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産業遺産紹介 IH-CSIH-048

旧曽我織物工場（佐啓産業本町工場）
所在地：群馬県桐生市本町1-7-15

江戸時代から「西の西陣、東の桐生」と呼
ばれた桐生市には、絹と織物産業で栄えた歴
史ある町並みが残っている。旧曽我織物工場
は、その桐生新町重要伝統的建造物群保存地
区の一角にある。写真に見るように石造の鋸
屋根工場で、石川県鹿島郡出身の曽我助松が、
息子の曽我喜一郎の結婚を機に1922(大正11)
年に建築したもので、新工場と呼ばれた。19
60年まで曽我織物工場として操業していた
が、1968年より佐啓産業(株)が借用して織物

［ 写 真 1］ 旧 曽 我 織 物 工 場 （ 南 西 面 ）（ 2018/02/04撮 影 ）

工場や倉庫として最近まで使われていたが、現在
は再活用を検討中とのことである。曽我家の本宅
は工場の東側、本町通り沿いに遺されている。
旧曽我織物工場は、設計者は不明であるが(株)
小川組桐生出張所の施工である。５連の鋸屋根構
造で大谷石積、木骨石造となっており、東西(桁行)
21.58m、南北(梁間)30.65mの規模で、各連の間隔
は6.07m×5.46mである。南正面、西側面と東側面
北側２棟の壁が石造となっている。各連と桁行の
独立柱の位置にあたる外壁には幅40cm、厚さ約10
cmの補強壁が取り付く。各棟には、それぞれ４本

［ 写 真 2］ 旧 曽 我 織 物 工 場 (南 東 面 )（ 2018/02/04撮 影 ）

の円形の換気塔が建ち、建物西面は妻部分まで石
が積まれ丸い換気口が設けられている。各棟の中

央部と南面には鉄製の外開戸のついた縦長の窓が
ある。曽我織物工場と曽我家本宅は2006年に登録有形文化財として登録された。 （文･写真：石田正治）
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石積み砂防堰堤を訪ねて（４）

福井県赤谷川・高倉川砂防堰堤群
The Check Dams of the Akatani River and the Koukura River in Fukui Prefecture
田口憲一／ TAGUCHI, Noriichi
キーワード；砂防堰堤、福井県、赤谷川、高倉川

１.赤谷川砂防堰堤群

上流側堆砂地は水田に、下流側は植林され全体とし
あかたに

こうくら

今回は福井県南条郡南越前町の赤谷川と高倉川砂

て砂防の機能を維持している。

防堰堤群などを歩く。中央道・東名・名神・北陸自
動車道を走って現地へ向かう。今回も日帰りの超高
速で歩き回る。賤ヶ岳サ－ビスエリアで予めコンタ
クトをとってあった伊藤喜右ェ門氏（明治の砂防堰
堤調査など幅広く地域興しを進める「田倉川と暮ら
しの会」代表）に電話をする。
１時間後、今庄インターを下りて国道365、県道47
6を経て「リトリ－トたくら」に到着した。軽トラで
やって来た伊藤氏に挨拶をする。田植えで忙しいか
ら案内はできないが、と資料を頂いた。
「リトリ－トたくら」は地域起こしのコア施設で、
農林漁業体験実習館となっており入口にアカタン（赤
谷川の愛称）と高倉川の砂防堰堤に関わる展示もし

[写真1]

てある。ここでパンフレット「アカタン明治の石積

アカタン砂防９号堰堤上流側石張
（2015／5／17、筆者撮影、以下同じ）

み堰堤」「アカタン砂防エコミュ－ジアムマップ」小

右手に続く水田が終わるとその先の杉木立の奥に

冊子「アカタン砂防事業と地域活性化」などの資料

アカタン砂防８号堰堤が見えてくる。下流側の土堰

を得た。

堤下部は空石積（1：1.0）、上部は（1：1.6）突き固

アカタンは九頭竜川支流日野川上流の田倉川に合

めた土堰堤。上流は９割くらいまで石張り。右端に

流する小さな渓谷だが、明治28～30年の大豪雨によ

自然の岩盤を巧みに取りこんで30ｍの空石積導流堤

り被災した。その様子は福井県の記録には、「明治28

を接続して、通水路としている。アカタン砂防堰堤

年の強雨に際し字大平は俄然崩壊し、一時に渓間に

群で最大規模、堤長112ｍ、堤高11ｍ。

押流し拾数町余の田畑は悉く埋没し、幅員三間なる
渓流は三十余間に達し、一時田倉川を充塞せり」と
ある。このため赤谷川では県の第一期砂防工事とし
て明治33（1900）年度から砂防工事が行われ９基の
堰堤群（土堰堤２基、石積み（野面積み）堰堤７基）
が築造された。この工事は、「岐阜県から砂防専門官
と石積み専門工を招き集められ、村内から１日200～
300人が工事に従事、女性は千本突きによる土堰堤を
築造し、男性は石積の作業を行った」と伝えられて
いる。全９基、有形登録文化財となっている。
途中までは車で行けそうなので直ぐに走り出す。
程なくアカタン砂防９号堰堤の標柱がある。土堰堤
（堤高6ｍ、堤長72ｍ）の左端に68ｍの空石積導流堤

[写真2]

を接続し、堤高8ｍ、堤長25ｍの石積み堰堤がある。
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アカタン砂防８号堰堤下流側

［ 中部 産遺研会報 第70号 ］
同じ場所に車を止めたまま右手へ杉木立の中を進
むと、直ぐに松ケ端堰堤が見えてくる。堤高7ｍ、堤
長27ｍの堰堤（1：1.0）の左端に24ｍの導流堤が下
流側へ直角に伸びる。写真6に見るように堰堤本体と
導流堤の積石の大きさの違いははっきりしている。
本体では2ｍ近い巨石も積まれている。堤頂は導流堤
側へ傾斜して、全体で土石流の流路が左岸の岩盤に
当るようになっている。使われている石はチャ－ト
が多い。加工のし難い石だが、見事に積まれている。

[写真3]

アカタン砂防８号堰堤右岸通水部

舗装された林道をさらに登ると左手にアカタン砂
防奥の東堰堤がある。堤高8ｍ、堤長25ｍの野面積み
石堰堤（1：1.0）の右端に、21ｍの導流堤が下流側
へ直角に伸び、水叩き部も連続した石張りとなって
いる。存在感のある景観をなしている。右岸の通水
部は岩盤むき出しで、洗掘・崩壊はない。他の堰堤
同様に地形地質を巧みに取り入れて、機能を維持さ
せようとした設計思想は凄い。
[写真6]

[写真4]

アカタン砂防松ヶ端堰堤

アカタン砂防奥の東堰堤
[写真7]

