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暫く休んでいた中部産業遺産研究会の会報が装い

を新たにして再び発行されることになった。

先ずは編集委員会の石田さんのご尽力に敬意を表

し、お手持ちの豊富な資料を駆使して魅力的な会報

にして頂くことを期待する。

会員の皆様も積極的に投稿して頂くようにお願い

したい。

早速ながら最近の新聞紙上で名古屋市の納屋橋近

くにある料亭「鳥久」の建物移転についての問題が

報じられている。
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選奨産業遺産 IH-CSIH-00034

深谷水道 －海の回廊－

所在地：三重県志摩市大王町船越深谷

リアス式海岸で知られる志摩半島英虞湾は、真
あ ご

珠養殖の好適地として知られている。だが湾の最

奥部に位置する片田村（現志摩市志摩町片田）や

船越村（大王町船越）では、冬季に冷たい海水が

湾内に滞留するため、真珠の稚貝が育たず、また

母貝も死滅することが多かっ

た。これを防ぐために、太平

洋の温かい海水を湾内に入れ

る水路が計画された。水路

開削には、地理的に陸地幅が最も狭い深谷地区が適地とされ、1932(昭和7)年、延

長約660メートル、水路幅約15メートルの深谷水道が完成した。海水の循環により

湾内の低水温化と赤潮の発生を防ぐ。また深谷水道は、漁船の外海への最短路とし

て、あるいは荒天時の避難路としても大きな役割を果たしている。

水路開削にともない、県道となる深谷橋が架けられた。橋の長さ31.7メートル、

志摩半島では最大の鉄筋コンクリートのアーチ橋である。（石田正治）

深谷水道と深谷橋（2009/09/23 筆者撮影）

水道開削記念碑
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河村名古屋市長と持主の考えがかみ合わないよう

である。この建物は、昔「得月楼」と称した有名な

料亭であった。座敷から前を流れる堀川の「清流」

に月が映り、あたかも月を得したように思われる事

から名付けられたと聞く。

建物の価値は私には判らないが、費用とか、移築

先とか、或いはそれ以前の問題かも知れない。建物

保存の難しさを象徴する一例であろう。

１． はじめに

カナダのハリファックス大西洋海事博物館 Mariti

me Museum of the Atlantic があるハリファックス

は、ニューヨークの北方、ノバスコシア半島の大西

洋側にあり、かつての欧州からアメリカ大陸への玄

関であった。従って、移民の村としてできた港町で

ある。1912年4月のタイタニック号の沈没位置から最

短の1130km 地点でもあり、この救援、遺体収容な

どで活動したため、ここ大西洋海事博物館は、この

タイタニック号に関する特設コーナーを設けている。

さらに1917年のハリファックス大爆発についても展

示してあるが、本来の船の歴史博物館として、帆船、

蒸気船および海軍や護衛艦などの解説も多い。それ

よりも天測航海用機器などの歴代物や灯台のレンズ

類の展示が見ものである。

２． ハリファックスと海難事故の歴史

① タイタニック号の沈没事故

サウスハンプトン(通称;サザンプトン)をニューヨ

ークへの処女航海で沈没が不可能な設計であり｢絶対

に沈むことはない」と安全性が喧伝された豪華客船

「タイタニック号(4万6358総トン)」は、1912年(明治

42)4月に氷山に船腹を接触させて、あっけなく海中

に沈んでしまった。

船底が二重であるとともに、15箇所の耐水隔壁に

よる16の防水区画の存在により浸水は、絶対に有り

得ない「絶対安全設計」であったという。この｢安全神

話」により、船会社や乗組員の危機管理体制は極め

て杜撰な体質を築き、救命ボートは約半分の人数分

しかなく、事故時の乗組員の度重なる判断ミスで多

くの被害者(1500から1600名とされている)を出した。

しかし、実は耐水隔壁は、設計的に構造上の不備

と強度不足で機能していなく、多重防護にはなって

いなかった。当時、レーダーは、まだ無く、肉眼で

の航海であったが、見張り用の双眼鏡がロッカーに

しまい忘れたままで使わなかった。さらに近海を航

海中の船舶からの氷山警告無線を無視した大きな失

点もあった。

当時、まだ溶接技術が確立していなく、強度の低

い錬鉄製｢リベット」継ぎ手では、氷山にこすられて

船腹が凸凹になり、めくられても決しておかしくも

なく、基本的なところで多重防御技術を見落として

[写真1] ハリファックス俯瞰

世界の博物館めぐり（１）

ハリファックス大西洋海事博物館
Maritime Museum of the Atlantic

杉本漢三／ SUGIMOTO, Kanzo

キーワード；大西洋海事博物館、タイタニック号、TNT 爆発事故、安全神話

[写真2] タイタニック号の沈没位置とハリファックス市
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いた。そもそも錬鉄は低温脆性の低い鉄材である。

