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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ「私の歩
んだ道」

岐阜の産業遺産の保存・展示に協力して－髙橋伊佐夫さん－
聞き手 水野 信太郎ほか、テープ
起こし 浅野 伸一

92

TICCIH2009本会議・総会 フライベルク／ドイツ報告 種田 明 101

第14回TICCIH2009 フライベルグ／ドイツ会議の参加報告 寺沢 安正 107

ベルリンの産業遺産－TICCIH2009プレコングレスツアー報告－ 森田 優己 115

ベルリン・フリードリヒスハーゲンの水道博物館 石田 正治 119

山本貴志夫先生を悼む 植田 泰司 121

山本貴志夫さんを悼む 人見 昭 124

産業遺産見学会 大垣市に残る東海道本線の鉄道遺産 2010年３月見学会の紹介 髙橋 伊佐夫・大橋 公雄 125

活動報告（パネ
ル展・講演会）

名古屋の“ものづくり”を支えた企業家たち 寺沢 安正・大橋 公雄 127

中部産業遺産研究会・定例研究会100回記念講演会 天野 武弘 129

「ものづくり文化再発見！ウォーキング大会」の開催報告 寺沢 安正 130

歩いてさぐる名古屋の“ものづくり”講座の実施 寺沢 安正 132

2009年度（平成21年度）の中部産業遺産研究会活動報告 134

中部産業遺産研究会の書籍 138

中部産業遺産研究会規約 142
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巻頭言 産業遺産研究30年の歴史を振り返って 石田 正治 1

尾西地方の鋸屋根工場の一次調査－その１－
小野 雅信・岩井 章真・野口 英一
朗

4

旧東海紙料地名発電所建物の解体に伴う調査報告と保存問題
天野 武弘・中住 健二郎・永井 唐
九郎・野口 英一朗

20

乗用車「三菱Ａ型」の歴史 杉本 漢三 29

研究ノート 産業遺産としての送電鉄塔 中住 健二郎 33

コラム 国鉄バス第１号車 浅野 伸一 40

研究ノート 時の鐘 井土 清司 41

コラム 横須賀御殿と長源寺の「時の鐘」 永田 宏 46
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研究ノート 熱田湊常夜灯 井土 清司 48

