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Ⅰ ．第 118 回 定例研究会・見学会の開催について
天野博之会員より：足助の町並みは、単に旧街道筋を歩くだけで約１時間はかかります。小路や
山側、川側の横道も案内すると、２時間程度はかかります。足助の町並みに近代を見つける場合、
昼食を含めて４時間の見学時間をとります。途中で案内から帰られても構いません。
見 学 先：豊田市足助重要伝統的建造物群保存地区
集合時間：2012/09/23(日) 13:00 雨天決行
中
止：当日午前６時に愛知県三河地方に暴風・大雨警報の発令時は中止の予定です。
中止の時は午前６時過ぎに、電子メール版にてお知らせします。
電子メール版を確認できない会員などは、下記の例会幹事まで連絡をお願いします。
大橋幹事(090-1095-8302)・天野幹事(090-1758-9601)
集合場所：豊田市足助支所会議室
見学案内：天野博之・野口英一朗
交
通：公共交通機関を利用する場合。下車は足助大橋の次「香嵐渓」です。
・名鉄豊田市駅〜足助 名鉄バスで 50 分程
行き：豊田市駅(東口)１番のりば発 11：40→12：22 香嵐渓着
帰り：豊田市駅(東口)着 17：25←16：43 香嵐渓発
・名鉄豊田線浄水駅〜とよたおいでんバスで 55 分程
行き：浄水駅発 11：30→12：24 香嵐渓着
帰り：浄水駅着 16：35←15：41 香嵐渓発
・名鉄東岡崎駅〜足助 名鉄バスで 65 分程
行き：東岡崎駅(北)４番のりば発 12：10→13：16 香嵐渓着（遅刻ですが）
帰り：東岡崎駅着 16：57←15：51 香嵐渓発
帰り：東岡崎駅着 17：57←16：51 香嵐渓発
：自家用車を利用する場合
・豊田市足助支所駐車場：有料 500 円
・民間の駐車場もあります。
見学の行程などは最後のページにあります。
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Ⅱ．第８回「2012 年度 パネル展」勉強会の見学会の開催について
開催日時：2012/10/28(日) 9:30 集合 〜12:00 雨天決行
中
止：当日午前６時に名古屋地区に暴風・大雨警報の発令時は中止の予定です。
中止の時は午前６時過ぎに、電子メール版にてお知らせします。
電子メール版を確認できない会員などは、下記の担当幹事まで連絡をお願いします。
大橋幹事(090-1095-8302)・寺沢幹事(090-4217-7143)
集合場所：近鉄・黄金駅 黄金駅から３〜４㎞、金山駅まで歩きます。
内容は、「東海道線建設から、名古屋駅高架化、笹島貨物駅などの鉄道遺産・遺構を見る」
具体的には、近鉄黄金駅に集合 → 名古屋駅高架化でここへ移転国鉄名古屋機関区の転車台 →
旧国鉄名古屋機関区（現ＪＲ名古屋車両区）
、向野跨線橋、笹島貨物駅跡、関急の名古屋駅地下へ乗り
入れの様子、関西鉄道名古屋駅跡地、笹島の再開発 → 三井倉庫、中川運河終点の堀留 → 六反
の架道橋は名古屋駅高架化で架橋 → 名鉄の桁橋の連続鉄道地蔵（踏切があったためか）
、昔は中村
へ通じるメイン道路？ → 山王の信号所で名古屋臨港線の分岐を、名鉄のコンクリート（ローゼ
橋？）橋梁 → 江川橋梁は東海道線開業から現役、江川は煉瓦アーチ橋 → 堀川橋梁（このあた
りで、熱田から名古屋までの鉄道敷設の合理的状況が分かる） → 金山駅で終点。
見学会に引き続き 14:00〜16:30 に第５回の勉強会を、名古屋都市センター13F で行います。また、
第６回の勉強会は 2012/12/09(日)の 14:00〜16:30 に、
いつもの名古屋都市センター13F で予定されて
います。参加は関心のある会員なら誰でも出来ます。資料がある方は 15 部用意してください。この勉
強会に出席希望やご意見などは、担当の大橋公雄幹事（ohashi05@ai.wakwak.com）または当会事務局
までお知らせください。