アカタン砂防松ヶ端堰堤堤頂部

車に乗って更に登る。舗装は無くなり角礫の悪路。
パンクの心配もあるが強引に進む。倒木に擦りなが
らも更に登る。大平口、大平ナベカマ堰堤を見て車
止めまで。１台車はあったが人の気配はなし。車を
置いて登山道を登る。傾斜が更にきつくなり道も覚
束ない。右上に大平中堰堤があり、通水路から流れ
る滝のような水流が見える。堤高7.5ｍ、堤長28ｍの
堰堤（1：0.4）を斜めに配し流路を岩盤上に変更し
て土石流を防いでいる。
更に道なき道を登ると、大平ミズヤ下堰堤の標柱
がある。これは大平ミズヤ上堰堤に続く石張流路工
[写真5]

（延長61ｍ）で河床安定化に寄与する。更に10ｍほ

アカタン砂防奥の東堰堤通水部
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代の氏名が見える。堤長19ｍ、堤高9.6ｍ、天端幅3.
6ｍ、1.5ｍの巨石を空石野面積み、天端は縄弛み。
通水部の一部が欠けている。高倉砂防堰堤西高倉堰
堤は、2009年に登録有形文化財に登録されている。

[写真8]

アカタン砂防大平中堰堤通水部

ど上に大平ミズヤ上堰堤が見える。赤谷川最上流部
に築かれた、堤高7.5ｍ、堤長20ｍの２段式の縄弛み
堰堤（上部1：0.85

下部1：0.75）。水叩き部を入れ

れば３段にも見える。ここは明治の大災害を起こし

[写真10] 西高倉砂防堰堤

た巨大な崩壊の咽喉元に位置し極めて重要な位置に

高倉谷砂防堰堤群は最下流の殿入口堰堤以外は巨

ある。

石空石野面積みで全12基があり、一部崩壊した最上
たんなか

おおなり

流部の小草堰堤以外は健在だ。高倉谷の谷中、大成
たてなり

口、若杉、立成１号、同２号、同３号を順に見て登
る。ここでも「高倉谷川砂防堰堤の会」が環境整備
にあたり、草刈りがしてあって、標識もあり見学し
やすかった。

[写真9]

アカタン砂防ミズヤ上堰堤

ここで初めて山菜取りの人に出会う。この先道はな
かったが藪を掻き分けてよじ登り、ナイフエツジ状
の稜線に出る。西上部に大平崩壊地跡と思われる半
円形の稜線を望めた。
[写真11] 谷中砂防堰堤
こうくら

立成2号砂防堰堤は堤高は低いが左岸には導流堤が

２.高倉川砂防堰堤群
引き返して次へ向かう。県道を東へ走り高倉川に

作られている。また右岸には記念碑が建っていて、
「明

沿って西へ遡る。

治三十五年度

最初は西高倉堰堤へ。広場に車を置いて川に沿っ

記念碑」とあり、左下に後から付け

足した様な異なる書体で「主任

大屋卯吉郎

助手

て回り込むと、鬱蒼とした中から水音とともに全容

野坂宇助」とある。アカタンで明治の石積み堰堤

が現れる。狭窄部にあり水深が深く進めないので、

築造のために、砂防専門官と石積み専門工を招き集

右岸の急な崖を巻いて登り上部に出る。左岸の袖に

められたと伝えられていることから、大屋卯吉郎が

記念碑があるのでその写真を撮りたかったたら堤頂

浮上した。岐阜県可児市にある砂防記念碑に同じ名

を超えて行く。自然石に彫り込まれた「記念碑」に

前があるが、同一人物であるかどうかは判明してい

主任大屋宇吉郎はじめ助手、工夫、定夫、石工、惣

ない。
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り歩いて全体を見る。1897(明治30)年の石積み堰堤
だが一度流失して造りなおしたものだ。右岸に記念
碑もある。面白いのは右岸に水路があり、堰堤が取
水堰にもなっていること。治水利水両用だ。

[写真12] 立成１号砂防堰堤

[写真14] 鬼谷川砂防堰堤

[写真13] 立成２号砂防堰堤と記念碑

立成２号砂防堰堤の上を渡り左岸を登る。整備され
ていないがわずかに踏み跡もあるので、パンフレッ
トを頼りに登り続けてようやく３号にたどり着く。
（後で考えると４号で、３号を見落としていたかも

[写真15] 鬼谷川砂防堰堤記念碑と水路

知れない）撮影後４号を目指してさらに登る。しか

帰路は油坂峠を越えて東海北陸自動車道に入り、

しながら道も無くなり、一向に見つからない。急斜

中津川インタ－まで走り続ける。帰宅前に市民病院

面を斜めに渡ろうとした時、足元が滑り滑落してし

に寄り、急患として治療してもらった。看護士と会

まった。10ｍ以上は落ちて谷底に前のめりになった。

計の人からしつこく労災ではないかと聞かれた。作

後からの落石を考えさらに前に出たつもりだった。

業服姿を見て、仕事中の怪我だと思われたようだっ

幸いそれで済んだと思ったが、気付くと右足が痛い。

た 。

ズボンの膝頭が血に染まっている。何とか歩けたの
で谷底をゆっくり戻る。２号堰堤までがとても長く
感じた。下りなのに時間をかけてやっとの思いで車
に乗った。昼はとうに過ぎていた。昼食をとり傷を
確認して次を考えた。傷口は痛いが骨に異常は無さ
そうなので、予定通り次を目指した。
おんたに

３.鬼谷川砂防堰堤群
高速で福井市まで行き、国道１５８号を東へ。越
前大野市の東部にある鬼谷川砂防堰堤に４時到着。
陽の長い時期なので何とか写真を撮れた。長靴で渡

[図１] 赤谷と鬼谷の位置
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ヨーロッパ産業遺産をめぐる旅（１）

ドイツのラジオ放送発祥地訪問
Visit the First Radio Station of Germany
渡辺治男／ WATANABE, Haruo
キーワード；無線通信、ラジオ放送、放送機器、真空管

2017年12月10日、ベルリンBerlin観光時に足を延

１． 無線局と博物館の歴史

ばし、ドイツのラジオ放送発祥地となっている「放

当無線局は1916年(大正5)に4台の火花式長波送信

送・通信技術博物館(Sender-und Funktechnikmuseum)」

機で軍隊向けの通信を開始、その後、国内外向けの

を訪問した。

電報、航空管制無線、経済情報サービスを実施。

博物館はベルリン市の南東約50kmのケーニッヒス
ヴスターハウゼン市(Königs Wusterhausen、以下KW
市と略)の「無線の山(Funkerberg)」と呼ばれる広大
な丘の一角に建つ旧無線局舎を利用している。過去、
この丘には長・中波の多数のアンテナが設置されて
いたが現在は高さ243ｍの長波用アンテナ鉄塔1基の
みが保存されている。在館したスタッフは高齢の男
女各1名、入館料は5ユーロである。

[写真2] 1918年の通信局舎とアンテナ
出典：http://museum.funkerberg.de/geschichte/
index-geschichte.htm

