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社会経済史学会中国四国部会

司会者

討論者

呉海軍工廠の技術的成果と課題

これまでこのメンバi (鈴木︑横井︑千四︑小野塚︑奈倉︑

安部︑山下)の多くは︑﹁第二次世界大戦前における英国兵器鉄

鋼産業の対日投資の研究﹂︑﹁イギリス帝国政策の展開と武器移

転・技術移転に関する研究﹂というテi マのもと共同研究を進

等に発表してきた︒今回の報告は︑こうした一連の研究の一環

めてきた︒その成果の一部は︑明日英兵器産業とジi メンス事件﹄
鈴木俊夫(東北大学)

として計画された︒

なり︑やがて日本海軍の技術の粋を集めたといわれる﹁大和﹂

日露戦争後に横須資工廠を抜いて臼本一の技術を有するように

呉構軍工蔽は︑横須賀海軍工織にかなり遅れて出発しながら︑

松本純(松山大学)
横井勝彦(明治大学)
呉海軍工蔽の形成と役割
千由武志(広島国際大学)

を建造したことで知られている︒本報告においては︑なぜに︑

どのようにして短期間のうちに日本一の技術を有することがで

きたのか︑またその臼本一の技術の内容を多方面から具体的に

分析することを呂的とする︒その際︑留の政策史が重要視され

山下雄一時(明治大学大学院)

た技術が国際的に比較してどのような評価に値するものかとい

器移転ないし技術移転がどのように実現したのか︑また実現し

ることはもちろんであるが︑われわれの共通した視点である武

高橋衛︿広島大学)

う点を解明したい︒

千田報告においては︑まず呉鎮守府は︑好余曲折はあったも

告をふまえて議論を展開する︒

を中心とする西洋経済史研究者と日本経済史研究者による間報

以上のような問題意識のもと︑本報告においては︑イギリス

安部悦生︿明治大学)

光学機器からみた成果と課題

奈倉文二(濁協大学)

造兵・製鋼部門の到達点と課題

小野塚知一一(東京大学)

造船技術からみた成果と課題

止と

問題提超
報
四

須賀に加え︑横須賀より防御や機密保持に優れた百本一の西海

のの一八八一(明治一回)年の軍艦整備計画の一環として︑横
られる︒

と︑それが日本の艦艇技術の発展にもたらした意味が取り上げ

はニ船渠・一船台体制が確立したこと︑呉鎮守府造船部の工事

たものの︑自清戦争をはさんで順次すすめられ︑日露戦争前に

当初計画した一船渠・一船台の建設は一八九一年まで延長され

に関庁したことが明らかにされる︒つ︑ぎに造船施設の整備は︑

を取り上げる︒そして︑その課題解決策の一つとして設立され

製造中心の造兵部と原料鋼材製造の製錦部の具体的実績と課題

製鋼部門の到達点を明らかにする︒とりわけ︑砲嬢及び装甲銀

部門の変遷を跡付け︑つ︑ぎに﹁筑波﹂﹁生駒﹂の建設当時の造兵・

軍工廠造兵部・製鋼部として急速に拡張される造兵(及び製鋼﹀

奈倉報告では︑まず仮兵器製造所︑呉海軍造兵蔽を経て呉海

の遅れをカバーしたのはイギリス人が経営した神戸鉄工所を受

た日英合弁会社の日本製鱗所の役割と課題に言及する︒

造船所を建設するという構想の延長線上に一八八九年七月一一世

け継いだ小野浜造船所であったこと︑開所はその施設・工員が

計踊がたてられ︑日清戦争をはさんで促進され︑さらに甲鍍等

御に周波れた沿岸の呉一に東京造兵廠にかわる新造兵織を設立する

一八八九年に訪

時期と範囲を広げ︑イギリス︑ドイツの光学技術を日本海軍が

年前後の呉工廠を中心としていたのに対して︑本報告では対象

学機器が対象とされる︒それゆえ︑これまでの報告が一九O O

山下報告では︑従来あまり取り上げられたことの無かった光

呉に引き継がれたことが主張される︒そして︑

特殊鋼を製造する製鋼部が設立されたことが述べられる︒日露

どのように導入し︑国産化を進めたのかという観点から発表︑が

工蔽の

戦争とその後の繁忙期に呉海軍工廠は装甲巡洋艦﹁筑波﹂と﹁生

果たした役割と限界について検討する︒

なされる︒また︑機器の国産化過程と運用に際して︑
の兵器製造所の総合

駒﹂を短期間のうちに建造し︑日本一と認められるようになっ
たが︑それは造船と造兵部門を有する唯
力によってもたらされたものであった︒
小野塚報告においては︑最初に呉鎮守府造船部の技術史が対
象とされる︒つ︑ぎに呉工蔽が日本一と認められるようになった
﹁筑波﹂と﹁生駒﹂の技術的成果と︑イギリスの建艦技術と比
較した課題が明らかにされる︒そしてその課題を克服する方法
として採用された巡洋戦艦﹁金剛﹂のヴィッカiズ社への発注

﹁呉海軍工廠の技術的成果と課題﹂ シンポジウム

して︑私たち日本人の誇りを支えるものであります︒また︑戦後の日本の復興

の推進力となり︑国の危難に際して︑日本人としてこうあるべきかと︑今なお

示唆を与えてくれているのであります︒﹁大和﹂を語る会といたしましては︑こ

の事実を忘れることなく︑﹁大和﹂乗組員の健闘に心から敬意を表しますととも

大之木ご紹介いただきました大之木でございます︒本日は︑﹁大和﹂を語る会

に︑﹁大和﹂を語る会の会長大之木英雄が御挨拶申し上げます︒

た︒本日のシンポジウムは︑﹁呉海軍工賊の技術的成果と諜服部﹂というテl マで

もので︑海軍の貴重な遺産として︑日本経済の復興に大きな貢献をいたしまし

に注入された製鋼・造船・造機・兵器製造等の技術は︑当時世界最晶︑最新の

に︑三OOO名余りの英霊に対して心より鎮魂の誠を捧げるものでございます︒

と呉市の共催によりまして︑第九回のシンポジウム﹁大和におもう﹂を開催し

すが︑この﹁大和﹂が建造された呉海軍工織の技術的レベルや問題点等につき

司会﹁大和におもう呉海軍工蹴の技徳的成果と課題﹂を︑社会経済史学会

ましたところ︑このように多数の市民のご来会をいただきまして心から僻礼を

まして︑お話を承るのですが︑最後までご静聴をお願い申し上げます︒﹁大和﹂

一方で﹁大和﹂は︑当時の近代技術の粋︑近代技術の塊でした︒﹁大和﹂建造

申し上げたいと思います︒また本日のシンポジウムのテ!マは︑先ほどご案内

は︑海軍工蔽で造られ艦籍は呉鎮守府であり︑乗組員のうち多数が呉市民で︑

中国四国部会と﹁大和﹂を語る会の共催で行わさせていただきます︒では最初

ございました通り﹁呉海草工蔽の技術的成果と課題﹂となっておりますが︑こ

﹁大和﹂はまさに呉市のアイデンティティそのものといってもいいかと思いま

よってようやく呉市民は︑呉市のアイデンティティを取り漠すような気がしま

れは呉市で現在行われております社会経済史学会中部四国部会との共催でござ
今から五九年前︑昭和ニ0年四月七日︑七万二八00トンの世界最大・最強

す︒本日のシンポジウムが空効なものとなるよう心から念願しまして︑御挨拶

す︒来年四月末︑いよいよ﹁大和ミュiジアム﹂がオープンしますが︑これに

の戦艦﹁大和﹂は︑徳之島問方海面において沈没いたしました︒四月一日︑沖

といたします︒本日は誠に有難うございました︒

います︒ご参加の諸先生方には︑心から郷礼を申し上げる次第でございます︒

縄に敵前上陸した米軍に対して戦線を一挙に挽回しようということで︑﹁大和﹂

遂に﹁大和﹂は沈没いたしました︒乗組員一一一一一一一一一一一名のうち三000名余りが

けれども︑敵の八回にわたる攻離により魚雷一 O発︑爆弾無数の誼撃を受けて︑

爆撃機︑雷撃機︑三八六機の攻撃を受けて乗組員一問︑勇戦敢闘いたしました

ど空席がないぐらいお集まりをいただきまして︑誠に有難うございます︒この

小笠原皆さんこんにちは︒今日は︑﹁大和をおもう﹂シンポジウムに︑ほとん

捗いただきます︒

司会続きまして︑共催をいただいております呉市の小笠原臣也市長より御挨

︿拙手﹀

壮絶な戦死を遂げられました︒昭和一一O年の春︑常に戦線は圧倒的な劣勢に落

会は︑平成七年︑戦後五O年の年でしたが︑戦後五O周年の記念事業として市

は特攻出撃をいたしましたが︑徳之島西方の東シナ樽において︑米軍の戦臨機︑

ち込んで︑罰月六日には菊水一号作戦という作戦名のもとに︑陸海軍航空部隊

﹁大和﹂を歴史的な背景︑あるいは技術的な菌︑﹁大和﹂に乗掛して生き残られ

民の皆さんが︑﹁大和﹂を考える︒﹁大和﹂をおもう会を立ち上げようと︑こう

戦闘機の護衛一機もなく丸裸のままで出撃をいたしました︒そこで待ち構えた

た方の体験︑そういうようないろんな角度から︑これまで八百シンポジウムを

を動員して沖縄特攻︑が始まりました︒﹁大和﹂は︑これに呼応して天一号作戦と

米軍機三八六機が︑次から次へと波状攻撃をしたのです︒このような︑地獄の

開催して語っていただきました︒その中で︑本当にいろんなことを学びました

いうシンポジウムをこれからずっとやっていこうということで始まりました︒

ような経望的状況の中で︑﹁大和﹂の乗組員は︑最後までそれぞれの責任をまっ

し︑いろんなことがわかってきたわけでございますが︑まだまだ﹁大和﹂につ

いう名のもとに特攻出撃をしたわけですが︑艦隊出動には常識といわれている

とうして官国海軍かく戦えり後世に示してくれた崇高な事実は︑伺ものにもま
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をお迎えしてお話していただきます︒

的成果と課題というテiマで︑第一線で活躍をしていらっしゃる研究者の方々

関係の学会の中でも非常に有数の業績を誇る学会で今日は︑呉海軍工織の技術

う形で聞かせていただきました︒社会経済史学会というのは︑経済学や歴史学

四匝部会の二O O四年度の大会とあわせていただいて︑学会と共催をするとい

きたいなと思っております︒今回は九回目ですが︑呉市が社会経済史学会中間

いても語りつくせないものがありますし︑シンポジウムはずっと続けていただ

司会ありがとうございました︒では︑シンポジウム﹁呉海軍工販の技術的成

︿抽手﹀

せていただきます︒ありがとうございました︒

ウムをお世話いただきました多くの方々に心から御礼を申し上げて︑挨拶にさ

いただいていますが︑研究者の皆さん︑講演をしていただく先生方︑シンポジ

すことを心から頗うとともに︑遠路おいでになりました先生︑全国からおいで

ます︒今日の﹁大和をおもう﹂シンポジウムが︑盛会にそして有意義になりま

商もあるのではないかと思いますが︑呉の海軍工販のことも含めて︑呉の歴史

今日は学会ということでございますから︑どうしてもかなり高度な︑難しい

あるいは市外の方も含めて多くの方に支持していただきたいと思っております︒

市にはあります︒先人が遺した︑大きな資産を︑もっともっと私ども呉市民︑

に学会のテlマにもしていただけるような遺産といいますか︑髄れたものが呉

含めて︑大変興味深いお話が開けるのではないかと期待しています︒このよう

世界的に見た場合にどういう評価が与えられるものなのか︑そういったことを

があったのか︑あるいはまた日本では﹁日本一二東洋一﹂と言われていますが︑

いう位置づけを与えられました︒そのようになっていったのにはどういう要因

ように第一番艦を造るということで︑日本の中でも一番技術水準が高い工臨と

それにもかかわらず毘本一の海軍工廠に成長したしましたし︑戦艦﹁大和﹂の

ので︑どうぞよろしくお額いいたします︒もちろん午後からの直接の質問もO

りますので︑その時これを提出していただければ論点の整理に大変役立ちます

が四つ行われて︑予定では一一一時三O分からのコメントの前に一 0分間休憩があ

いると患うのですが︑こういう質問用紙︑がありますので︑問題提起の後︑報告

メンテ 1タiの方︑時間単守でお願いします︒学会の方にはすでにお配りして

鈴木今日のやり方なのですが︑学会のパネルディスカッションで報告者とコ

︿拍手﹀

よろしくお糠いいたします︒

松本もうひとりのかたわれになります司会の松山大学の松本純です︒本日は

東北大学の鈴木俊夫と申します︒よろしくお顧いいたします︒

を始めたいと思います︒申し遅れましたが︑私︑司会のかたわれを担当します

鈴木それでは︑パネルディスカッション﹁呉海軍工蔽の技術的成果と課題﹂

果と課題﹂に入ります︒

を中心にして日本の歴史︑そして呉の海軍工販から生み出された技術︑そうい

Kです︒

呉の海軍工販は︑横須費の海軍ヱ廠よりもこO年遅れてスタートしましたが︑

ったものを小中学生でも理解できる︑小中学生でも興味を持っていただけるよ

松本まずは問題提起ということで︑明治大学の横井勝彦先生にお願いします︒

それでは阜速︑パネルディスカッションに入りたいと患います︒

和ミュlジアム﹂が来年四月一一一一一日にオープンいたします︒できるだけ多くの

横井どうも初めまして︒明治大学の横井と雷います︒これから一 O分か一五

うに︑この一 0年間準備を進めてきましたが︑呉市海事歴史科学館︑愛称﹁大
間民の皆さんが︑一度は呉に来て︑呉の大和ミュlジアムを見ることによって

分ぐらいの時間をいただきまして︑シンポジウムに先がけて︑私の方から問題

シンポジウムのタイトルは︑ご案内にもあるように﹁呉海軍工廠の技術的成

海軍を中心とする日本の麓史︑そして世界の動きの中で︑戦争の多くの犠牲者
素晴らしい技術が日本の今の平和や繁栄を支えているということを認識して︑

果と課題﹂ということで︑お手元にレジメがあると思います︒それにある程度

提起をさせていただこうと思います︒

背少年が科学技術に興味を持って︑そういう道を目指していただけるような場

は即して︑これからお話をしようと思います︒

を出したことに思いを寄せ平和の大切さを感じてもらう︑また技術の面では︑

にしたいという思いで進めていますので︑ご理解をいただきたいと思っており
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今日のシンポジウムは四つの報告からなっています︒第一報告が︑呉海軍工