特別報告 「アナログＴＶの送信アンテナ保存要望」に関する中部産業遺産研究会の活動 佐々木 享 53

依佐美送信所の調査研究史と長波無線通信設備保存の経緯－ＩＥＥＥマイルストーン
へ道－

石田 正治 59

湖国に発電所を訪ねて－神山発電所跡・現役最古の大戸川発電所－ 安見 脩 67

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ「私の歩
んだ道」

造船への憧れが産業遺産研究の原点－宗美修氏－
聞き手 水野 信太郎ほか、テープ
起こし 浅野 伸一

72

国際会議報告
フィンランド・タンペレの国際会議「産業遺産の再生」参加報告とヨーロッパの長波
無線通信施設の調査

石田 正治 82

海外事情 ヨーロッパの鉄道を歩く３ 土橋 文明 87

『火の見櫓 地域を見つめる安全遺産』（火の見櫓からまちづくりを考える会編） 永田 宏 92

『オランダ人デ・レイケがみた信州の河川・道路～明治時代の長野県の河川・道路と
その史料～ 』（小西純一・山浦直人編）

島田 晴人 96

『新・機械技術史』（日本機械学会編） 橋本 英樹 99

『豊橋鉄工会 50年のあゆみ』（豊橋鉄工会編） 杉本 漢三 101

コラム 日本文化は白銀比 杉本 漢三 102

『愛知大学中部地方産業研究所付属生活産業資料館 産業資料目録（旧蔵資料）』
（愛知大学中部地方産業研究所編）

永田 宏 103

『産業遺産 時を超えて輝く』（日刊工業新聞社編） 安見 脩 105

2010年度（平成22年度）の中部産業遺産研究会活動報告 野口 英一朗 106

名古屋テレビ塔・ＮＨＫ名古屋放送局見学会報告 永田 宏 112

ＪＲ東海「リニア・鉄道館」見学会 近藤 是 114

パネル展と講演会「名古屋の町づくりを支えた堀川・新堀川」－産業遺産と起業を訪
ねて－

浅野 伸一 116

コラム 熱田港と熱田駅を結ぶ水脈姥子川運河（熱田運河） 近藤 是 118

展覧会開催による産業遺産「尾西地方の鋸屋根工場群」の周知活動について 岩井 章真 119

「ものづくり文化再発見！ウォーキング大会」の開催報告 柳田 哲雄 123

コラム 堀川の取水量を調節した黒川樋門 柳田 哲雄 124
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名古屋の"ものづくり"を支えた企業家たちの講演会とパネル展－名東生涯学習セン
ター30周年記念に協賛－

寺沢 安正 125

コラム 「電気新聞」に中部産業遺産研究会が紹介 寺沢 安正 126

中部産業遺産研究会規約 127

中部産業遺産研究会の年譜 野口 英一朗 129

中部産業遺産研究会 歴代役員名簿 野口 英一朗 132

中部産業遺産研究会の書籍 135
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27
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山田才吉と人造石 大橋 公雄 61

コラム 服部長七の足跡 大橋 公雄 65
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京都金糸づくりの職人として－安見脩氏－
聞き手 水野 信太郎ほか、テープ
起こし 浅野 伸一

104
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台湾の産業遺産 大橋 公雄 113
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『摩擦は友か、摩擦は敵か－トライボロジーの技術史－』（坪井珍彦著） 天野 武弘 128

『日本の近代を開いた産業遺産 推薦産業遺産 1985～2010』（大橋公雄・玉川寛治
編）

大井 昭雄 131

『近代の産業遺産をたずねる』（(財)日本修学旅行協会編） 山田 貢 133

『亀田光三論文集 桐生織物史と産業遺産』（亀田貴雄編） 吉田 豊 135

『旧豊川海軍工廠近代遺跡調査報告書』（豊川市教育委員会編） 永田 宏 137

『アンテナタワー千一夜』（北沢幸浩著） 永田 宏 139

コラム 長崎県対馬にあったオメガ無線局大鉄塔の解体工事 永田 宏 141
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巻頭言 私の産業考古学の調査方法 石田 正治 1

豊橋市二川町の豆味噌・たまり醤油工場と産業遺産－東駒屋と西駒屋の機械化設備－ 天野 武弘・野口 英一朗 4

蒲郡市の鋸屋根工場の一次調査－その１－
野口 英一朗・岩井 章真・天野 武
弘・小野 雅信

26

テルファー 名古屋港・清水港 永田 宏・井土 清司 37

コラム 塔の歴史－東京スカイツリーに寄せて－ 杉本 漢三 42

ねじの歴史と継ぎ手としての活用について 杉本 漢三 49

産業遺産等の認定及び保存と活用に関する各方面の動向について 永田 宏 56

日本の真空管ラジオの見方 渡辺 治男 63

水車研究のすすめ－中部の３事例を紹介－ 白井 昭 68

中埜又左衛門氏の「瓦斯燈建設届」（追報） 永田 宏 71

コラム 掩体壕 杉本 漢三 73

講演要旨 名古屋都市圏の鉄道－その経緯、現状、展望－ 須田 寛 74

名古屋の鉄道発祥地をめぐる散策コース 山田 貢 78

金山揚水遺構－待望の水、水路を走る－ 小西 恭子 88

博物館紹介 国立大学法人電気通信大学 ＵＥＣコミュニケーションミュージアム 中村 治彦 93

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ「私の歩
んだ道」

尾西毛織物業の栄光と衰退の体験を語り伝えて 鈴木貴詞さん
聞き手 水野 信太郎ほか、テープ
起こし 浅野 伸一

97

コラム 鈴鎌毛織物工場経歴 102

海外情報（国際
会議報告）

15th TICCIH CONGRESS 2012 in Taiwan 参加報告と台湾の産業遺産 石田 正治 107

台湾の台南地域に保存されている産業遺産 大橋 公雄 112
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コラム 名古屋汎太平洋平和博覧会と名車1400型 藤井 建 124

