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東大採鉱冶金学科実習報告書＊

葉賀 七三男料

産業技術記念物調査事業の一環として，鉱

山に係る全国縦断調査を担当した結果，わが

国近代化の過程で，西欧より機械を導入して

鉱工業の近代化を推進展開した際，中核とな

った汎用機械に関する設計図，仕様等の基本

資料が，かなりの企東京大学をはじめ旧帝大

の採鉱冶金関係学科に，卒業生の実習報告書

として架蔵されているのを確認したので，そ

の一端を紹介しよう。

東京大学工学部金属工学科には，旧東京大

学理学部採鉱冶金学科，工部大学校鉱山科，

同冶金科，帝国大学工科大学係鉱冶金学科等

前身の卒業生実習報告書が，明治12年以降ほ

とんど全員のものが所蔵されている。当初の

実習報告書の形式は統ーされていず，東大と

工部大学校においてはカリキユラムの相異も

あって同一になってはいない。

東大理学部にあっては，卒業前最終学年の

夏期を中心に関係鉱山製錬所に数カ月の実習

がなされていて，その結果を Reportとして

報告することになっていたが，明治14年から

はそれに計画 Designが加わり 2本立になっ

ている。つまり， 実習の結果報告と改良変更

等自分ならこうした方法方式をとるといった

設計， 目論見を計画として作成することにな

っている。

工部大学校では，在学6年聞の中最後の 2
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年聞は実習に当てられていたが，これは東大

の実習とは異なり， 工部省、管下の官営鉱山，

工場等において， 実地に現場監督として作業

に従事するものであった。 2年間の中 l年半

は実務に執き，残りの半年で、卒業論文をまと

める ことになっていたが，この論文は Essay

と題し，特に教授から担当を命じられた項目

について調査研究した結果をまとめるもので

あった。したがって，実習とは直接関係のな

い， 鉱山通気法，銅冶金，立抗閉さくといっ

た項目について小論文の形式にまとめられて

し、丈こ。

両者いずれも英文で記述されているが，往

時の教授内容の一端をもうかがうことができ

る好資料である。特に採鉱冶金関係では，実

習先がある程度限定されていたので，有名な

刷子，佐渡，足尾，生野等の鉱山には数年お

きに実習の対象となっており， 鉱山側におけ：

る近代化の推捗状況を明確に記録しているの

で， 貴重な基本となる資料である点はいうま

でもない。例えば小坂鉱山の場合次のとおり

の実習生が派遣され，それぞれ克明な報告と

計画とが作成されている。

明治14年掘団連太郎

15 大木良直

18 山田 真矢

25 呑村小録
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なお，資料と してはきわめて彪大なものに

なるので，主要なもののみを以下掲げること

としよう。

⑨渡辺渡報告書

明治12年 2月東大採鉱冶金学科第1回唯一

の卒業生であった渡辺渡は後に工科大学々長

としても令名があるが，明治11年夏恩師 c.
ネット ーの指導のもと，1年後輩 〈明治12年7

月卒業〉の岡田一三，河野焼雄と共に生野，別

子，市之}ff，高島の諸鉱山へ実習生と して巡

回している。特に高島炭抗においては，わが

国に最初に導入したダイヤモンド試錐機につ

いて，ネット ーが強い関心をもっていたため

か，同坑帯在の大半の時日を費して，その詳

細をスケ γチ作図を同行3名がやっている。

岡田，河野の報告にも記載されているが，渡

辺の報告は図－ 1・2のとおりである。

⑨ターピン

「工部省沿革報告』 によれば，官営の生野

鉱山では明治 7年 4月23日「横水車」を設置

と記録されているが，その仕様:1'1'i'i造について

は明らかではなかった。しかし京大の実習

報告告には，杭水車すなわちタ ービンである

事実が把握され，一方， タービンというと直

に水力発屯用のタ ービンを想起するが，わが

国で蒸気機関の導入とほぼ平行して原動力と

してのタービンが採用された時期があるこ と

が判明した。しかも，各種の型式のタ ーピン

が各地で採用されており，わが国水車稼動の

面でも，一時期タービン時代が存在したこと
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図－4 生聖子鉱山ターピソ（内田）
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図 9 院内鉱山ジラノレドターピン（黒岩）
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が明らかになったので，このターピンを中心

