石油会社と技術提携，委託精製，委託販売等の提携契約を余儀なくさせられた
のであった。
このような背景の下，外国からの技術導入による石油精製品のナフサ（粗製ガソリン）は致し方な
いとして，ナフサから作られる化学製品，特に高分子化合物の原料となるエチレン・アセチレンは日
本独自の技術で外国に対抗しようという機運が盛り上がるのは自然なことであった。化学物質の分
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析・作成における日本の技術力は，後述する戦前わずか数ミリのデュポン社のナイロン見本試料から
その分子組成を正確に看破し，わずか数か月で同じナイロンを作り上げた例を待つまでもなく，決し
て欧米に劣るものではなかったのである。そしてナフサ熱分解によるエチレン・アセチレンの完全な
独自技術を日本のみならず世界のどの会社も確立していなかったのである。
（２）について…高分子原料開発技術研究組合に参加した日本軽金属（株）の社員で技術研究組合の
委員を務めた佐々木武之進氏は，次のように述べている。
「1 億８千万円位なら出せるという会社はあるかもしれませんが，これほどの人材を 1 つの研究につぎ
込むことは出来ないことじゃないでしょうか。ただ共同研究はどうしても呉越同舟の場合が多いので
その組合の運営はよほどうまくやらなければなりません。」（佐々木，1960，２）。
この呉越同州の危機感を乗り越えさせる腕力を持っていたのが，当時高分子学会常務理事であり，
東京大学・慶応義塾大学非常勤講師，科学技術庁参与であった荒井溪吉氏である。荒井氏は後述する
戦前の財団法人日本合成繊維研究協会の設立に尽力した人物である。荒井氏は，財団法人日本合成繊
維研究協会設立のノウハウ，人脈を総動員して関係業界を取りまとめると共に工業技術院にも強く働
きかけ，高分子原料開発技術研究組合を作り上げた（吉開，1991，８）。
また前出の佐々木武之進氏は次のように明言している。「（共同研究の）種らしきものがあるという
事を世間に拡げて，また役所の方でもうまく連絡する。そして一緒に研究しても良いという意志のあ
る人を集めてくる顔って言いますか，熱意と言いますか，そういうものが必要なんです。だから私は
荒井溪吉さんの功績というのは非常に大きいと思います。」（佐々木，1960，６）。
以上の証言からも分かるように，高分子原料開発技術研究組合をまとめ上げたキーパーソンの一人
が当時高分子学会常務理事であった荒井溪吉氏であることが理解できよう。
1959 年 7 月 10 日，旭化成，旭硝子，味の素，信越化学など日本の主要化学会社等 22 社が集まり，
高分子原料開発技術研究組合が発足した。霞が関のピアスクラブで関係者による盛大な設立披露パー
ティーが催された。以下に高分子原料開発技術研究組合への参加会社を示す。
１．旭化成工業