1920年、ドイツ初の公共放送として当局舎からクリ
スマスコンサートの実況放送を行う。この試験放送
はオランダ、イギリス、北欧諸国の民間のリスナー

[写真1] 放送・通信技術博物館の外観
（2017／12／10、筆者撮影、以下同じ）

から反応があったが、ドイツ国内では個人が放送を
聞くことは禁止されていたため全く反応がなかった。
1923年から正式にラジオ放送業務を開始した。第
二次世界大戦後、1949～1985年、東ドイツの放送局
として使われた。
1993年、施設所有者から局舎を無償で借受け博物
館を開館、運営は設立された社団法人「放送局支援協
会 (Sender KW)」が行った。しかし、維持費の支払いで
所有者とトラブルとなり2005年にやむなく閉館する。
KW市は所有者と数年にわたる交渉を行い、1ユーロ
で施設の譲渡を受け、2007年に博物館を再開した。
2016年7月にはドイツ初のラジオ放送所としてIEEE
のマイルストーン賞を受賞した。
本博物館の特徴は施設の存続を図るためドイツで

[図１]放送・通信技術博物館の位置図
（OpenStreetMap より作成）

初めて地方自治体が産業遺産を取得した事と、独立
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した社団法人が組織的に運営している事である。ま

大型送信機である。

た、フンカーベルク(無線の山の意味)130万㎡はリク
リエーションゾーンとして開発が進められている。

2-2

送信アンテナ

保存されている長波用17号鉄塔は1925年(大正14)
に建設された高さ243ｍの正方形断面のトラス鉄塔で
ある。ちなみに刈谷市の依佐美送信所の鉄塔は三角
形断面をしている。

[写真3] IEEEマイルストーン賞

２．展示内容
2-1 送信機
1910年代の火花式長波送信機は現存せず模型展示
のみであった。1930～1990年代に使用されていた真
空管式送信機が約10基展示されている。写真４、５
は1993年までベルリン放送局で使用されていた250kw

[写真6]

2-3

高さ243ｍの17号鉄塔

真空管

本博物館は大量の送信管、受信管、撮像管のコレ
[写真4] 250kw送信機と人形のオペレーター

クション持っている。筆者がこれまで訪れた博物館

[写真5] 同上、終段増幅部の水冷送信管

[写真7] 空冷/水冷 送信管
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のなかで最大の量と質である。受信管は用途別の分

のためか来館者は小生夫婦と他に一人のみであった。

類、ピン配置図などきめ細かい説明が付いている。

そのためか男性スタッフが付き添って展示案内をし
て頂けた。
(博物館HP: http://museum.funkerberg.de)

第150回定例研究会の概要
加藤真司／ Kato, Shinji
日時：2018年1月28日（日）13:00～17:00
会場：とよた市民活動センター
司会：花村富雄

記録：加藤真司

１. 研究報告、調査報告
［150-11-01］「渋川凱旋門」／朝井佐智子

[写真8] 分類展示されている受信用真空管

日本に二つ残っている凱旋門を紹介。日清、日露
2-4

真空管ラジオ

戦争後に各地で凱旋門が作られたが海外の恒久的な

ドイツ製の据置型ラジオ、電蓄の展示品が多数あ

建造物とは異なり、木造の一時的な構築物が一般的

る。いずれも新品のような素晴らしい状態であった。

だった。その中で、静岡県浜松市のレンガ・石造の
凱旋門と九州の鳥居を兼ねた凱旋門が現存している。
［150-11-02］「北九州の産業観光に関する試験的試
み」／市原猛志
製鉄所、門司港駅など、産業遺産の活用状況を紹

[写真9] 真空管ラジオ

介。ライトアップによる工場夜景ツアー、ショッピ
ングセンター、ビジターセンター、イノベーション

[写真10] ディーゼル発電機

ギャラリーなど、工場見学を主体とした観光が定着

[写真9] 真空管ラジオ

しており、観光から産業遺産への関心を高めている。
［150-11-03］「豊川海軍工廠跡に残る配電盤調査か

2-5

非常用ディーゼル発電機

ら」／市野清志

エンジンは、4サイクル8気筒、1000ps 、1937年

現在工場となっている海軍工廠跡に残る電力ケー

(昭和12) 、Humboldt Deutzmotoren製、発電機は出

ブルを発見。 銅線を鉛、鉄で覆っている100Ｖ、

力6000V/70A、ＡＥＧ製。この発電設備は動態保存さ

200Ｖの低電圧ケーブルで全長600ｍと推定。現在で

れていて毎月末に公開運転をしている。

は電圧降下が大きいため低圧ケーブルは使われてい
ない。
［150-11-04］「岐阜県加茂郡東白川村

３．諸活動
子供向けの電子工作教室を持っている。また、博

養蚕糸の歴

史」／安江篤志

物館の運営費用確保のため多数のイベントの開催、

東白川村では1793年に庄屋雄衛門が桑田を開いた。

ホールの貸し出し、無線愛好家を対象とした物々交

1877、8年に製糸場が操業。1881年に19軒あった製糸

換市などを行っている。

場は1912年までに4軒に減少し、現在は1件のみとな
った田口家を調査した。
報告では東白川村の養蚕製糸に関する調査結果を

４．終わりに
今回当地を訪れて、世界遺産級の依佐美送信所が

紹介。

原状保存できずに解体されたことを思い起こし、産

［150-11-05］「愛岐トンネル群６号トンネルのイン

業遺産の保存の難しさを再認識した。また、支援者

バート発掘について」／山田 貢

の活動と思うが、大小の展示物は塵ひとつなくきれ

愛岐トンネルのインバート（トンネルの強度を高

いな状態に維持されていた。訪問したのは冬の平日

めるためにトンネルアーチの底部に設けた逆アーチ
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［ 中部 産遺研会報 第70号 ］
部）を全面発掘してトンネルの全断面が見られるよ

国産航空機のあゆみ」、
「②モダン都市名古屋の形成」

うにした。土砂を取り除いてインバートを露出させ

を検討中。

ると水の影響による劣化の懸念があるため今後の対
応が課題。

５. 見学会、その他の催し物

［150-11-06］
「スコットランドの産業遺産を訪ねて」

［150-51-01］「三菱重工業(株)名古屋航空宇宙シス

／石田正治

テム製作所、飛島工場」（「H-ⅡB」ロケットの組立工

リバーサイド博物館（交通）、グラスゴー（大学建

場）見学会／天野武弘

築、橋）、ニューラナーク（工場群）、フォース橋な

日時：2018年2月8日（木） 13:30～15:00

ど、スコットランドの産業遺産の見学記。歴史的な

参加人数：15名。見学会については

産業遺産が保存され、現在に至るまで使われたり、

［150-51-02］第151回定例研究会/見学会／天野武弘

観光、宿泊などに活用されたりしている。

日時：2018/03/04（日）10:00～
見学会の概要については、

頁に報告。

頁に報告。

２．その他の諸報告、保存問題など

［150-51-03］第16回「ものづくり文化再発見!ウォ

なし

ーキング 2017年秋」／柳田哲雄
新旧の”絞り”の技、現代のものづくり現場をめぐ

３．研究誌、会報(研究会ニュースレター)