それなら、その技術的弱点を知って全閉減速で正面

衝突して舳先の前部隔壁のみ潰した方がマシだとい

う判断のできる乗組員は、航海士、船長を含めて居

なかったようだ。もはや｢安全神話｣に酔い、全乗組

員が緊張感の無い乗組員たちとなっていたかのよう

も思える。

その後、錬鉄から鉄鋼材へと進化し、リベット継

ぎ手は溶接継ぎ手へと変わり、船舶の信頼性は著し

く向上した。

もう一つ、タイタニック号の事故を契機に「操舵

号令」のルールが国際条約(SOLAS 条約)で1929年に

間接法から直接法に改正されたことである。船は右

舷をスターボード、左舷をポートという。帆船時代

は、｢スターボード｣という号令は、「舵柄を右に押せ」

という指示であり、船首は左転する。タイタニック

号は「ハード・スターボード」と号令にもとづき、

左転して右舷外板を氷山に擦過、これがめくりあが

って浸水を始めた。現在では、「スターボード」とい

えば、右転させることであり、「船首を回そうとする

方向と命令舷が一致すること(直接法)」に国際的に

変わった。日本では"面舵一杯")と号令すれば右回頭

であり、"取り舵一杯"といえば左回頭である。

韓国「セオール号」沈没事故で、「スターボード」

と指示したのに左回転したと報道されたが、これは

左側片荷の過積載で逆に舵を取られて制御不能にな

っただけではなかろうか。

②貨物船積載の TNT 爆発による市内壊滅事故

爆薬(トリニトルトルエン：TNT ＝ダイナマイト

の原料)を3000トン積んだ貨物船が、1917年12月6日

早朝、ハリファックス港内で接触事故を起こし、大

爆発して町は、ほぼ壊滅状態になった。

[写真3] タイタニック号のリベット継ぎ手(朝日新聞、13-

6-15)（米・コネティカット州の展示館にての写真引用）

死者6,000人といわれ、タイタニック号の犠牲者を大

きく上回った事故であった。この状況は写真から見

ると、広島に原爆が落ちたときと似たような無残な

風景である。だが現在は、その面影はまったく無く、

緑豊かな静かな町である。面白いのは、自動車のキ

ースイッチを入れると必ず昼間でもヘッドライトが

点灯することである。安全に徹底した町のようだ。

３． ペギースコープのライトハウス

市内から40km ほどの小さな小さな美しい漁村の

岬に真っ白い円筒形の鉄製のライトハウスがある。

ちょっとした記念館で、一階部分は郵便局になって

いる。ここまでは日本の観光客は来ないとのことで

歓迎された。だが、GPS の時代となり、やがて灯台

そのものの役目も終わる。

４．あとがき

｢絶対安全｣など、この世に存在しないことを海事

博物館は示してくれる。日本の原子力発電所の｢安全

神話｣を信じてはならない。現代の技術をどこまで信

[写真4] 博物館で配付のハリファックス大爆発の写真

[写真5] ペギースコープの灯台 (筆者写す)
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じて、リスクの容認範囲を自覚して生活することで

あろう。日本にはこれを示唆してくれる海事博物館

は残念ながら無い。

参考資料

１．「タイタニック」－100年目の真実－

C．ペレグリノ著、原 書房、2012.10

２．https://maritimemuseum.novascotia.ca/

(URL は2014/11/1現在)

日時：2014年5月25日(日) 13:00～17:00

会場：名城大学名駅サテライト多目的室

１．研究報告、調査報告

［128-11-01］報告「豊橋、田原における木造ガラス

温室」天野武弘

調査目的 木造ガラス温室は、①花卉栽培などの施

設園芸の初期の温室形態であること。②東三河地方

の施設園芸の基盤形成に大きな役割を果たした。

③木造ガラス温室の調査はこれまで行われていない。

ことなどから調査を行った。

調査の方法 調査対象地域は、木造ガラス温室の発

祥地である豊橋市と木造ガラス温室が多く残されて

いる田原市とした。温室の構造などの調査は、温室

の建設業者への聞き取りにより行った。

ガラス温室の歴史 ガラス温室は、明治初期から鑑

賞植物の栽培用として存在していた。

農業用のガラス温室は、大工・鈴木仙吉(現「大仙」)

により豊橋市の中島駒次が1901年に建築したのが最

初である。中島は研修生を受け入れ温室栽培の技術

を伝えていった。その後、中島の研修生であった岡

田儀兵らがガラス温室を利用して茄子・胡瓜・メロ

ンなどを栽培するようになった。温室栽培のきっか

けは、漁業の不振・台風による漁場の荒廃・農業構

造改善事業の進展などであった。

木造ガラス温室の歴史 「大仙」は、大正初期に年

間500坪、昭和初期に年間5000坪の木造ガラス温室を

建築していた。温室規模は30～50坪であった。

木造ガラス温室の現状 現在、豊橋・田原には、76

棟の木造ガラス温室が残されており、そのうち52棟

は現在も温室として使用されている。

調査のまとめ

・木造ガラス温室の構造は、76棟のうち単棟が66

棟ともっとも多い。

第128回定例研究会報告

柳田哲雄／ YANAGIDA, Tetsuo

・平均面積は、単棟が46.2坪、2連棟が79.6坪となっ

ている。

・棟の向きは、東西方向が36棟でもっとも多い。

・建築年は、もっとも古いものは1952年。新しいも

のは1975年。

木造ガラス温室の産業遺産としての意義

・地域の施設園芸の基盤づくりに貢献した希少な歴

史的農業遺産である。

・資材の規格化・標準化が図られた時代に造られ、

その後の温室建築に大きな影響を与えた。

・伊勢湾台風の被害の教訓が活かされた技術遺産で

ある。

・温室は、温室単体での価値よりも農業システムに

組み込まれたものとして評価すべきものであるこ

と。

質 疑

・木造ガラス温室は、日本独特のものなのか。

不明。

・パチンコ台とガラス温室の関連はあるのか。戦時

中に温室のガラスが光るため空爆の標的にされる

ことを恐れ、地中に埋めたことはあるが、パチン

コ台との関連は不明。

・ガラスが壊れた時はどうするのか。ガラスではな

く、塩ビの板などを使っている。

補足説明 木造ガラス温室の建築の際、コンクリー

ト基礎は施主が造り、上物を「大仙」などの建築業

者が造っていた。このため、基礎コンクリートは粗

雑なものが多い。

注：発表者(天野)より、「木骨造」を「木造」に訂正。

２．その他の諸報告、保存問題など

なし

３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)