常な危機意識︑関心を持ちまして︑イギリス海輩を増強しろという声が強くな

中心にしたロンドンの商工業界も︑﹁帝国訪街﹂とか﹁通商保護﹂に対して︑非

ものが選択されていくわけなのです︒そういう形で︑イギリスの海軍政策は進

廠の形成過程を扱います︒第二報告は︑もっぱら造船技術の確立の開題を扱い

先ほど市長さんからのお話にもありましたように︑呉海軍工織は横須賀海草

んでいくわけですが︑一九世紀末から世界大戦の時期というのは︑イギリス海

ってきました︒もちろんイギリス一閣の海軍を増強するのではなくて︑当時は

工織にほぼ一一O年避れて出発しながら︑日露戦争前後には横須賀梅軍工轍を抜

軍は特にドイツとの関の建艦競争の中で怠速に膨張しました︒その時の一つの

ます︒第一一一報告で︑呉海軍工蔽の造兵︑製鋼部門を扱います︒第四報告では︑

いて日本一の造船・兵器製造所になったといわれているわけです︒ただ呉構軍

原則が︑ツiパワiスタンダード︑二国標準主義といいまして︑イギリスの海

植民地会議とか帝国会議とかありまして︑自治領︑カナダ︑オーストラリア︑

工織の生成発展過程といいますか︑日本の海箪工廠の発展の過程におきまして︑

軍力が世界ナンバー一である前提は︑第一一位︑第三位の国の海軍力を足したも

あまり聞きなれないかもしれませんが︑大砲を造るのではなく大砲を運用する

イギリスからの武器移転︑技締移転の果たした役割はきわめて大きいと私ども

のを上回つでなければだめだと︒これがツ!パワiスタンダードという形で︑

ニュージーランドなどの自治領の植民地にも樽輩費を分担しろと︑帝国防衛分

は考えております︒この時点のイギリスからの武器移転については︑この後予

制定されていくわけです︒法的に確認されるのが︑一八八九年です︒ニ器標準

擦に不可欠な︑測距儀と一一一一口いますか︑レンジファインダーというものの︑そう

定されている報告でもおおかれ少なかれ︑共通の認識を持っています︒そこで︑

主義というものによって︑海軍の膨張の基点が壁定されました︒一八八九年な

業などということが議論されたりもします︒あるいは︑御存知の通り︑一九O

具体的な内答については四つの報告の中で詳しく紹介されるわけですが︑私は

のですが︑千田さんの第一報告で︑呉鎮守掃の開庁というものが扱われるかと

いう光学機器の︑日本における国産化と呉海箪工廠の取り組みについて論じら

それにさきがけて︑呉梅軍工織の確立期におけるイギリスからの武器移転の問

思うのですが︑実はこの呉鎮守府が関庁した一八八九年という年は︑イギリス

二年には︑日英関盟というのが締結されて︑東アジアにおける紡侮分業という

題をお話したい︒特に︑武器移転がなされる時代の︑時代的特徴をお話しよう

を中︑心にした建艦競争といいますか︑急速に膨張する時期であったということ

れるようになっています︒

と思います︒

イギリス圏内の輩事も急速に拡大していくという背景の下で︑ヴィッカlズ社

を︑まず第一点として指摘したいのです︒この時期に︑海軍が膨張する関係で︑

です︒話の論点は三つ用意してきました︒一つは︑海草の軍艦建造競争︑略し

とかアlムストロング社といったイギリスを代表する兵器企業が急成長を遂げ

つまり︑呉海軍工織の世界史的な位設についてお話したいと思っているわけ
て建艦競争︑各国の例えば︑イギリスとフランス︑ドイツの︑そういう建艦競

たのも事実です︒そういう時期を起点に︑出発点において︑おそらく呉鎮守府

二点目は︑日本への武器整和と︑それに対してのイギリス政府と海軍の関係

争の中で︑イギリスの海軍は︑膨張するという事実をお話したいと思います︒

の時代と呼んだりするのですが︑直訳すれば︑新潟軍時代︑新海軍主義とでも

をお話したいと思っています︒第一次世界大戦以前は︑イギリスは世界最大の

は関庁されたのです︒こうした世界史的な位置関係にあったのではないかとい

いいますか︑そういう嵐に言われております︒この時期︑一九世紀末から世界

武器輸出国でした︒日本は︑ヴィッカiズ社とかアlムスト口ング社という兵

今日の四つの報告が︑いずれも対象としている一九世紀末︑一八八0年代表く

大戦の時期というのは︑イギリス国民の海軍への関心というのは︑かつてない

器製造企業から武器を漂っわけですけれども︑百本は世界最大の海外市場であ

うことを︑第一点目として・申し上げたい︒

ほど高まったといわれています︒つまり︑イギリス悶民の愈機意識というのは︑

ったといっていいと患います︒日本へ輸出された艦船の多くは︑最新鋭の主力

らいから第一次世界大戦頃までの時期を︑イギリスではニュiネlパiリズム

かなり強くなったと一一一一口われております︒そうした中で︑新聞各紙も︑シティを

よる日本の戦艦建造にも︑イギリス政府︑海軍の干渉はなかったのです︒ただ

かと思います︒日英合弁の自本製鋼所の設立にも︑あるいはヴイツカiズ社に

れば︑まったく干渉してこなかった︒それを指導してこなかったといっていい

ないしは技術移転に関して︑イギリス政府︑イギリス海軍は極端な言い方をす

一次世界大戦以前においては︑そうした民間の企業による日英関の武器移転︑

第三番目の報告で言及されるかと思いますが︑そういうものも始まります︒第

本への産接投資が始まるわけです︒室蘭における日本製鱗所︑これについては

した︒日英伺盟以降には︑ヴィッカiズ社とかアiムストロング社によって日

績でありました︒日露戦争における日本海軍の主力艦のすべてがイギリス製で

じられるかと思います︒

このあたりに関しましては︑一一番目の小野塚報告︑第一一一の奈倉報告で詳しく論

どういう風にかみ合うのかということが︑今日の大きなテ!マかと患います︒

る現時点での経済史研究といいますか︑その中での呉海箪工販の技術的成果と

れていますが︑はたしてイギリス海箪における5本の評価と︑日本国内におけ

発前夜の話で︑日本海軍はこれを契機に﹁軍器独立﹂に大きく前進したと一⁝一一口わ

海軍造掛織と海軍造兵蹴が︑呉構軍工販に統一されるわけですが︑日露戦争勃

味しているわけではない︒日露戦争勃発前夜︑一九O一一一年︑明治三六年︑呉の

の時点で日本における兵器の国産化が達成されたかというと必ずしもそれを意

の武器移転とそれに対する政府︑イギリス海軍との関係というのは︑明確なも

インダーの国産化との関係で報告されるかと思います︒いずれにしろ︑自本へ

が︑最近の研究では指摘されています︒このあたりは︑第西報告でレンジファ

イギリス海軍は︑日本への武器移転に対して批判的になる︑否定的になること

果としての日本の海軍︑あるいは日本の海軍力というものを︑イギリス海軍︑

業というものが誕生し︑それが日本への武器移転の拠点になりました︒その成

ている︒その膨張を背景にして︑世紀転換期以降︑イギリスには有名な兵器企

中で︑特に第一次世界大戦に向かってイギリスの海軍というのは急速に膨張し

は︑大きな転換期であったと︒一点目は世界的な建艦競争︑ネiパルレlスの

いずれにしても︑私の方で申し上げたい点は︑世界史的な位置ということで

のはない︑干渉はないという中で︑日本は最大のマーケットだったということ

イギリス政府は高く評価していたわけです︒はたしてその実態︑またそれをふ

し︑それは第一次世界大戦までのことで︑どうも第一次世界大戦以降になると︑

です︒

ょうどいい価値をもっていったことがいえるわけです︒そうである以上︑イギ

リス海軍の保守派を黙らせる︑ドレットノiト導入を推進する側にとってはち

す︒それはとりもなおさず︑日本海軍の主力艦の臨戦情報というものが︑イギ

の導入に利用されたということが︑イギリス海軍史の研究でも指摘されていま

ある︑大艦一位砲主義の基点であるブイツシャi改革︑高速戦轍ドレットノiト

していて︑彼らが本国に送った海戦情報というのがイギリス海軍の一大変革で

かも毘露戦争の時には︑イギリス海軍の観戦武宮がイギリス製の主力艦に乗掛

いでしょう︒日露戦争における主力艦のすべてがイギリス製であったこと︑し

軍を︑イギリスからの武器笹恥の最大の成果とみなしていたとみて︑間違いな

ということです︒イギリス政府︑イギリス海軍は︑兵器転換期における日本海

とにそって話させていただきます︒そのさい年表を見ていただくと︑理解しや

ことが非常に多いので︑要領よく話さなくてはいけないので︑今日は書いたこ

ので︑資料については指摘するだけにとどめておきたいと思います︒また話す

今自話すテi マは一ニO年開にわたる長い︑そして複雑な側聞を含んでおります

した︒普通の学会ですと︑資料を丹念に照会することが必要かと思いますが︑

ました︒その次︑三枚目から資料になります︒最後に閣と年表をつけておきま

をさせていただきます︒まずこのレジメでは今思しゃべることをまとめておき

千田千田です︒よろしくお願いします︒最初に渡しておりますレジメの説明

大学の千田武志先生にご報告をお願いします︒

松本それでは第一報告﹁呉海軍工廠の形成と役割﹂ということで︑広島間際

とをこれから議論していくということで︑問題提起にさせていただきます︒

まえた兵器盟産化を担う海叢工蔽の技術的な到達度はどんなものか︑というこ

リス政府やてキリス海軍は︑日本海軍をイギリスからの武器移転の最大の成果

すいと思いますので︑そういう形で進めさせていただきます︒

三番目の点としては︑イギリス海軍は日本をどういう嵐に評価していたのか

とみなしていたといっても過言ではないかと思います︒けれども︑一九O四年
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な経緯を経て︑なぜ形成しえたのかという点に中心をおいて︑その概要を示す

の兵器製造所というものが︑横須賀から一一O年遅れて出発しながら︑どのよう

書き残している﹁帝冨海軍第一ノ製造所﹂というもの︑一言ってみれば︑自本一

ただし︑呉工販の形成史は非常に長くて大きな問題なので︑今回は伊藤博文が

なる︑呉海軍工臨の形成過程を明らかにすることを第一のテl マとしています︒

ッションの呂的である﹁呉海軍工織の技篠的成果と課題﹂を考える上で前提と

まず﹁はじめに﹂というところですが︑私の報告は︑今回のパネルディスカ

の鉄船の建造に関しての技術力向上において大きな役割を果たすことになりま

八九五年六丹一 O自に︑呉鎮守府造所部へ整官︑呉鎮守府造船部や巽海輩工廠

浜造船所は︑軍艦や水雷艇の建造において先導的な役都を果たすとともに︑一

海輩省︑が結昂これを引き受けるということになるわけです︒その後︑この小野

.c.キルビーが自殺しました︒それをどのようにするかということで︑
者のE

に鉄骨木皮軍艦の初代﹁大和﹂を発註するわけですが︑同年二一丹七自に経営

う造船所が造られています︒一八八五年二月二一海軍省はこの神岡鉄工所

四番目が︑呉工蹴造船部門の形成︒艦艇の国産化において主要造船所と位置

す
︒

最初に︑呉鎮{寸前の設立ですが︑一八八一年︑明治一四年に一一0年間に六O

づけられながら︑工事が延期されていた造船部の工事は︑一八八九(明治一一一一)

ことにとどめたいと思います︒
隻の艦艇を国内で建造する︑そのために︑防御に適した西海の地︑具体的に瀬

当たる一ドッグ・一船台は︑一八九一年から一八九一一年に完成しています︒こ

年の五月二日に再開されています︒その後︑この工事は八ヵ年間に一二六万

第二点が︑昭一︿鎮守府の建設と閉庁︒一八八六(明治一九)年︑異鎮守府建設

れが完成したことによって︑呉において海軍の所有する艦艇がほとんどすべて

戸内海を考えていたようですが︑日本一の造船所を建設するという計爾の延長

計画は全体が三期計画から成っていたわけですが︑そのうちの第一期計画で呉

修理できるようになりました︒また水雷艇等の小型船の建造が可能となります︒

四O五五月の費用で︑一一ドック・一一一船台(一一期工事はこドック三船台︑だった)

鎮守府を建設するということが決められて︑一 O丹に一五六万円の予算で三カ

その結果︑日清戦争において艦艇修理の中心的な役割を果たすことになります︒

線上にできたということを︑押さえておいていただきたいと思います︒横須賀

年で︑狭義の鎮守府関連施設)狭義というのは︑構軍区を防備する︑艦船を係

呉がなかったら︑日清戦争の勝利はおぼつかなかったと 一一問えるのではないかと

を合む施設を整備し︑完成後は一万トン級の装申銀を備えた主力艦が建設でき

留する︑水兵を置く︑そしてその関連施設を造るということが狭義の鎮守府で

思います︒その後も施設の整備を進めるとともに︑一八九七年一 O月二七日に

より遅いのですが︑横須賀は防御に不適当であるというようなことで︑最初か

すが︑それから造船部︑この際︑最初の計画では一ドッグ・一船台を造るとい

最初の輩艦﹁宮古﹂を進水し︑そのような艦艇の建造経験を積んで︑日露戦争

るような計闘になっていました︒この第一期︑第二期工事を合わせた内容に拡

うこと︑そして︑小規模な兵器部を造るのこと︑これが第一期工事でした︒こ

中の一九O去年に日本最初の装申銀を装備した︑また主力艦としては昌本最初

ら臨海造船所というものを司本一の造船所にするんだということを計画してい

の工事は︑当初は計画を上回る進捗情視を示しましたが︑一八八七年には︑非

にあたる﹁筑波﹂と姉妹艦の﹁生駒﹂︑いずれも一万三七五O排水トンを起工し︑

大されてニ期工事は進められることになります︒このうち当初の第一期工事に

常に大きな予算不足が発生して︑一番重要な目的とされた造船所を中︑むとする

これらを短期間で完成したこともあって︑呉工蔽は日本一の造船所︑兵器製造

たのが︑この呉鎮守府造船部の起点︑だということが第一点であります︒

兵器造修施設というのが︑第二期工事に繰り延べられました︒そして時期も︑

所と認められるようになりました︒

4

一八八九年四月一日に関庁するというのが七月一目︑開庁式は一九O O年の胆

兵賊は東京にあったわけですが︑非常に規模が小さくて分散している︑海に面

呉工廠形成の最後の部分とし︑呉工墜沼兵部門の形成について話します︒造

三番目が︑神戸鉄工所の海箪省への楚呂と小野浜造船所の経営です︒一八七

していないということから︑海軍は一八八六(明治一九)年頃から新造兵廠と

月二一日に︑大幅に延期されるわけです︒
三(明治六)年の五月七日︑イギリス人によって共同経営で神戸鉄工所とい
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なっていた装申銀の生産を目指します︒この製鍛工場の建設は︑一九O O年か

艦艇に搭載する兵器の製造が可能となった海軍は︑﹁軍器独立﹂の最大の障害と

供給するという役割を担うようになりました︒こうして艦艇の造修とともに︑

には︑工場設備も完成︑異潟軍造船廠をしのぐ職工を有し︑他の工販へ兵器を

一八九七年五月二一自に呉海軍造兵廠へと拡充改組され︑一八九九年︑この頃

丹にほぼ完成しております︒これは︑一八九六年四月一日に仮呉兵器製造所︑

仮設兵器製造所に対する直裁を取って︑ただちに工事を開始︑一八九五年一二

日清戦争に伴い︑今までの古い計画を基礎として︑応急施設を建設するという

イギリスから買い付けるなど︑工事を続行させます︒一八九四年九月二四日︑

これを論破して一八九一一一年二一丹二二自に︑日本最初の一 00トンクレーンを

したが︑海軍は海に面した海草中央兵器工轍建設構想というものをうちたてて︑

軍の大阪砲兵工販への統合案が提出されるなど︑続行が危ぶまれる時もありま

いう計闘を樹立しました︒一八九O年七月九日に開始された工事は︑途中︑陸

での二ニ年間に︑二四センチ砲を始めとする兵器を製造する工場を建設すると

八九O年二月︑二五三万一五O O円の費用で一八八九年度より一九O 一年度ま

人が経営するところへ︑イギリスの技術を自本の職工が会得するためには日本

同じ一一月に海軍省は﹁大和﹂を神戸鉄工所に発注しているわけです︒イギリス

肝付少佐は来ています︒その後︑西海鎮守府の調査を続行しています︒そして︑

じ︑鎮守府をどうするかということが調査の目的であるという密命を受けて︑

れても︑川村海軍卿は︑肝付少佐に﹁お前が行って︑呉を調査してこい﹂と命

層部は︑それを認めるということをやっています︒同じように財政的に否定さ

しない段階で︑呉が最適であるということを報告しています︒それで海軍の上

西海造船所の地はこの呉を除いて他にないということで︑見ただけで︑測量も

存知かと思いますが︑肝付兼行少佐︑この方が呉湾に到着して︑西海鎮守府と

いますのは︑年表にあるように︑一八八一一一年二月一 O日に︑呉の方は皆さん御

は主流派になっています︒それについて私は異議を唱えているわけです︒とい

計闘は頓挫したのだというように主張されております︒これが経済史の分野で

八O度転換されたのだと︑外国から買うようになったのだ︑だから西海造船所

かったことをもって︑ある・有力な人は︑園内で軍艦を建造するという計画は一

一八八一一一(明治一六)年の二月に予算がつかなかったのですが︑予算がつかな

二番目は︑これと非常に関連するわけですが︑西海造船所の計画については

に主張したいと患います︒

ら一九O 一年にかけての第一五議会の費族院で奇決されたわけですが︑結局︑

で﹁大和﹂を造らねばならないということで︑海軍は愈険を胃して神戸鉄工所

いうものが必要だと考えるようになります︒八八六年から検討を開始し︑一

次年の第一六議会で承認されることになります︒こうして一九O一一年より四カ

に﹁大和﹂を発注したわけです︒これは︑ひとえに国産化して職工の技術を高

三番目は︑四一︿鎮守府の兵器製造部門の全体計聞はどのようなものであったの

年計画をもって工事が進められることになります︒一九O三年一一月一 0 5に

以上が︑呉工織の形成に関する概観なわけですが︑後半の部分は︑論点と一一一日

かということです︒この菌︑一八八六(明治一九)年に海軍が東京で作ってき

めるという一貫した考え方に基づいています︒そういうことで︑一八O度の変

いますか︑他の人が主張していることに異議を唱えてみたいと思います︒まず

た図じゃないかと想録しています︒これを見ますと︑五つのドックを書いてお

呉海軍造船販と呉海軍造兵騒が合体して呉海軍工織が設立しますが︑この呉工

第一が︑西海造船所設立の目的という点ですが︑これは一八八一(明治一四)

ります︒一八八六年の段階で五船渠・三船台を中︑心とする大規模な造船所を最

更ということは︑とんでもない理論ではないかと思います︒

年に赤松という主船局長︑この人が構錯を出して︑川村純義という構軍卿がそ

初から計闘していました︒それに対して兵器製造部門は修理する部門をわずか

臓の設立と同時に︑他の工蔽には見られない製網部︑が誕生することになります︒

れを認可するとともに︑少し修正して作った計画なわけです︒一 0年間にふハO

四番目は︑呉鎮守府工事は第一期工事は計画通りに進捗したのかということ

に持つという形で計一揖されていたと考えることができます︒

造する︑そのためには︑防御に最適の西日本に日本一の造船所を建設するのだ

に対する疑問です︒今までは海輩省の報告を鵜呑みにして︑どうも梅軍は当時

隻︑一年間に三隻ずつ︑艦艇を外国に発注するのをできるだけやめて国内で建
と︑こういう計闘の延長線上に呉海軍工蔽はできたのだということをまず第一
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点だと思うのですが︑鎮守府工事は計画通りに進められたのだと一吉われており

から本当のことを書かない︑表に出さないという面があって︑それは大きな欠

下においては︑防御に適しないところでは船は造れない︑後にな︑ぜ﹁筑波﹂は

予算委員会で政府側委員は明言していました︒どうしてでしょうか︒特に戦時

八番目ですが︑新造兵廠建設の計額はいつ着手され︑なぜ呉に立地したのか︒

呉でできたのか︑口シアの大艦艇を前にしながらできるのは防御に堅い呉だか

たということ︑また市街地の工事も堺川の一部に運︑昨を造って︑一一河川にくっ

今までは一八八九(明治二二)年と言っていたのですが︑このたび︑フランス

ますが︑よく調べてみたら一八八七(明治二O
) 年に大きな予算の不足をきた

つける︑そうすることで港がふさがる︑浅くなるのを防ぐつもりらしかったの

人梅軍省顧問ベルタンの資料が見つかりまして︑これによって一八八六年に呉

らだ︑呉でなかったらできないのだということになるわけです︒

ですが︑これもかなりの大きな変更をしております︒ただし︑造船所紘一?の宜船

の造船所の予定地を見学に来たベルタンは︑早くもここを兵器工場としても一

しまして︑さっき言ったように肝心の造船所の工事が︑第二期計画に延長され

渠というのは︑時間が遅れながらも完成されているというように基本路線は継

級だというようなことを話しておりまして︑一八八六年頃から計画していたと
考えられます︒

続され︑実行されたのだと考えられます︒
続いて五番目ですが︑海軍省はなぜ神戸鉄工所に﹁大和﹂を発注し︑後年に

る︑そのためにはイギリス人が経営する神日鉄工所の外由人技術者から日本人

ということを海軍は一貫して考えていました︒その結果︑艦離を園内で建造す

主力艦﹁筑波﹂が︑呉工織で建造されるに至った顕因とあわせて︑呉工廠が日

た︒最後に︑自本一の工織と認定されることになったといわれる︑日本最初の

うにして自本一の海車工織になったのか︑その形成史を通じて分析してきまし

﹁おわりに﹂というところに行きたいと思います︒これまで呉工織がどのよ

が技術移転を受けるのだ︑これが非常に日本の軍艦を国産北するうえで大切な

本一となり得た理出を述べることにします︒一八八一年に発表された艦艇部産

なってから買収したのかということです︒今までも話したように﹁軍器独立﹂

ことであるという風に考えていた︒さらに重要なことは︑このことが一八八四

化を実現するための自本一の西海造船所構想は︑途中予算が否決されたり工事

た︒横須賀工廠に約二O年遅れて出発し︑まだ横須賀を抜いたとは思われない

(明治一七)年段階で︑もう西梅造船所へこの神田鉄工所の従業員と施設を移

六番目は神戸鉄工所︑小野浜造船所の日本造船業︑呉工理組船部への技術移

呉で︑最初の主力離が建造されたのは︑山口︿の地︑が戦時といえでも安全という防

が遅延するなどの障害に臨まれながらも︑日露戦争とその後の繁虻期に主力艦

転に果たした役割はいかなるものかという点です︒この点に関しては︑小野塚

御に最適の地であったということが一番大きな理由だろうと思います︒次に︑

転するのだ︑始めから呉に造る造船所へ神戸鉄工所の人間と施設を移すんだと

先生が︑小野浜造船所は木から鉄︑鱗への倍播の過躍で先行したということを

その最高の立地条件の地に︑日本一の造船所と海軍中央兵器工織を造ることを

の﹁筑波﹂と﹁生駒﹂を⁝短期間に建造したことにより実現することになりまし

述べているわけですが︑先行していた横須賀造船所をある点から短期間のうち

決定し︑どのような困難な時にも︑その基本方針を変更することなく粘り強く

いう大局的な見地から買収をしていたのだということがわかったのです︒

に急速に追い抜いて技術的なリiドをする︑その技術を︑この呉に持ってきた

船所を始め横須賀造船所︑海軍造兵廠が苦労して外留人から伝習した技術を比

段階的にそれを実現し︑造船部門と造兵部門を有する総合力で自本一の能力を

七番目ですが︑再開した異鎮守府第二期工事の内容と当時の海軍省における

較的スムiズに日本人から日本人へ移転できたことも︑異がいち早く日本一の

ということが︑呉が平くから技術力を向上させる一つの原動力になったのでは

呉鎮守府の位置づけはどのようなものかということにふれておきます︒一八八

技術を持てた理由ではなかったかと思います︒私の報告は以上でございます︒

持つことができたと指摘できると思います︒さらに︑前身ともいえる小野浜造

一(明治一回)年の︑臨海遊掛所を日本一の造船所にするのだという計画は︑

司会(松本)ありがとうございました︒続きまして︑第二報告﹁造船技術か

ないかと考えられます︒

一八九O年段階でも︑呉鎮守府は日本一の造船所にするということを衆議説の
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また︑議倉文二先生や千田武先生にご指導いただいて︑艦艇建造の歴史も︑こ