『加茂地域にある木曽川水力の歴史～国指定重要文化財・近代化産業遺産の旧八百津
発電所を中心に～』（和田義昭編）

浅野 伸一 125

『15歳の機関助士　戦火をくぐり抜けた汽車と少年』（川端新二著） 山田 貢 128

『ぼくらの時代 第４巻 こぼれ話編』（岡野允俊編） 杉本 漢三 130

2012年度（平成24年度）の中部産業遺産研究会活動報告 野口 英一朗 131

2012年度 パネル展と講演会「名古屋のまちづくりを支えた鉄道網」 井土 清司 136

中部産業遺産研究会規約 138

中部産業遺産研究会の年譜 野口 英一朗 140

中部産業遺産研究会の書籍 143

『産業遺産研究』執筆要綱 148
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巻頭言 地域に根ざした産業遺産研究－私の体験から－ 大橋 公雄 1

論文 矢作製鉄の低炉型電気製鉄炉の技術史的産業遺産的意義 天野 武弘・青山 正治 3

調査報告 平和橋－名古屋汎太平洋平和博覧会の遺産－ 永田 宏・井戸 清司 13

コラム 超音波魚群探知機 杉本 漢三 18

リニア・鉄道館の展示の研究 橋本 英樹 19

蒲郡市の鋸屋根工場の一次調査－その２－ 岩井 章真・小野 雅信・天野 武弘 23

岐阜県東部の砂防堰堤について その１ 田口 憲一 33

コラム 星型発動機（エンジン）／Rotary engine 杉本 漢三 37

調査報告 旧木曽川橋の産業遺産的調査と部材の保存 馬場 慎一 38

産業遺産紹介 港橋の遺構について 永田 宏 46

博物館紹介 名古屋陶磁器会館の紹介 世界を魅了したやきもの文化の館 松井 三希子 48

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ「私の歩
んだ道」

寺沢安正さん たゆまぬ真善美の追求
聞き手 水野 信太郎ほか、テープ
起こし 朝井 佐智子

50

書籍紹介 『ぼくらの時代 第５巻 エッセイ編』（岡野允俊編） 杉本 漢三 55

『東海の産業遺産を歩く』（安部順一編） 杉本 漢三 56

コラム アトキンソンサイクル機関／Atokinson cycle engine 杉本 漢三 56

書籍紹介 『月刊文化財』平成25年５月号 永田 宏 57

2013年度パネル展・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～PartⅠ

浅野 伸一 58
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巻頭言 産業遺産から学ぶ「技術の伝承」の大切さ 杉本 漢三 1

佐々木享元会長を偲ぶ 2

　佐々木元会長のご逝去を悼む 永田 宏 2

　お別れの言葉（５月16日お別れの会にて） 大橋 公雄 2

　佐々木享先生を悼む 天野 武弘 3

　追悼 佐々木享先生 石田 正治 4

　佐々木享先生から教えていただいたこと 斎藤 修啓 5

調査報告 「幡豆石」の運搬軌道 白井 昭・藤井 建 6

コラム アツタ号／名古屋市中京デトロイト計画 杉本 漢三 12

共進会 第十回関西府県連合共進会を中心に 永田 宏 13

岐阜県東部の砂防堰堤について その２ 田口 憲一 23

蒲郡市の鋸屋根工場の一次調査－その３－ 鋸屋根工場の業種別での特徴
野口 英一朗・岩井 章真・小野 雅
信

28

自動車の無段変速機（ＣＶＴ）の技術史について 杉本 漢三 38

産業記念碑に関する一考察 －矢作川流域の電力記念碑から－ 浅野 伸一 42

産業遺産紹介 手回しガラ紡績機 －新発見機と既存の２台－ 天野 武弘 47

リニューアルした岡谷蚕糸博物館 －五感で体験、生まれ変わった博物館へ－ 大橋 公雄 49

木曽川文庫 木曽三川に関する資料館 馬場 慎一 51

名古屋市上下水道局「水の歴史資料館」 島田 晴人 53
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