り、山車まつりへ(約9km)

［150-31-01］研究誌『産業遺産研究第25号』につい

■日時：2017年10月01日（日）集合10:00

て／浅野伸一

コースの概要: 名鉄 鳴海駅前(スタート)⇒誓願寺⇒

編集を開始、原稿募集中。
［150-31-02］会報ニュースレター

鳴海神社⇒(株)パイオニア風力機⇒千鳥塚⇒NARUMI
電子メール版の

⇒赤塚古墳跡⇒旧鳴海球場⇒善照寺砦跡⇒平部町常

原稿募集／橋本英樹

夜燈⇒四本木の松⇒有松天満社⇒小塚家住宅⇒岡家
住宅⇒まり木綿⇒中濱家住宅⇒有松・鳴海絞会館⇒
有松山車会館（ゴール）

４. シンポジウム・パネル展
［150-41-01］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」
第36回／八田健一郎

当日、「有松山車まつり(有松天満社秋季大祭)」が
行われていた。

■テーマ：「名古屋テレビ塔の新たな旅立ち

－ラン

参加費: 500円（小・中学生は無料）・参加者: 699

ドマークとしてのこれまでとこれから－」

名、今回は19回の開催で、最多の参加者数となった。

■日時：2018/03/03（土）13:00～16:50
■場所：名古屋・栄ガスビル５階キングルーム(定員

６．文献紹介、資料紹介

190名)

［150-61-01］「ニュズレター」2018.1.15 No.0128

■参加費（入場料+講演報告資料集代）：会員1,000円、

東京産業考古学会／事務局

一般1,500円、学生：資料集要は1,000円

［150-61-02］「ニュズレター」2018.1.20 第98号

■同日TV塔見学会：定員40名（2班）参加費：500円

近畿産業考古学会／事務局

■懇親会：シンポ終了後17:30～19:00

［150-61-03］「九州産業考古学会報」2018.1.10 第2

5,000円

参加費：

場所：栄ガスビル地下1階「しら河」

6号

九州産業考古学会／事務局

■申し込み：ホームページなど参照

［150-62-01］豊田佐吉生誕150周年特別企画第二弾

※詳細は、配布チラシにて。

「研究と創造の生涯

［150-41-02］パネル展と講演会「中部における国産

々」トヨタ産業技術記念館／事務局

車のあゆみ」報告／藤田秀紀

佐吉の志と、それを支えた人

93pの冊子、1月例会参加者に寄贈。

※パネル展・講演会の概要については会報69号の「第
13回パネル展講演会・第149回公開定例研究会の概要

７． 出版広報事業

／藤田秀紀」を参照。

［150-71-01］インターネット

■第14回2018年度パネル展予定

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

パネル展：2018年11月27日（火）～12月9日（日）、

上記のアドレス(URL)です。一度ご覧下さい。

講演会：2018年12月2日(日)、に名古屋都市センター
にて開催予定。

８．委員会、役員会、研究分科会

次回パネル展のテーマについて、「①中部における

［150-81-01］幹事会・役員会等／事務局
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・第２回役員会2017/11/11（日）13:00～とよた市民
活動センター会議室

第26回総会役員改選、産業遺

三菱重工名古屋航空宇宙シス
テム製作所飛島工場見学記

産研究会誌の執筆要綱、査読委員会等
・第９回幹事会2017/11/11（メール）来年３月見学

加藤真司／ KATO, Shinji

会、５月総会の曜日変更・記念講演、改選人事
・第10回幹事会2018/1/15（メール）第2回役員会開
催日について、
◇会計監査

2018/04/07（土）13:00～東生涯学習セ

2月8日、会員の天野先生のご尽力でＨ－ⅡBロケ

ンター（※監査終了）

ットの組立てを行っている三菱重工飛島工場を見学

◇第３回役員会2018/04/29（日）13:00～とよた市民

する機会を得た。Ｈ－ⅡBロケットは1段目の直径が

活動センター会議室予定（1/29予約）

５ｍ以上、長さは４０ｍ近くもあり、工場というよ

第27回総会準備など

りも建築現場という感じだ。飛島工場では年間3基か

［150-81-02］シンポジウム「日本の技術史をみる眼」

ら4基が手作業で組み立てられる。自動化が進み流れ

第36回／実行委員会

作業で１～２分に１台生産される自動車とは作り方

・第5回 2017/12/03(日）10:00

が全く違う。ロケットの組み立て作業は熟練が必要

名古屋都市センター11F 喫茶コーナー

で、ＯＪＴ（実務を通しての教育）によって技能が

・第6回 2018/01/28(日) 10:00
とよた市民活動センター
［150-81-03］第13回

伝承されている。部品の作り方も鍛造や鋳造などの

会議室

大量生産方式は必要ないので一つ一つ加工して作っ

2017年度パネル展「中部にお

ている。

ける国産車のあゆみ」
［150-81-04］研究誌『産業遺産研究第25号』編集委
員会
・必要に応じて電子メールや電話にて開催
９. 総務・事務局関係
［150-91-01］2017年度年会費／会計幹事
2017年度会費未納の会員は、会費４千円を下記の
口座に振り込みして下さい。
［銀行口座］ 三菱東京ＵＦＪ銀行
普通預金

鳴海支店

口座名：中部産業遺産研究会
口座番号：１５３１２６６

［150-91-02］研究会スケジュール、関連団体スケジ
[写真] 三菱重工業・飛島工場の見学
（2018／02／08、撮影）

ュール、他
・第150回例会
会場

2018/01/28(日)

13:00～17:00

とよた市民活動センター

他にも、打ち上げ後に海面に落下して浮いている

・シンポジウム「日本の技術史をみる眼」第36回
2018/03/03(土)

ロケット部品に船が衝突しないように回収している

13:00～16:50

など、初めて聞く話も興味深かった。

名古屋 栄・ガスビル、５階 キングルーム

産業遺産と言えば使われなくなった古い機械とい

・第151回例会/見学会
2018/03/04(日)

うイメージを持たれている方もおられると思うが、

10:00～15:30

中部産業遺産研究会では今回のような未来の産業遺

松坂の丹生鉱山坑口跡、立梅用水、中電波多瀬
発電所、櫛田川突堤など
・第26回総会・第152回例会
13:00～17:00
記念講演

産となる最先端の技術を目にすることができてよか
ったと感じた。

2018/05/19(土)予定

名城大学校友会館会議室予定

なお、Ｈ－ⅡBは名古屋市科学館にも展示されてい
るのでご覧になっていただきたい。

梅本良作氏の予定

・産業考古学会2018年度総会
2018/05/25～05/27 栃木県足尾で予定
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［ 中部 産遺研会報 第70号 ］
学造船工科に入学したが、当時の造船界は不況であ
ったので転科を勧められ10日遅れで建築学科に入学