２．旭硝子 ３．味の素

６．鋼管化学工業 ７．昭和油化

４．鐘淵化学工業 ５．呉羽化学工業

８．信越化学工業

９．新日本窒素肥料

10.千代田化工建設 11.電気化学工業 12.東亜合成化学工業 13.東亜燃料工業
14.日産化学工業 15.日本化薬 16.日本軽金属 17.日本合成化学工業 18.日本ゼオン
19.丸善石油 20.三菱石油 21.富士製鉄 22.八幡化学工業
1960 年 12 月にさらに関東電化工業を加え，組合員数は 23 社になった（玉木，1963，457）。高分子
原料開発技術研究組合は，第 1 次予算が 1 億 8 千万円（当時）であり，そのうち 1 千万円は工業技術院
からの補助金であった。組合加入各社は，トータルで技術者が百名余，1 億 7 千万円を拠出している。
つまり組合加入各社は 1 社平均 800 万円の金と 4 名の優秀な技術者を出している。ところが百名の優秀
な人材をつぎ込み，立派なパイロットプラントを作り運転していくということは，日本の会社におい
ては 1 社や 2 社の力では到底できるものではなかった（佐々木，1960，３）。
高分子原料開発技術研究組合での実践において多くの問題点が浮かび上がった（谷敷，1991，11；
佐々木，1960，11－12）。主要な問題点を列挙する。
（１）共同研究実施の結果取得する工業所有権帰属について，法人格を有していないと特許法上職務
発明との関係において問題が生ずる。
（２）共同研究を実施する際に，その研究の種類によって相当の危険を伴うため，保安に対する各種
の規制を受ける場合が少なくない。例えば共同研究体は保安規制の適用を受け，各種の責任，義務を
負うことになるが，任意団体ではその責任関係が不明確である。
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（３）共同研究体が共同研究の円滑な運営を行うためには，対内的にも対外的にもその財産管理ある
いは経理処理の責任の所在を明確にすることが必要であり，そのためには共同研究体が法人格を有す
ることが不可欠の要件とされる。
（４）共同研究体は一般の企業と同様，その責任者，技術者，事務職員，労務者等の人間関係を巡る
諸問題に対しても種々の法律の対象となるが，この場合にも法人格のないことが大きな障害となる。
これらの問題を解決するために，早急な「鉱工業技術研究組合法」の成立が望まれたのである。
「鉱工業技術研究組合法」が 1961 年 2 月 22 日第 38 回国会に提出され可決された。1961 年 5 月 6 日公
布，5 月 20 日施行された。しかしこの法律の制定には荒井溪吉氏等が立ち上げた高分子原料開発技術
研究組合からの工業技術院への陳情（佐々木武之進他，1960，11）等が大きな影響を与えた。「鉱工業
技術組合法」制定を受けて高分子原料開発技術研究組合（1959 年 7 月 10 日－1961 年 10 月 23 日）は、
法人格のある高分子原料技術研究組合（1961 年 10 月 24 日－1977 年 4 月 13 日）と名称変更された。
３．鉱工業技術組合の原型はナイロンに対抗するための「（財）日本合成繊維研究協会」
日本では 1936 年にセルロース再生繊維であるレーヨンの生産がアメリカ合衆国を抜き世界第 1 とな
り（楫西編，1964，555），レーヨンを短く切断したステイプルファイバー，すなわちスフの生産も
1938 年に世界１となっていた（楫西編，1964，637）
。1937 年でみると我が国の輸出総額 31 億 7500 万
円のうち繊維製品の輸出総額は 17 億 1100 万円であり，全体の 54％を占めていた。この内訳は，綿製
品が 44.2％，絹製品が 30.1％，レーヨン製品が 13.8％，毛製品 5.3％，麻製品 0.3％，であった(楫西
編，1964，652)。1938 年 10 月 27 日，ニューヨークの World’s Fair（世界博）（これは New York Herald
Tribune’s Eighth Annual Forum on Current Problem の一部門として開かれたもの）でデュポン社の福社長
スタインが，3000 人の女性クラブ会員を前にナイロンを公表した。「ナイロンは石炭，水，空気を原料
とし，糸は鋼（はがね）と同じぐらい強く，蜘蛛の糸（Web）と同じぐらい細く，しかしどの一般的な
天然繊維よりもはるかに弾性的（elastic）である。」
（David A. Hounshell，1988，270）
。実際のデュポン
社製のナイロンストッキングの発売は，1 年半後の 1940 年 5 月 15 日であり，500 万足が即日完売され
ている（古川，1983，28）。1938 年のスタインのナイロン発表後，ナイロンパイロットプラントで製造
されたナイロンが見本品として多く出回り，日本にも 1938 年の暮れには入ってきている（井上，1998，
98）。大学人や産業人はこのナイロン出現をどう考えていたのであろうか？当時富士瓦斯紡績社員であ
った荒井溪吉氏が『ナイロン』
（1939）誌上に意見をのせている。
「各社各位が全く没我の境域に安心立命し，国策の大傘下に研究所も，学校も，会社も，官庁も，総
ての資本，総ての技術を動員して，全部打って一丸となり，カロザース博士の業績を懐古し，その努
力堅忍の過程を三省しつつ，近視眼的・小乗的態度を捨て，第三次繊維革命に直面して，斯業の転換
を円滑無難ならしむると共に，更に進んでは萬代不易の皇運を扶翼し奉らんことを切に念頭する次第
である。…」
（荒井，1939，203）
第三次繊維革命とは，ナイロン出現を「紡績機械の発明＝綿の進出（18 世紀後半）」，「レーヨン（人
絹・スフ）の登場（1918～1925）」に次ぐ「第三次繊維革命」の到来であるとして，当時の鐘紡社長津
田信吾氏が繊維業界に対して在来繊維との競合必至との警鐘を鳴らす為に用いた言葉である（鐘紡株
式会社社史編纂室編，1988，638）。荒井氏は繊維産業が学，産，官一体となり近代的合成繊維産業へ
転換することを強く主張している。ナイロンに対抗すべき合成繊維を造り出す他に日本繊維産業が生
き延びる道はなく，そのためにはオールジャパンで協力する必要があると強く主張している。この考
えが当時日本の大学人・産業人の最大公約数であり，このようなオールジャパンの合成繊維研究機関
の設立を目指す動きが本格化していく。
４．財団法人日本合成繊維研究協会設立
東大出身の荒井溪吉氏の政府の東大関係者への働きかけ、京大教授桜田一郎氏による当時の繊維産
業の中心地であった関西財界への働きかけが功を奏し、1941 年（昭和 16）1 月 28 日，財団法人日本合
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成繊維研究協会の設立が許可された。
この財団法人の特徴は基本金が全て民間企業の拠出，民間企業の寄付金が政府補助金の 10 倍の 300
万円となっていることである。つまり資金から見るとあくまでも民間主体の研究機関であるであると
いうことである。この部分が技術研究組合に受け継がれている最大のポイントである。寄付金を出し
た企業を次に列挙する。
△印の会社は理事会社，○印は設立準備委員会社，○印の 10 社は設立前に５万円ずつ先に出して，こ
の 50 万円を定期預金して協会の基本財産とした。又諸資料より，1940 年（昭和 15 年）当時の 1 万円
は現在の約 1600 万円と推定される。
（１）△○鐘淵紡績