Ⅲ ．第 117 回

定例研究会の報告
司会（柳田哲雄）・記録（漢人省三）、参加：27 名
場所：大同大学滝春校舎 Ａ棟 14 階交流室、開催日：2012/07/22（日）

13:00
新会員紹介
なし
１．研究報告、調査報告
［117-11-01］産業遺産の見方・調べ方「自動車エンジン（トヨタ車）」

加藤真司 （30 分）
質疑５分

STR 13:03
END 13:34
QAE 13:40
QA
自 動車用な のか何だ かわから ないエン ジンがあ るのです が調べる 方法はあ ります
か？
何らかの手がかりから探す以外、方法がない。
Ｓ 型、Ｎ型 エンジン について 、例の中 には上げ られてい なかった が、特に 重要で
あると思われる。
［117-11-02］
「愛知県の落合煉瓦工場に関する研究（その１）‐工場の歴史と煉瓦窯‐」水野信太郎、
「愛知県の落合煉瓦工場に関する研究（その２）‐落合煉瓦の煉瓦窯の実測調査‐」野口英一朗
（各６分・計 12 分）
質疑 10 分
STR 13:40
END 13:54
QAE 14:02
QA
東洋組との関連について
と何故大口町に窯を築いたのか？
東洋組の由来についての補足説明、窯も場所については不明。
東洋組と落合家との関係については不明。
明治 30 年操業開始だがその頃中京地区で大規模な工事があったのか？
中央線の工事に関連か？あるいは他の何らかの工事があったのか？要調査。
14:02
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休憩 8 分
14:10
［117-11-03］
「金山揚水路揚水エンジン‐豊田市近代の産業とくらし発見館の特別展紹介‐
（地名に名を残した人々、金山揚水）
」
加藤真司 （ 20 分）
質疑５分
STR 14:10
END 14:23
明治 45 年完成、揚水用蒸気機関、逢妻川から取水、駒場新田に給水。
［117-11-04］
「鹿児島 薩州見取り絵図の大幅機復元について」
石田正治 （ 20 分）
質疑５分
STR 14:24
END 14:44
QAE 14:48
幕末の薩摩藩の動力織機・大幅機の復元
［117-11-05］
「瓦斯燈建設届‐中埜又左衛門氏‐」
永田宏 （ 20 分）
質疑５分
STR 14:49
END 15:04
QAE 15:09
明治９年、ガス燈台の許可申請
ガス燈か？石油を気化して燃やす石油ガス燈では？
QA
燈台の高さは？ ２丈５尺＝約７.５ｍ
15:10
休憩 10 分
15:20
２．その他の諸報告、保存問題など
［117-21-01］ミニ講座「ニジニータギル憲章」理論を深める
石田正治 （20 分）
:
質疑５分
STR 15:10
END 15:40
ニジニータギル憲章の条文の解釈についての説明。
［117-21-02］
「田中浩太郎顧問 卒寿の祝賀と感謝の会」開催報告
寺沢安正 （５分）
日 時：2012/07/08(日) 12:00〜14:30
場 所：名古屋市千種区覚王山通り８−18、ルブラ王山・地下１階「はなのき」
出席数：田中浩太郎ご夫妻を含め、24 名
式次第：司会（永田 宏）、開会の辞（寺澤安正）
、挨拶（石田正治）
、乾杯（佐々木享）
、会食、
フルート演奏（大橋公雄）
、出席者からの一言、花束贈呈（赤崎まき子・権上かおる）
、
挨拶（田中浩太郎）
、記念写真撮影（市野清志）
、閉会の辞（野口英一朗）
質疑５分
STR 15:41
END 15:46
［117-21-03］
「宮城県震災後に現存する塩竃・石巻の産業遺産」
大橋公雄（ 10 分）
質疑５分
STR 15:49
END 15:59
① 塩竈神社燈台石組み 幻の洋式灯台の跡、石組みのみ現存。
② 石井閘門
明治 15 年、北上川と北上運河の接点に建設、洋式閘門
QA
説明の中で石と石を繋ぐ“鎹”(かすがい)と紹介されたものは、錬鉄で作られた“契”(ちぎ
り)と呼ばれるものである。
16:00
３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)
［117-31-01］研究誌『産業遺産研究 第 20 号』について
浅野伸一 （２分）
［117-31-02］会報ニュースレター 電子メール版の原稿募集
橋本英樹 （１分)
STR 16:00
END 16:03
４．シンポジウム
［117-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 31 回報告
山田 貢 （10 分)
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テーマ未定、開催日：2013 年３月例会を予定
STR 16:05
END 16:11
テーマ
「改めて技術史を捉え直す」
基調講演
名城大学 教授 黒田光太郎（金属材料・科学技術史）
開催時期
2013 年 3 月の定例研究会として開催予定（2013/03/24(日)）
参加費(予定)
会員は無料、会員外は資料代実費。
５．見学会、その他の催し物
［117-51-01］第 118 回例会・見学会
大橋公雄 （５分）
詳しくは「Ⅰ．第 118 回 定例研究会・見学会の開催について」を参照してください。
STR 16:11
END 16:14
［117-51-02］２段目価格の２回目の書籍販売について
藤田秀紀 （１分）
2012/07/29(日)13:30〜15:00 上前津の名古屋事務所にて
STR 16:14
END 16:15
［117-51-03］第８回「2012 年度 パネル展」勉強会の見学会の開催
大橋公雄 （１分）
詳しくは「Ⅱ．第８回「2012 年度 パネル展」勉強会の見学会の開催について」を参照してください。
STR 16:16
END 16:17
［117-51-04］
「ものづくり文化再発見！ウォーキング」予告
柳田哲雄 （３分）
詳しくは「Ⅵ．
「ものづくり文化再発見！ウォーキング大会」の開催」を参照してください。
STR 16:17
END 16:18
［117-51-05］第８回「2012 年度 パネル展」の開催
１．2013/01/22(火)〜02/03(日) 名古屋都市センター11F まちづくり広場・企画展示コーナー
２．2013/01/27(日) 13:00〜17:00 講演会・公開研究会 名古屋都市センター11F 大研修室
STR 16:18
END 16:20
［117-51-06］「赤煉瓦ネットワーク敦賀大会」のご案内 水野信太郎
2012/11/24(土)〜11/25(日) 福井県敦賀市で開催。
STR 16:20
END 16:25
６．文献紹介、資料紹介 （
）内は紹介者
【その他の資料】
［117-63-01］
「ＧＩＨ会報 No.85」岐阜産業遺産調査研究会
（事務局）
［117-63-02］
「ＧＩＨ会報 No.86」岐阜産業遺産調査研究会
（事務局）
［117-63-03］
「赤れんが便り vol.58」産業技術記念館
（天野武弘）
［117-63-04］
「赤れんが便り vol.59」産業技術記念館
（天野武弘）
［117-63-05］
「ニュースレター vol.92」名古屋都市センター
（事務局）
７．出版広報事業
［117-71-01］インターネット http://csih.sakura.ne.jp/
［117-71-02］中部産業遺産研究会の本
８．委員会、役員会、研究分科会
［117-81-01］幹事会・役員会
・第１回 2012/06/02(日)〜2012/07/21(土)電子メール、当会の「収入と支出」
「役員等の選出基準」
・第２回 2012/07/22(日) 12:10〜12:50 大同大学Ａ棟 14 階交流室
・必要に応じて電子メールにて開催
［117-81-02］シンポジウム「日本の技術史を見る眼」第 31 回 実行委員会
・第１回 2012/05/27(日) 10:00〜12:00 名古屋工業大学 11 号館２階 11211（Ｔ１）教室
・第２回 2012/07/22(日) 10:00〜12:00 大同大学Ａ棟 14 階交流室
［117-81-03］第８回「2012 年度 パネル展・名古屋のまちづくりを発展させた鉄道網」
（仮）勉強会
・第３回 2012/06/24(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
・第４回 2012/08/12(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F
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・第５回 2012/10/28(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F・予定
同日 勉強会の鉄道遺跡遺産見学 9:30〜12:00 黄金駅集合・予定
・第６回 2012/12/09(日) 14:00〜16:30 名古屋都市センター13F・予定
［117-81-04］研究誌『産業遺産研究第 20 号』編集委員会
・必要に応じて電子メールや電話にて開催
［117-81-05］TICCIH 台湾 2012 準備委員会・勉強会
［117-81-06］定例研究会の「司会と記録」
・第 118 回例会・見学会、司会：漢人省三・記録：市野清志
・第 119 回例会、司会：市野清志・記録：藤田秀紀
・第 120 回例会公開・パネル展講演会、司会：藤田秀紀・記録：朝井佐智子
・第 121 回例会、司会：朝井佐智子・記録：井土清司
９．総務・事務局関係
［117-91-01］
「定例研究会での産業遺産の見方・調べ方や調査報告・研究報告について、
予定および見学希望の用紙記入のお願い」
大橋公雄 （２分）
［117-91-02］研究会スケジュール、関連団体スケジュール、他
・産業考古学会全国大会
2012/10/06(土)〜07(日) 愛媛県新居浜市
・パネル展の勉強会の見学会
2012/10/28(日) 9:30〜12:00 近鉄黄金駅・集合
・TICCIH 台湾 2012・本会議
2012/11/04(日)〜08(木) 台湾
・TICCIH 台湾 2012・ポストツアー
2012/11/09(金)〜11(日) 台湾
・第 119 回例会
2012/11/25(日) 13:00〜 名城大学名駅サテライト
・第８回「2012 年度 パネル展」
2013/01/22(火)〜02/03(日) 名古屋都市センター
・第 120 回例会公開・パネル展講演会 2013/01/27(日) 13:00〜 名古屋都市センター
・第 121 回例会
2013/03/24(日) 13:00〜 名城大学名駅サテライト
・第 21 回総会・第 122 回例会
2013/05/26(日) 13:00〜 会場未定
［117-91-03］会員異動 （ ）内は入会日・退会日
・入会：おりません
・退会：野村保樹（2012/06/15）
16:25 終了
今回の大同大学は初めての会場です。
特に、ペットボトルや食事後のゴミなどの後片付けをお願いいたします。
［懇親会］5:30〜 大同町駅前の韓国料理「スミ」 ＜大同大学青山先生予約済＞ （野口英一朗）