たが︑最近は膏楽社会史とか食文化史といった分野にも手を伸ばしています︒

経済史︑特にイギリス機械産業の労務管理や労使関係の歴史を研究してきまし

小野探こんにちは︒ご州相︿パいただきました小野塚です︒私は元来︑イギリス

いいたします︒

ら見た成果と課題﹂ ということで︑東京大学の小野塚知一 先生にご報告をお願

種に類別されていますが︑偵察用に用いる小型の︑申飯防御のない巡洋艦と考

古﹂という船があります︒これが呉で造られた最初の軍艦で︑通報艦という艦

るのもずいぶん後のことになります︒全鱗製非防護艦の四番目のところに﹁宮

本の中でも遅れて始まった艦艇建造施設です︒したがって︑呉が初めて船を造

この三つ︑特に横須賀と小野浜が正鰐的な役割を果たしてきたのです︒横須賀
や小野浜に比べますと︑市長さんの話にもありましたが︑呉工蔽というのは日

程においても︑横須賀か神戸鉄工所︑後の小野浜造船所か︑あるいは石川島︑

ったのです︒そうなると帆装とか網関係の職人さんや︑木造船を造る船大工な

れに対して︑呉工織は始めから帆柱のない純汽船︑エンジンだけで動く船を造

ていればできる限り帆走し︑無風や出入港の時︑だけエンジンで走るのです︒そ

帆船の方にずっと近いのです︒帆船にエンジンがついているわけで︑風が吹い

ていて︑煙を吐いて走ることがあるので汽船に見えるのですが︑本質はむしろ

した︒ここで帆船というのは汽腕船を含めています︒汽帆船はエンジンを備え

鉄骨木皮︑鉄製などの船は経験していません︒また︑呉は帆船は造りませんで

ってきたということです︒呉は︑横須賀や小野浜が最初の頃造っていた木製や︑

うか︒まず最初に指摘できるのは︑呉工蔽が最初から全銅製の純汽船ばかり造

このように︑遅れて始まった呉工賊の特徴はどんなところにあったのでしょ

日本で最初に造られた装甲を施された船です︒これを作ったのが呉工織です︒

主力艦の国産化に乗り出します︒その最初の船︑が装甲巡洋艦の﹁筑波﹂です︒

手の造船所として経験を積んできました︒そして自本は︑日露戦争期に遂に︑

頼られる造船所として︑水雷艇︑銅製の防護艦︑駆逐艦と︑常に横須賀の二番

して最初の船を造ったのです︒しかし︑この後︑呉は新型艦を造る際に︑常に

ていますが︑できたのが一八九九年︒足接け六年もかけて︑ものすごい苦労を

えればいいかと岡山います︒これは︑一八九四年︑日清戦争の始まる年に起工し

の数年︑勉強しております︒今日は︑呉工販の造船技術︑が︑いつ︑どのように
して世界の水準に到達したのかについてお話しします︒
さて︑構軍兵器の製造といってもいろいろな領域があります︒﹁はじめに﹂の
A7
自︑私

ニの部分に書いてあるとおり︑およそ梅軍兵器の製造に必要な技術は︑一五O
年前から現在に至るまでaihまでのどれかに整理できるわけです︒

がお話しようと思っているのは︑おもに船体建造と鶴装(
b
)の領域で︑それに
加えて若干は艦艇の設計・計算・製関(
a
)と︑造機︿ C)つまり船のエンジンを造
る技術についても少し触れるつもりです︒
まず︑日本の艦艇建造史の中の呉工織の位置についてお話ししましょう︒第

I鎮です︒国一を見ていただきますとわかるように︑幕末期に幕府ゃいくつか
の藩が洋式海軍を創設した頃はもちろん︑明治期になっても軍艦はだいたいは
輸入でした︒輸入しないと日本海軍は船を調達できなかったのです︒ただ︑日
本は幕末から艦艇国産化の努力を続けてきました︒盟藤化比率は上がったり下
がったりを繰り返しています︒一八七0年代に一六%ほどだった国産北率は︑
八0年代にはいったん五O%を超えます︒しかし︑そのあと一八九0年代︑一
九00年代と輸入依蒋の状況に一炭り︑どうにか大概の船は態産できるというよ
うになったのは︑日露戦争を経て一九一 0年代のことです︒

ど︑さまざまな吉いタイプの職種は必要なくて︑初めから造船鉄工に収赦した

次に表一を見てください︒日本が一番最初に着手した艦艇の種類は︑構造や
材質からいえば︑木製の汽帆船軍離ということになります︒これを一番最初に

形で︑生産の人的基盤が形成されてきました︒

呉工織の特徴は第二に︑初発から日本人のみで操業してきたということです︒

ちょだがた

造ったのが石川川島で︑幕末にすでに﹁千代田形﹂という木製汽帆船の砲艦が完
成しています︒その後︑明治初期にも横須賀で﹁清輝﹂︑﹁天城﹂など何隻も造

横須賀はヴエルニーーやベルタンなど多数のフランス人技師と外国人職工に指導

せいさ

っています︒それらはすべて横須賀です︒この後︑鉄骨木皮へ︑鉄製へ︑鋼骨

され始まっていますし︑また佐双佐仲のようにイギリスで勉強した日本の造船

さそうさちゅう

鉄皮へ︑そして全銅製へと構造と材質がだんだんに進んできます︒そのどの過

nHV

て︑呉工販は横須賀や小野浜で外留人の元で養成された日本人の職工や技手が

袈は︑フランスとイギリスから誼輸入された技術基盤のよに立脚したのに対し

官を通じてイギリスの技術も横須袈には入ってきます︒こういう風にして横須

場があって︑造ったものをすぐに試験できます︒そして試験結果はすぐに呉工

の開発や試験には試射場が必要ですが︑異ですと近くの倉橋島に亀ケ首の試射

さらに巽の特徴をもうつ付け加えますと︑試射場の存在があります︒兵器

軍兵器の施設でありました︒光学機器︑電機機器等々については︑呉工販の形

販の技徳者や職工に伝えられて︑手直しゃ改良ができます︒このように呉と周

成期には︑あまり関心がなかったことがらだと患われます︒光学機器について

創業期から中核の役割を果たしてきました︒つまりすでに消化吸収された技術
日本海軍における職工や技手の養成はながらく横須賀か中心でした︒一八八

は︑後で山下さんが詳しくお話しになるでしょう︒それから航空機は︑だいた

辺地域は︑単に製造施設というだけではなく開発・試験も含めた︑総合的な梅

九(明治二一一)年に横須賀造船工学校というのができますが︑この頃になると教
師も日本人でした︒これ以後︑海軍機関学校隙属技手養成所︑海軍造船工練習

い一九一 O年以降の関心事でありますので︑今日の私は︑この地域の航空機製

でもって︑呉工廠の人的基盤は成り立っていたということができます︒

所︑海軍技手養成所といった学校︑が横須賀にありました︒海軍技手養成所が呉

造の話に及ぶことはできませんが︑お許しください︒

次に話を︑呉の造船技備の確立というところに進めてまいりたいと思います︒

に移転したのは一九一一八︿昭和一一一)年のことです︒現在は坪の内町の山裾に技手
養成所跡の石碑が立っているところです︒それまでは横須賀で職工や技手︑が養

は明瞭に二つに分かれていたということです︒中大型艦を造ったのはおもに横

呉の特徴のもう一つは︑中大型艦と小艦艇を建造する設備や人的基盤が当初

して主力艦を八隻も国産したにもかかわらず︑失敗したからこそ︑その後︑イ

して︑次々と竣工させた八隻を︑わたしは失敗であったと評価しました︒苦労

名著があります︒その中で︑日露戦争後︑日本海軍が主力艦の国産化に乗り出

第E節です︒昨年︑奈倉さん︑横井さん︑私の一一一人が共著で出しました不朽の

須賀から移転して来た人々で︑小野浜から来た入は呉では水雷艇を造っていま

ギリスから最新鋭の巡洋戦艦﹁金剛﹂を輸入しなければならなかったし︑また

成されて︑その人たちが呉︑佐世保︑舞鶴に送り込まれてきたのです︒

した︒呉工販における独特の造船現場の区分として甲乙というのがありました︒

その問型艦一一一隻を日本国内で造らねばならなかったのです︒日露戦争後の国産

この初期国産主力艦が計回された時期というのは︑ちょうど日露戦争中︑明

初期の甲造船は中大型瞬︑乙造船は小艦艇ですが︑それにはこういった由来が

四番目に︑これが一番大切なことですが︑畑一一円工織は造機部︑造兵部︑製鋼部︑

治三七年度計画になります︒そして建造されたのは自露戦争中から戦争後一九

主力艦八隻の失敗︑かなかったら︑金剛型の四隻はなかったし︑さらにいえば︑

造船部と分かれていて︑日本で唯一の総合的な海軍兵器製造施設であったとい

0 0年代の後半ということになります︒この一九0 0年代後半というのは︑世

あるのです︒もっとも呉も後には︑思造船︑乙造船の意味は変わりまして︑船

うことです︒造船と造機に関してのみいうならば︑長い間︑呉よりも横須賀の

界の軍艦が前ド級(ドレッドノiトに体現された用兵思想より前のもの﹀から

その後に続いた﹁扶桑ヘ﹁伊勢﹂︑﹁長門ヘ﹁大和﹂などの戦鑑群もあのような

方が設備も大きく︑人員の上でも多かったと思います︒しかし造兵部は︑横須

ド級︑超ド級へと忽激に転換した時期です︒これについては間二を見てくださ

殻建造と麟装という意味に確か変わったと理解していますが︑初期には横須賀

賀よりも呉の方が大きいのです︒もちろん佐世保︑舞鶴に比べても異が配偶的

主力艦が高速になると艦隊としての機動力︑が向上します︒機動力というのは︑

形では生み出されなかったのではないかとすら考えています︒

に大きいのです︒それから︑一九O三(明治一一一六)年にできた製鋼部は︑そもそ
も呉にしかありません︒製鋼部で装甲銀や兵器用の特殊鋼を製造できるという

敵よりも先に有力な攻撃位置につくことができるし︑不利になればさっさと逃

組︑小野浜組に対応していたようです︒

のが︑おそらく最も決定的な呉のポイントなのですが︑この点は奈倉先生が話

げることもできるという力です︒巡洋艦は足が速いですから逃げるのは簡単で

い︒転換の意味というのは︑簡単に一一一日えば主力艦の高速化と攻撃力の強化です︒

してくださると思います︒

して一行動する際には︑一番足の遅い戦艦が速くならなければ︑機動力を向上さ

すが︑戦艦を置き去りにして巡洋艦︑だけ逃げることはできませんので︑艦隊と

わけです︒日本海梅戦︿一九O五年五月)の戦訓は︑敵より高速の艦隊が主砲火
力を集中させれば敵艦隊を撃滅できるということです︒主砲強化はそれまでは

でもフイツシャl改革の前から︑主砲攻撃力を抜本的に強化する構想はあった

日本海軍は︑ドレッドノlトという踏の計調を︑遅くとも一九O五年の夏ま

せることができないのです︒これは若い方とお年寄りが一緒に旅行するのと同

日本梅軍が主力艦国産に乗り出した日露戦争後の時期というのは︑ド級︑超

でには知りえていました︒﹁筑波﹂や﹁薩摩﹂といった主力艦の器産に乗り出す

先駆的な造船官のアイディアにすぎなかったのですが︑イギリス樽箪は日本海

ド級への転換期に重なるのですが︑そこでできた八隻の間産主力艦は︑前ド級

時点で日本海軍は高速化と主砲攻撃 力強化という主力艦の進化の方向性を予見

じです︒機動力で有利な位置を占めて︑敵の水雷艇などが接近する前に︑連距

のものばかりでした︒図二の中ほど下の方を見ていただくと︑一九O七年に﹁筑

しえたにもかかわらず︑用兵思想が古かったために︑また部分的には大砲の製

軍が実戦で要証した結果をブイツシャl改革として活かして︑ド級の時代を切

波﹂︑一九一 O年のところに﹁薩摩﹂があります︒﹁筑波﹂は日本が国産した最

造能力が低かったために︑ド級・超ド級の時期に前ド級艦を造り続けてしまっ

離から強力な主砲で一斉に攻撃するというのが︑ドレッドノiト出現以降の世

初の装申巡洋艦であり︑﹁薩摩﹂は最初の戦艦です︒しかし︑﹁筑波﹂の左側を

たのです︒さらに日本の初期国産主力艦にはもう一つの問題︑口iリング問題

り開いたのです︒日本海軍は活かすことができませんでした︒

見てください︒﹁筑波﹂より一ニ年も前にイタリア海軍はレジiナ・マルゲワlタ

というのがありました︒簡単にいうと︑いつもぐらぐらと横揺れが治まらない

界の海箪の考え方です︒

というほぽ同等の船を完成させています︒このレジ!ナ・マルゲリiタこそが︑

船なので︑狙いが定まらず弾を撃つのが難しいのです︒揺れの激しいというこ

けです︒そしてこの巡洋戦艦﹁金剛﹂でもって一挙にド級を飛び越えて趨ド級

こうした失敗を経て︑この後︑巡洋戦艦﹁金剛﹂の輪入ということになるわ

は﹁砲火ノ発揮ニ影響至大﹂と報告しています︒

とは主力艦としては致舟的で︑日露戦争の英雄︑秋山真之も︑これらの国産艦
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後に続くイタリアの﹁±ポリ﹂︑イギリスの﹁インヴィンシブル﹂︑﹁ライオン﹂︑
﹁金剛﹂︑﹁フッド﹂という巡洋戦艦の流れの先駆けとなった船です︒また︑﹁筑
波﹂竣工の一ヶ月前︑一九O六年の年末にイギリスでドレッドノートが誕生し
ます︒この図では︑丸の大きさが攻撃力の大きさを表しています︒ドレッドノ

iトの主砲攻撃力は﹁筑波﹂の二倍です︒

の掛を獲得しただけでなく︑趨ド級の船を横須賀と神戸と長崎でも造る経験を

このように初期の悶産主力離は︑用兵思想や設計という点に注目するなら失

日一蕗戦争後︑主力艦国産化に乗り出した日本は︑こういった高速化と攻撃力

敗であったのですが︑実をいうと︑造船や造機技術︑実際にものを造るという

積んだのです︒その後︑日本は技術を消化吸収して︑呉でも新しい超ド級の船

かわらず日本海軍は新しいアイディアの船を造らなかったのです︒イタリアの

技捕から見た場合には︑﹁筑波﹂や﹁綾摩﹂︑﹁生駒﹂といった船を通じて︑日本

強化の流れから乗り遅れてしまったのですが︑私はいくつかの理由から︑日本

高速戦艦﹁レジiナ・マルゲリiタ﹂は︑一八九八年の計画であって一九O四年

の艦艇建造は飛躍的に成長したということができます︒まず第一に︑全銅製の

を造るようになりました︒

の四月にはもうできております︒つまり﹁筑波﹂や﹁薩摩﹂の計画段階で︑﹁レ
ジiナ・マルゲリiタ﹂はすでに海の上を走っていたわけですから︑充分に参

鋲接構造の巨大な掛体を造ることができるようになりました︒﹁筑波﹂より前の

海輩はこの転換を予見しえたと考えております︒予見することができたにもか

考にできたはずです︒また主砲攻撃力強化の構想は︑イギリスだけでなくイタ

﹁薩摩﹂は四倍以上です︒いっきょに一一一倍︑沼倍の船へと飛躍したのです︒船

国産最大鑑は﹁橋立﹂ですが︑﹁橋立﹂と比べると﹁筑波﹂の排水量は一一一倍以上︑

校のクニベiルティが︑また日本では近藤基樹造船大監が全主砲艦のアイディ

の大型化に合わせて機関も大型北しましたが︑それも圏産しました︒それまで

リアと自本でも既に唱えられていました︒一九O一一一年にはイタリア海軍技術将
アを温めていましたし︑先ほどの横井さんのお話にもあったように︑イギリス

︐
︒
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されるならば︑ともかく浮いて︑走って︑砲撃して︑中で兵隊が住むことので