400000 円

（２）△○大日本紡績

400000 円

（３）△○東洋紡績

200000 円

（４）△○日東紡績

200000 円

（５）△○大日本セルロイド

200000 円

（６）△

150000 円

（７）△○三井鉱山

100000 円

（８）△○住友化学

100000 円

（９）△○富士紡績

100000 円

（10）△

帝国人絹

100000 円

（11）△○東洋レーヨン

100000 円

（12）△

日本油脂

100000 円

（13）

東洋棉花

100000 円

（14）△○日本曹達

70000 円

（15）△ 日産化学

70000 円

（16）△

日本窒素

70000 円

（17）△ 日本化成

70000 円

（18）△○満州電化

50000 円

（19）

倉敷絹織

50000 円

（20）

30000 円

（21）

棉花輸入統制協会

合計

内海紡績

味の素

400000 円
3060000 円

５．まとめ
財団法人日本合成繊維研究協会の成果としては、ビニロン、ナイロン 66 の開発が挙げられる。この
日本発の２大合成繊維が戦後の日本経済の牽引役を果し、戦後 11 年の 1956 年、日本の合成繊維生産
量はアメリカに次ぐ世界第２位になる。この戦前の財団法人日本合成繊維研究協会及び戦後の「鉱工
業技術研究組合法」の適用第１号である高分子原料開発技術研究組合の設立、つまりオールジャパン
の研究体制設立に尽力した中心人物が荒井溪吉氏なのである。
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戦後日本における「技術革新」像の変遷――『科学技術白書』を手がかりとして
○有賀暢迪* n-ariga@kahaku.go.jp、亀井修*
* 会員、国立科学博物館

1. はじめに
「技術革新」という日本語は、“innovation”の訳語として昭和 30 年代に登場して以来、戦後の経済成
長を支える科学技術の発展を指す言葉として、広く一般に使われてきた。しかしながら近年では、純