Ⅳ．田中浩太郎顧問 卒寿の祝賀と感謝の会について
実施報告：寺沢安正
田中浩太郎顧問が６月 10 日に満 90 歳を迎えられた「卒寿の祝賀」と、名古屋事務所を 15 年間の長
期にわたり使用させていただいた「感謝の会」を開催したので、下記の通り報告します。
記
１ 日 時：７月８日（日）12：00〜14：00
２ 場 所：ルブラ 王山「はなのき」
３ 出席者：田中浩太郎顧問ご夫妻はじめ関係者 22 名
４ 式次第（司会：永田宏副会長）
（１）開式の辞：寺沢安正副会長
（２）挨 拶：石田正治会長
（３）乾 杯：佐々木享顧問
（４）フルート演奏：大橋公雄幹事、出席者全員からお祝いの言葉
（５）花束贈呈：赤崎まき子会員、権上かおる様
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（６）感謝のあいさつ――田中浩太郎顧問ご夫妻
（７）閉式の辞：野口英一朗事務局長
５ 総括と出席者からのお祝いの言葉
田中顧問に関係される 22 名が集まり、終始、和やかな話に花が咲き、お話を承り、心温まる会にな
りました。改めて様々な分野で活躍された素晴らしい方だと感じました。
順不同で出席者からの祝辞の一部を紹介します。
（１）中部産業遺産研究会設立から産業考古学会の功労賞受賞について
1990(平成２)年、田中顧問が欧州技術史に参加し、その後 1993(平成５)年、中部産業遺産研究会を
設立、2001(平成 13)年に産業遺産研究への貢献により産業考古学会の功労章を受章されたこと
（２）依佐美送信所について
①依佐美送信所の調査、保存に尽力し、IEEE マイルストーン「依佐美送信所」記念碑に田中個人
ではなく中部産業遺産研究会の名を刻まれたこと
②1968(昭和 43)年から翌年にかけて、この送信所が日米の軍事施設に関わったことで学生運動の
標的になっていたこと
③スミス TICCIH 事務局長から、
この送信所が世界遺産に登録されているスエ―デンのヴァーベル
無線局「グリムトン超長波送信局」に匹敵する産業遺産であったことの紹介
（３）
「ものづくり再発見」〜中部の産業遺産探訪〜出版について
この本が 2000(平成 12)年、エイ・ワークスの編集・アグネ技術センターから出版されるに至るま
で尽力されたこと
（４）松永安左エ門、本多静雄、田中顧問に共通する茶道について
松永安左エ門翁が「東邦産業研究所」を設立し、技術院の本多静雄さんを研究所に迎えた。この研
究所が終戦で解体されると本多さんは郷土・猿投（現豊田市）に戻り日本電話施設、FM 愛知などを
設立された。その後、田中顧問は本多さんに招聘され名古屋に移られたが、三人に共通する趣味は
茶道であり、さらに顧問は、宋時代の「蘇東坡」の詩書等の蔵書を持ち書道にも精通されていたこ
と
（５）エピソード
①中部産業遺産研究会活動のため、上前津の事務所を 15 年にわたり提供されていること
②電波技術開発史などの書籍を東京電機大学図書館へ寄贈されたこと
③親しみやすい人柄で、会員の誰とでも気軽に接しておられること
６ 田中浩太郎顧問のあいさつ
東京帝国大学卒業後、逓信省を経て日本電信電話公社に入り、経営技術研修で米国ノースウエスタ
ン大学へ留学された時の思い出、公社を退職後、本多さんの招聘で名古屋に移られた経緯。
また、学生時代から技術史に興味を持ち、1990 年に欧州の技術史の旅に参加し、これらのことが契
機になり 1993(平成５)年に中部産業遺産研究会を設立し、会長職を引受けた。
最後に、奥様から開催していただいたことへの感謝の言葉で閉会した。