シンポジウム
「日本の技術史をみる眼」
第36回の概要

した。助教授佐野利器と出会い、建築構造設計の分
野の研究に進むことになる。1917～18年、耐震構造
学を学ぶためにアメリカに留学、帰国時に乗船した
船の隔壁による仕切り構造に着眼を得て、これを元

石田正治／ ISHIDA, Shoji

に実験を繰り返し、耐震構造学の理論を体系した。
この耐震構造の理論による日本興業銀行ビル(1923)

日時：2018年3月3日(土)
会場：栄ガスビル５階

13:00～16:50

や歌舞伎座(1923)などは、関東大震災に耐え、内藤

キングルーム

多仲の確立した耐震構造の方式の有用性は実証され

名古屋市中区栄3-15-33

た。

参加者数：61名

内藤多仲は、耐震建築以外にも多くの業績を残し
ている、との紹介があった。1925年にラジオ放送用

【シンポジウムの概要】

の愛宕山ラジオ塔を皮切りに、約60基のラジオ放送

テーマ：「名古屋テレビ塔の新たな旅立ち

─ラン

ドマークとしてのこれまでとこれから─」

用鉄塔を設計、そして1954年に名古屋テレビ塔を設
計をした。
次に、アーカイブス資料としての建築資料の位置

講演１「名古屋テレビ塔のあゆみ

－内藤多仲博士

の足跡と再発見資料研究の中間報告」／講師
よしのり

夏目

付けについて説明があった。アーカイブスは、「個人
や組織の活動で作成された資料のうち、価値がある

おおたけしん

欣昇、大嶽伸（名古屋工業大学）

ため保存されたもののまとまり」であり、アーカイ

はじめに夏目欣

ブ整備の原則は、
「出所原則」、
「現秩序尊重原則」、
「原

昇氏より、名古屋

型保存原則」の３原則に基づいて資料整備システム

テレビと塔の歴史

は構築されなければならない、との説明があった。

と概要、名古屋テ

また、ICA(アーカイブス国際カウンシル)によるISDA

レビ塔の設計者で

(記録史料に関する一般国際標準)に基づく、記録史

ない とう た ちゆう

ある内藤多 仲 (博

料記述の標準化が進んでいる、との紹介があり、今

士)の人物紹介と業

後は、このISDAの考え方を取りいれていく必要性が

績、名古屋テレビ

あるとのことであった。

塔(株)の所蔵資料

建築資料(ＴＶ資料等)は、建築活動の中で作成さ

(以下、ＴＶ資料群)
の調査の概要、ア

れた資料群をなすが、文書が業務で使われる「現用」
講演される夏目欣昇氏

資料、業務に直接使用されない参考などの「半現用」

ーカイブス資料調査の概要と調査結果(中間報告)か

資料、業務に使われない「非現用」に分けて考える

ら明らかになったＴＶ資料群の特徴について報告が

ことができるとし、建築資料は作品(図面など)と記

あった。名古屋テレビ塔は、1954年に竣工した日本

録に分けてとらえることができる、とした。また、

初の集約電波塔(複数事業者の電波を送信する塔)で

建築歴史家ニコラス・オルスバーグよれば、建築資

あり、また展望台やレストラン、ショップをもつ観

料は、①扱いにくい大きさ、②物理的な脆弱性、③

光施設である。建設時の基本情報として、設計監理

増加する電子的流動性、④大量で増大する容量、の

は内藤多仲・日建設計工務、鉄塔の基本設計は内藤

４つの特徴があり、アーカイブスの原則に基づいて

多仲、意匠設計は今井兼次、施設設計・工事監理は

保存の最適化が図られなければならない、との話で

日建設計工務、塔体施工は新三菱重工業、鉄骨現場

あった。

組立は宮地建設工業、基礎工事・建物工事・内装は

名古屋テレビ塔の文献資料調査では、名古屋タイ

竹中工務店、昇降機(エレベータ)工事は三菱電機、

ムズ・アーカイブス委員会編『ぼくらの名古屋テレ

電気工事は東海電気工事、衛生工事は桐田商会であ

ビ塔』と大澤和宏著『テレビ塔に魅せられ』の２冊

るとの説明があった。

を取り上げて、テキスト分析した結果の報告があっ

次に内藤多仲の生涯と業績について紹介があった。

た。その結果から、テレビ塔が周辺の地域や風景と

内藤多仲は1886年山梨県生まれ、甲府中学校から第

関わりが大きいこと、テレビ塔が周辺からどのよう

一高等学校へ進学、1907年9月に東京帝国大学工科大

に見えるのか、といったようなことが強く意識され
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て記録に遺されている、とのことであった。

講演２「名古屋テレビ塔の価値をみつける

－創建

にしざわたか お

大嶽伸氏からは、テレビ塔(株)所蔵の資料調査の

の歴史と技術的価値－」／講師

概要と調査結果についての中間報告があった。

西澤崇雄氏から

資料調査は14名の

は、名古屋テレビ塔

有識者(中部産業遺産

の耐震改修の改修方

研 究会 会 員、 名古 屋

法を検討するため

工業大学研究者)で行

に、文化財としての

わ れた 。 調査 の統 一

名古屋テレビ塔の価

性を計るためにExcel

値を改めて認識して

上 で作 成 され た入 力

おく必要と改修工法

フ ォー ム にし たが っ

による外観の変化が

て記録がとられ、201

もたらす文化財的価

7年3月1日から同年11

値への影響を議論し
講演される西澤崇雄氏

月20日までの調査期
講演される大嶽伸氏

西澤崇雄(日建設計)