駒﹂︑﹁伊吹﹂︑﹁安芸﹂︑﹁摂津﹂の国産によって︑設計と資材と労働力さえ用意

ますと︑全体として臼本海軍は︑あるいは呉工轍は﹁筑波﹂とそれに続く﹁生

甲艦︿舷側に装甲を施した船)も﹁筑波﹂ではじめて経験します︒また︑一二イ
ンチ主砲連装砲塔の工事も︑この﹁筑波﹂ではじめて経験します︒こういたし

し︑さらに﹁伊吹﹂や﹁安芸﹂のタi︑ピン機関へと急発展しました︒さらに装

の国産機関の最大が万馬力であったのが﹁筑波﹂は二万五O O馬力へと倍増

をわずか一一0ヶ丹で完成させたのも艦艇建造先進国と比べて遜色のない速さで

が残っていないのです︒日露戦争の産前に︑横須賀工蔽が防護巡洋艦の﹁昔羽﹂

管理のわざを発擁したのかということになると︑全然わからないのです︒記録

に高かったということを示しています︒では︑誰がこのような素晴らしい工程

材をさまざまな工程に合わせて︑計閥的に調達する工程管理技術︑これが非常

とをやっていますと︑どんどん遅れるわけですが︑やり議しをしないで次の工

造技術を持っていたということを意味します︒特に︑工事のやり直しなんてこ

程に進むことができるという高い建造技術︑もう一つ大事なことは労働力と資

きる船を完成させる能力があることを示したわけです︒

第国節︑その後の呉というところに話を進めます︒日本構軍は﹁金剛﹂向型

すが︑﹁筑波﹂は︑装甲もあれば主砲もある主力艦ですから︑はじめて造ったの

駒﹂もちょうど三年で完成しています︒表二を見ていただきたいのですが︑だ

艦の建造でもって前ド級の持代から超ド級の時代へと一挙に移行します︒用兵

性能はともかくとして主力艦を造れたということは建造技術の自立を示しま

いたい﹁筑波﹂や﹁薩摩﹂と同じ頃に︑当時の世界の八大海軍国で造っていた

思想や設計思想の点では︑前ド級からド級・趨ド級への変北というのは︑非常

に二四ヶ月でできたということの素晴らしさ︑ものを造る技備と技能の総合的

他の主力艦の建造期間を型ごとに書いています︒どの海軍も向型で二隻とか四

に断絶的で画期的な変化ですが︑船を造るという面では︑飛躍的な変化の少な

すが︑それと開じくらい注目すべきなのは︑﹁筑波﹂の工期です︒呉工販は﹁筑

隻とか建造するのが普通ですので︑その表に示してあるのは陪型の平均建造期

主力艦を造れるようになっておりましたので︑一九一一年以降︑第一次大戦期

な高さはいくら強調しても足りないほどです︒

間(起工から進水を経て竣工までの月数の平均値)です︒﹁筑波﹂は︑装甲巡洋艦
と申しておりますが︑巡洋艦としては速力が鉱すぎますので性格的には足の早

にかけての超ド級艦への移行は︑建造技術という点では比較的滑らかな移行で

波﹂をわずか二年で造ったのです︒﹁筑波﹂にやや遅れて工事の進められた﹁生

い戦艦といった方がいいでしょう︒さて︑同時期の︑似たようなクラスの船の

した︒むろん①1⑤に書いてあるように︑技術的な変北はありますが︑﹁筑波﹂︑

﹁薩摩﹂などの主力艦をはじめて造ったということに比べれば︑相対的に小さ

い連続的な進歩ということができます︒日本は既に一九00年代後半に前ド級

工期は三年ないし六年かかるのが普通です︒イギリス︑ドイツ︑オiストリア︑
アメリカは比較的工期の短い方です︒これに対してフランス︑ロシア︑イタリ

の工事は日露戦争中から謹後にかけてなされたのです︒損傷艦の修理や戦利艦

した︒これは︑世界の艦艇建造史上まれに見る出来事なのです︒しかも﹁筑波﹂

初めて造った主力艦の﹁筑波﹂を︑ぴったり二四ヶ月で仕上げることができま

この時期に︑やはり三年や六年かかるのが当たり前です︒ところが異工蔽は︑

一九世紀から︑こういう主力艦の建造の経験を積んでいます︒経験豊富な問︑が

たが︑イタリアは一一O世紀に入っても長いままです︒これら七カ国は︑すでに

強しています︒彼らは︑パロウ造船所の組織改革の調査を横目で見ていたわけ

者と職工が大量に派遣されて︑﹁金剛﹂の建造過程や︑設計・計算方法などを勉

います︒こうした組織改革の試みを進めているバロウ造船所に︑ E本人の技術

の機構改革のための非常に大がかりな所内調査を行い︑膨大な報告書を残して

パロウ造船所では︑﹁金制﹂を建造している一九一一一1 一三年にかけて︑造船所

になされていた侍期です︒実際に﹁金制﹂が建造されていたヴィッカiズ社の

むしろこの時期は︑イギリスやアメリカでは︑管理革新の試みが非常に活発

な変化だったと考えて差し支えないでしょう︒

の改修とかの作業も入って︑非常に忙しい時期でした︒その時期に︑この平さ

です︒高犠衛先生が異工販の伍堂卓雄︑秦千代吉︑斎藤明親というような人々

アは工期の長い方です︒フランスは一九世紀末以降︑急速に工期を短くしまし

でできたというのは驚くべきことです︒これは簡単に言えば︑呉工騒が高い建
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が︑能率や指揮命令︑標準化や︑リミットゲiジなどの導入について︑第一次

和﹂にまで引き継がれたのです︒

とに限定するならば︑山口︿工織は日露戦争後に世界水準に到達し︑その技術は﹁大

むすびに移ります︒呉工廠は︑このように︑﹁筑波﹂の建造で世界水準の造船

大戦後の日本にどういう役割を果たしたか先駆的な研究をなさっていますし︑
また佐々木聡さんも︑そういった本をまとめられておりますが︑そういう時期

うものなんだということを一緒に見ながら︑しかしパ口ウのやり方は呉と比べ

経験しています︒その方が︑民間の若い技術者に︑砲塔工事というのはこうい

されています︒八木さんは砲塔工事というのは﹁筑波﹂や﹁生駒﹂でさんざん

十代後半の︑まだ新進の技術者を連れて︑パロウ造船所を調査した報告書が残

の乗り切った現場の技術者で︑松本さんという士主爪帝大造船学科を出られた二

り︑後には技師にまでなった人です︒この方︑この頃は一一一十代前半の︑一番脂

いになったという変わった経歴の持ち主です︒職工から養成を受けて技手にな

八木彰男という人は︑呉のご出身で︑広島の師範学校を中退して呉工臓の見習

さんが︑パロウ造船所に行って金制の砲塔基部工事関係の調査をしています︒

造船部の技手であった八木彬男さん︑一一一菱長崎造船所の技師であった松本孝次

スに造船監替官やその助手という名目で派遣されています︒たとえば︑呉工廠

﹁金制﹂の建造期には︑日本人の職工や技術者がものすごくたくさんイギリ

るいはもっと前のことになるかもしれませんが︑呉工廠で働いていた方々が何

いうのを掘り出すことが決定的に重要なことなのです︒もうすでに百年前︑あ

については︑公式の建造記録ではなくて︑現場にいた方の観察や経験の記録と

にどんなことをしたのかといったことは記録に残りません︒こういうことがら

すが︑能率がどうだつたというようなことは残りません︒能率を良くするため

残りにくく︑なかなか出てきません︒どんな船を造ったということは出てきま

に思われます︒かんだこうした工程管理とか現場での能率とかに関しては資料︑が

歴史的な意義ということも︑本当のところで明らかにしたことにならないよう

はまったく未解明の謎です︒しかしここを解明しないと︑呉工廠のもっている

本海軍︑特に呉工離がなぜそういう能力を愈速に培うことができたのか︑これ

でも既に一九O五(明治三八年﹀の時点では非常に高い水準に達していました︒
世界的にもまれなほど高いところにきていたのです︒主力艦建造に未経験な自

ものを加工して形づくるということだけではなくて︑工程管理技術や能率の点

技術を有することを証明しました︒しかもその工期はわずか一一年︑つまり単に

てどこが違うのか︑どこがパ口ウのやり方の方が優れているのかというような

か書き残していないか︑言い残していないか︑ぜひ掘り出していただいて︑私

に︑自本海軍は超ド級に移行したのです︒

ことを教えています︒

う落とし穴もあります︒それは建造側の支任ではなくて︑用兵側や設計側の責

こには大艦住砲主義の落とし穴や︑光学技術︑電気・電子技術を経拐するとい

高速で攻撃力の大きな主力艦を設計する技術を獲得したのですが︑しかし︑こ

制問﹂後の独自の開発設計のためのカをつけたのでした︒こうして日本梅軍は︑

まして︑こういった設計関係の人たちは﹁金剛﹂建造期のパ口ウを訪れて︑﹁金

この時期までに日本の造船業は︑主力艦を建造する技術と技能は獲得しており

国大学卒ですが︑大型タービンやその周辺機器の設計技術の勉強をしています︒

計の要点を研究したり︑横山孝一一一さんという機関設計技師が︑この方も窓口小帝

うことになりまして︑千田先生からお誘いがありまして︑このシンポジウムで

リス側との関係で調べていくうちに︑呉との関係も鵡べなければいけないとい

仕事していなかったのですが︑十数年前から自本製鋼所室蘭の方のことをイギ

本来︑日本経済史の側から日本の鉄鋼業史を専門にしていまして︑呉はあまり

奈倉私のタイトルは﹁造兵・製鋼部門の到達点と課題﹂ということで︑私は

たします︒

製鋼部門の到達点と課題﹂ということで︑調協大学の奈倉文二先生にお願いい

司会︿松本)どうもありがとうございました︒続きまして第三の報告﹁造兵・

以上です︒

どもに教えていただければ︑今後の研究に活かしたいと思います︒私の報告は

任に属することです︒舟兵とか設計は︑呉工販よりむしろ艦政本部にいる造船

私のやれることとすれば︑製鱗に関連して︑このタイトルでお話をさせていた

あるいは造船製鴎工が砲塔基部設計︑特に超ド級艦の時代の背負式砲塔の設

宮たちの問問題︑海軍の中央にいる人たちの問題であります︒造船技術というこ
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跡づけて︑砲焼︑装甲銀など︑あるいはその原料鋼材の具体的な実績と課題を

﹁はじめに﹂で課題として︑呉工販の︑特に造兵・製錦部門の急速な拡張を

は︑﹁海軍工販条例﹂により︑呉は海軍工蔽になって︑その時に製鋼部も独立し

た︒そういう意味でも︑特徴的な海軍工蔽であったと患います︒一九O三年に

殊鋼を使用した兵器用鋼材はほとんど呉で造る︑そういうことになっていまし

明らかにしていく︒それとともに課題解決策の一つとして設立された日英合併

ます︒一九O 1五・六年頃︑日露戦争を契機としてO四
・ O五年の自露戦争︑
一
うのは猛烈な拡張ぶりです︒表一に︑製鋼部設立までの設備を点
O六年頃とい一

だくことになったわけです︒

の臼本製鋼所(室蘭)の役割︑これを呉工織との端完関係という視点で若干言

線からよに書いて︑その直後の設置状況を下の方に年数を入れて書いてありま

すが︑一つ一つ説明している余裕はありませんので︑後で各部門の分野ごとの

及することにしたいと患います︒
前提には︑横井さんや千田さんがおっしゃっていたことがあります︒日本が

しでも︑概観は若干触れられているところが前の報告でもございます︒簡単に

略をして︑造兵・製鋼部門について入っていきたいと思います︒ここにつきま

け呉のめざましい拡充ぶりについてはすべてお話をいただいたということで省

って入っていく過程であるとか︑権準工織の拡張の全体的なプロセス︑とりわ

搭載もできるようになりますし︑そこらへんまでが一つの顕期だと思います︒

調されています﹁筑波﹂の建造です︒それによって呉で造った一二インチ砲の

で基本的にはイギリスからの技術導入も終えて如何当の役割︑特に先ほどから強

争直後の時期までの呉の造兵・製鋼部門の拡張は非常にめざましく︑その過程

あらかじめ共通点︑だけ言っておきますと︑基本的には一九O三年から日露戦

技徳的成果を話す時にもう一度触れます︒

一苦いますと︑造兵・製鋼部門の躍進が呉の中でも非常に目覚しくて︑小野諜報

イギリスからの技術導入をやりながら︑呉がそういった躍進をするわけですが︑

艦艇︑騒載砲等で輸入依存しながら︑﹁軍器独立﹂を掲げて国際的競争の中に割

告にもありましたように︑製鋼・造兵・造艦・造機の全部にわたる日本最大の

それから強調したい点を言っておきますと︑呉で一四インチ砲を造るように

同時に︑先ほどからこれも話題になっている艦艇だけでなく︑他の分野でも限

までやるか︑八幡自身が建設過程で若干の変更をしたということもあり︑呉は

なりますが︑よく呉だけが一四インチ砲を造ったという風に言われますが︑実

総合的な梅軍の兵器工場に呉工臓がなっていくわけです︒その起点が︑一八九

怠いで大砲も製造したい︑装甲銀も造りたいということで︑大砲製造から装甲

は呉だけではできませんで︑製造のネックがあって︑日本製鋼所室蘭にどんど

界があって︑アームスト口ング社からの技術導入がそれまで多かったのですが︑

銀製造へというプ口セスがあります︒一九O O年に﹁申鉄銀製造所設立ノ件﹂

ん造ってもらうというプロセスがあることを強調しておきます︒なおかつ第一

四・九五年の自清戦争最中の仮設兵器製造所から出発した﹁造兵﹂にあるとい

というのが鵠議決定されます︒その閣議決定に基づいて︑八橋と異工磁の役割

次大戦期までに︑いろんな条件が全部整うのですが︑第一次大戦期の発展ぷり

﹁金制﹂発注を契機としてヴィッカlズ社からの技術導入に切り替わっていく

分担に関する協定も一九O 一年ニ月にはなされて︑呉は砲身材料・大砲・水雷・

と第一次大戦期の別の困難ということを最後に指摘したいと思います︒レジメ

うこと︑これもお話がありました︒一九0010コ一年頃には呉造兵撒拡張費と

弾丸・申鉄銀などの製造をするということを決めて︑呉はどんどん拡張をやる

に一民りますが︑一九O五
・ O六年頃までの設備拡張の結果︑非常に多くの設備

というのが︑実は製鋼・造兵部門でも顕著だということをあらかじめお眠りし

ということになりました︒実は︑八幡は一九O 一年に搾業開始なのですが︑操

が設置されて︑生産高も表ニにあるように︑溶鋼︑鍛錬︑甲銀とに分けて︑

いう形で相当予算がついています︒ただその過程では︑八幡︑官営の八幡製鉄

業開始の時点でできなかった兵器関連はほとんど呉で行うということです︒た

・ O宜年くらいか
日本製鋼所との関係で触れますが︑大砲製造などは一九O四

たいと思います︒

だ八幡はその後︑日露の戦争拡張によりまして︑増塙鋼︑回帰銀を造る︑これは

ら相当始まります︒申銀が始まりますと︑そっちの方に振りむけるために大砲

所と兵器鋼材についてのいろいろな調整があって︑最初八幡が建設過程でどこ

普通鋼で造る厚銀は八幡で造ることができますが︑それ以外の特殊鋼艦材︑特

υ

﹁内

徹甲弾を造ることも一九O六年頃から試作︑が始まって一九一 01一二年頃から

とそれを打ち抜く砲弾︑徹申弾といいますが︑矛と楯の関係で︑攻め矛の方の

が主要な役割を果たしています︒それから徹甲弾という︑一方で装甲銀を造る

おります︒後で述べます日本製鱗所との関mmで一世口いますと︑板東喜八というの

的と一一一一口われるゆえんだと患います︒一九O七年頃から魚雷の試作にも着手して

たといえます︒機関も呉工廠製造で︑そういう意味で﹁軍器独立﹂の上で岡期

産体制が呉工織においては確立しました︒その顕期は︑やはり﹁筑波﹂であっ

よ︑そういう形で主力艦国産化の建造過程で装甲銀︑砲積︑原料鋼材を含む生

の方はむしろ少し控えめになっていくというプロセスがあります︒いずれにせ

技術をヴィッカ!ズ式に転換していきます︒

イツカlズ社からしています︒そうすると一四インチ砲を製造するための製鋼

わけです︒一九一 O年に﹁金剛﹂を発註して二年頃から技術導入を今度はヴ

い大砲︑大口径の大砲ができるようになるわけで︑大銅塊の製造も可能になる

鋼塊を造った後に︑一一一インチから一四インチの大艦巨砲主義により︑でっか

ているのですが︑すでに一九O九年に八0トン︑一九一 O年に一 00トンの大

回顧談もあります︒こういう風にイギリスの技術導入を図りながら呉も製造し

装申銀はあまりたいしたことはなかったということで役に立たなかったという

しています︒ア!ムストロング社側は受け入れますが︑アームストロング社の

に︑それ以前にあったフランス式の炉は溌止してしまいますので︑完全にフラ

鋼部独立をきっかけにして︑いろんな事業が本格化します︒製鋼部独立ととも

ことで︑これを基礎にして砲身鋼︑甲銀等の試作も開始されて︑一九O一
一
一
年
製

いてあります一八九五年︑九七年︑一九O二年には二五トンを一一基増設という

ですが︑製鋼部独立の頃からはイギリス式に切り替わったものです︒そこに書

ンス式の技棋を入れるのですが︑これは横須賀もそうですが︑呉も最初はそう

主な分野の技術導入の開発ですが︑製錦部門について一一一一口いますと︑最初フラ

れを基礎として装申銀の建造一が急ピッチで進みました︒建設が決定されますと︑

ります︒一九O 一年には第一六議会で海軍鉱張予算が相当多額通りまして︑こ

礎にして先ほどの﹁甲鉄銀製造所設立ノ件﹂(一九O O年)という鵠議決定があ

治が非常に強く主張して︑一八八九年に装甲銀調査に欧米に行って︑それを基

のであれば必ず船を造る所で装甲銀を造るべきだということ︒これは山内万寿

いうのは︑とても無駄が多いし経費もかかるということがあり︑国産化をする

で造った装甲銀を搬入して持ってきて枠組みを造った船に貼り付ければよいと

場所で︑装甲銀を製造することがどうしても必要だということ︑つまり他の所

装甲銀ですが︑詳しい知識はありません︒要するに︑主力の戦艦の建造する

ンス式からイギリス式に切り替わったと言えます︒先ほどの表一の設備は全部

すぐ海外に機械の買い付けに参りまして︑表一に出てくる︑例えば八000ト

は野田鶴雄技師を中心に始まるということがあります︒

イギリス式です︒二五トン酸性式平炉二基の増設とか︑酸性平炉によって特殊

ンの水正鍛錬機ペプレス)とか四八インチ・ローリングミルとかをこの時に貰

そういう形でどんどん海外から機械を貿い付けて装甲銀の製造ができる設備

鋼を造るというのが基本のパターンですが︑時々設備の中に境基性というのが
からといって普通鍛の鱗材生産のためではなくて︑原料の生成のために燐分と

を備えるということですが︑非常に難しい問題は装甲銀をどうやって呉が造れ

い付けてくるのです︒

か硫黄分を組端に低くしないと酸性平一炉には使えませんから︑酸性平炉に使う

るようになったかということです︒よくわかりませんが︑山内の司回顧録﹄︑だ

入ってきます︒この説明をやっていますとキリがありませんが︑塩基性とある

ための準備段措の精鋼材とか精製鋼を造るために塩基性平炉というのを設置し

とか︑いろんなところを読んでみますと︑当時クルップ社の全盛時代で︑ K C

ですが︑この特許を購入して造るというのは非常に高くつくし︑また向こうか

ました︒この点でも︑一般の製鋼業とは性格の異なる使い方を塩基性平伊では
イギリスからの技術導入を﹁香取﹂や﹁鹿島﹂の発注の際にもヴィッカiズ

ら技術者を呼んでこのK C甲銀を造るのは大変だと︑むしろ山内はいろいろ努

甲銀というのですが︑クルップ・セメンテッド・アiマiプレートというもの

社やアiムストロング社に技締を派遣したり職工の実習を頼むのですが︑ヴィ

力して情報を入手しているし︑試行錯誤的にやればできるんだということで︑

しているということです︒

ツカiズ社は装甲銀の事を知りたくて日本から派遣した技師の受け入れを謹一台
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入申銀を使わないでいたかとは一一一一口えず︑輸入甲銀利用の装串銀も相当あります︒