卒寿祝への謝辞
顧問 田中浩太郎
残暑厳しい折、会員の皆様にはご健康のことと存じます。世界を熱狂させたロンドンオリンピック
での日本代表選手の活躍と、輝かしい成果はご同慶のいたりです。
去る７月８日の祝賀会には家内共々お招きいただき、懇篤な祝賀と祝意をいただき誠に有難く、厚
くお礼申し上げます。
高校時代から関心のあった科学技術史への志は、中日新聞連載の「愛知の産業遺産を歩く」の記事
に触発され、1988(昭和 63)年に研究会へ入会させていただきました。そして社会科学としての産業考
古学の存在を知りました。また研究会の企画による「産業革命の源流を探る欧州旅行」に参加し、近
代西欧文明の原点を知ることができました。
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また、刈谷市にある旧依佐美送信所に関する私の研究会論文が発端となり、多数の研究会員による
送信所施設の調査報告書は、その後の関係学会や諸団体の目を引き、その後の保存運動の起爆力とな
りました。2007(平成 19)年には米国電気系学会（ＩＥＥＥ）のマイルストーン（歴史的記念物）とし
て認定され、国際的産業遺産となりました。また、1993(平成５)年の中部産業遺産研究会へ改組を機
に、10 年近く会長を務めさせていただきした。会員の皆様のご支援に感謝申し上げます。今や産業遺
産研究は貴重な観光資源として、地域振興にも寄与するようになりました。日本有数の産業集積地域
である中部地方の研究会として、さらなる産業遺産の発掘と調査が進むことを期待します。研究会の
今後の発展を祈り私の御礼の言葉といたします。
敬白