間で112ファイル、39

09資料のデータ入力が完了した、との報告があった。

ておく必要性から、

創建時の歴史からテレビ塔の価値を見つける取り組
みが紹介された。

調査結果より、ＴＶ資料群の内、他の機関で同一

日本最初の集約電波塔が名古屋に建設されるに至

資料が保存されている状態を「重複特性」と定義し、

った経緯について紹介があり、地元財界人の神野金

その重複特性に着目してのＴＶ資料の特徴について

之助(名鉄社長、名古屋商工会議所会頭)が関東大震

の報告があった。日建設計と名古屋市政資料館に保

災を教訓に防災放送の基盤づくりに尽力する中で日

存されている資料についての重複する資料の分類を

本初の集約電波塔となった歴史が紹介された。また、

行い、そこから現れるＴＶ資料の特徴として、オリ

設計者の内藤多仲(博士)は、当初から電波塔のみな

ジナル資料は重複特性が低く、ＴＶ資料群に重要度

らず先駆的観光施設としての運用を念頭に注力され

の高いものが多いことが明らかになった。

た、との紹介があった。

次に、資料がファイルの中に小ファイルがあるよ

完成当時、東洋一の高さを誇ったテレビ塔は、構

うな入れ子状に保管されている特性を「階層特性」

造技術の面からも特筆すべき特徴があり、それがま

と定義し、階層特性に着目して分類した結果より、

た建築技術史的価値を示しているとの報告であった。

階層特性に現れるＴＶ資料の特徴として、図面は第2

テレビ塔に採用された構造技術の内、独自性が高く、

階層までのものが大部分で主目的として利用される

内藤多仲がこだわりを持った技術として、①ＳＲＣ

傾向が強く、文章は第3、第4階層のものが多く副次

(鉄骨鉄筋コンクリート)造の交差アーチ、②軽量な

的に利用される傾向が強い、との報告があった。

床構造、③リベットとボルトの使い分け、があり、

最後に、入力時の調査項目t１～t15(t1はファイル

特にＳＲＣ造の交差アーチは、内藤多仲が世に出る

名称、以下略)の区分を変数とする主成分分析の結果

切っ掛けのひとつになった技術である、と解説があ

について報告があった。

った。機能と意匠への配慮、そして最新の風荷重研

まとめとして、①テレビ塔会社は、改修工事や定

究成果を反映するなど、「日本初」の技術に事欠かな

期的な塗装工事を通して様々な機関と関わってきた

い。これら創建の歴史を知ることが、その価値を知

こと、②内藤多仲は完成後も現場に赴いていたこと、

ることになり、建築技術史的な側面のみならず文化

③資料調査は５割程度完了し、その結果から一定の

財としての価値も再認識できた、との報告であった。

ＴＶ資料群の特徴を明らかにできたこと、④オリジ

これらを整理した表(『シンポジウム「日本の技術史

ナル資料はテレビ塔会社が保管し、二次的資料は関

をみる眼」講演報告資料集』、14頁)も示された。こ

連機関毎に分担して保管されている、との報告があ

れらの価値評価の上に、訪れたことが思い出の場所(P

った。

lace of Memory)として記憶されることで個人的な価

また、テレビ塔の利活用を進めるためにＴＶ資料

値として加わることも重要と紹介された。

群の体系的なデータベースの作成が重要であり、地
域の誰もが利活用できるようなアーカイブの整備が

講演３「名古屋テレビ塔の価値を守る

－免震改修

わかばやしまこと

今後の課題との報告があった。

とデジタル活用－」／講師

若 林 亮 (日建設計)

若林氏からは、名古屋テレビ塔の三次元デジタル

< 12 >

［ 中部 産遺研会報 第70号 ］
形状計測技術による
現況調査と免震改修
の検討案について報
告があった。
名古屋テレビ塔の
文化的価値を維持し
つつ安全性、各関連
法規への適合や経済
的にも持続性のある
保存や活用方法の検
討状況が紹介され
た。名古屋テレビ塔

講演される若林 亮氏
質疑応答、パネル討議の様子
左より、水野、大嶽、夏目、大澤、西澤、若林の各氏

の文化的価値を守るという点については、①姿(シル
エット)を守ること、②ＳＲＣ造の交差アーチは、テ
レビ塔の大きな技術的特徴になっているので、これ

水野氏より、文化財としての価値ある名古屋テレ

を守ること、③既存の螺旋階段の意匠を守る、３点

ビ塔を、姿・形、意匠を変えずに、地震に強い構造

である。

物として改修し、安全性を高めて保存し、今後どう

改修の地震に強い構造形式について、耐震構造、
制震構造、免震構造があり、それぞれの構造につい

活用していくか、の方策の検討が本日のシンポジウ
ムの趣旨であるとの説明があった。

て解説があった。

質疑応答では、はじめに免震装置の積層ゴムの耐

耐震構造は、太く頑丈な柱や梁で建物自体が地震

久性についての質問があった。

に耐えうる強度で造られている構造形式で、テレビ

テレビ塔のライティングについての質問について

塔の場合は、リベットで造られているため、耐震の

は、大澤氏より航空障害燈は付けてあるが、点滅す

ための補強をすることが難しく、耐震構造による改

るような回転灯は禁じられているとの回答があった。

修はできない。

テレビ塔の保存は確定しているか、との質問があ

制震構造は、建物の柱や梁にダンパー(制震装置)

った。大澤氏は、テレビ塔の保存については、名古

を設置して、地震エネルギーを吸収する構造形式で

屋市が2012(平成24)年～13年にテレビ塔活用調査を

ある。

を行い、市民にアンケート調査を実施しており、そ

免震構造は、建物と地盤の間に積層ゴムなどの免

の結果、80％以上の市民が支持があり、名古屋市も

震装置を介入することにより、建物自体の揺れを軽

その結果を踏まえて、遺すべきものとしている。保

減し壊れにくくする構造である。免震構造が最も地

存の方向性はすでに決まっていて、あとは株式会社

震に強い構造であるので、テレビ塔の改修案として

が継続してやっていくのか、会社ができない場合は

免震構造を検討した。地下、地中に免震装置を入れ

名古屋市が引き取ってやっていく、この２案につい

る案は、高コストになるため、地上に免震装置を置

て報告書ができている、との紹介があった。名古屋

く案を検討した。しかしこの案は、外観が変更にな

テレビ塔会社は、観光事業の会社であり、放送関係

るため、最終的に免震と制震の折衷案ともいうべき

の業務が無くなってしまった現在は、観光のみで生

集中制震案が最終的な改修案として検討が進んでい

きていかねばならない。名古屋の観光のシンボルと

る、との報告があった。

して、テレビ塔に来られた人々の心にのこるものと
なるようなテレビ塔にしていきたい、との決意表明

質疑応答・パネル討議／コーディネータ

水野信太

があった。

郎(北翔大学、中部産業遺産研究会会員)

テレビ塔は、通常の建物と違い、収益が得られる

講演後の質疑応答は、講演者と名古屋テレビ塔(株)

部分が少ない。収益が得られるのは展望台ではなく、

の大澤和宏社長が加わり、パネル討議として行われ

足下で得るので、東京のスカイツリーのように足下

た。進行役として会員の水野信太郎氏が務めた。

に展望台に上る10倍の客があれば、十分に採算が合

はじめに、水野氏より内藤多仲に関係する親族、
研究者の方が会場に来ておられるか、との話があっ

う。改修をもとに、魅力ある足下に整備していかね
ばならないとの話であった。

たが、該当者はいなかった。

また、この免震工事に合わせた大改修は、久屋大
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通公園地域の再開発事業と連携しPrivate Finance