後﹁生駒﹂﹁薩摩﹂などの甲銀を造るのですが︑全部告前で最初から最後まで輸

でどのくらい使えたかということになるとなかなか難しい問題であって︑その

って一九O五年の﹁筑波﹂用の K C甲飯の製造を金闘します︒実際に﹁筑波﹂

試作もしています︒四八インチの庄延機を設躍して︑その後甲銀の試製が始ま

然使わないで甲銀を造るなどというのはほぼ無謀に等しいのですが︑そういう

理プレスでたたいた上で圧延機にかけるというものもありますが︑圧延機を全

だ入っていない時に一 000トン水庄機で甲銀を試作します︒水庄機である程

当初呉は自主開発の道を選択します︒驚くべきことは一九O 一年に圧延機がま

を造るのですが︑そちらの方は一九一回冬くらいになると︑日本製鋼所の方が

というのは小さなプレスで造るものです︒呉工織を見ると︑呉もプレスで大砲

砲を造る(鍛材)︑大砲の砲身を造るというのをメインにします︒右側の鍛治材

いますが︑日本製鋼所はそれを基礎として︑それをほとんど大きなプレスで大

二年ぐらいから提業が開始されます︒そして︑溶鋼︑鋳鋼がそこに書かれて

大することの問題点があったかと患います︒表一一の日本製鋼所ができて︑一九

たかもしれませんが︑いろいろな予算上の制約︑あるいは呉︑だけが突出的に拡

という感じです︒田町内をもっと拡張するという方法も選択枝の一つとしてはあっ

とりわけド級戦艦に対応する大口径砲を製造するには呉だけでは不十分である

ります︒要するに︑呉の海軍工織だけでは十分な大砲が量的に造りきれない︑

造っているので︑溶鍛の方の生産高の振り分けの割合︑が︑装甲銀の方に増えて

造るようになったので︑開じぐらいの最になっています︒申飯の方をどんどん

﹁安昔話﹂になりますと︑九インチ用申飯の製造が十分にできてヴィッカlズ

vc

社製甲銀に毘敵する申銀ができたと言われます︒それでもなお限界があって︑
﹁金贈﹂の発注に伴いまして︑装申銀もヴィッカiズ社からの技術導入︑

K C甲銀からV C甲銀へ転換するということです︒ちなみにこの頃は山内は日

この技術をヴィッカiズ社から入れて︑このやり方で甲銀を造るということで︑

寿治で最初に鎮守府司令官長常時代に日本製鋼所の設立をバックアップするの

日本製鋼所の技術者や幹部にどんどん派遣されています︒一番の大物は山内万

表一一一についてですが︑日本製錦所に対して呉は造る時から積極的に関与して︑

いっているということを見ておいていただければと思います︒

本製鋼所へ移っています︒装甲銀建造の初期は山内が装甲銀製造技術者を指導

ですが︑一九一 O年の八月に予備役編入後に日本製鋼所の会長になっているわ

甲銀というのですが︑ヴィッカ!ズ・セメンテッド・アiマiプレートを造る︑

してきたわけですが︑この頃はヴイツカiズ社指導のもとでV C申銀を造ると

けです︒その間にも先ほど述べた板東喜八︑だとか長谷部小三郎といって呉工蔽

製鋼部の護要な人物ですが︑こういうのがみんな蝦託として派遣され︑その後︑

いう︑そういうプロセスです︒
艦戴時大口径砲ですが︑これをアiムストロング社から当初は技術を導入

強調したい点だけ一一一日いますと︑一四インチ砲の製造につきましでは︑一二イ

日本製鍛所に入って重要な役割を果たします︒

でこれができまして︑砲娯生産の国産化が進みます︒しかしさらに︑一 00ト

ンチ砲から一四インチ砲へのちょうど転換期に日本製鋼所が操業を開始しまし

するのですが︑一九O六年︑先ほどの﹁筑波﹂用の一一一インチ碕ニッケル鍛
ン鋼塊を造って一四インチ砲製造の頃は︑先ほど説明した通りヴィッカiズ社

ては︑もともと全部呉が造ったんだという考えが亙︿市史 h第一一一巻の中にもそ

た︒一一一インチ砲の製造までは匝倒的に呉が中心なのですが︑その後日本製鋼

最後に︑呉工織と山口︿工織の補完関係としての日本製鋼所ということですが︑

ういう記述があります︒市史編纂の方々︑くれぐれも口はばったいですが︑表

の技術導入によって︑それを行うようになります︒問題点もありますが︑省略

実はここが私の本来のメインですが︑時間の関係でごく簡単に一一浅います︒日本

四のもとになった国本さんという方の資料を使って前にも紹介したのですが︑

s チ砲はわずか五本しか造りません︒ところが一四インチ抱につい
所は一一五 ン

製鋼所は︑海軍としては非常に造ってほしかったという︒もともとは北炭の井

参考文献にあげておきました国本藤文さんの﹃伊勢型軍艦 hに載っていますが︑

します︒

上角五郎が製鉄業に進出する計磁を持っていたのですが︑山内が強硬に海軍用

その中ですでに一四インチ砲の量か りすれば︑異よりも日本製鋼所の方が多く

h

の鋼材製造︑大砲製造とかそのための鋼材製造に転換をさせるということにな
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鋼所が多くなっていくプロセスがわかるかと思います︒その結果︑呉は装甲飯

になっています︒だんだん日本製鏑所の体制が整うにしたがって︑震は日本製

やアlムストロング社に︑こういうものが発注される︑その結果︑こういう表

の代理屈としての役割も果たしていますので︑日本製鋼所経由でヴィッカlズ

ることができて︑その後︑日本製鋼所はヴイツカ!ズ社︑アームストロング社

ンス事件の︑ヴィッカlズ発注の時に臼本製鍛所もコミッション一了五%を取

のです︒日本製鋼所は︑別の本の中にも書きましたが︑ヴィッカiズ・ジlメ

でプラス二一一とありますが︑日本製鋼所経由でヴィッカlズ社が全部造ったも

ところを日本製鋼所がやるということです︒網掛けの部分が全部で一三︑合計

注記に書いておきましたが︑素材をヴイツカiズ社で造ってもらって完成砲の

ただ四七門のうち(一四)というのは︑実は呂本製鋸所が一旦受注したものは︑

イツカlズ社が造っていたのは一五門︑日本製鍛所四七門︑呉工縦二五門です︒

を見ていただければわかりますが︑八七門全部一四インチ砲とありますが︑ヴ

造るようになったのだということをキチンと指摘されています︒表四の合計欄

ます第臨報告﹁光学兵器から見た成果と課題﹂と題しまして︑明治大学大学院

司会︿松本﹀どうもありがとうございました︒それでは︑最後の報告となり

す
︒

の課題を果たすようになるということを︑最後に付け加えておきます︒以上で

﹁勢力閤﹂内における原料資源の確保という︑そういう意味での﹁軍器独立﹂

九
一
一0年代の終わりから大倉の低燐銑鉄を使うようになります︒それによると︑

は﹁純銑鉄﹂というくらい品質のよい銑鉄が確保できるようになって︑呉も一

ない五炭があるということで︑そこの原料を使って低燐・低硫黄の極端なもの

くても硫黄分が入りこんでしまうわけです︒本渓湖一帯には硫黄分が非常に少

までできます︒普通なぜコークス吹きで低燐銑鉄ができないかというと燐が低

に閉鎖になります︒大戦後になると︑﹁満州﹂本渓湖にコークス吹きの低燐銑鉄

銑鉄ができて︑呉は一時助かります︒しかし第一次大戦後のワシントン箪縮下

山陽というのは京島県大竹につくるもので木炭吹きの小高炉で︑非常に優秀な

渓湖の低燐団鉱を原料とした抵燐銑鉄を製造することを指示します︒これは︑

ております︒カメラをお持ちの方は想像していただきたいのですが︑イギリス

の山下雄司先生にお願いいたしたいと思います︒

最後に︑先ほどちょっと言いました第一次大戦期には非常に日本経済は発展

製のカメラというものはまず開いたことがないのではないでしょうか︒カメラ

の製造に全力を尽くすことができたということが重要なことです︒それから費

し︑いわゆる大戦景気下に発展して︑呉も繁忙を樹めるのですが︑この頃は一

と一一一一口えばドイツ︑戦後は日本が著名であり︑イギリスはここ一 O O年この二国

山下こんにちは︑山下と申します︒お手元に本自の報告の論旨と悶表二つの

四インチ砲からさらに一六インチ砲へと巨砲が造られました︒この頃になりま

に負けてきました︒しかし︑光学産業に関して︑イギリスと日本の間には実に

的には︑やはり日本製鋼所より其の方︑が問機れていて︑いろいろ日本製鋼所の方

すと︑イギリスやフランスにも呉工織の製品・抱材が輪出されるくらいに︑こ

おもしろい関係がありました︒ B本の光学窓業は海軍用の光学機器製造に藤点

プリントをご用意いたしました︒報告中に関表を指示することは磁力省き︑報

れは議としては少ないですが︑いわば﹁軍器独立﹂から武器輪出の開始という

を求めることができますが︑それはイギリスとの関係のなかで育まれたのです︒

は︑第一次大戦の開始の頃も技術的な問題をもっていたわけですが︑基本的に

時点まで迎えるということに注意しておく必要があります︒他方で︑原料銑鉄

本日の諸先生方のご報告は︑呉に特化した内容でありましたが︑ここでは光

告の本文に却して話を進めていきたいと思います︒まず簡単に私の紹介をかね

の確保などは大変な問題で︑ことにスウェーデン木炭銑︑これは何かというと

学兵器(機器)から見た成果と課題ということで︑若干視点を変え︑光学機器

は第一次大戦の時に︑技術者がどんどんイギリスに帰っていく中で︑やむを得

低燐銑の中でも一番酸性平炉用に燐分の敏い︑硫黄分も低い︑そういうものが

の器産化過程という時間的に長いスパン︑かつ広い視野で見ていきたいと思い

て研究対象についてお話しいたします︒私はイギリスの光学産業について調べ

必要なのですが︑それが極端に輸入が困難になります︒さまざまな代用銑確保

ます︒それに引き続き︑機器の運用や維持といった点について︑呉はどのよう

ず自前で造るようになって︑基本的には技術移較が終わるようになります︒

の試みをするのですが︑うまくいきませんで︑大倉財拐を支援して﹁満州﹂本

八
︒

ν

については割愛させていただき︑主に光学機器についてお話していきます︒

れられておりましたが︑私はF︑Gについて︑時間の都合でGの射撃管制装置

にありましたように(表)︑今までのお一一一方のご報告はA︑B︑C︑D︑Eに触

いきます︒対象領域について補足いたしますと︑先ほどの小野塚先生のご報告

な位置にあり︑どのような役割を果たしてきたのかという以上二点をお話して

予算が計上されにくかったのではないかという︑以上三点︑が日本側の問題点と

一部では機器の重要性︑が認識されていたものの︑海軍上層部の認識不足もあり

密な機器を作る高度な金属加工能力も欠けておりました︒一一一点目には︑用兵の

た︑プリズムや︑高度な光学部品を作る能力もありませんでした︒さらに︑精

れます︒光学ガラスは通常の板ガラスと異なり高度な技術を必要とします︒ま

距畿︑潜望鏡といったものが該当します︒測距儀は敵との距離を測る機器で︑

特にドイツのカlルツアイス社は自本への技術開示を拒んでおり︑技術習得の

ギリス︑ドイツ側の問題として︑製造業者の頑なな明社民が作用しておりました︒

して考えられます︒他方︑これは日本側の問題と一吉うよりも技術を開示するイ

外見は簡状であまり重要には見えないのですが︑これが無いと精確に大砲を撃

機会はイギリスに求めざるをえなかったのです︒

光学機器というのは一体何のことかと震いますと︑梅叢用では︑望遠鏡︑測

つことができません︒ボクシングの選手を惣像していただきたいのですが︑呉

(一)機器の分解︑清捕︑組立について︒構軍は訓練など通常より光学機器

このようなイギリスと日本との関係をお手元の報告で見ていきましょう︒

の身体としての艦艇を作り︑打撃力として砲壊兵器を作り︑出吋弾を作り︑フッ

を使用しております︒しかし︑使用するたびに曇りを取ったり︑塩水がかかる

はまず小野球先生のご報告にあったようにASCDEという分野で︑ボクサi
トワークを軽くするために造機部を作りました︒そして︑敵がどこにいるのか

O九年︑二二年と日本から一一名︑が派遣されています︒後者の年に派遣された吉

ので拭いたり︑分解清掃する必要がありますが︑そのような能力も当初日本に

このニ点は他の分野にくらべ見過ごされてきた部分でした︒先ほどの小野塚

川斧吉という方は︑帰冨後︑呉にて作業に従事しております︒ただし︑イギリ

見定めるための眼の部分が光学兵器であり︑どのようにパンチを繰り出すか︑

先生の報告にありましたように︑巡洋戦艦﹁金部﹂のイギリスでの建造に伴い

ス側も日本人の受け入れには慎重であり︑技師や職工の派遣をなかなか認めて

はありませんでした︒そこでこれらの方法を習得するために︑ B&S社に一九

多数の日本人が送られ︑その後日本国内にで姉妹舗を建造した一九一 0年代は

つまり頭脳の部分に値するものが射撃管制装罷に当ります︒

艦艇建造においては一つの到達点でありましたが︑光学機器はちょうどこの頃

くれません︒日本側から再三の要請をされたこともあり︑イギリス海箪省︑ B
& S社︑日本海軍との話し合いの末︑ようやく一九一四年に近藤徹が築地の構

その直後に3&S社に赴くわけです︒その後も︑この二人を中心に国産の測距

から国産化に向けて活動が開始されたという時間のズレがあります︒これは他

それでは︑ Iの機器国産北の過躍を︑簡単に見ていきたいと思います︒まず︑

犠開発が進められますが︑これは失敗に終わります︒このように︑非常に限ら

軍造兵蔽から︑江角金市が舞鶴海軍工織から︑一年半におよぶ技術習得の機会

遅いスタートを切った国産化ですが︑日清・日露戦にて︑日本海軍はイギリス

れた機会の下で︑海軍関係者︑が日& S社を訪れ︑あの手この手で製造現場に立

の報告との違いの一つです︒ただし︑このズレから︑光学機器が重要ではない︑

のパ!アンドストラウド社(以下︑ B&S社と略記)裂の澱距儀を利用し︑構

ち会おうとするのですが︑なかなかうまく事が運ばない︒その結果︑海軍は造

を得ました︒その直前︑圏内でも機器の悶産化がようやく着手されますが︑こ

軍の一部では間社製機器に対する強聞な信頼感が作られておりました︒しかし︑

兵監督官の派遣に期待を抱くのです︒日本構軍はB&S社製品の購入者として︑

軽んじられていたと断定することはできません︒梅輩内部には丹十期より重要性

これらの機器を思内で作ろうとする考えは遅かったのです︒これには︑一点目

製品の検査のため製造現場に立ち会うことができるわけで︑造兵監督官の派遣

れは築地の造兵厳にで安東良︑近藤徹によって進められておりました︒近離は

に︑人材不足︑つまり光学に関する専門家が日本にはいなかったことが理由と

はまたとない技術習得の機会でした︒しかし︑総数はさきほど派遣された者よ

を認識している者︑かおりました︒

してあります︒一一点目は光学ガラスを作る能力が無かったということがあげら
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や工厳からB&S社に赴いた者が要職に就いております︒これら海軍関係者は

工場長を後に勤めております︒先ほども申し上げたように︑呉は築地の造兵離

に呉に赴き︑砲煩部の実験部長に就いております︒また︑北川は異工販の光学

幸五部︑宮坂劫次郎︑北川茂春といった人物が著名ですが︑宮坂は一九ニ四年

りは多いものの︑監督官の絶対数はそれほど多くありません︒そのうち︑山田

を果たしておりましたが︑なかでもB&S社に赴いた者たちは機器の調整︑組

間に︑構輩関係者は日本光学と造兵廠での機器設計開発において中心的な役割

が欠けていたこともあります︒一九一 O年初頭からこ0年代初頭までの一 0年

と指捕しております︒また︑光学機器に不可欠なレンズの自主設計︑研磨能力

監官官をしていた手嶋安太郎はその理由を︑精密な金蝿加工能力の欠如である

測距儀や潜望鏡を製造することがなぜできなかったのか︑当時︑日本光学の

した︒つまり︑彼らは︑どこのどういった光学方式が良いのか︑将来どういっ

帰思後︑機器の悶産化に深く関与していくのですが︑海軍のみならず自本光学
(五)臼本光学工業控室社の成立をご覧ください︒一九一 0年代︑海軍関

た機器を作れば良いのかという自襟を練る中心的な存在だったのです︒しかし

立︑修理︑検査能力を身につけ︑各悶製機器に対する適切な評価を可能としま

係者が数多くB&S社を訪れておりますが︑一九一四年に第一次世界大戦が勃

ながら︑当時求められていたのは︑製造現場全体のスキルの上昇︑光学や金属

においても重要な役割を果たしている者もおります︒

発しております︒日本海軍はB&S社をはじめドイツ︑フランスなど海外から

部品製造に︑必要な体系的な基礎技術の習得機会でありました︒ごく少数の海軍

では︑このような難局を日本光学はいかにして乗り越えようとしたのでしょ

機器やガラスを購入していましたが︑大戦の開始に伴い入手が難しくなりまし

業縁式会社︑つまり現在のニコンが設立されました︒日本光学の事業目的は︑

うか︒一九二0年代︑従来の状況は大きく変化します︒それは︑ドイツからの

関係者だけでは︑先の問題解決の特効薬とはなりえなかったのです︒当時の日

設立当初から梅軍用の光学機器を製造するための原栃料と機器製造という二点

技術者招聴です︒日本光学は八名の技術者を一九二O年から五年間の契約で招

た︒日本海箪の危機感は︑一一一菱を交えて既存の民間の製造暗室告を集中させ︑機

に特北しておりましたが︑大戦が終結するとガラスなどの原材料輸入が再び可

聴します︒結果として︑同社の経営︑か悪北したこともあり︑彼らは一部を除き

本光学の製造現場が︑断片的な知識と技能の寄せ集めと指摘されるゆえんです︒

能となったこともあり︑ひとまず間社は機器の製造に力を入れることになりま

三年で帰留をしてしまいますが︑日本光学は彼らから次のような成果を獲得す

器を自前で作れるようにしようという流れに笠ります︒その結果︑日本光学工

す
︒

日本光学は梅軍用の機器製造を一手に引き受けることとなりました︒さらに︑

関連施設を統路合し︑機器調達を民間に委託することが決定されたため︑以後︑

的な存在であることに代わりはありません︒一九二二年には︑海軍部内の光学

ます︒いずれにせよ︑築地の造兵廠と日本光学は当時の日本の光学研究の中心

しょうか︒やむを得ず︑引き続き日本海軍はお& S社製品の購入を続けており

艦隊建設という大きな目標もあり︑危機感は相当なものであったのではないで

もになかなか満足な成果が出ない状況に苦麗しております︒当時の状況は八八

せんでした︒問時並一 付して︑機器の悶産北に取り組んでいた築地の造兵廠とと

こ八年です︒この填が日本における光学兵器製造のひとつの到達点であったの

担当しておりました︒日本光学︑がプリズム用の光学ガラス製造に成功したのも

ち︑アハトは唯一︑二八年まで日本に残りましたが︑彼はレンズ設計・計算を

海軍の検査に合格するようになりました︒ところで︑招聴されたドイツ人のう

いた陪題解決に役立ちました︒その結果︑一九二周年からは日本光学の製品は

精度金属部品の製造を珂能にしました︒これらは︑先ほど日本光学が誼面して

本にはこのようなものは無かったのです︒さらに︑ゲlジを多用することで高

設計する基礎デlタとして非常に重要なものでした︒研究蓄積が欠けている日

﹁一一︑機器の設計とレンズ基礎テlタ﹂です︒このこ点目は自前で光学機器を

ることになります︒﹁て光線追跡法を基にしたレンズ設計とその評価方法ヘ

造兵織は関東大震火の被害にあったため︑日本光学と後の海軍の技術研究所に

ではないかと考えられます︒この間一九 O年頃から約一一O年が経っておりま

しかし︑日本光学にて光学機器の製造がたやすく達成されたわけではありま

人員は引き継がれていきます︒
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に対する実験を行っております︒その結果︑従来︑修理ア調整期間が潜望鏡一