Ⅴ．回 想 −田中浩太郎さんと中部産業遺産研究会−
石田正治
2012 年７月８日、田中浩太郎さん、須美子さんご夫妻を招いて、田中さんの卒寿を祝う祝賀会が「ル
ブラ王山」で催された。この会は、田中さんのご長寿のお祝いともに、これまでの田中さんの中部産
業遺産研究会への物心両面に渡る多大なご支援、ご芳志に感謝しての祝賀会であった。当日のお祝い
の挨拶でも述べたところであるが、田中さんと私、そして中部産業遺産研究会との関わりとこれまで
の歩みについて、この機会に振り返ってみたいと思う。
当時、田中さんより愛知の産業遺跡・遺物調査保存研究会（中部産業遺産研究会の前身）に入会し
たいと、お電話を頂いたのは、名古屋市科学館で開催されたシンポジウム「日本の技術史をみる眼」
第７回(水車の技術史がサブテーマ、1989 年 1 月)の直後であったように記憶している。
入会後は、当時は日本電話施設の会長という要職に就いておられ、大変多忙な中であったと思われ
るが、研究会例会には熱心に参加されていた。はじめの頃、いつの例会であったか忘れてしまったが、
名古屋技術倶楽部(名古屋商工会議所内）によるこの地域の技術者の伝記をまとめた『東海の技術先駆
者』
（第１巻〜３巻）について話されたことが深く印象に残っている。
1990 年春、故山本貴
志夫さんとともに私は
田中さんのご自宅を訪
問した。夏の「90 ヨー
ロッパ技術史の旅」へ
の参加とツアーの団長
をお願いするためであ
った。この「ヨーロッ
パ技術史の旅」の企画
は、愛知技術教育研究
会主催の「79 ヨーロッ
パ技術史の旅」
、
愛知技
教研・愛知産遺研主催
の「85 ヨーロッパ技術
史の旅」に続く３回目
の海外旅行であった。
この当時、産業技術
'90 ヨーロッパ技術史の旅
(史)系の博物館を造ろ
イギリス・アイアンブリッジにて 1990/08/19
うという機運が高まっ
ていたので、企画では、ヨーロッパのすぐれた産業技術系博物館を訪ね、その研究施設や収蔵庫など
のバックヤードを見聞することにしていた。田中さんは、快く団長を引き受けて下さり、故内田星美
先生をコーディネーター(案内役)にして、12 名の参加を得て、1990 年 8 月 17 日から 8 月 31 日まで、
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イギリス、オランダ、ドイツ、フランスの産業技術博物館や産業遺産を巡る２週間の旅が実現した。
この旅行で最初に訪れたのは、世界最古の鉄橋として知られるアイアンブリッジ（コールブルック
デール橋）のあるアイアンブリッジ峡谷博物館であった。アイアンブリッジ峡谷博物館は、アイアン
ブリッジを始め、川の博物館、鉄と溶鉱炉の博物館、コールポート陶器博物館、タイル博物館、ブリ
スツヒル野外博物館などからなる博物館と産業遺産の複合体の呼称である。ブリスツヒル野外博物館
では、内田先生の紹介で館長のスチュワート・スミスさん（TICCIH 事務局長）の出迎えを受け、館内
のレストランで一行はおいしい昼食をごちそうになった。このスミスさんとの出会いは、思い返せば
運命的であった。2005 年に名古屋で開催の TICCIH
国際会議に結びついたからである。
田中さんと産業遺産研究のキーワードは、
「依佐
美送信所」であろう。田中さんは、1992 年２月 16
日の愛知の産業遺跡・遺物調査保存研究会の第 77
回研究会にて「依佐美無線送信所の発信機とアン
テナ」と題して発表された。その後、田中さんは、
『産業遺産研究 第２号』
（1995）に「依佐美送信
所の長波無線通信施設 −対欧無線通信発祥の地
−」と題する論文を発表、それは依佐美送信所の
歴史的価値を述べた、無線通信の技術史に関する
最初の論文であった。一連の田中さんの研究成果
をもとに中部産業遺産研究会では有志で 1995 年
TICCIH2005 見学会 依佐美送信所送信機室にて
に依佐美送信所の長波通信施設についての最初の
後方、テレビ局のインタビューを受けるスチュワー
調査を行っている。
ト・スミス TICCIH 事務局長 2005/07/08
依佐美送信所は在日米軍から返還された当時か
ら、その保存は危ぶまれていた。まだ地元の方々の保存についての意識や熱意がほとんどなかった頃
である。最初に依佐美送信所の歴史的価値に鑑みて所有者の電気興業（株）社長荻原梓郎氏に宛に保
存要請をしたのは田中さんである。電気興業の前社長は田中さんの知己であった由、保存については
比較的好意的であったという。ところが荻原社長の時は、会社としての保存はむずかしいと考えてい
たように思われる。
1995 年秋、田中さんと私は連盟で、産業考古学会の推薦産業遺産として認定されるように学会宛名
に申請した。この時、電気興業（株）社長萩原氏に推薦産業遺産認定についての事前の内諾を求めた
が、会社側は、廃棄を予定していたようで、萩原氏から保存は困難との回答が中部産業遺産研究会会
長(田中さん）宛に届けられた。しかしながら依佐美送信所は 1996 年５月 18 日、産業考古学会総会の
折に「産業考古学会推薦産業遺産」第 43 号の認定を受けた。認定証は会社が受け取らなかったため私
が代理で受領した。この認定証は、今は依佐美送信所記念館に保存されている。
その後、
田中さんと私は、
二人三脚で依佐美送信所の調査研究と保存問題に取り組むことになった。
最初の調査を経て、私は田中さんや刈谷の郷土史家、鈴木哲さんと相談し、依佐美送信所を産業遺産
として総合的に調査研究することを決め、1996 年７月７日の第 21 回研究会において「依佐美送信所
調査団」を結成、田中さんを調査団長にして、永田宏、鈴木健二、杉浦雄司、水野信太郎、野口英一
朗、石田正治、外部からの永田芳二と鈴木哲の両氏が調査員として加わった。依佐美送信所調査団の
足かけ３年間にわたる調査研究の成果は、
『依佐美送信所調査報告書』として 1999 年６月 30 日に上梓
となった。
田中さんとの思い出話は尽きないが、忘れられない出来事のひとつは 20005 年に名古屋で開催され
た TICCIH 国際会議（TICCIH Intermediate Conference 2005 & International Forum for Industrial
Tourism in Nagoya/Aichi）である。
TICCIH の国際会議を日本で開催するのは、産業考古学会の永年の課題であった。1990 年代に一度日
本で開催しようという話が持ち上がったが、この時は、財源や組織体制が整わず実現されなかった。
21 世紀を迎え、愛知県や名古屋市は、2005 年開催の愛知万博に向けて、行政、産業界が準備を進め
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ていた。私と種田明先生（当時は浜松芸術文化大学教授）は、田中さんの紹介で、名古屋商工会議所
を中心に産業観光を熱心に推進していたＪＲ東海会長（当時）の須田寛さんに面識を得た。この時の
話で、
愛知万博の協賛行事として産業観光フォーラムと TICCIH のジョイントの国際会議が開催できそ
うな可能性が生まれた。さっそく、名古屋商工会議所を事務局にして、TICCIH 国際会議誘致の準備が
進められることになった。
2005 年は、TICCIH の定期総会の年には当たらないため、総会行事のない中間会議としての国際会議
となった。
2002 年 10 月、田中さんと私、種田先生は、来日していたスミス事務局長に面会した。2005 年の国
際会議実現の可能性を打診するためであった。スミスさんとは、15 年ぶりの再会であった。スミスさ
んの話は、記憶にあまり残っていないが日本での国際会議開催には大変好意的であったように思う。
2003 年、モスクワでの TICCIH 国際会議に私と種田先生は参加、この総会で日本での開催が承認され
た。
2004 年 4 月、中部産業遺産研究会会長の藤村哲夫先生が急逝された。藤村先生も田中さんとともに
翌年の日本での国際会議開催を心待ちにしておられたので、研究会としては大きな宝を失ったが、藤
村先生の後任を探さねばならなかった。国際会議を控えての会長は、これまでの経緯からして、田中
さんに再度会長をお願いするしかないと私は心に決め、同年の中部産遺研総会で田中さんに再度会長
になっていただく役員組織案を提案した。国際会議の関係で言えば、田中さん以上の適任者はいなか
った。
2005 年 TICCIH 中間会議は、紆余曲折はあったが無事開催に漕ぎ着けた。会議では、田中さん、杉
浦雄司さん、中村治彦さんと連名で、Yosami Radio Transmitting Station; - The birthplace for the
first Wireless Communications between Japan and Europe with Long Wave in 1929 - と題して研
究発表した。私は裏方で会議の世話をしていたので、実際の発表は英語に堪能な田中さんである。
国際会議は、依佐美送信所の保存問題が新たな展開を見せる契機にもなったのである。国際会議の
最終日は地域の見学会であった。常滑、半田を経て TICCIH 一行が最後に見学したのが、解体寸前とな
っていた依佐美送信所である。
ここでカサネレス TICCIH 会長とスミスさんがテレビ局のインタビュー
を受けていた。その折、スミスさんより田中さんと私にスウェーデンのグリメトン局が世界遺産にな
っているとの情報がもたらされた。スミスさんは、帰国後も依佐美送信所の施設の保存ついて関係者
にいろいろと当たってくれたようで、逐一、田中さんに報告の書簡が送られてきた。
また、この見学会には、田中さんの紹介で名工大教授の荒井英輔先生が参加された。電子情報通信
学会東海支部として、依佐美送信所についてなんらかの支援ができないかとの趣旨で参加されたよう
である。
依佐美送信所は、2006 年 4 月に解体されたが、幸いに長波通信設備の大部分は、依佐美送信所記念
館に保存されることになった。この内、保存されない高周波発電機について、電子情報通信学会の特
殊高周波発電機保存検討専門委員会により分解して内部構造を詳しく調べて、記録として保存するこ
とになったのである。これまでの研究でアレクサンダーソン型ではないかと考えられていたが、この
調査でそうでないことが明らかになったのは大きな成果であった。私はこの調査図の作成に関わった
が、ドイツの技術水準の高さに瞠目したものであった。
依佐美送信所記念館は、2007 年４月１日に開館となった。その数日後に記念館を訪問されたＩＥＥ
Ｅ日本支部の大野栄一さんと松本栄寿さん出会い、ＩＥＥＥマイルストーンに申請することが示唆さ
れた。詳しい経緯は、別稿ですでに述べているのでここでは割愛するが、申請からＩＥＥＥマイルス
トーン受賞に至るまで足かけ２年の歳月を要した。この間、刈谷市や学会関係者への橋渡し、折衝は、
一重に田中さんのご尽力によっている。
思いつくままにペンを走らせてきたが、最後に一言、われわれの研究会の活動が、その幅と奥行き
が深くなったのは、田中さんが研究会に参加されるようになったからである。私は個人的にも田中さ
んの紹介で本多静雄先生、愛知芸術文化センター総長の飯島宗一先生などに面識を得た。その温かな
お人柄と豊富な人脈には驚くばかりである。これまでの研究会への多大なご支援ご芳志と、私個人に
いただいたご厚情に感謝し、末永くご健勝であられることを祈念してペンを置くことにします。あり
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がとうございました。