[写真] 単棟両屋根型の木造ガラス温室

(愛知県田原市和地町船間) (発表者撮影)
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［128-31-01］研究誌『産業遺産研究第第21号と22号』

について／天野武弘

文字の大きさを小さくし、一ページ当たりの行数

を多くすることによりページ数を減らすなどレイア

ウトを変更した。この結果、従来よりも冊子が薄く

なっている。ご了承願いたい。

［128-31-02］会報ニュースレター 電子メール版の

原稿募集／橋本英樹

研究会ニュースレターの配信を「グーグル」に変

更した。変更に伴い不都合のある会員は、申し出て

ほしい。

４．シンポジウム

［128-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」

第33回／山田貢

シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第３３回

については、動態保存されている産業遺産の取り扱

いや、失われつつある産業遺産を発掘して紹介する

ことに重点を置いたシンポジウムを検討したい。

５．見学会、その他の催し物

［128-51-01］2014年度「ものづくり文化再発見！ウ

ォーキング」予定報告／柳田哲雄

2014/06/14（土）コース：八事→名古屋テレビ塔

［128-51-02］「2014年パネル展」／大橋公雄

１．2014/11/11(火)～11/24(月・祝) 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．講演会・公開研究会については、2013/11/16

または22～24調整中。

（11/16開催に決まる。） 13:00～17:00

会場：名古屋都市センター11F 大研修室

３．パネル展準備のための勉強会は、2014/06/08

（日）、2014/08/10（日）、2014/10/05（日）14時よ

り名古屋都市センター13F 会議室にて開催。

［128-51-03］「定例研究会で見方調べ方や調査研究

報告報告予定及び９月見学希望の用紙記入のお願い」

／大橋公雄

その他

・第7回 名古屋レール・アーカイブス資料展「追想

名古屋の市電」(2014.6.10～6.22 名古屋都市セ

ンター)の紹介があった。(藤井建)

・20周年記念誌を次回の例会に配布する計画で編集

を進めている。原稿を未提出の会員は5月末までに

提出されたい。発行部数は200部を予定しているが、

配布希望が多ければ増刷を検討する。(天野武弘)

・法人会員である「エイ・ワークス」が、「カーネル

コンセプト」と合併した。引き続き法人会員とし

て支援していただくよう要請している。(野口英一

朗)

・第14回 TICCIH 本会議が、2015.9.6～11にフラン

ス・リールで行われる。(石田正治)

日時：2014年7月20日(日) 13:00～17:00

会場：名古屋工業大学共通棟23号館2312講義室

１．研究報告、調査報告

［129-11-01］報告「論文つくり方、タイトル、要旨、

キーワード、などについての諸問題 －『創立20周

年記念誌』の編集を終えて」／佐々木享

報告の内容は別紙の配布資料を参照。（注：講演資

料については『産業遺産研究』に収録予定。）

1. 編集に携わって

今回発行の『創立20周年記念誌』の編集に携わっ

て感じたいくつかの問題点についての指摘があった。

1) 要旨

今回発行の『創立20周年記念誌』には、敢て、要

旨は付けていない。

2) 題目

今回の記念誌に寄稿された各位の論文、論説など

の題目は、編集委員会が著者に依頼したものである。

3) 査読

今回の記念誌の記事の内容について査読を行い、

問題のある場合は、訂正、書き直しをお願いした場

合もあった。

4) 英文タイトル

巻末にまとめて掲載した。

2. 中部産業遺産研究会の研究誌としてのスタンスに

ついて

1) 研究誌として、必ずしも学術論文でなくても構

わない。

2) 学術論文とはその学問分野に新知見をもたらす

ものと考える。

3) 産業遺産研究における新知見とは、技術史的、

産業史的及び文化的な意義の再発見である。例えば、

転車台や愛岐トンネル群など。

また、新知見であるかどうかについては先行研究

の探索と位置づけが必要となる。

4) 研究誌『産業遺産研究』における問題点。

過去20年間に論文11本、研究ノート21本、書評に

第129回定例研究会報告

漢人省三／ KANDO, Shozo
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ついては1本もない。