回見学会でお世話になった松阪もめん手織り伝承グ

Initiative（通称：PFI）として一体的に進めている

ルーブ「ゆうづる会」の女性２人、丹生鉱山と立梅

ことが紹介された。

用水井堰では同会の別の女性２名も特別参加され、

資料調査の今後の見通しとテレビ塔はなぜリベッ

和気あいあいの小旅行であった。

ト接合とボルト接合が使用されているのか、との質
問があった。

車窓から目に入るのんびりとした田園風景、咲き
頃丁度良い梅と少し早い桜を見ながらの、なんとも

資料調査については、昭和の部分がほぼ完了し、
平成時代の資料がまだこれからとなっている。

うきうきする見学でもあった。チャーターしたマイ
クロバスもほぼ満席、服装は厚着が多かったので窮

名古屋テレビ塔は、５層以上がボルト接合で建設
されたことになっているが確認はされていない。当

屈ではあったが、車内は期待と熱気で蒸しかえって
いるように思えた。

時は、リベット接合がもっとも信頼性のある工法で

松阪駅10時に出発、最初の見学先は丹生鉱山採掘

あったが、内藤多仲は実験を行った上でボルト接合

跡に向かう。丹生鉱山の案内をしていただいた多気

を採用されている。現在は、高張力ボルトで接合し

町の「かたりべの会」の方からの情報提供で、前日、

ているので、当時とは異なる。いずれにしても、定

３月３日、夜10時のBS-TBS放送番組「諸説あり、超

期的な塗装が行われ、錆などはなく、強度的には問

人・空海の野望」の中で、弘法大使空海が、昔この

題無し、との回答があった。

地を訪れ、水銀採掘したことは予備知識として持っ

会場参加者との質疑応答では、名古屋テレビ塔の

ていた。車の止まったところに昨夜テレビで見たと

ランドマーク、あるいは、郷土を代表するシンボル

おりの風景が出てきた。観光用の広い駐車場があり、

として今後も発展しつつ存続するようにとの期待を

「かたりべの会」代表の中西氏他、数名のボランテ

感じる質疑となった。テレビ塔の歴史的文化的景観

ィアの方が待っておられ、挨拶の後、我々を現地に

的価値を基に、これからの保存と活用において発展

案内していただくことになった。進入路をスギ林の

を期す関係者の意気込みを感じる機会になった。

中数百メートル入ったところにある水銀採掘坑口(北

第15１回定例研究会／
見学会の概要
藤田秀紀／ FUJITA, Hideki

1. 日時

2018年3月4日(日)

2. 参加者

10:00～

22名

3. 概要
今回は昨年、2018年10月に実施した産業考古学会
[写真1] 丹生鉱山の見学 （2018／03／04、石田正治撮影）

全国大会の松阪産業遺産見学会の見学コースの後半+
αの見学コースで行われた。

村覚氏ゆかりの日ノ谷坑口)にて説明を受ける。昭和
みいと

前回の産業考古学会見学会では、①御絲織物工場

の時代まで採掘された歴史的鉱山。「たぬき堀り」と

見学、②松阪もめん手織りセンター、③松阪市歴史

呼ばれる手堀の水銀坑がここ以外にも多数あること

民俗資料館見学を行うことができたが台風ため、中

を聞く。奈良大仏の金メッキにも丹生の水銀が使わ

断ということになった。今回は、この日、中断した

れている。当時この地域は日本の代表的な水銀採掘

に

う

たちばい

④丹生鉱山跡 ⑤立梅用水の隧道と水路及び井堰の見

地であった。この天然の資源を、この地域の人は生

学の他、水銀資料を展示する勢和町郷土資料館、中

活の糧としてきた。水銀製錬の歴史を示すものとし

電波多瀬発電所、櫛田川突堤の3ヵ所を追加した内容

て山林の洞窟と入口の中間に(近世以後のものではあ

であった。

るが)水銀の精錬装置の施設跡が残されていた。
くし だ

この日、冴えわたる春日和、むしろ夏に近い暑さ

丹生を流れる櫛田川の水源は、三重県と奈良県の

であった。今回の参加者には、北海道、九州といっ

境にある高見山(標高:1249ｍ)で、そこから三重県中

た遠方からの参加者、産業考古学会の方、そして前

部の松阪市を経て伊勢湾に流れる延長85キロメート
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［ 中部 産遺研会報 第70号 ］
ルの川である。奈良時代初期に採掘された丹生水銀

地である。立梅用水は三重県多気町一帯を灌漑する

や木材の水運、舟運に利用され、近世末まで水運が

ため、西村彦左衛門と５村の村民らの努力で、３年

あり、中流左岸と対岸には渡し船もあったとのこと

かけて1823年に完成した。

である。この川は普段は清流だが、多雨地帯で暴れ
川のため、昔から幾多の大洪水の被害を受けてきた。
名前の由来は、倭姫命が天照大神の鎮座地を求めて
諸国巡業の際、この地で櫛を落としたことから名前
がついたという由緒ある川である。この櫛田川から
取り込んでいる立梅用水開発の歴史は古く、1823年
に和歌山藩普請として建設されたもので、現在は地
元の立梅土地改良区と地域住民との共同により維持
管理されている。また、2014年に国内の農業水利施
設では初めて国際かんがい排水委員会(ICID)の「世
界かんがい施設遺産」に登録された。
途中、立梅用水の看板のある所にて、説明を受け
[写真2] 立梅用水井堰 （2018／03／04、石田正治撮影）

る。素掘りのトンネルがあり、毎年6月のアジサイ祭

は

た

せ

りの際には「ふるさとの水と土に感謝して」をテー

昼食後、波多瀬発電所の見学を行う。波多瀬発電

マに、田んぼの綱引き、田んぼのコンサート、立梅

所の取水の近くの道は立梅用水路に沿っているが、

用水ボート下りなどが行われる。ホテイアオイ、ハ

付近は、マイクロバスも通れない程狭かったので歩

ス、ウォーターポピーなどの田んぼがある。

いて見学する。発電所を下方に眺める取水口の位置

勢和村立資料館では、今回目当ての水銀関係コー

から寺澤安正氏からこの発電所の紹介を受ける。波

ナーが広いスペースをとり、関連の知識を得ること

多瀬発電所は櫛田川の中流立梅用水を利用して堰の

ができた。この他、季節柄ひな祭り関連の展示もあ

下流４キロの地点に、1951(大正10)年、当時の三重

った。

共同火力(株)によって建設された。落差26メートル、

原始・古代人の愛用した赤色顔料には赤鉄鉱を原

最大855キロワット) 一年のうち田畑に水が必要な時

しんしや

料とするベンガラと辰砂(硫化水銀HgS)を原料とする

期(6月10日から100日間)にはかんがい用水、それ以

朱の２種類がある。彼らの赤色顔料への思い入れは

外の期間は発電用として利用する共存・共栄の全国

深く信仰・儀礼・葬制など精神文化にかかわる遺物

にも例のない水力発電所である。正門脇に回収前の

には盛んに利用された。ベンガラよりも色鮮やかな

フランシス水車の羽根車の展示がされていた。発生

朱は、魔よけの色といわれ、縄文後半に盛んであっ

した電気は6,600ボルトの配電線で勢和村周辺地域の

たが、朱を豊富に生産するには、この地域のような

各家庭に送られる。発電所は常時無人で中部電力の

水銀鉱脈の存在が重要であった。最近、県内のこの

津地方制御所より遠方監視されている。

時代の遺跡から辰砂原石、朱の生産具、朱彩遺物な
どが相次いで出土し、朱の特産地域としての様相が
濃厚となってきている。
日ノ谷坑口で見た装置の縮小モデルが展示されて
いて、その説明があった。３個の丸い口から粉砕し
た石灰岩と辰砂を投入し加熱すると、辰砂は蒸気と
なって奥に移動し、前方の３本の鉄管に入る。そこ
で冷却されると液体となって下に落ち、採取される。
この時点で完全に液体とならなかった残部は、さら
に先の３本の鉄管に移動し、再度下に落ち、採取さ
れる。一方、石灰石は辰砂から出た硫黄と結合して
石膏を作り、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)を外部に出さ
[写真3] 波多瀬発電所 （2018／03／04、石田正治撮影）