呉でもこの点を強調しました︒さらに︑呉にて手嶋は温度実験や︑・カピ

以上のような︑菌産化の流れの中で︑呉はどのような位簡にあったのでしょ

本あたり一 1 二ヶ月必要とされていた状況が︑二週間︑最終的には︑四1五日

す
︒
うか︒資料立の溝軍用光学機器工場・研究機関の変選の略図をご覧ください︒

このような工織の指導者痛のみならず︑呉の優秀な執叫練工も注目に値します︒

まで短縮することに成功しました︒

りました︒呉には常に艦艇が停泊しており︑搭載されている灘距儀や潜水艦用

たとえば︑光学工場には職工教習所︿一九一八年設立)が設置され︑人材が安

呉は先にも述べましたように修理・調整工場としての役割を早期より担ってお
潜望鏡は定期的な修理・調整が必要とされておりました︒呉海軍工廠の光学工

や造兵廠に派遣され技術習得の機会を与えられておりました︒そして優秀な職

定して供給されたことが︑呉の光学工場の能力を支えたようです︒築地の造兵

まず︑手嶋安太郎の取り組みついてお話したいと思います︒手嶋は︑先にも

工さんは︑横須賀工織の光学工場︑光学実験部の新設の際に引き抜かれただけ

場が独立工場となるのは函にもありますように︑他の工廠と比べ最も阜く︑こ

述べましたように築地の造兵織にて︑機器の研究開発に従事しつつ︑日本光学

でなく︑独立開業して︑戦後もレンズ工として活躍された方もおりました︒こ

轍では工員をいちから養成せねばなかったことからすると︑呉の特徴はこのよ

の監督官を担当しておりました︒つまり︑ドイツ人を招科していた頃の製造現

のように︑呉の光学工場はニ0年代中ごろから急速に質の充実が進んでいった

の点からも重要性は指摘できるでしょう︒それでは︑呉の光学工場の発展の中

場にいたのです︒また︑手嶋は造兵賊関係者やお& S社赴任者とも懇意にして

わけですが︑伯の工織の光学工場と比べて︑呉の特徴としては次のようなこと

うな点にも求められるかもしれません︒また︑呉の職工は︑定期的に日本光学

おり︑山部幸五郎や近藤徹らと光学に関する勉強会を聞いております︒彼は自

が震えるでしょう︒まず︑他の工臨の光学工場の工員さんを育てる機能です(舞

身を見ていきましょう︒

本光学での機器製造が軌道に乗り始める直前二三年に呉に赴任してきます︒呉

さて︑最後に繰り悲しになりますが本報告をまとめさせていただきます︒呉

鶴から山口︿へ)︒しかし︑ここではむしろ︑次の点を強調したいと思います︒それ

るよう手はずを整えていきます︒このように予算がかかることが認められた背

構軍工廠の光学工場は︑一九一一0年代に他の工販に先駆けて発展するものの一

では︑砲類部検査員︑実験部員︑その後水雷部員として活躍しますが︑当時︑

景には︑砲憤部をはじめ呉に伍堂卓雄︑自高鍍一︑武石太郎といった先進的な

貫して光学の研究開発・製造の中心的存在ではありませんでした︒その役割は

は︑呉が機器の開発・製造よりも︑鱗装工事をはじめ︑製造した機器をどのよ

人物が多かったことも影響していると考えられます︒彼︑が呉で行った施策のな

限定されておりました︒これは︑日本海軍による光学研究・開発︑が造兵織を中

呉の中で光学工場は規模も小さくあまり重要視されておらず︑その所管は転々

かで︑注目すべきは一一一の科学的管理法の導入でしょう︒これは内容にかかわら

心に開始され︑一三年以後︑技研に引き継がれ︑また製造は日本光学をはじめ

うに使っていくのか︑また潜水艦用潜望鏡の昇降装置の開発や設計といった現

ず︑作業を時開︑材料を重量として数値化し︑原価を正確に算出し︑工作員の

民間の製造業者を利舟することが決定されたことに基づいています︒また︑呉

としておりました︒二四年以後︑光学工場が砲煩部の管轄に入ると︑手鳴は設

作業量を成績として公表して︑昇給に比例させるというものでした︒彼は日本

の立地条件もその一国でしょう︒東京の造兵織とは離れていたからです︿後の

場に積着した情報を︑つまり︑機器運用の情報を多く蓄積していた点です︒

光学の監督官持代に同法を導入できず︑それを呉でやってみようとしたのです︒

横廠実験部の設立)︒ただし︑異は軍港としての性格から︑早期より機器を円滑

備の充実していなかった同工場のために検査機械や工作機械を海外から購入す

とはいえ︑海外での管理法をそのまま適用することはせず︑'自身︑が小工場に向

に運用する際に必要とされる修理・調整能力︑が求められました︒したがって︑

呉は機器を実際に運用した際の問題・改善点など︑各種技術情報を集積してい

いたものだけを抜幹したそうです︒
また︑日本光学でも治呉の製造・利用を徹底するようつとめておりましたが︑
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ありがとうございました︒

しければ後の懇親会の席でお話をお聞かせいただければと思います︒以上です︒

のなかで︑当時の呉の光学工場関係者もいらっしゃるかと思います︒もしよろ

非常に少なく︑本日もいろいろな史料をつき合わせて形にしたのですが︑皆様

る重要な工織であったと考えられます︒話は変わりますが︑光学関係の史料は

これを拒否されたとご発言されました︒このあたりは矛盾していないのだろう

が︑奈倉先生はヴィッカiズ社にヱ員や技術者を派遣した場合に断られたと︑

おいて見出されたと問題提起をされていました︒これも︑なるほどと思います

横井先生は︑イギリスの武器技術移転︑それのもっとも明確ないい例は日本に

う点では︑お二人の間に若干のズレがあるように思います︒国産化と問時に︑

すが︑悶産化という点でいえば︑どこでどう捻じ曲がって遅れてきたのかとい

た︒光学に触れて︑レーダーの問題をどう考えるのか︑どうご指摘になるのか

山下先生のご報告は非常に面白く︑私の不勉強なところを教えていただきまし

なきにしもあらずで︑これはお二人の問で議論になるのではないでしょうか︒

先生はおっしゃっていましたが︑無関心以上に技術の取得といっていたことは

か︒イギリスの構軍や政府は︑武器の技術提供について無関心であったと横井

司会︿松本)ありがとうございました︒ ここで十分ほど休憩に入ります︒
質焼応答
胃会(松本﹀それでは︑シンポジウムを再開したいと思います︒
まずは︑広島大学の高矯衛先生からのコメントをお願いいたします︒

っかないでおります︒これはやめたいと思います︒ただちょっと気になりまし

ということ︑これが商白いのですが︑今日は非常にまとまっていたので︑思い

思いますが︑第一はコメンテlタ!が問題を提起して︑パネリストと議論する

和﹂に︑どういう形で後に皮映していくのかということも知りたかったです︒

期の技術が︑また技術の発展が︑構軍の技術の結晶であるといわれる戦艦﹁大

われた一九001一九一 0年代を中心として報告を受けましたけれど︑その時

今日は﹁大和を一諮る会﹂の方がたくさんみえていらっしゃいまして︑呉で培

なと︑ないものねだりをするというのが︑コメンテlタ!の一つの役割です︒

た︑奈倉先生︑が一四インチ砲は呉工織で全部つくったということを一一立回っている

私はパネリストよりも少し年配です︒私たちの時の生産史というと︑マイノリ

高橋高橋でございます︒コメンテiタi の役割というのは︑いくつかあると

英市史編纂者に物申すというご発言がありましたが︑私も呉市史編纂室の編纂

代経済学の方では︑輩事生産というのは︑迂回生産性が強いのだ︑だからこれ

ティの時代でした︒その壌には︑小山さんをはじめとする研究者がおりまして︑

次のコメンテiタi の役割としては︑これは喜びといってもいいのですが︑

は経済成長に強く寄与するのだと分析しますが︑そういった最近の成果を踏ま

責任者を長くやっておりますので︑これは責任を感じております︒ただ奈倉先

パネリスト同士が喧嘩するように持っていけたら面白いのですが︑今日はちょ

えて︑理論的な扱い方をどうしたらいいのか︒この点が︑多少気になっている

そういう人が武器の問題を扱っておりました︒こういう人たちの扱い方は︑再

っとやりにくそうです︒ただ千問先生︑が︑海軍は国産北を早くから新念したと

ことでございます︒この程度で控えさせていただきます︒

生がおっしゃいましたように︑第三巻でそういうことがありまして︑実は私た

いう通説に対して︑かみついているんだというご発言をされておりました室山

詞会︿松本)ありがとうございました︒続きまして︑明治大学の安部悦生先生

生産業式の第三部門にあたり︑それは非生産的なものであるということを︑ず

先生なりの議論と思いますけれど︑そうなりますと︑たとえば小野塚先生がド

からコメントをお頗いいたします︒

ちが呉市史に関連しましたのは第四巻からです︒寅任逃れをしておきたいと思

レッドノiトの生産の時期に︑日本は前ドレッドノiトといいますか︑それを

安部明治大学の安部悦生です︒呉と一一高いますと戦艦﹁大和﹂で有名で︑小学

っと言っておりました︒こういった開題を今では︑どう考えたらいいのか︒近

造っていて失敗しているではないかというご指摘がございました︒これも︑歴

生時代に父親からいろいろ話を開かされました︒日本には︑戦艦﹁大和﹂とい

います︒ご鴎弁をお願いします︒

史的事実だと思っております︒そうすると︑これはちょっと時期がずれるので
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話によりますと︑一一一八O機ということですから︑﹁大和﹂がいかに巨大な大砲を

という︑当時漠然とですが︑そうした疑問問を持ちました︒今日の会長さんのお

ろう︑ということだったのですが︑そうすると︑米軍機が何千機も来たのかな

は沈んだかという私の問いに︑おそらくたくさんの米軍機がやってきたからだ

も︑一回射撃すると何百機も打ち落とせるという︒それなのにどうして﹁大和﹂

う巨大な戦艦︑があって︑大きな大砲を積んでいる︒米軍機が襲ってきたけれど

とか︑良市白とかのロジックとよばれる別の種類の半導体が出てきます︒これ
で日本は世界一の地位から転落しました︒日本は︑思わざる角度からの転換に

一九八0年代のことです︒日本の天下が続くのかと思っていたら︑突如のM
M
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半導体である口出﹀認の二五六K︑一メガで世界を制覇する時代がありました︒

ていますが︑半導体の口問﹀詰みたいな世界でありました︒日本はメモリー系

きな大砲を造るという方向では強い︒同じような例が︑中学生も半導体と一一出回っ

行きます︒行きつく先は﹁大和﹂であり︑﹁武蔵﹂です︒そうすると今度は航空

弱い︒同じことがドレッドノiトについても言えます︒ドレッドノiトとの関

最近出版された﹃新生・呉の出帆﹄という本の中に非常によいことが書いで

機が出てきて︑さらに航空母鑑が登場します︒日本は︑思わざる方向で転換を

積んでいても︑一発で数百機を打ち落とせることはないわけで︑まあ︑子供相

ございます︒そこのところをちょっと読ませていただきます︒大和ミュlジア

迫られますが︑その転換に乗り遅れます︒

係で日露戦争の意義をどう捉えるか︑私もよく分かりませんが︑ドレッドノー

ムの仮展示を見学した中学生の文章です︒﹁世界一の戦艦明大和﹄をつくって︑

手に語っていたわけです︒日本がすごかったことを伝えたかったのだと思いま

これでアメリカに勝てると思ったが︑日本は負けた︒その状況は︑最近の日本

戦後も開じことで︑の司口も同じような感じ︑さらにはパソコンです︒大型コ
ンピューターでやや追いついたかと思ったら︑パソコンで水をあけられました︒

トが出てきて︑日本が乗り遅れて︑あわてて﹁金剛﹂からその後の巨大戦艦に

と同じ気がする︒自動車や半導体で世界を追い越し︑日本が一番と思っていた

ハードには強いが︑ソフトには弱い︒あるいはシステム設計には弱い︒ものやつ

す
︒

ら︑十数年の間にガタガタになって不況に陥って︑ちょうど﹃大和﹄を過信し

もちろん︑歴史は単純に繰り返しているのではありませんが︑このこ・一一一年︑

くりにはある意味で強いのだけれども設計開発︑用兵思想︑設計思想に弱いの

この中学生の意見に関して︑非常によい意見を言っていると︑市長さんもお

流行の言葉になったものに︑﹁すり合わせ型﹂というのがあります︒経営学︑あ

て負けた時代と同じだ︒だから日本人は︑ひとつのことに自信を持ちすぎては

っしゃっています︒私の一一一日いたいメッセージもこれに尽きているのですが︑そ

るいは主に自動車産業で使われます︒ある研究会で﹁すり合わせ型﹂というの

ではないか︒

れでは中学生とまったく開じになってしまうので︑もう少し述べさせていただ

はいったい何かということが問題になったときがありました︒もともとこの言

いけない︒もっとよく社会全体を観察しなくてはいけない¥

きます︒

葉をよく使っていたのは︑藤本経宏さんという方で︑自動車産業にとても詳し

い方です︒﹁すり合わせ型﹂の英訳は︑インテグレーションだそうです︒インテ

兵器産業とか︑呉海軍工織とか︑私の得てではないのですが︑研究会を一緒
にやらせていただいているので︑日明︑この種の議論には少し側馴染んでいます︒

お聞きすると︑﹁いや︑そうでもない﹂という答えでした︒もともとインテグレ

グレiションというと︑単に統合といった感じがするので︑この前︑藤本さん

小野球先生は船体建造・蹴装を︑山下先生は光学機器を主に取り上けました︒

ーションという言葉は製造ではなく︑設計の分野で使われていたのだそうです︒

そこで︑高犠先生が非常に詳細な質問をされたので︑私は︑私の印象というこ

このような分野では︑思本はメカニカルな製造︑言い換えればハiドの製造に

もともとは﹁インテグラル・アーキテクチャl﹂といわれていました︒この﹁イ

にお会いする機会があったときにインテグレーションは間違いではないか︑と

は強いのではないかということです︒﹁大和﹂を造るのがそうだし︑﹁武蔵﹂も

ンテグラル・アーキテクチャi﹂という言葉は製品設計の世界では日常的に使

とで話させていただきます︒

そう︒あるいはつの方向をある延長線上で見定めて︑大きな戦艦を造る︑大
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と︒その辺のずれ方が︑日本の製品設計︑製造プロセス設計︑そういうところ

て︑それを英語にもう一度訳したら︑インテグレーションになってしまった︑

われていたのだそうです︒それを製造も含めた形で﹁すり合わせ型﹂と鵡訳し

再会(松本)ありがとうございました︒

います︒

は︑挙手でお知らせください︒

す︒先ほど質問を提出していただいたものからまいります︒補足︑が︑必要な場合

司会︿鈴木)これから質問等に入ります︒通常ですと︑コメンテlタlの質
問に対してご回答をいただくのですが︑時間の関係で︑省略させていただきま

の問題点を浮き彫りにしているのではないかと考えています︒
もう少しこのことについて説明しますと︑﹁すり合わせ型﹂の持つ意味︑がはっ
きり出てくるので︑ご説明します︒日本はパソコンでは負けてしまいました︒

常に関心を持っていられるのではないかと思います︒私の印象としては︑﹁大和﹂

うなものであったのか︑こういうことが分かれば蕗白いし︑会場の皆さんも非

けですが︑こういう部詣での海軍技術研究所と製造工程の呉との関係はどのよ

たか︑また海軍技術研究所ができて︑それが戦後のソニーにつながっていくわ

生も質問されていましたが︑レーダーの問題をどのように解決しようとしてい

小野塚さん︑山下さんに対する質問になるかと田ゅうのですが︑たとえば高橋先

うなっていたのか︑ということ︑これが問問問だろうと思います︒以上のことは︑

の話で言えば︑﹁大和﹂の神経系統︿電気系統︑光学系統のいわばソフト)はど

に遅れていきます︒そこをどう考えたらよいのかということで︑最初の﹁大和﹂

点というのが︑一方では非常に良いものを作るのだけれど︑設計技術の急転換

のではないかと思います︒用兵思想との関係もありますが︑このあたりの問題

からすると︑いちばん設計が必要な軍艦のところで日本の設計思想は弱かった

ンのようなまったくの量産品では入ってこないのです︒﹁すり合わせ型﹂の考え

味︑すなわち製造の﹁すり合わせ型﹂の持つ意味︑が少し入ってきます︒パソコ

ちょうど自動車︑いまだとデジタル家電も入りますが︑そこでは製品設計の意

産といいますか︑そういう製品特性によって設計思想の護みが違ってきます︒

く世界です︒自動車はその真ん中でしょう︒軍艦のような非常に特殊な単品生

特殊な製品です︒パソコンというのは︑モジュラ!型と呼ばれる一番最産がき

船には比較的建造の容易な商船もありますが︑軍艦というのは人智を尽くした

(明治四一)年の竣工です︒英独のタービン巡洋艦に遅れること三年半です︒民

長時造船所で造りました小型の巡洋艦︑﹁最上﹂(初

の最初のタービン接載艦艇は︑お配りした表一で向んでいただきますと︑一一一菱の

九O五年ですが︑舶用タービン技術が日本に入ってきたのはその頃です︒日本

るのが一九OO年︑イギリスやドイツでタ!どン搭載巡洋艦が完成するのが一

式に乱入したのが一八九七年︑イギリス海軍がタ!どン搭載駆逐艦を試し始め

入されたかお話しします︒パiソンズのタlピニア号︑がスピットヘッドの観艦

上げることができませんので︑舶用蒸気タービンの技術がどのように日本に導

小野塚タービン翼のそもそもの由来について︑いまここで正確なことを・申し

小野塚先生︑よろしくお願いします︒

一開会(鈴木)次ですが︑タiピン翼の由来について知りたいということです︒

全弱化して鋲接工法を駆逐するのは第二次世界大戦後です︒

信頼性が低いこともあって︑その後も部分的に用いられただけで︑電気溶接が

スと日本でそれぞれ境界最初の全溶接船が建造されはしますが︑当時の溶接は

への溶接技術の導入は第一次大戦中には始まりますし︑一九二O年にはイギリ

のです︒これが基本であるとお考えいただいてまず関連いありません︒造船所

て︑その穴に赤熱した鋲を通し︑鋲の頭をハンマーで叩いて潰して︑接合する

合わせる方法は︑戦前・戦中までは基本的に鋲接です︒鍋銀や鏑材に穴を開け

小野塚船殻工事の基本的な方法︑つまり鍋銀と鋼銀や︑鋼材と鋼板をつなぎ

鋲接ですか湾接ですか︒あるいは電気ですか︒

これは小野塚先生へだと思います︒船体の製造はどのようになされましたか︒

の神経系統︑海軍の用兵設計思想︑あるいは日本全体の製造業における設計思

間の蔀船でも︑これと伺じ年に︑やはり三菱長崎造船所が東洋汽船向けに﹁天

しかし自動車の方ではかなり強い︒今日の話でき口えば︑軍艦が問題になります︒

想と製造との関係は︑この百年︑あまり変わっていないのかなという印象を受

洋丸﹂というタービン船を造っています︒この﹁天洋丸﹂というのは︑サンフ

3 ですが︑これが一九O八

けました︒これで不十分ですが︑私のコメントを終わらせていただきたいと思
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工した﹁扶桑﹂はカiティス・タービンの改良型です︒ほとんど日本独自の設
計でもって蒸気タiピンをつくるようになりましたのは︑一九二O年に竣工し