5) 要旨

著者抄録…主観的になる。

他者抄録…学問的には重要である。

6) キーワード

本来タイトルに含まれるべきものである。扱いが

不適切な例が見受けられる。

7) 総説（レヴュー）

概括的に研究の進展の状況を説明するために重要

なものだが、まとめるためにはそれなりの学問的な

裏付けと多大な労力を要する。

8) 表記統一

表記統一については執筆要項等で一応の規定はあ

るものの、強いて統一は図られていない。

年代表記については、執筆要項にもある通り、西

暦を原則とし、必要であれば和暦を補足する。

＜質問＞浅野伸一

編集に携わっていた者として一言。今回の講演は

研究誌としてのあるべき姿を示されたものと理解し

た。

論文が少ないという指摘については、締切直前に

入稿される場合が多く、査読にかける時間がとれな

いためやむを得ず「研究ノート」する場合が多い。

また、査読をお願いできるそのテーマに沿った専門

家が少なく、査読者が見つけられない場合もある。

書評については、特に専門分野ついての書評の難

しさを感じる。

キーワード、年代表記の重要性については、理解

している。

＜回答＞佐々木享

著者索引の必要性、キーワードの必要性について

の認識を。

書評の取り上げ方については、学術的な価値と捉

えて、書評委員会の設置や編集委員会での討議を深

めて欲しい。

［129-11-02］報告『創立20周年記念誌』編集につい

て／天野武弘

1) 執筆者へのお礼

査読を厳しくしたため、掲載に至らなかった方も

あった。ご無礼をお詫びしたい。

2) 記念誌として、創立20年とするか、前史も含め

て創立30年とするかを検討した。結果として創立20

年とした、但し、前史についても言及することとし

た。

3) 多数の方に執筆を依頼。

各原稿について1～2頁以内でまとめることを要請

した。36名の執筆者により、54本が掲載された。

4) 編集委員の努力と協力に感謝。

＜謝辞＞寺沢安正

編集委員の方々のご苦労に感謝します。

＜謝辞＞永田宏

編集委員の方々、ご苦労様でした。

［129-11-03］報告『創立20周年記念誌』「書籍リス

トについて」／岩井章真

書籍リストについての内容については、『創立20周

年記念誌』153頁以降を参照。

1) これまでの書籍リストの歴史

初期のころから書籍リストが作られ、順次登録冊

数も増加したが、14号に至って売り切れ分が除外さ

れ、主に販売目的のものへ質的な変化があった。し

かし、20号で再録し、業績一覧としての意味を持た

せるように変更された。

2) 総目次としての機能

総目次として完備する必要がある。資料の収集及

び業績一覧として必要である。

3) 関連団体の書籍の整理

実質的に中部産遺研が関与していても、中部産遺

研の名称が入れられていないものもあった。

埋没を防ぐ必要がある。

4) 書籍リストの対象

1971/09～2014/05を対象期間として作成した。

定時制工業研究会、愛知技術教育研究会、愛知産

業遺産・遺物調査保存研究会及び中部産業遺産研究

会の書籍・文献を網羅した。

5) まとめ方

著者名について表記の揺れの訂正を行った。シン

ポジウムの梗概について、講演者の補記を行った。

6) 除外

肩書きは省略した。

＜謝辞＞天野武弘

作業ご苦労さまでした。

＜質問＞大橋公雄

愛知技教研（愛知技術教育研究会）当時の資料が

一部の公共図書館に収めてあり、追跡が可能である。

散逸を防ぐ上で、公共図書館への寄贈は必要である。

［129-11-04］報告『創立20周年記念誌』の「ＣＤ－

ＲＯＭ版」について」／橋本英樹
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1) 「ＣＤ－ＲＯＭ版」についての使用方法の説明。