粋な技術的改良が必ずしも経済的成功につながらないという認識が一般化するのに伴い、狭義の
「技術革新」と区別するために「イノベーション」というカタカナ表現が使われることも増えて
きている。このような状況の変化のもとでは、戦後日本を牽引した「技術革新」とは何であった
のかを多角的に検証する意義が、むしろ高まっていると思われる。
本報告の前半では、そのための一つの試みとして、「技術革新」という言葉に着目した分析を行う。
すなわち、「技術革新」として語られてきた事態あるいは事象は時代とともにどのように移り変わっ
ていったのかを、文献資料に基づき考察する。報告者らはこの目的のために、『科学技術白書』を手
がかりとして用いることにした。同白書は日本の科学技術の動向や施策についてまとめた公的文書で
あり、そこに見られる見解を分析することには意味があると考えられよう。
ただし、この方法により得られた「技術革新」像の変遷が、実際の産業技術の発達過程を記述する
上でも有効だという保証はない。そこで本報告の後半では、具体的な産業技術の歴史を事例として取
り上げ、そこから浮かび上がってくる「技術革新」像を検討する。事例としては、国立科学博物館の
行っている「技術の系統化調査」の中から、油圧ショベルと農薬の二つを試験的に選んだ。それぞれ
の産業技術の発展を簡単に整理したうえで、前半の成果との比較を行い、両者がどの程度合致するの
かを見ることにしたい。
2. 『科学技術白書』に見る「技術革新」像の変遷
『科学技術白書』は、昭和 31（1956）年に設立された科学技術庁の業務の一環として、昭和 33 年
（1958）年に初めて編まれた文書である。二冊目が昭和 37（1962）年に、三冊目が昭和 39（1964）年
に刊行されて以降は基本的に毎年発行されており、平成 26（2014）年までに全部で 52 冊が刊行されて
いる。各年版の白書の構成は数十年のあいだに変化してきているが、現在では、科学技術に関わる特
定の課題を取り上げて議論している第一部と、当該年度に政府の講じた施策を述べている第二部から
構成されている。なお、平成 13（2001）年の省庁再編に伴い、編集の主体は科学技術庁から文部科学
省に移っているが、これに伴って『科学技術白書』の内容に変化が生じたということはない。
報告者らは、この 52 冊分の電子データ全体を対象として、「技術革新」という言葉が含まれる前後
の部分を抜き出し、その記述内容を分析した。この内容はすでに詳しく紹介しているが 1)、以下、その
結果の要点を改めて整理しておく。
1) 昭和 30 年代
最初の白書である昭和 33（1958）年版の『科学技術白書』ではすでに、「科学技術の進歩が“技術革
新”などの言葉で代表されるように、近時、経済の発展と国民の生活の向上に大きな役割を果すことが、
認識されてきた」と書かれている。参考までに述べれば、同年の『経済白書』でも、戦後の世界経済
が高い成長率を示している理由として第一に「技術革新」が挙げられており、新技術の登場が経
済・社会に変化をもたらしているという認識がこの時点で広まっていたことが窺える。この当時
に「技術革新」が起こっているとされた産業技術領域としては、原子力、オートメーション、合
成化学、エレクトロニクス（主としてトランジスタ関連）の四つが代表的であった。
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2) 昭和 40 年代
この時期の『科学技術白書』では、「技術革新」と呼ばれる事象の特徴やメカニズムについて、幾
度か考察が試みられている。その背景にはおそらく、これまでの「技術革新」が外国からの技術導入
によるものであったと認識され、「自主技術開発の推進」（昭和 43（1968）年版白書の表題）が説か
れるようになったことがある。この頃に念頭に置かれていた「技術革新」の事例としては、家電や自
動車なども挙げられているが、どちらかと言えば合成化学や鉄鋼など、重厚長大型の産業技術が多い。
また、この年代には、急速な技術革新が社会にアンバランスをもたらしているといった指摘も現れ