設計に改良を加えるところから始めたわけでして︑たとえば︑一九一五年に竣

とです︒どこから独自設計と判別するのは難しいのですが︑外国から導入した

独畠にタービン機関の設計をして︑製造するようになったのは︑もっと後のこ

ティス・タービンの現物を興ってくるということはやっておりますが︑日本で

このように︑パiソンズ・タービンの設計を翼ってきて造る︑あるいはカi

﹁伊吹﹂や戦艦﹁安芸﹂にタiどン機を積んでいます︒これはいずれもアメリ
カからカi一アイス・タービンを輸入して搭載しています︒

ます︒その後︑日本では︑装甲鑑の時代になりますと︑たとえば装甲巡洋艦の

ビン機関を開発したパiソンズ社の設計通りにつくったタiピンを装備してい

たい開じ速度で走る快速船でした︒﹁最上﹂も﹁天洋丸﹂も︑世界で最初にター

ランシスコ航路に就航した非常に薮華で高速な純客船で︑当時の巡洋艦とだい

ますが︑海軍兵器製造に必要な aihに関する資料について︑体系的に整理さ

司会︿鈴木)小野塚先生宛てですが︑今日のレジメの最初のペiジだと思い

た
︒

人しかは入れなかったのです︒悲しい話です︒皆さんに聞かせたいと患いまし

ろだ﹂と雷われ︑帰されたそうです︒実は鼓膜が破れていたそうです︒海軍軍

軍医のところに行ったら︑﹁ここは職工の来るところではない︒軍人が来るとこ

そうです︒爆弾︑が雨のように落ちてきて︑ふっと気がついたら体調が惑いので

腐葉土をとっているおじいさんに会いました︒その人は海輩工廠で働いていた

れがやっとわかったのです︒権事静物館に今年︑行ってみると︑戦艦﹁大和﹂

つつくように攻撃してきたそうです︒どうしても片方だけに落としてくる︒そ

した︒雄雄しい話じゃありませんか︒そして︑沈む時にアメリカ箪は蜂の巣を

びていけ﹂と︒そして︑鬼軍縮閣は戦艦﹁大和﹂の沈んだところに行って沈みま

小野塚貴重なお話しを聞かせていただきありがとうございます︒

は不沈艦なので︒その分で︑片側から攻撃されたのです︒三点目は︑休山で︑

た戦艦﹁長門﹂や︑巡洋艦の﹁球磨﹂の技本式タービンが最初です︒

内容は︑ニ度戦艦に乗って沈没したという︒一一産めは﹁大和﹂で︑沈没したの

せんか︒元軍人の一人が︑隣の寺本公園でたまたま話しかけてきました︒その

一割が眠っているのです︒毎年︑奉りが行われています︒悲しい話ではありま

霊が眠っています︒一一一O万人というと︑戦没者は全悶で三O O万人ですから︑

軍人や戦没関係者が集まって︑盛大に奉りが行われていました︒一一一O万人の英

索開私は海軍基地の前で生まれたのです︒九月八日の秋分の日に︑全国から

司会(松本)よろしいでしょうか︒

も苦労したそうです︒

さま︑ざまな合金が試され︑また捜雑な三次曲闘をなすタービン翼の設計や製図

鋸・ニッケル合金の飯高メタルとか︑ N‑M・ブロンズとか︑ステンレス鋼とか︑

んなども携わりました︒材質的にも︑ニッケル鋼から始まって︑アルミニウム・

ったようで︑その設計には︑先ほどちょっとだけ名前をあげました横山孝三さ

さまざまな技術についてもいろいろと解説されています︒現在でも︑海軍の入

った本が出ています︒宜0 0ページ近い大著で︑各国海軍の現状︑だけでなく︑

あります︒すでに明治時代にも︑小栗孝三郎の書いた明帝宿及列国海輩﹄とい

かったと思われます︒ただ海軍兵器に関する入門的な審物や概説書というのは

ら︑これらの技術全体を網羅集大成したような審物を一人で書くことはできな

砲のことも知っていますが︑全体としてそれをとりまとめることが設計ですか

た人たちです︒もちろん設計躍さんはある程度は機関のことも知っているし大

体を造る人と機関をつくる人とは全然別の領域にいて︑全然別の勉強をしてき

技術の世界というのは︑明治時代においてすでにそうだつたと思いますが︑船

れており︑その全体を体系的に整壊した文献はおそらくないだろうと思います︒

手に整理したものです︒それらは︑大学の工学部では別々の領域として教育さ

小野塚大変申し訳ないのですが︑ aからhまでの八つの技術領域は︑私が勝

ことです︒

れた文献を見ることができますか︒技侍史について興味を持っていますという

で流木につかまっていた︒生き残ったのですが︑ある船員を教育していた鬼軍

門書とか概説書というのは探せばあるのではないかと患いますが︑技術はさら

このころの︑特に衝動型のタービン翼の設計と製造はずいぶん難しいことだ

曹が流木につかまりながら︑若い兵士に﹁おい︑お前は将来があるから生き廷
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から︑﹁筑波﹂であれ﹁安芸﹂であれ︑設計が悪ければいい船はできないのです︒

ったというのが︑今吾︑私︑が申し上げたことです︒建造は設計通りに造りまず

すが︑失敗の直接的な藤因は設計の側にあって︑建造に関していえばうまくい

それから︑先ほどいただいた質問の中で︑主力艦の国産化の失敗についてで

し上げます︒水面上から四0メートルぐらいの高さにある艦橋や測距儀から︑

用の長物です︒先ほどの山下さんの話にも関わることですので︑ごく簡単に・申

砲は︑射程が長くなるのですが︑その射程を使いこなすだけの目がなければ無

げます︒﹁長門﹂の一六インチ砲とか﹁大和﹂の一八インチ砲のような大口径の

生から神経系統はどうなっていたのかということですが︑これについて申し上

風に見るとは思いますが︑しかしそれはやはり進化の袋小路に入り込んでしま

そこで︑自本はもう一度︑﹁金制﹂の設計をイギリスから賢うことによって︑間

伺キロ先まで見通せるかというと︑理論的にはおよそニニキロ先の水平線︑が見

に広くかっ深くなっていますから︑技術全体を体系的に整理するのは非常に難

型艦を造り︑さらにその設計を生かして超ド級戦艦を独告設計に進んだのです︒

えます︒だけど︑どんなに天気が晴期でも︑波もなく霧も水しぶきも飛んでい

った存在であります︒それが第一に申し上げたいことです︒二番目に︑安部先

それが﹁扶桑﹂とか﹁伊勢﹂で︑その先にできたのが﹁長門﹂・﹁陸奥﹂の二隻

ないなどという状況は︑ほとんどありえません︒波があり水しぶきがあり︑海

しいでしょう︒

です︒この辺りで独患の設計能力を確立したといっていいのではないでしょう

霧︑が出ている︑そういう状況では︑四0メートル︑あるいはそれ以上の高さの

際にはまず見えないのです︒見えないところに向かって弾を撃つことはできま

か︒この後︑﹁土佐﹂や﹁赤城﹂の計闘を経て︑最後に造ったのが︑﹁大和﹂・﹁武
しかし︑建造に関していえば︑第一次大戦前には技術的にほぼ自立したと申

せん︒つまり︑大口径砲になればなるほど︑光学機器だけでは︑索敵や目標捕

灘距儀で測っても︑あるいは艦橋の望遠鏡から覗いても︑ニニキ口先なんて実

し上げても差し支えないでしょう︒技術の自立とか︑自立していないとかいう

捉の能力に不足︑が発生してくるのです︒これは実をいうとレーダーを使っても

蔵﹂になるわけです︒

のは︑細かく・申し上げると非常に難しくて︑自立したとされる後も︑何何を輸

開じことです︒レーダーの波長の矩い電波は︑水平線を回り込んでその先に到

一四インチ砲の有効射程はたかだか一一O数キロぐらいだったと思いますが︑

入していたなんでいうことはずっと後まで続くのです︒独自には製造できなか

上げたのは︑その当時の主力艦を設計するという技術の告立は︑自本は第一次

一六インチ︑一八インチに強化しても︑それより先の目標に有効な打撃を与え

達することはできませんから︑やはり見通し距離しか見えません︒水平線を越

大戦期にずれ込んだけれども︑主力艦の建造︑ものを造るという点でいえば︑

ることはできないわけです︒どんなに進歩した光学機器やレーダーを用いても

ったものというのは︑ずっと後まであるのです︒それを言ったら︑今のアメリ

それより平く日露戦争後にすでに技術的にはほぼ自立していたということです︒

これは同じことです︒それより遠くを攻撃するには航空機が必要になります︒

えて見ることができませんから︑船の播楼の一番上にレーダーをつけたとして

それから︑﹁大和﹂の意味ということについて︑高橋先生からも安部先生から

大口密砲を活かした長距離砲撃を本当にやるのであるならば︑飛行機で偵察し︑

カだって︑ものによっては外国から技術導入するということもあるわけで︑あ

もいろいろご指摘をいただきました︒私もそれについてはいろいろ考えること

着弾観測をし︑修正を瞬時に教えるということをやらなければならないのです︒

も︑そこから見通せる距離はたかだか数十キロです︒もしもそれ以上︑遠くを

はあるのですが︑簡単に言ってしまえば︑﹁大和﹂は︑袋小路にはまった想竜の

それだったら始めから航空機に爆弾や魚雷を積んで攻撃をした方がてっとり早

る技術の'目立とか国産の達成とか本当に見概めようとすると︑あらかじめ基準

ような存在であると思っています︒それ自体︑非常に臣大で堂々としたもので

いのです︒実際︑われわれが知っている海戦の歴史で︑第一次大戦の後︑船が

狼おうとすると︑飛行機を飛ばすしかないわけです︒

す︒たぶん今︑自の前に吉生代の恐竜が現れたら︑非常に立派な動物︑だなと︑

航空機に勝った例はないのです︒﹁大和﹂︑﹁武蔵﹂の最期もそうですが︑最近で

を明瞭に限定しないと︑意味のある話はできないと思います︒私︑が今日︑・申し

ほれぼれとして見ると思います︒同様に︑﹁大和﹂が自の前にあれば︑そういう
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ルゼンチンの側も﹁ヘネラル・ベルグラlノいという臣大な巡洋艦がイギリス

ンチン海軍機の放ったエクゾセというミサイルで炎上沈没しています︒一方ア

のどちらかというと旧式の攻撃機の爆撃で沈没し︑﹁シェフィールド﹂もアルゼ

へ派遣しますが︑そのうちの﹁コヴエントリi﹂という船はアルゼンチン空軍

がありました︒イギリス海軍は当時最新鋭のミサイル駆逐艦をマルビナス諸島

すと一九八二年に発生したフォークランド諸島(マルビナス諸島)をめぐるアル
ゼンチンとイギリスの争いでは︑現代まれにみる航空機と艦船との開での戦闘

を工蔽は利用しなかったのでしょうかという質問がまいっております︒

しますが︑次は奈倉先生なのですが︑伊藤先生から中国山地で生産される和鉄

司会(鈴木)どうもありがとうございました︒どうも小野塚先生だけに集中

ざるを得ないのです︒安部さんのご指摘の通りだと思います︒

テムというか︑神経系統のソフトの点でいえば︑日本は非常に弱かったといわ

闘機の一つであったと思います︒しかし︑それらを有効に使うための情報シス

いなく世界最大の戦麟ですし︑ゼロ戦は太平洋戦争開始当初には世界最強の戦

ったと一吉わざるをえないのです︒単に個々の兵器としてみれば︑﹁大和﹂は間違

の潜水騒に沈められています︒第一次大戦の後︑水上艦は航空機や潜水艦に対

奈倉最初におわび申し上げます︒高機先生のご指摘に関することです︒一覧

(主要参考文献)を配つでありますが︑﹃英市史﹄第三巻︑一九六三年というの

しては決定的に分が悪いのです︒
私は戦争そのものに賛成しているわけではございませんが︑第ニ次大戦謹前

や僚機と交信できない状態で飛ばなければならず︑無線封鎖状態でなくても︑

話機が装備できませんでした︒日本の単座機は空に上がってしまったら︑基地

には無線電話機が不可欠です︒ところが日本では単座機用の倍頼できる無線電

飛行中に電信キーを叩くなんでいうことはできず︑外とのコミュニケiション

のハードについては明らかに遅れていました︒単座機は一人で操縦しますから︑

線機であったりレーダーであったり︑いわゆる電子機器です︒日本は神経系統

なります︒神経系統にはそれを構成するハードの部分があります︒たとえば無

ところが︑航空機を充実させるなら︑安部さんの﹁神経系統﹂が非常に重要に

やそれらに関連する装備に力を注ぐべきであったということになるでしょう︒

艦に技術と資源と労働力を投入するよりは︑もっと潜水臓や航空機や航空母艦

いましたが︑日本で最初にどちらができたのが先かという話は実は難しいので

して︑先ほどのお話の関係でいきますと︑レシプ口からタービン翼の話︑が出て

もう一つ︑市史編纂の六四年の仕事の中に︑臭いこともいっぱい書いてありま

その影響が大きいです︒その意味で︑よろしくお願いいたしたいと思います︒

せんでした︒ただ非常に市史の仕事というのは大変ですし︑いったん出ますと︑

千田先生にご一言そう一吉ってくれないと︑私の立場︑がない﹂と︒申し訳ありま

それを私が受けてお話ししたので︑一九六四年の昌一︿市史 hの話で︑先ほども

日本製鍛所の方が多くつくっていたんだ﹂ということを力説したことがあって︑

いうのがあるのを︑日本製鍛所特機部にいる国本さんは︑﹁そんなことはない︒

他にもそういう記述があって︑いつのまにか一四インチ砲は呉で造っていたと

ご四インチ砲は︑全部呉で造った﹂というようなことが響いであって︑実は

と六四年というのとこ通りあるみたいで︑四O年以上前の﹃呉市史﹄の中に︑

まるで第一次大戦中のように近寄ってきた味方と手信号で会話するなんでいう

すが︑この市史の第一一一巻の中にも︑造機部長であった水谷叔彦︑が︑﹁伊吹﹂と﹁安

の時点で日本︑が戦備を合理的に整えようというのであれば︑﹁大和﹂のような巨

話をうかがったこともございます︒こういった単座機用の無線機ですとか︑レ

五坐くらいかかっているのです︒起工から竣工まで︒先ほどの話︑だと︑最初は

芸﹂には急逮カiチス式タービンの装備に非常に尽力したという記述がありま

それだけでなく︑自本は神経系統のソフトの聞でも︑情報をいかに合理的に

他の方が早かったようですが︑とりかかったのはどうも呉工廠の造機部長の水

ーダー︑あるいは︑対空砲火の有効性を飛躍的に高める近接信管ですとか︑電

たくさん集めてそれをうまく活用するか︑たとえば偵察機という機種をいかに

谷が率先して山内工臨長にかけあってやらせた︑と︒そういう逸話がいっぱい

す︒事実だと思いますし︑実際に竣工がその﹁安芸﹂は途中で取り替えたので︑

合理的に使うか︑収集した情報を伝達するためにどういう暗号通信が必要かと

載っております︒実は私が配りました表の三の水谷叔彦というのはその人でし

子・電機の技術︑か弱かったのはよく知られています︒

いった︑海軍のシステムとしての構成という点に関しても︑非常に無駄が多か
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時代には︑鉄から鋼へと移片付していった近代の鉄鋼業の時代には十分に適用で