フォーマットの工夫。全文検索、簡易検索の方法な

どの解説。

［129-11-05］報告『創立20周年記念誌』「ＭＡＧ（三

菱オートギャラリー）・原発博物館について」／杉本

漢三

原発博物館については『創立20周年記念誌』111頁、

「フクイチ原発博物館の将来構想について」を参照。

1) ＭＡＧ（三菱オートギャラリー）

企業博物館の意味…本来、社員の研修用のもので、

ついでに一般公開している。

企業博物館の運営・管理は、景気や業績、業態の

変化などに左右される。

2) 原発博物館

最大の負の産業遺産である。

チェルノブイリでは事故後、1996年に開館した。

PR 館などを統合して、フクイチも国の責任で開設す

べき施設である。

＜質問＞寺沢安正

中部電力のでんきの科学館は社団法人化されてい

る。また企業博物館も博物館法の規制の下にある。

原発（原子力発電所）の安全性は科学技術で答え

が出ているとされているがこの意味は。

＜回答＞杉本漢三

どこまでを安全とするか。リスク管理の在り方の

問題である。

加圧水型原子炉ならば、なんとか安全は確保でき

るかも知れないが、沸騰水型原子炉ではどうやって

も安全とは言えない。

＜質問＞校條義夫

核のゴミについて。

＜回答＞杉本漢三

政府は問題を先送りするだけで、根本的な解決は

ない。ましてや核のゴミ最終処分場など日本国内で

は無理である。

［129-11-06］報告『創立20周年記念誌』「愛岐トン

ネルについて」／山田貢

愛岐トンネルについては『創立20周年記念誌』の1

01頁「愛岐トンネル群の保存活動」を参照。

1) 保存活動

トラストで土地の買い取りが成立した。登録文化

財へ向けた動きが加速する。

2) 最近の様子

・愛知県と岐阜県が合同の山岳救助訓練の実施した。

「愛岐トンネル群の保存活動」の会員もこの山岳

救助訓練に参加した。

・トンネル交流会が開かれた。

・地元の春日井市玉川小学校の見学会が行われた。

・全国近代化遺産活用連絡協議会（全近協）の鉄道

部会でトンネルの紹介と見学会を予定している。

3) 将来に向けて

会員の老齢化による、次世代への引継ぎが課題で

ある。安全柵の設置のための公的な助成金、補助金

の申請が必要になる。

＜質問＞校條義夫

トンネル３～６号以外の岐阜県側のトンネルの保

存の可能性と入場料100円を値上げできないか。

＜回答＞山田貢

多治見までのトンネルの保存を検討中。地元の市

町を巻き込んでの保存活動を予定している。

入場料の値上げについては、値上げすると、付帯

設備、安全柵やトイレなどの整備が必要になり、値

上げしても採算面で問題がある。当面、値上げは考

慮していない。

＜質問＞岩井章真

土地の買い取り価格はどうやって決めたのか。

＜回答＞山田貢

主に土地の評価額である。所有していた建設会社

が 簿価で提供した。

［129-11-07］報告「小里川の産業遺産」／田口憲一

小里川の産業遺産については『創立20周年記念誌』

の97頁「小里川の産業遺産」を参照。

1) 「小里川の産業遺産」（恵那市、旧山岡町、土岐

川の支流）

石橋の與雲橋（ようんばし）の一部を移転し、再

建した。直径50ｍの巨大水車を中心とした公園の整

備が行われた。

2) 日立製作所製1号発電機の保存

発電所で使われていた発電機が修理の時、日立製

作所製1号発電機であることが判明した。そのため回

転子のみ日立製作所の博物館（小平記念館）に移譲

し、固定子のみ現地に残った、という経緯があった。

3) トロンメル水車

この地域には磁器原料の長石粉砕用のトロンメル

水車が数多く使われていたが、現在、現地には全く

残っていない。

＜質問＞浅野伸一

保存に関しての田口先生の関わり方と田口先生と
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しての評価は。

＜回答＞田口憲一

岐阜産業遺産研究会の調査に参加し、移転保存を

（関係方面に）要望したが実現しなかった。その後、

一部の構造物のみ移設された。

（移転先の）場所の選定に難があり、ものは残っ

たが極めて不十分である。

＜質問＞中野義之

日立製作所製の発電機は見られるのか。また、日

立製作所が回転子だけ持ち出したのは何故か。

＜回答＞田口憲一

おそらく、中部電力の多治見電力所に連絡すれば

発電設備の見学は可能かと思われる。日立製作所が

持って行った理由はよくわからない。

３．その他の諸報告、保存問題など

［129-21-01］「規約集」「会員名簿」配布について／

大橋公雄

1) 「規約集」について、

一部に誤植があり、訂正し、改めて再配布した。

2) 「会員名簿」について

個人情報であるので、会員名簿の取扱いについて

は十分ご注意ください。

＜質問＞野口英一朗

総会のときの規約集と違っている。

＜回答＞大橋公雄

回答保留。

４．研究誌、会報(研究会ニュースレター)

［129-31-01］研究誌『産業遺産研究』第22号につい

て／浅野伸一

1) 21号から編集方針が変更されました。協力をお

願いします。

2) 22号の内容

・富岡製糸場関係のトピックが含まれる。

・博物館紹介で岡谷蚕糸博物館と明治村のブリュー

ナ・エンジンを取り上げる。

・インタビュー：田口憲一会員のインタビュー（イ

ンタビュアー：水野信太郎会員）を予定。

・亡くなった TICCIH 終身名誉事務局長の S.スミス

氏の人物紹介（担当：石田正治会員）

・新設された名古屋市の「水の歴史資料館」の紹介

（担当：島田晴人会員）

3) 論文についての講演のまとめ

佐々木享顧問への依頼した。本日(2014/07/20)の講

演の内容をまとめて『産業遺産研究』に掲載して

いただきたい。

［129-31-02］会報ニュースレター・電子メール版の

原稿募集／橋本英樹

会員各位のメールアドレスの変更は必ず連絡して

ください。

５．シンポジウム

［129-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」

第33回／山田貢

（1）テーマ

「博物館における動態保存の在り方」

（2）日程、場所

可能であれば産業技術記念館にお願いして、2015

年2月21日または22日あたりで調整中。

（注：2015/02/22に開催、後掲の案内参照）

６．見学会、その他の催し物

［129-51-01］第130回例会・見学会／大橋公雄

2014/09/28(日) 13:00～ 揚輝荘・水の歴史資料館

・集合13時 揚輝荘北園前

（名古屋市千種区法王町2-5-17、電話052-759-4450）、

案内高木傭太郎

・会員、入場料団体25名以上：240円

（名古屋市敬老パス持参を）

・最寄り駅：

地下鉄東山線覚王山駅１番出口、徒歩10分

・揚輝荘後15:30～

「水の歴史資料館」見学（無料）９月上旬開館

［129-51-02］「2014年パネル展」／大橋公雄

（1）2014/11/11(火)～11/24(月・祝)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）2013/11/16 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

（3）勉強会 06/08（日）、08/10（日）、10/05（日）

14時より名古屋都市センター13F

［129-51-03］「定例研究会で見方調べ方や調査研究

報告予定及び見学希望の用紙記入のお願い」／天野

武弘

発表者を募集しています。

［129-51-04］2014年度「ものづくり文化再発見！ウ

ォーキング」報告／柳田哲雄

・2014/06/14（土）コース：八事興正寺→桑山美術

館→マザック→冨士神社→テレビ塔

・参加者 : 381名
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・当会は冨士神社で名古屋城の石垣と刻印の解説を