るようになり、そうした問題への対応が今後の課題として言われるようになった。
3) 昭和 50 年代
昭和 50 年代の前半（1970 年代後半）には、「技術革新」の世界的な「停滞」が繰り返し語られた。
たとえば昭和 51 年版の白書では、「戦後の技術革新」を支えてきた「新しい原理・原則の発見」が近
年は停滞し、「科学と技術の結び付きによる技術の飛躍は一段落の傾向にある」とされた。しかしな
がら 50 年代の後半（1980 年代前半）に入ると、この「停滞」から抜け出したという見解が示されるよ
うになる。そのさい「新たな革新」と結びつけられたものは、一方では鉄鋼業、自動車工業、半導体
工業における新技術や改良技術の開発・普及であり、他方では、組換え DNA 技術をはじめとするライ
フサイエンスの勃興であった。
4) 昭和から平成への移行期
この時期の『科学技術白書』では、「技術革新」は大きく二つの文脈で語られているように見受け
られる。一つは過去の技術開発・経済成長を回顧する文脈であり、特に、技術開発の中心領域がかつ
ての重化学工業から半導体工業へと変化してきたという歴史認識が示されるようになった点が特徴で
ある。これに対するもう一つの文脈は、未来の「技術革新」ないし「革新的技術」を目指した基礎研
究というものであって、材料科学や生命科学を中心とした「シーズ」志向の研究振興が繰り返し唱え
られた。このような背景のもと、平成 7（1995）年に科学技術基本法が成立し、その翌年からは科学技
術基本計画に基づく科学技術政策が実施されるようになった。
5) 平成 10 年代以降
科学技術基本法の成立以降、現在までの『科学技術白書』においては、「技術革新」から「イノベ
ーション」への重心移動が顕著に認められる。「イノベーションとは、単なる『技術革新』という狭
義の概念ではなく、広く社会のシステムや制度をも含めて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変
化を起こすことである」（平成 20（2008）年版白書）と言われるようになり、「イノベーション」が
政策目標として掲げられるようになった。そのため「技術革新」という語の用例自体が近年では減少
しており、平成 12（2000）年版白書で「デジタル化技術」が強調されて以降、「技術革新」の語が結
びつく特徴的な技術・産業領域を挙げることは難しくなっている。
以上見てきたように、『科学技術白書』を対象とした考察からは、「技術革新」像が年代とともに
かなり変化してきたことが窺える。それでは、この変化はどの程度、実際の産業技術の発達過程に当
てはまるのだろうか。この問いに答えるため、次節では、「技術の系統化調査」の具体的事例を取り
上げて検討を行う。
3. 産業技術の系統化調査に見る「技術革新」像の変遷
国立科学博物館の産業技術史資料情報センターでは、業界団体等の協力を得て、日本の産業技術の
発展を示す資料の悉皆的な所在確認である所在調査を行ってきている。この調査の中から特徴的な技
術分野を選出して行われるのが、産業技術の系統化調査研究である。これは、その分野で実際に技術
開発の現場に関わり、かつその技術分野全体の動向に造詣の深い専門家を「主任調査員」に任命して
行われるものであり、当該技術の発達について社会・文化・経済等の関わりを含めて調査・研究し、
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概ね 1 年をかけて報告書にまとめている。なお、所在調査 23,914 件のデータベースと、技術の系統化
調査 92 分野の報告書は、いずれもウェブサイトで公開されている 2)。
ここでは、これまでに行われた系統化調査の中から「油圧ショベル」3)と「農薬」4)を事例として取
り上げ、それぞれの個別技術分野からどのような「技術革新」像が浮かび上がってくるかを時系列で
概観する。この二つの事例を選んだのは、ともに戦前ないし戦後すぐの時代から現在に至るまで連続
的に技術開発が続いており、長期的な動向の変化を見るのに適していると考えられたためである。た
だし、この二事例のみをもって産業技術一般を論じることができないのは言うまでもなく、以下の議
論はあくまで、さらなる研究に向けた試験的考察である。
1) 油圧ショベルに見る変遷
「系統化調査」では、それぞれの技術分野ごとに、主要技術の系統図が作成されている。たとえば
油圧ショベルの場合、この図表には社会背景から始まり、ニーズや技術開発で目指された内容、具体
的に開発された製品やシステムなどが書き込まれている（本講演要旨では、紙幅の都合により掲載を
割愛した）。これに基づき、時系列で技術開発の流れを概観すると、次のような一連のキーワードに
よって表すことができる。
まずは国産化であり、昭和 30 年代から 40 年代にかけて進行した（国産技術による最初の国産化は
昭和 40（1965）年）。これに続いて、耐久性・作業性・操作性の向上や、小型化ならびに大型化、お