Ⅵ．シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 30 回記念の報告と所感
報告：大橋公雄
中部産業遺産研究会は 2012 年２月 26 日(日)午後に、シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第 30
回を記念して「産業遺産研究の歴史と現状を考える」のテーマで、名城大学名駅サテライト多目的室
にて開催した。75 名の参加者があった。シンポジウムの内容は下記の通りであった。
基調講演：
「産業遺産研究のこれまでと今後への期待」佐々木享
報告：
「シンポジウム
「日本の技術史をみる眼」
と産業遺産‐開催 30 年を振り返って‐」
天野武弘
パネルディスカッション：テーマ「産業遺産
研究の歴史・現状・今後」
パネリスト：佐々木享 名古屋大学名誉教
授・中部産業遺産研究会会長、
馬場俊介 岡
山大学大学院教授（土木史）＜土木学会に
おける近代土木遺産調査の先駆者＞、水野
信太郎 北翔大学教授（建築史）＜日本の
煉瓦博士とも呼ばれる建築史・窯業技術史
の専門家＞、種田明 跡見学園女子大学教
授（社会経済史）＜TICCIH（国際産業遺産
保存委員会）日本代表を務める産業遺産研
会場内の様子
究家＞
コーディネーター：天野武弘 中部産業遺産研究会副会長
佐々木享氏の基調講演は、次のⅠ〜Ⅳに分けて行われた。Ⅰ「産業遺産」という用語の沿革の概略
（１）産業考古学会の活動は「産業遺跡・技術記念物」研究から始まった、
（２）
「産業遺産」
（Industrial
Heritage）という用語の登場、
（３）
「産業遺跡・遺物」調査から「産業遺産」研究へ、
（４）
「推薦産
業遺産」の始まりと産業遺産顕彰制度の始まり、
（５）
「近代化遺産」の登場と「産業遺産」
、
（６）
「産
業遺産」の概念の枠組み：ニジニータギル憲章の影響、
（７）
「世界遺産」への登録実現とその影響。
Ⅱ「産業遺産」をめぐる様々な論点 （１）産業遺産研究における「遺跡・遺構・遺物」という分類
から概念について、
（２）広義の「産業遺産」
・
『日本の産業遺産 300 選』の場合：産業区分と時期区分。
Ⅲ狭義の「産業遺産」‐『愛知県史別編 文化財Ⅰ』の「産業遺産」 （１）対象物件が稼働してい
る物件の扱い、
（２）
「産業遺産」とされる物件が属する産業の範囲：民俗資料・戦争遺跡・産業遺産。
Ⅳ「産業遺産」研究への期待‐「産業遺産」をめぐる最近の話題から （１）戦後日本の技術史研究
を広い視野で、
（２）事例研究の蓄積を、
（３）産業遺産の保存と公開の諸問題：保存と公開の研究、
保存と修復の研究、保存と公開の難しさ、
（４）産業遺産研究における訓練の場の拡充を、（５）産業
考古学における理論的問題をおろそかにしないなど多義にわたり、具体的事例を示し判りやすい内容
であった。特に『愛知県史別編』の執筆編集において産業遺産を加える経験は貴重であった。
天野武弘氏の報告は、シンポジウム「日本の技術史をみる眼」開催 30 年を振り返ってで、奥村正二
著『技術史をみる眼』からシンポジウムのタイトルにしている。当初は技術史・産業遺産を研究して
いる先生方から学ぶという姿勢を貫いた。報告は依頼した外部講師だけではなく、会員の研究発表の
場としての柱でもあった。産業遺産の記録・保存・活用も取り上げてきたが、産業遺産の概念など理
論問題が不十分であることが今後の課題となった。
馬場俊介氏の土木の観点からの報告は、土木遺産を保存活用するために、
『日本の近代土木遺産‐現
存する重要な土木構造物 2000 選』を刊行し、選奨土木遺産の制度で表彰してきた。このことで多くの
土木関連遺産が社会的資産として定着し、
土木遺産が保存されていることは注目する取り組みである。
水野信太郎氏の建築学・建築術と歴史研究の報告は、地面に残された穴の数と大きさと向きなどか
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ら関野克が設計した復元登呂建築物について説明
があり、建築史研究が様式論だけではないことが
述べられた。このことから建築技術史研究の必要
性が認識され、学校教育で重視されていることが
理解できた。
種田明氏の報告は社会経済史の視点から、産業
遺産・産業考古学の概念についての歴史的なこと
で、興味を持った。特に産業遺産・産業考古学の
研究は、取り巻く産業文化、工学・自然科学、建
築、経済史・技術史、ユネスコ世界遺産、記念物
保存・保護など、総合的な知見を深めることの必
要性が再認識された。
今回のシンポジウム「日本の技術史をみる眼」
パネリストとコーディネーター
第 30 回で産業遺産・産業考古学について、理論的
に深めるきっかけができたことは、大きな意義があった。今後の課題としては、テーマを絞って理論
学習を深める機会をつくることの必要性を痛感した。
なお、同シンポジウムの講演報告資料集は残り僅かです。頒布に関しては書籍幹事に問い合わせて
ください。