担当した。

［129-51-04］岐阜市「松尾池たたき調査」を合同で

調査の依頼／大橋公雄

調査日時などは追って後日連絡する。

合同調査を行う。砂防堤防がたたき工法かを調査。

12月頃の予定で実施。

６．文献紹介、資料紹介

［129-61-01］寄贈「土木遺産保存活用事業報告書」

発行土木・環境しなの技術センター／事務局

［129-62-01］「新岡谷蚕糸博物館 リニューアル

８月１日開館」／事務局

［129-63-01］日本産業技術史学会会誌「技術と文明」

バックナンバー必要な方直接学会へ／山田貢

７．出版広報事業

［129-71-01］インターネット

http://csih.sakura.ne.jp/ 左記です。一度ご覧下さい。

８．委員会、役員会、研究分科会

［129-81-01］幹事会・役員会

2014年度(平成26年度)

・第１回幹事会 2014/06/09(月)メール

（1）パネル展講演会・公開研究会の日時：11月16日

（日）午後に決まる。

（2）愛知県文化活動事業費補助金でパネル展の図録

を作るために応募したい。

（3）9月28日見学会は、千種区の揚輝荘を予定。昨

年度パネル展の講演者高木傭太郎さんが案内。

（揚輝荘は、大正から昭和初期にかけて(株)松坂

屋の初代社長15代伊藤次郎左衛門祐民によって構

築された別荘です。かつては迎賓館、社交場とし

て華やぎ、名古屋の歴史を伝える貴重な財産を、

ぜひ訪れてみてはいかがですか。）

（4）２０周年記念誌を7/20発行に向けて実行委員は、

編集作業を日夜奮闘している。

（5）総会で決まった規約を規約集にまとめて７月例

会で配布する予定。会員名簿も配布予定。

・第２回幹事会 2014/07/20(日) 11:50～12:30

名工大19号館２Ｆ202教室

［129-81-02］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」

第33回 実行委員会

・第１回 2014/05/25(日) 10:00～

名城大学名駅サテライト多目的室

・第２回 2014/07/20(日) 10:00～

名工大19号館２Ｆ202教室

［129-81-03］第10回「2014年度パネル展・近代名古

屋と海外との関わり －戦前の国際都市名古屋－

Part Ⅱ」（仮称）勉強会

・第２回 2014/04/13(日) 14:00～16:30

名古屋都市センター13F

・第３回 2014/06/08(日) 14:00～16:30

名古屋都市センター13F・予定

・第４回 2014/08/10(日) 14:00～16:30

名古屋都市センター13F・予定

・第５回 2014/10/05(日) 14:00～16:30

名古屋都市センター13F・予定

［129-81-04］研究誌『産業遺産研究第22号』編集委

員会

・必要に応じて電子メールにて開催

日時：2014年9月28日(日) 13:00～17:00

参加者：22名

見学先：揚輝荘、水の歴史資料館

◆揚輝荘見学

13:00に揚輝荘北園前に集合して、高木傭太郎会員

の案内で見学をする。

始めに、日泰寺創建と名古屋の東山づくりについ

て、それは日泰寺（創建当時は覚王山日暹寺）の創

建によって始まり、現存する10余りの寺は、日泰寺

創建後に移設などされ、現在に至っている。

揚輝荘は松坂屋の前身である「㈱いとう呉服店」

の初代社長伊藤次郎左祐民の別荘として約一万坪の

丘陵地に、池泉をめぐらすなど地形を活かして造ら

れ、1918(大正7)年に最初の建物が移築され、最盛期

には30数棟の建物があった。戦時の空襲や老朽化、

開発等から敷地・建物の多くが失われたが現在は、

北園・南園に分断された中に、主要な部分が残され

ており、2007(平成19)年に名古屋市へ寄附された。

しかし、豊彦稲荷社の部分は宗教施設であり、月見

ケ丘開発㈱が所有・管理しているなどの説明を受け、

見学を始めた。

（１）伴華楼を外から見学、この建物は、１階の洋

風建築の上に尾張徳川家から移築された２階の和室

を乗せた造りであり、ここでは、松坂屋の「お帳と

じ」など重要な年中行事などが行われる。

第130回定例研究会・見学会報告

井土清司／ IDO, Kiyoshi
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（２）白雲橋：修学院離宮の千歳橋を模したといわ