ないようにしていた。
道の駅茶倉駅の展望所にて昼食(弁当)。眼下に茶

この先、本日の最終目的地伊勢湾に近い松名瀬干

倉橋、櫛田川、立梅用水の取水用井堰が見える景観

潟までは、しばらく時間がかかるので、車中、参加
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者の自己紹介を順々に行う。このようなことができ
るのはバス旅行ならではのことである。

「松阪の産業遺産」
見学会に参加して

櫛田川河口に広がる約70ヘクタールの松名瀬干潟
は、塩性湿地、前浜など多様な環境を有し、その多

入江隆亮／ IRIE, Ryusuke

様な環境に応じて多くの種類の生き物が住んでいる。
この干潟は現在数少ない「典型的」な干潟である。
長大な石積み突堤のある櫛田川突堤に立ち寄る。石

第151回定例研究会／見学会は三重県の松阪市周辺

積みが長年の環境により一様に特定方向に傾いてい

の地域であった。私は鉱山の研究を行っていること

ること、人造石の有無に関心を持った方もいる。洪

もあって、今回は丹生鉱山坑口あとに行けるという

水にはこの地は水にすぐにうずまる干潟であるので、

ことで非常に興味があって参加した。

に

う

自然と生物の学習の場となる。この干潟に入った時、

まず、初めに丹生鉱山へと向かった。丹生鉱山で

アサリを採取して帰ってくるグループに会ったが、

は、地域の団体のガイドの説明を聞いた。水銀鉱山

我々には、砂地のあちこちに自生している植物ハマ

として古代より開坑しており、昭和になってからも

ボウ、アマモは見えたが魚類など、散策した限り目

再開発が行われているなど多くのことを知ることが

立った生き物を見つけることはなかった。ここは国

できた。また、地域の人のガイドがあるということ

土交通省三重河川国道事務所の管轄である。

で、産業遺産に地域の団体の活動が関わっており、
産業遺産の活用の一つの例ではないかと感じた。し
かし、昭和期の水銀製錬装置が残されていたが行政
によってレンガの部分がすべて新しくされており、
当時の面影が残されていない点が残念であった。こ
こでは、産業遺産に対する地域や行政のあり方につ
いて考える機会となった。

[写真4] 櫛田川突堤の見学 （2018／03／04、石田正治撮影）

当初の予定外ではあったが、運転手さんの好意に
より、時間に余裕のある方には松阪駅到着後にも松
浦武四郎記念館の見学ができることとなった。急な
訪問にもかかわらず、修復公開間もない「松浦武四
丹生鉱山の水銀製錬装置 （2018／03／04、石田正治撮影）

郎生家」と「松浦武四郎記念館」を同館館長の大変

たちばい

は

た

せ

くし だ

丁寧な説明と案内により5時閉館まで見学し、『北海

その後は、立梅用水、波多瀬発電所、櫛田川突堤

道』の命名者松浦武四郎の事績とそれに関わる歴史

へと行った。特に印象に残ったのは櫛田川の突堤で

を詳しく説明いただく。また地元小学校などで武四

多くの石が並べられており、当時の人は機械がない

郎を顕彰する教育活動が活発に行われていることも

中、運んできたのを考えると感心させられるもので

紹介・案内いただいた。このオプションに参加した

あった。それだけの大工事であっても、いつ造られ

のは18名。私は、このオプションに参加せず松阪駅

たものなのか記録がないということで産業遺産の研

で帰った4人の内の一人であるので、この感想は参加

究の難しさを感じた。

者から聞いた内容である。次回松阪に来るような機
会あれば、是非訪ねたい記念館と思った。

今回の見学会では、どのような産業遺産があるか
勉強になったことはもちろん、産業遺産のあり方や
研究の難しさを感じるものもあり、とても多くのこ
とを吸収できた。見学会を通して新たな視点や考え
方ができるので、またぜひ参加したい。
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第26回総会
第152回定例研究会案内

２０１８年度年会費ご入金のお願い
１． 年 会 費

４，０００円

2． 振込口座

第26回総会並びに第152回定例研究会を下記の要領
で開催しますのでご参加下さい。
中部産業遺産研究会会長
日時：2018年5月19日(土)

永田

宏

銀行支店

三菱東京ＵＦＪ銀行

種

別

普通預金

口座番号

１５３１２６６

口 座 名

中部産業遺産研究会

13:00～17:00

鳴海支店

朝井佐智子(あさい

会場：名城大学交友会館会議室

会計係
さちこ)

※ 2018 年度会費を上記口座にお振り込み下さい。

地下鉄鶴舞線「塩釜口駅」１番出口
郵便局大学内局前
※総会開始前にノーベル賞受賞記念館の見学がで

■編集後記、原稿募集

きます。入場無料。

■編集後記
今号より海外の産業遺産・博物館紹介をシリーズとして
始めました。第１回は渡辺治男会員のドイツのケーニッヒ
スヴスターハウゼン放送通信技術博物館の紹介です。海外
旅行された諸氏の投稿をお待ちしています。 （石田）

※例年と異なり土曜日の開催です。
■第26回総会
■記念講演「アツタ号復元模型の制作」（仮）／
梅本良作

■産業遺産に関する諸情報、短信、文献紹介、ご意見など

■第152回定例研究会

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

報告「ベルリンの通信技術博物館訪問記」／渡辺治

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

男

モを貼り付けて下さい。

報告「明治末期から大正期における神岡鉱山と地域

原稿送付先：石田正治

社会」／入江隆亮

ishida96@tcp-ip.or.jp

第71号の原稿締切日：2018/06/20

報告「文章表現ほかの資料に基づく考案設計と設計
製図 水車編」水野信太郎
※参考図書：宮澤賢治著『セロひきのゴーシュ』

■会報郵送会員の皆さまへ
会報郵送料として、400円分程度の切手をカンパして下
さい。送り先は、編集委員会(石田)宛です。

■広報幹事より
電子メールアドレスをお持ちの方で、電子メール版ニ

■「中部産業遺産研究会会報」発行予定

ュースレターを受信されていない方は、広報幹事（hideki
h@wine.plala.or.jp）まで必ずご連絡ください。
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