Ⅶ．お知 らせ
■ 会報編集委員会より
編集委員の募集および、ご意見やご希望などお願いします。
産業遺産に関する情報・短信・文献紹介などお気軽にご投稿ください。投稿は郵送または電子メー
ルでお送りください。写真には必ず撮影者と撮影日時を記載したメモを貼り付けてください。原稿は
テキスト形式で作成していただくと編集作業がしやすいので、なるべくテキスト形式でお願いします。
原稿送付先：野口英一朗 noguchi.@d5.dion.ne.jp (←アドレスにご注意ください。@の前にドット。)
電子メールをお持ちの会員で、橋本幹事から電子メールニュースが配信されていない会員は、メー
ルにて、橋本幹事（hidekih@wine.plala.or.jp）までご連絡ください。すでに着信確認メールを出さ
れている方は、再度送信いただく必要はありません。
■ 会報第 46 号の訂正
会報第 46 号２頁のⅢ．第 20 回 総会の報告「会長挨拶」の中で、原発に関する部分について佐々
木前会長の発言内容と異なっておりますので、次の「これを当会の本年の研究課題としたい。
」を削除
いたします。
中部産業遺産研究会会報 第 47 号
Newsletter of The Chubu Society For The Industrial Heritage Vol.47 2012-9
発行：中部産業遺産研究会
発行人：佐々木享
発行日：2012 年９月１日
編集委員：中住健二郎・橋本英樹・伴公太・野口英一朗
事務局：〒453-0014 名古屋市中村区則武 2-34-12 シェルコ-ト則武 502 野口英一朗気付
中部産業遺産研究会のホームページは、 http://csih.sakura.ne.jp/です。
掲載記事の無断転載を禁じます。
Copyright 2008 The Chubu Society For The Industrial Heritage, All rights reserved.
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中部産業遺産研究会
日