れる廊橋で、龍の天井絵、手掘りの白木擬宝珠が見

どころ。

（３）三賞亭：茶屋町（現中区丸の内二丁目）の伊

藤家本宅から移築した揚輝荘最初の建物。茶室で竹

のなげしなど東洋風デザイン。

（４）北庭園：池を巡る庭園で池の水面に近寄るこ

とができ、流水型であったが、現在は日泰寺側から

の川が止められている。八丈島四阿や大島で椿油を

とるのに使われていた石臼を見学。

南園への通路脇には、旧伊藤銀行本店で使われた井

桁に藤のマークの石版があった。

（５）聴松閣：2013年3月に創建当時状態に戻すため

の修復工事が終り、山荘風の外観をした迎賓館の様

相を取り戻した。上高地帝国ホテルを模したといわ

れており、堅木を使用し、大工道具の刃痕を模様と

するなど、本物の味がする。地下１階は、祐民の東

南アジア・インド旅行からの帰国後インドアジャン

タ石窟の壁画の写しなどインド様式に変更された。

また、壁画コーナーからは、トンネルの南入口（古

代インド様式のアーチ型）を見ることができた。玄

関前には、カシ類の植樹に模した換気筒（上部は破

壊されている）を見ることができた。地上１~３階

の各室は各国様式がミックスされており、南側ホー

ルの石張柱・壁面のインド・イスラム様式文様や窓

ガラスのヒマラヤ雪嶺のガラスレリーフなど見どこ

ろ満載と言ったところでした。

◆水の歴史資料館

東山配水場５号配水池に隣接して資料館は、2014

年9月に開館された。資料館の職員から２グループに

分かれて説明をして頂いた。

第１展示室：尾張藩の上下水道として出土した木

樋や絵図を展示。上下水道敷設計画から当時の背景

や先人の英知や努力に触れることができる。取水か

ら浄水まで水道施設について、当時の写真やパネル

の説明を通じて知ることができる。

第２展示室：配水管路の拡張の歴史について学ぶ

ことができる。なごやの地震対策やおいしい水への

取り組みを紹介している。工業用水の役割や歴史、

や給水区域など写真やパネルで紹介している。

第３展示室：下水道創設工事について紹介、維持

管理の状況をテレビカメラ調査の映像などで紹介。

日本初「活性汚泥法」による水処理を開始した掘

留・熱田水処理センターについて、当時の様子を紹

介している。

汚泥処理の歴史や「名古屋産活性汚泥肥料」に始

まる汚泥の有効利用の意義や歴史などについて紹介。

第４展示室：浸水対策の歴史について紹介。様々

な地震対策を紹介している。

上下水道事業の歴史や役割、そして防災などわか

りやすく学べる資料館である。じっくり見ると１時

間ほど要する。

見学会は、揚輝荘につづき水の歴史資料館の見学

で、立ちっぱなしのため皆さんは相当疲れてしまわ

れた。しかし日頃見ることができないところや丁寧

な説明をして頂いたことから、北海道や千葉県から

参加の会員からも、充実した見学会でしたと感想を

述べられていた。参加者の皆さんお疲れさまでした。

主催：中部産業遺産研究会

共催：（公財）名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター

後援：名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会中

名古屋の産業は欧米の先進的技術を積極的に取り入れながら発展し、街の近代化を推し進めてきました。10回

目となる今回のパネル展は、昨年に引続き、国際化という視点から近代名古屋を捉え、戦前から海外との多様な

関わりのなかで発展した名古屋地域の姿を、ものづくりの面と街づくりの面から捉えるとともに、特に東アジア

地域との関わりに注目しながら紹介します。

また、会期中の11月16（日）には池田誠一氏（NPO 白壁アカデミア世話人）の特別講演と会員による報告を

開催し、合わせて中部産業遺産研究会の定例研究会を公開いたします。

2014年度 パネル展と講演会の案内

近代名古屋の発展と海外との関わり

～戦前の国際都市名古屋の形成～ PART２
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パ ネ ル 展