よび多機能化が進められたが、こうした路線での技術開発は 1970 年頃以降、現在まで絶え間なく取り
組まれている。これに加えて昭和 60 年前後からは、省エネ化や安全性の向上、低公害化といった主題
のほか、情報化・メンテナンスフリー化といった方向での技術開発も行われるようになった。
2) 農薬に見る変遷
農薬の技術開発についても、油圧ショベルと同様な技術の系統図が作られている。戦後の展開に限
定して言えば、そこからは次の三つのフェーズを読み取ることができる。
第一は、DDT、BHC、パラチオン等の有機合成農薬の登場である。これらによる農業生産の伸びに
より、戦後の食糧危機が乗り超えられ、高度成長の波とともに農薬産業は大きく成長して、化学産業
の一つとして定着することとなった。これは当初は技術導入によるものであったが、昭和 34（1959）
年以降、国産農薬が生産されるようになった。
第二は、哺乳動物に対する毒性や環境への長期残留といった課題に関する法規制と、それへの対応
である。昭和 47（1971）年の農薬取締法改正などにより、GLP、安全性評価や環境影響評価等が義務
付けられた結果、問題を持つ古い薬剤が技術開発によって淘汰され、農薬の安全性は大きく向上した
（もっとも、かつて農薬に押された烙印＝不信感は現代に至るまで払拭されておらず、このような
「技術革新」のイメージは一般の人々に十分共有されていない）。
第三は、1990 年代以降における「超高性能農薬」の登場である。スルホニルウレア系の除草剤に代
表されるように、ヘクタールあたり数グラム～数十グラムで従来と同等以上の効果があり、かつ安全
性や環境に対する影響についても問題となるところのない農薬が出現してきた。ほとんどの場合、こ
れらは従来と異なる化学構造や作用機構によっている。この流れは、現在も進行中である。
3) 考察
油圧ショベルと農薬の例から浮かび上がってくる「技術革新」像を、『科学技術白書』から得られ
たものと比較すると、とりわけ以下のような共通点・相違点が注目される。
まず、導入技術から国産技術へという展開は、すべての場合で共通している。『科学技術白書』で
は昭和 40 年代に入る頃から「自主技術」が強調されるようになるが、油圧ショベルも農薬もその前後
に国産化が進んでいた。なおこれより先、昭和 30 年代について言えば、新しい（外来の）技術によっ
て社会・経済に大きな変化が生じたという因果関係は農薬の場合、かなり分かりやすい。しかし同様
のことが油圧ショベルについて言えるかどうかは判断が難しい。
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次に、環境対策や安全性向上といった技術開発の方向性も、それが途中から現れてきているという
意味ではすべての場合につき共通している。しかし、それが「技術革新」像を構成するようになった
時期には違いがある。農薬の場合、これは昭和 40 年代後半から技術開発の主たる方向性となっており、
『科学技術白書』の記述とおおむね足並みが揃っているが、油圧ショベルの場合にこの種の課題が中
心的となってくるのは 20 年ほど後である。
第三に、昭和 60 年代以降の動向を見ると、油圧ショベルにおける「情報化」は『科学技術白書』に
おける半導体産業や「デジタル化技術」の強調に通じるところがある。また、この時期の白書に見ら
れた、基礎研究にもとづく革新的技術というイメージは、「超高性能農薬」には当てはまっていると
考えられよう。ただし、油圧ショベルの場合にも基礎研究が重要であったかどうかや、農薬の場合に
「デジタル化技術」がどのように関わっているのかは自明でなく、技術領域による違いがあった可能
性が考えられる。
最後に、油圧ショベルおよび農薬から浮かび上がってくる「技術革新」像が『科学技術白書』のも
のと一番異なっている点として、白書が述べているような「技術革新」の「停滞」（昭和 50 年代前半）
という現象は、今回対象とした二つの事例には認めることができない。
4. おわりに
この報告では、戦後日本における「技術革新」像の変遷を『科学技術白書』を材料として検討し、
さらにそれを、「技術の系統化調査」で得られた二つの産業技術の事例と比較した。昭和 30～40 年代
における国産化や、環境対策や安全性向上へと向かう大きな流れ（ただし時期は異なる）については
「技術革新」のイメージとしてほぼ妥当と考えられる一方、昭和 60 年代以降における「情報化」ない
し「デジタル化」や、基礎研究にもとづく革新的技術に関しては、技術領域によって当てはまるかど
うかが異なる可能性がある。また、「技術革新」が一時的に「停滞」したという『科学技術白書』の
記述は、少なくとも油圧ショベルと農薬については当てはまらないと考えられた。以上の結果は、
『科学技術白書』から得られた「技術革新」像の変遷がある程度までは妥当であることを示している
が、今後さらにほかの産業技術分野の事例などとも突き合せていく必要がある。
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