足助の町並み見学（案）

程
１３ ： ００

豊田 市役所

〜１ ３：３０

足助 支所

ロ ビー 集合

足助のま ちづく り及 び 町並み の 全体的 な特 長に ついて説 明
（支所 2 階第 2 会 議室 ）

１３ ： ３０ 頃〜

足助の 町並み 見学 （徒 歩： 約 2 時間 予定 ）

案 内 予定先
支所 （ 発）

→

巴橋

→

西町 ： 常夜 灯・「香嵐舎観光部」街 路灯 跡・旅館 「玉 田屋」・ 西 町郷蔵

→

（トイ レ足 助交流 館）
新町 ： 旧道 ・馬頭 観音・ 弓釣 具製造「 いろは」 工場 ・ 銭湯 跡・ 新町郷蔵
西町 ： 中橋 ・足助 商工会 建物（ 旧足 助警 察署 ）・ 塩の道 連れ 屋 ・道 標
新町 ： マン リン小 路

→

→

→

本町 ： 旧足 助劇場 ・旧寿 々家・ 地蔵 小路 ・旧 紙屋鈴木 家住 宅・ 田 口家 住宅

→

（トイ レ本 町区民 館）
田町 ：足 助 町 道路元 標 ・川 村屋・ 足 助中 馬 館 （旧 稲 橋銀 行足 助 支 店 ）・ 旧 洋裁 学
校建 物 ・莨屋岡本家住 宅・旧ツ チヤ 食堂 ・川 沿いの町 並み 景観

→

（ト イレ足助 中馬 館・ 田町区 民 会館 ）
余力 が ある 方には 、 足 助資料 館（旧愛 知県蚕業 取締 所第四支所） 案内
→

支 所（ 着）

当 日 配布物
・町 並み散 策ナビ

（伝統 的建造 物 群保存地 区リ ーフレ ット ）

・「足 助 」

（香嵐 渓周辺 観 光用リー フレ ット）
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