◆パネル内容

Ⅰ 街づくりと名古屋の国際化：①名古屋の国際都市化と大岩勇夫市長、②国際都市への起爆となった名古屋

汎太平洋博覧会、③国際ホテル・国際飛行場の建設、④洋風雑貨の明治屋、等

Ⅱ ものづくりと名古屋の国際化：①エジソンの助言を受けてスタートした名古屋電灯、②外国製碍子の破片

と日本碍子の設立、③豊田自動織機の特許とトヨタプラット協定の締結、④シンガーミシンを目標にミシ

ン国産化を目指したブラザー工業、等

Ⅲ 海外との交流：①日本とタイの架け橋・日泰寺、②台湾総督府と名古屋との繋がり、③ヨーロッパとの無

線通信・依佐美送信所・四日市受信所、④名古屋で客死した汪兆銘、等

◆ 場所：名古屋都市センター 金山南ビル11階 まちづくり広場・企画展示コーナー

金山駅南口を出た右手にボストン美術館の隣の金山南ビル

◆ 開催月日：平成26年11月11日（火）～11月24日（月・祝） 休館日：11月17日（月）

◆ 開館時間：火～木曜日―10：00～18：00 金曜日―10：00～20：00

土・日曜日―10：00～17：00

講演会と公開定例研究会

１ 日時：平成26年11月16日（日）13：00～17：00

２ 場所：名古屋都市センター金山南ビル11階

まちづくり広場・11階ホール（入場無料）

開場12時30分

３ プログラム

第1部 13:00～16:00

講演会「近代名古屋の発展と海外との関わり 戦前の国

際都市名古屋の形成 PART ２」

特別講演「名古屋・三大博覧会の意味するもの」

講師 池田 誠一 氏（NPO 白壁アカデミア世話人）

報告「戦前名古屋の国際都市づくり」

真野 素行 （中部産業遺産研究会会員）

報告「ヨーロッパとの無線通信事業」

石田 正治 （中部産業遺産研究会会員）

第2部 16:00～17:00

中部産業遺産研究会 公開定例研究会

研究報告、調査報告、保存問題、シンポジウムの開催など

※当日、先着順で入場無料です。定員（120名）になり次第聴講をお断りします。

※会場の問合せ先 名古屋都市センター

〒460-0023 名古屋市中区金山町1-1-1、TEL 052-678-2212、ホームページ http://www.nui.or.jp/

※パネル展・講演会の問合せ先：〒458-0804 名古屋市緑区亀が洞3-1740

中部産業遺産研究会（大橋公雄方）FAX 052-876-0337 E-mail: ohashi05@ai.wakwak.com

■開催趣旨

博物館では機械など本来は動くものであれば動態保存することが望ましい。博物館展示の使命の一つは見学者

名古屋汎太平洋平和博覧会 航空写真

（『名古屋汎太平洋平和博覧会会誌 上巻』1938年）

シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第３3回

～博物館における動態保存のあり方～



< 12 >

［中部産業遺産研究会会報 第56号］

にいかに理解しやすい展示方法をとるかであろう。動態展示はその点では格段に情報量が多く、また動かすこと

で関心も呼ぶことになろう。しかし文化財保護の立場からは動かすことは消耗にあたるとされ、また動態整備へ

の負担や課題も多い。実際に動態保存・展示している博物館での事例や行政の立場など、さまざまな角度から議

論を深めたい。

■主 催 中部産業遺産研究会

■共 催 トヨタ産業技術記念館

■開催日 2015年2月22日(日) 13:00～16:45

■会 場 トヨタ産業技術記念館 ホールＡ （名古屋市西区則武新町）

■内 容

講演 「近代文化遺産の保存と動態保存に関して」（仮称）

講師 中山 俊介（東京文化財研究所保存修復科学センター近代文化遺産研究室長）

講演 「動かし続けることにこだわる博物館」（仮称）

講師 成田 年秀（トヨタ産業技術記念館副館長）

講演 「歴史ある工作機械をいかに蘇らせるか」

講師 三好 稔幸（ヤマザキマザック株式会社 生産技術部 博物館担当）

講演 「ドイツ・ラインラント産業博物館ミューラー生地工場の機械」

講師 マイヤー オリバー（会員、愛知教育大学 教育学部 准教授）

質疑応答 会場からの意見交換 など

■シンポジウム参加費

中部産業遺産研究会会員 500円（シンポ講演報告資料集の代金を含む）

一般 1,000円（シンポ講演報告資料集の代金を含む）

学生で資料を必要と必要としない場合は無料

■申込方法

・郵送で参加申し込みの場合

①氏名、②連絡先（電話又はメールアドレス）、③所属団体等、④一般・学生・会員の別、⑤懇親会参

加の有無を記して、実行委員会の下記申込先宛てへ郵送する。

＜申込先＞〒470-0213 愛知県みよし市打越町九蔵釜93 加藤真司

・ホームページでの申し込みの場合、下記 URL にアクセスし、

http://csih.sakura.ne.jp/nitigi.html

ここから参加申し込みフォームを開いて申し込む。

■第22回総会報告／事務局

日時：2014年5月25日(日) 13:00～

会場：名城大学名駅サテライト多目的室

１．2013年度(平成25年度)事業報告（案）

２．2013年度(平成25年度)会計報告

研究会会計報告

書籍会計報告

平成25年度記念行事特別会計決算報告

３．2013年度(平成25年度)監査報告

研究会会計監査報告

書籍会計監査報告

４．規約等改正（案）

５．2014－2015年度役員と組織（案）

６．2014年度(平成26年度)事業計画（案）

７．2014年度(平成26年度)予算（案）

４号議案の規約等改正案について、一部修正され

た外、案の通り、承認された。

総会資料並びに改正規約集は、全会員に送付され

ている。

◆研究会スケジュール、関連団体スケジュール／事務局

・パネル展 2014/11/11(火) ～11/24(月) 名古屋都市センター11F

・産業考古学会全国大会 2014/11/15(日) 13:00～ 岡山市・就実大学
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・第131回定例研究会・パネル展講演会 2014/11/16(日) 13:00～ 名古屋都市センター11F・大研修室

・中部産業遺産研究会役員会 2014/12/14(日) 10:00～ 名城大学名駅サテライト

・第132回定例研究会 2015/01/25(日) 13:00～ 開催予定

・シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第33回 2015/02/22(日) 13:00～16:45 産業技術記念館

・第133回定例研究会 2015/03/22(日) 13:00～ 開催予定

・第23回総会・第134回定例研究会 2015/05/24(日) 13:00～ 開催予定

・第14回 TICCIH 本会議 2015/09/06(日)～09/11(土) フランス・リール

XVIth INTERNATIONAL TICCIH CONGRESS 2015

Industrial Heritage in the Twenty-First Century, New Challenges

Congress Website http://ticcih-2015.sciencesconf.org/?lang=en

原稿募集、会報編集委員募集のご案内

■産業遺産に関する諸情報、短信、文献紹介、ご意見などお気軽にご投稿下さい。投稿は郵送または電子メールでお送り下

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下さい。

原稿送付先：石田正治 ishida96@tcp-ip.or.jp 第57号の原稿締切日：2014/12/20

■会報編集委員を募集しています。積極的に研究会の活動に参加して下さるよう編集委員会よりお願いいたします。会報編

集委員会石田 ishida96@tcp-ip.or.jp までご連絡下さい。

■「中部産業遺産研究会会報」発行予定

第57号（2015/1/15） 第58号（2015/4/15） 第59号（2015/7/15） 第60号（2015/10/15）

■編集後記

中部産業遺産研究会の会報のタイトルは、第1号～第33号まで「中部産遺研会報」、第34号～第55号まで「中部産業遺産研

究会会報」でした。第56号も引き続き「中部産業遺産研究会会報」としますが、タイトルをロゴタイプとし、紙面は読みや

すさと編集作業のし易さを考慮して、基本として２段組みとしました。定期発行に努めたいと思いますので、会員の皆様の

ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。（石田）
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中部産遺研事務局：※事務局を移転しました。2014年度より新事務局です。
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