に資料をとりあげてみよう。

(1）渡辺渡の報告

官営生野鉱山の項で図－3のような一寸は

っきりしないスケッチが入っていたが，これ

は前記明治7年に導入したターピンの略図で

あることが，他資料から判明Lた。

(2）内田清太郎の報告

明治21年帝大工科大学採鉱冶金前科卒業の

生野鉱山実習報告には，克明な詳細な図面が

20枚近〈添付されているが，その付図14にタ

ーピンが全体と各部品が図－4のごとく記載

されている。しかも，この原図は M.コワニ

ェとオジーによって作成されたもので，ター

ピシ導入が両ブラシス人お雇い技師によって

なされたことが明確にされる基本資料であ

る。なお，内田が筆写するのに使った図面

は， コワニエ等の原因から複写したものであ

ったことも次の表題，註記で明らかである。・

〈表題〉

M. M. Coigneit et Ozier Echelle 1/20 

. TURBINES in The Ikuno Mines 

〈注記〉

Details only 1/10 of the whole size & 

plan elevations 1/30 & larger elevation 

& plan with dimentions only 1/20 of 

the total siz田．

Traced by S. Uchida from Mr. Fuku-

nafa’s Drawing Nov.1888 

(3）大木良直の報告

官営小坂鉱山では，明治6年 c.ネットー

が着任近代化に着手しているが， 『工部省沿

革報告』明治8年7月の頃に欧国製，水車ナ

ラピュ蒸気機械ヲ新設スとあるごとく，新規

に水車を導入していた。しかしそれがどの

型式のものか判然とLていなかったが，明治

15年東大採鉱冶金前科卒業の大木良直の報告

にその詳細が図－5・6のとおり記載されて

いる。

小坂鉱山に導入した欧国製水率は，これに
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よってターピン水草〈横水車〉であり，スクリ

ユーターピンと呼ばれていたことも明らかと

なった。水路に対してターピンの位置が中位

にあり，生野方式とは異ることが承知できょ

う。

(4）黒岩休太郎の報告

明治24年帝大工科大学採鉱冶金学科卒業の

黒岩休太郎は，官営から古河へ払下け．られた

秋田県院内鉱山で実習をしながら，その報告

には，選鉱設備の一環として横水車が記載さ

れており，とれには Sirard-Turbineと明記

され， ドイツ製であると考えられる。その詳

細は図7～9のとおりである。院内には官営

時代ドイツからロージング他1名のお雇い外

人技師がきていたので， ドイツ系の設備がな

されている。この図面には，シャフトの回転

方向も明らかに記入されていて，タービンの

構造とその稼動状況も推則できる好資料であ

ることはいうまでもない。

以上東大の実習報告の中，横水車関係のみ

をとりあげてみたが，これだけでも従来全く

判然としていなかった原動機としての横水車

の明治7～24年の頃の実情が，正しく把握で

きる。参考のために鉱山以外では，横水車は

どのように設備使用されたのか実例を掲げて

おこう。 r工学会誌」 No.86 C明治22年2月号〉

には，桐生近在新宿村の日本織物会社第1工

場には，図－10に示す米国オハイオ州ストウ

トアンドテンプル社製のターピγが設置され

た旨報告されている。出力は16IPと記載され

ているが，鉱山に使用されたものと相異点の

見受けられるものである。

在来の水車に対しては，関係各位の詳細な

研究によって成果が挙っているが，横水車に

ついてはいまだしの感がある。本紹介によっ

て発電用のタービンではない，原動機ターピ

シの時代が明治初期にあった事 実が注目さ

れ，なお詳 しく研究されるよう希望するもの

である。