う︑一九世紀半ばぐらいのイギリス︑ドイツあたりで技術発展した大量の鋼の

そのできあがった銑鉄を平炉なり転炉に過して︑材料の溶けた鋼をつくるとい

そういう意味では︑役割を果たすのだと思いますが︑高炉で銑鉄をつくって︑

和鉄をフルに動員していろんなのに箆われるというのは︑あったと思います︒

鉄飢鰻の時期︑大戦期とか︑第二次大戦の時に非常に鉄が欠乏している時に︑

いろいろな補助材といいますか︑そういうものとしては使われるし︑いわゆる

いうことだったと思います︒非常にいい品質のものができますから︑和鉄で︑

銀をつくる主原料としてはできないと︑そこでもはっきり雷っています︒そう

実際には大量生産には向いていないから︑海輩用として大量の大砲だとか装甲

いう時に︑やっぱり中富地方(鳥取︑島根)に多くある砂鉄で試みてきたと︒

で何かできないかと︑高炉で鉄をつくって︑それを何か梅軍用に使えないかと

ら話が持ち込まれて︑北海道の鉄を原料にして︑砂鉄を京料にして︑まず高炉

実は︑山内万寿治が異鎮守府一司令長官をやっている時に︑北山灰の井上角五郎か

ができあがるようですが︑大量生産に向いているかというと寂界があるわけで︑

熔状でできてきますし︑おそらく刀だとか包丁︑だとかには鍛錬をしていいもの

ら︑いわゆるタタラでつくる鉄というのは︑品質はいいものができますが︑半

の鉄鋼業中心でやっていましたので︑詳しくは存じ上げないのですが︑砂鉄か

近代の鉄鋼業の︑日本に釜石から始まる製鉄業︑釜石︑八幡といって︑その後

それで︑ご質問の件ですが︑和鉄に関しては︑私よく研究しておりませんで︑

千田基本的には奈倉先生と同じなのですが︑初期は︑東城町等で砂鉄のこと

この問題については︑千回先生がご存知なので︑追加でお願いします︒

和鉄ですね︒おっしゃる通りだと思います︒説明が不十分で申し訳ありません︒

年か九四年だったと思いますが︑明治二七年ぐらいだと思います︒それ以前は︑

不十分︑官営時代に失敗したりして︑コークス吹き銑鉄ができるのが一八九三

のです︒明治一 0年代ぐらいではまたちょっと違う︑まだ日本で釜石の操業も

ると忠います︒受け入れ側から見ると︑それほど︑一九OO年以降は多くない

す︒ですから︑供給の僻から見れば︑おそらく海輩工廠向けというのは出てく

いろ品質コントロールする際にですね︒入れていくところでは全部使っていま

というのも︑部分的にはですからみんな出てくるのです︒材料の中には︑いろ

スウェーデン製ですが︑次はイギリスのヘマタイト銑鉄です︒砂鉄原料の和鉄

使っている配倒的多くは︑スウェーデンの木炭吹き銑鉄と︑一番最優秀なのは

一
九0 0年代以捧なのですが︑一九0 0年代以降の呉にしても室蘭にしても︑

納入先としては海軍工臓は多いのです︒持期的には︑私がよく知っているのは

奈倉量的には︑圧倒的に他のを使ったということで︑和鉄の方から見れば︑

に入れた方がいいんじゃないかなという気がします︒

いて︑かなり出していると思います︒だから︑そういったことをもう少し視野

軍工廠︑広島︑だとか横須賀だとか︑そういったところから実は引き合いがきて

えば北陸方面の新潟の三燕だとかといった刃物の産地だけではなくて︑実は海

いるわけです︒むしろ主流は銑鉄です︒それを輸出していくというのは︑たと

は玉錦をつくっているというような認識ではなくて銑鉄をかなりつくってきて

らの初期の鉄原料はどこから入手してきたのか︒たとえば明治一 0年代とか︑

きなかったのだと思います︒この点についてはおそらく広島の県立大学にいら

を調べさせてもらったのですが︑結局広島鉄山を官営にして︑高炉でかなり近

て︑呉工販の造機部長を大変長くされた方ですが︑その後に日本製鍛所の幹部

っしゃる野原さんが詳しいのですが︒このくらいでよろしいでしょうか︒何か

代化したわけで︑そういう形でタタラを︑砂鉄でもって近代製鉄への転換とい

それは洋鉄では決してないと思うのです︒中間山地というのは広島も含めてで

詳しい品質上のことをお知りになりたいのであれば︑ちょっと私では答えにく

うものができないかどうかというのを︑国家的な形で試みました︒そしてその

に迎えられて︑非常に重要な役割を果たしている方です︒それだけ先におわび

いのですが︒

結果︑これを大量一生産という形ではできないとなった︒しかし︑陸海軍の特殊

すが︑鳥取も島根もそうですが︑かなり大量の銑鉄をつくっていまして︑これ

震関たとえば︑先生が利用されている資料によると︑窓認の日本製鋼所がで

な鱗として使うということで︑大阪砲兵工廠などで何回も試験をやって︑品質

と補足をさせていただきます︒

きてからとかの時期からの鉄錦業は見えているのですが︑構軍工販ができてか
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イツカ!ズ社の方にいち早く呉は傾斜をしていきます︒一九 O年の﹁金側﹂

力をしていくから︑山口︿もそれを前提として両社からの技術を入れていくと︒ヴ

はアlムストロング社とヴィッカiズ社は︑日本製鋼所を介して共同で技術協

的になってくるわけです︒日本製鋼所︑が一九O七年に設立されまして︑その時

その後は︑装甲銀を日本︑が︑呉が製造し始めて︑むしろヴィッカ1ズ社は協力

ういう意味で︑一九O二年︑O三宅くらいの時は見せてもらえなかったのです︒

術については鴎いをして絶対に見せないというようなことだったようです︒そ

いくら同盟関係︑日英関盟があって︑その関係が緊密だとは一吉つでも︑申銀技

らつくっているちょうどその開発している途上なのです︒それを一九Oニ年に

ないのですが︑先ほど・申し上げたV C甲銀というのを︑ K C申銀を改良しなが

すわけですが︑ヴィッカiズ社は当時︑まだ私もこれはキチンと裏が取れてい

受け入れてくれたということで︑アームストロング社に技術導入のメインを移

その後︑自分はア!ムストロングびいきになるという︒アiムストロング社は︑

す︒で︑山内の司回顧録﹄によると︑それ以前はクルップ派だったのですが︑

もっと麗然と︑要するにK C申銀の技術を盗まれるのを嫌って拒否するわけで

す︒山内の叫回顧録﹄などを読んでみると︑非常にはっきり出ていますのが︑

技術の導入ではなくて︑それに名を借りて装甲銀の技術を盗んできたいわけで

わけですが︑この頃は︑何を狙って技師を派遣していたかというと︑一般的な

のところでですね︑一九O三年の﹁香・取﹂﹁鹿島﹂の発注の際に技師を派遣した

問が十分にあれば︑もっと正確にお話をすればよかったのですが︑﹁一一一﹂の途中

連で︑どういう風な違いがあるのかといったお話だったと思いますが︑私も待

り関与していないという問題と︑ヴィッカiズ社が拒否したという問題との関

生にもお答えいただいた方がいいと思いますが︑横井先生の︑イギリスがあま

奈倉もう一つは別のことで︑先ほど高橋先生のコメントの中で︑後で横井先

ます︒

司会(鈴木﹀伊藤先生︑よろしいでしょうか︒奈倉先生︑引き続きお願いし

大戦の時に鏡われたといわれています︒

どでかなり箆われています︒一般に︑第一次大戦後に一度衰退し︑また第二次

は抜群にいいということで折り紙がついて︑山絵地方のタタラ製鉄︑が呉工廠な

のができまして︑世界で初めてイギリスが武器輸出をライセンス制にするわけ

限りでは︑一九一二年に︑イギリスで世界で初めて﹁武器輸出禁止令﹂という

が確認できるようになるのは︑資料のよではもっと後なのです︒私が確認した

かないのです︒日英同盟があるからということでもなかなかないのです︒それ

そこに明確に介入してくるとか︑これをサポートしていくという記録がなかな

くということに対して︑イギリス政府か︑イギリス梅箪が︑なんらかの形で︑

し上げたのですが︑今のところイギワスの民間企業が日本に武器を輸出してい

開されていくわけです︒それに対して︑先ほど私︑極端な言い方をすればと申

す︒イギリスの民間の企業であるという︑そういう関係の中で︑武器移転が展

ろが︑イギリス側はイギリス海草ではないわけです︒イギリス政府でもないで

それを熔ぶのは日本海軍であるわけです︒それが最大の顧客なわけです︑とこ

とが民間レベルでなされるわけですが︑8本は民間ではないわけでありまして︑

技術者の指導もなされる︒それも︑最先端の技術の指導なわけです︒そんなこ

問盟以降︑自本製鍛所という形で︑日英合弁の兵器製造附ができると︑そこで

技術清報を合んだような兵器でも︑日本に輸出されてきます︒あるいは︑日英

を輸出するわけです︒その輪出する中身は︑決して二流兵器ではなくて最新の

るヴイツカiズ社︑アームストロング社というのが︑イギリスから日本へ武器

いいくらい企業なわけです︒政府ではないのです︒たとえば︑今の話に出てい

れども︑その時に︑イギリスから日本へ武器輸出を行うのは一 OO%と言って

ような形で展開されたかということをいろいろな側密から見ているわけですけ

日本への軍事技術とか製造技術︑要するに武器移転というようなものを︑どの

いてやっているわけです︒それは日本からイギリスではなくて︑イギリスから

究では︑過去に渡ってイギリスと日本の関係について︑かなりのウエイトを置

きましたので︑今の件について補足説明をさせていただきます︒私共の共同研

犠井私︑一応問題提起者なのですが︑報告に関わった内容を話させていただ

回しします︒

リス政府としては関与しなかったということだと思います︒横井先生の方にお

大きな流れではそうです︒横井先生の方から説明があるかと思いますが︑イギ

の持の発注を契機として︑呉もヴィッカlズ社の方に重点が移っていきます︒
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交の中で︑的国にもその枠を当てはめていこうというようなことをやるわけで︑

ライセンスを発行するのです︒そんなことをやり始めるのです︒それを国連外

というところが︑輸出先であるとか︑品目について個別に︑しかも期開娘定の

が出されて︑項目ごとにライセンスを発行していく︒高務院の中の梅外貿易局

エクスポiト・プ口ヒピション・アクト﹂というような輸出禁止令みたいなの

世界に拡散するのを最も恐れたのがイギリスであるということで︑﹁アiムス・

です︒第一次大戦の時に︑膨大な兵器が余剰兵器として残るわけです︒それが

ギリス海軍省が規制をしないという点は事実です︒ただし︑このような状況は

このような先端機器を敵対国に売却していることは奇異に感じられますが︑イ

しておりますし︑トータルで世界三十数カ国に機器を輸出しております︒通常︑

端機器である光学機器を︑ B&S社は日露戦争誼前に日本︑ロシア双方に売却

のように︑イギリス海軍省と民間製造業者の関係の典型的なタイプでした︒先

山下光学機器の製造業者日& S社について申し上げますと︑まさに今のお話

ダi の話とかありましたので︑ご発言お願いいたします︒

つ守ついて︑安部先生のお話にありました︑﹁自本は一つの技術に対してまっす

第一次世界大戦前までの話であり︑ B&S社に対するイギリス海軍省の締め付

もう一つ︑それと関連するのですが︑日本との関係でいえば︑同じ一九二一

ぐで﹂という点ですが︑戦艦﹁大和﹂との関連から一吉えば︑まさに同艦に載せ

明確にイギリス政府のスタンスが出るのは一九一二年ではないかと思っている

B本に海軍航空隊ができる時に︑イギリスからセンピル航空使

けといいますか︑輸出に対する規制は一九二一一年以緯徐々に本格化いたします︒

年という年に︑

られた測距儀はその一つの例ではないでしょうか︒基線長一五・五 mという世

のが︑一つでございます︒

館盟というのがくるわけです︒日本が呼ぶわけですけれども︑イギリス側の資

界最大の測穎儀がこれにあたります︒ただ︑これ以上大きな測距儀が当時他国

レーダーについてですが︑なぜ日本海軍はレーダーが遅れていたのかという

料を見ますと︑航空技術を島本海軍に移転するわけですけれども︑その時に︑

海・空の中の海軍は︑第一次世界大戦以降になると︑日本海箪にイギリスの海

点については諸説ありますが︑ここ数年︑東京工業大学の河村山内止さんが︑司科学

でなかったという背景には︑﹁大和﹂の主砲の大きさもさることながら︑別の点

軍技術というものが移転するのに対して︑かなりネガティブになっている一つ

史研究﹄にて数回にわたり論文を執筆されております︒私も専門家ではないの

イギリス海軍はそれに反対するんですね︒正式なミッションを派遣することに

の証左だろうと思っているわけです︒その時点︑いずれも一九一一一年ぐらいに

で︑レーダーについて詳しくご説明できませんので︑もしご関心ある方︑かいら

に理由があるでしょう︒それはレーダーとの関連です︒この点については後に

は︑そういうスタンスが明確になってくるのですが︑第一次世界大戦以前のと

っしゃればご覧いただければと思います︒

反対するのです︒結果としては︑アンオフィシャルな︑非公式なセンピル告身

ころでは︑そういう風なことが確認できていません︒あくまで政府とイギリス

商会(鈴木)どうもありがとうございました︒後︑千問先生の方から︑﹁軍器

述べるとして︑このような︑大型測距儀を作る技術をはじめ光学に携わる技術

の海軍と日本の海第というような関係で兇ても︑そういうのが明確に出てくる

独立ヘ出産化にご発言︑かありますので︑お願いします︒

も予備役︑他の指導団も全員予備役という統空使節団がやってくるわけです︒

のは第一次世界大戦以降であります︒

千閏短時間で説明させていただきます︒高橋先生から︑国産化を目指す政策

者の存在は︑産接ではないにせよ戦後の日本のカメラ製造業や半導体のステッ

司会︿鈴木)どうもありがとうございました︒ちょっと難しい点は︑第一次

が行われていたが︑必ずしも国産の占める割合が常に高くなっていくという風

外務省であるとか航空省はそれをサポートするにしても︑海軍省が強硬に反対

世界大戦前ですと︑誼接的な形で政府の政策は出ないのですが︑インフォーマ

にはなっていないじゃないかというような指擁があったと思います︒国産化の

パl技術の前提として継承されていったと考えられております︒

ルな形で︑それをどう見極めるかというのは︑非常に難しい論点︑だと思います︒

政策と実際︑輸入量と悶産がどうであるかということはストレートには結びつ

していました︒それは政府という形ではないのですけれども︑イギリスの臨・

それで︑山下先生の方から問答をいただいていないので︑先ほどちょっとレi

nべU
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かないということは言えると思います︒

ときのボイラーはすべて最高庄で蒸気を発生し︑機関は計画出力よりかなり高

タービンの出力とボイラーの出力︑予備がつけであったのではないかと想像さ

リスから導入した頃の話ですので︑信頼性という話があったと思うのですが︒

ど︑蒸気タービンの動力源としてはボイラーがあったわけですが︑当時︑イギ

ついてお話がありましたけれど︑蒸気タービンで推進独立だと思うのですけれ

質問小野塚先生にお聞きしたいのですが︑造船技術のうちで推進力のことに

司会(松本)フロアから質問はご︑ざいませんか︒

ないかと思います︒

呉鎮守府造船部という形で︑実現していると︒こういう形で証明できるのでは

ない︒長期的にものは考えてみなければいけない︒で︑長期的に考えた場合︑

かったことを根拠としているわけですが︑そういうことで決められる問題では

んという方が一一一日われているわけですが︑西海造船所建設に予算が一年間つかな

れに対して︑一八八二(明治一五)年に一八O度転換したというのは︑室山さ

そして性能を向上させていく︑一一濁ってみれば︑長期的な開題なわけですが︑そ

は政策︑そして工場を造らなくてはいけない︑生産活動をしなければいけない︑

きないものは輸入に頼らざるをえない︒そして︑この悶産化を呂指すというの

とを学びました︒ですからそこのところ︑調整能力や修理の能力︑が高かったと

けれども︑高度な修理・調整能力を有する光学工場へ成長していったというこ

貫して光学機器の研究開発製造の中心的再在にはならなかった︒ならなかった

質問山下先生に︑レジメの﹁まとめ﹂のところで︑呉工織の光学工場は︑一

司会︿松本)後︑もう一人だけです︒

も変わりません︒

当たり︑ボイラー一纏とはならず︑最低でもニ躍は備えられています︒これは今

で発生するようになります︒このように纏数は減少してきましたが︑機関一基

では四軸八万馬力を二二確で発生し︑﹁大和﹂になると一宜万馬力をわずか八躍

剛﹂ですと三六もの汽擁を備えていましたが︑ボイラー技術の上がった﹁長門﹂

す︒二軸一万五000馬力のさま吾が一一五擁︑臨軸で六万四000馬力の﹁金

性が低下し︑また一躍当たりの蒸気発生霊が増大すると︑一隻の機数は減りま

け円筒に近い形状のボイラーにするという工夫をします︒こうして破裂の危換

曲部があると︑そこに庄力が集中して︑そこから破断しやすいので︑できるだ

圧が高くなってくると︑ボイラーの破裂が起きやすくなります︒ボイラーに屈

それから後︑ボイラー設計に関しては︑難しい問題がありまして︑発生蒸気

い馬力を出して回っているのです︒それが一つです︒

れるのですが︑予備機というのですか︑タービン容量とボイラi容量一というの

いうことで︑それが今︑何かに生かされている具体例があれば︑教えてくださ

思産を目指しても︑技術的なことで︑なかなか世界的な技術レベルに到達で

はマッチングしてなくて︑おそらくタービン一基に対して︑︑ボイラーが二時た

かというと︑そんなことはありません︒おっしゃる通り︑ボイラーは余計に付

維積んでいて︑それらがすべて最高の蒸気圧を発生しないと計画出力︑かでない

ラー(汽纏)がいくつあるかというと︑タービン一基にボイ一フi 一鰭なんでいう
ことはなくて︑一隻で一一Oも三Oものボイラーを持っていました︒では︑三O

小野塚スクリューが剖軸ですと︑機関も四基ありまして︑それに対してボイ

率が減ってきたのだということがあれば︑ご教授ください︒

とかわかればおしえてください︒それと︑年代を経て︑技術が向上して予備

一回会(松本)本日︑たくさんのご質問があるかと思いますが︑解答すること

司会(鈴木)ありがとうございました︒

い事実です︒

がございます︒彼らが戦後の日本の光学機器製造を支えていたことは紛れも無

自らカメラの設計をしたり︑コーティング技術を活用したり︑いろいろな事例

皆さんが良く知っている光尚子会社にて多数ご活躍されております︒たとえば︑

教えていただきたいと思っております︒海軍の光学関係の技術者は戦後︑現在

山下戦後への継承という点ですが︑そのような企業がここ呉でもあれば是非

BUV

いているのです︒ボイラーが一つくらい最高正を出さなくても︑計画出力は出

ができなく申し訳ないので︑懇親会で各報告者と歓談することで︑お許しいた

とかで運転していたと思うのですけれども︑たとえば一擁余分がついていただ

るようになっています︒艦船は普通は公試時に最高速力を記録しますが︑その
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だきたいと思います︒佐藤様よりいただいたものと読み上げますと︑﹁関頭主催
者から司大和知は呉市のアイデンティティとあり︑来春は大和ミュlジアムが
いよいよオープンしますが︑海軍工織が生んだ技術的成果の何を︑どのように
一般市民に遡及するのがよいか︑ミュ!ジアムは一二世紀型都市活性化の推進
力とたりうるとされるが︑その観点から各種の見解やアドバイスを開きたい﹂
というご質問︑がまいっております︒この点に関しまして︑千田先生にお願いい
たします︒
千田実擦は︑市長さんが答えるのがよろしいかと思うのですが︑私は一部し
か答えられませんが︑一番欲しいなと患ったのは︑オーストラリアに一九八八
年に行った時に︑子どもたちが戦争記念館に先生に連れてきてもらって勉強に
来て︑そこでいろいろなものを先生と話し合って︑生徒同士が話し合って︑自
分たちの歴史というものを︑戦争というのはどういうものかということをブラ
ンクに話し合って︑自分たちの歴史を勉強していたということです︒ああ︑日
本では今まで全然できてないなと反省しました︒被害の露出へだけは全体を把握
できないので︑その実態を見て︑自分たちの麗史がどうだつたのかというよう
なことが理解できるような時間があればなと思ったわけです︒その点を呉で実
現しようとした場合︑呉海軍工織というものを基盤にすべきと思います︒まだ
残っているものを展示して︑そこで働いていた人々がどんな苦労をして︑どの
ようないい知恵を働かして︑どういう技術を取得したのかということを具体的
に教えることによって︑子どもたちは自分たちのおじいさん︑その上の人たち
がどうやって技術というものを獲得していったのか︑また戦争によって︑どん
な悲劇が起きたのか︑またどうしてこんな戦争が起きたのか︑どうして﹁大和﹂
の乗組員のような有望な人間が死なねばならなかったのか︑我々はそういうこ
とをしないためにはどうしたらいいのか︑といっとことを︑一つ一つ現実のも
のを見ながら考えていく︑そういう場に大和ミュlジアムはなってほしいと︑
そういう風に考えております︒
司会(松本)これをもちまして︑パネルディスカッション﹁呉携軍工離の技
術的な成果と課題﹂を終わります︒御静聴ありがとうございました︒
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