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1. はじめに

明治23年 8月5日大阪砲兵工廠によ って行われた， イタリア「グレゴリニー」銑と日本釜石

銑のそれぞれで製造された弾丸の比較試験は， 日本の近代技術史上のー画期を記念する事件と

この試験において釜石銑製の弾丸は， 「事モ「グレゴリニー」 鋳鉄ニ異ラザ

ルノミナラズ，或ハ此外国品ニ梢々優／レノ証跡ヲ」得たのである。

して有名である。

戦前から戦後の一時期にかけて， 日本の知識人に神話的影響力をもった山田盛太郎の 『日本

資本主義分析』（1934）は， この事実を 「陸軍工廠における技術的世界水準凌駕」への 「迫進過

程」の 「指標」のーっと してとりあげ， 「陸軍における軍器製造の基礎確立の指標となすに足

日本の資本主義形成の特徴を軍事にいちじるしく 突出した重工業部門のありりる」と書いた。

方におく山田の分析は，戦後の一時期の学界では大きな権威をもったものであるが，そのこと

もあって， この比較試験は技術史家をはるかにこえる関心の対象となり， 経済史家や歴史家ー

般にもほぼ常識として うけとめられる事件となったのである。
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(1）大蔵省『鉄考』，明治25年，の復刻版，明治文献資料刊行会『明治前期産業発達史資料』 別冊（70)

w. 1970年， 149頁。以下，頁付は復刻版。以下，すべてのヲ聞において旧字体を新字体に改めた。
(2) 山田盛太郎『日本資本主義分析」，岩波器店，1934年，125頁（頁付は1977年の新版による〉。
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ところで，この時山田が資料として用いた砲兵工廠の比較試験報告は口頭部分で， 「本邦陸

中釜石ニ産スル鋳鉄ノ、……一種ノ方法ニ依リ 之レヲ精錬スノレトキハ 「グレゴ リニ ー」鋳鉄ニ訪

梯タル原料ヲ得ベキヲ発見セリ？と書き，この時用いられた銑鉄が，釜石田中製鉄所産銑鉄そ

のままではなく，砲兵工廠で何らかの手を加えられたものである こと を明示している。 山田も

この事実を認識していたことは 「釜石産鋳鉄に精錬を施したる粘鯨鉛銑をもってう と古いてい

るところからも明瞭である。ところが，この精鋭過程で何が行われたかを切らかにするよ うな

資料は従来全くといってよいほどなかった。

そのことから直接おこってくる困難は，こ の時仮に釜石銑製の郎丸の試験成おそが良かったと

しても それはも ともとの釜石銑の品質が良かったためなのか，それとも砲兵工廠の精錬技術

がよかったのか，両者の貢献を分離し評価するきめ手を欠く ことである。そのきめ手を欠くま

ま，従来の評価は，報告書の表題にひきずられて，釜石銑の品質のよさに焦点をあてる方向に

傾いて来たように思われる。小島精一編『日本鉄鋼史 ・明治知』（1945）における 「出銑 の品質

向上には大いに努力し， 早くから軍部の需要があったので， 特別のH今~ミを加へた。その結果23

年には大阪砲兵工廠の試験によって ・3と， ほぼ一方的に田中製鉄所側の技術努力を強調し

た評価などを，その代表例とできょう。

筆者たちの一人中岡は，かつて，この比較試験の時期が，田中1製鉄所が48回と伝えられる失

敗の繰 りかえしの後に辛う じて操業初成功にこぎつけた年から僅か 4年後であることに注意を

ひきつつ，この聞に何らかの技術的突破が行われたと見る こと には無理がある こと を主張し

之しかし， 結局のところ，幕末以来の釜石木炭銑の品質のよ さをこの時陸軍がは じめて認識

したのではないかとい う，あまり 的を射たとはいえない推定にとどまったのは， この時，大阪

砲兵工廠が釜石銑の品質をどのようなものと認識したのか，そ して何のために精錬を行ったか

についての，決定的なきめ手を欠いていたからである。

従来の研究の中で，この精錬過程にふれた重要な文献は，三枝i専音 ・飯田賢一「日本近代製

鉄技術発達史』 （1957）である。同書の第一部， 第一章，第五節 「大阪砲兵工廠における製鋼の

状況」の中で，吉田豊彦箸 r本邦製鋼に対する素人観』 （1925）によりながら， 当時間i丸製造所

長であった砲兵大尉山田健による報告がー頁半にわたって抜辛紹介されている。だがどうやら

精錬は製鋼と解釈されたらしいことは， 「その報告は，内地銑の使用によって輸入銑を防過

ししかも前者を外国に劣らない鋼に精錬するためにいかに当事者が苦心したか ・・・・・・を私たち

に知らせてくれるうと解説されていることから推察できる。その約十頁ほど前にも田中製鉄所

(3）前掲『鉄考』，149頁。
(4）前掲『日本資本主義分析』，125頁。
(5）小島精一編「日本鉄鋼史 ・明治篇』，1945年，臼本鉄鋼史編纂会編『日本鉄鋼史明治篇』 〈復刻版〉，
五月IB房，122頁。貰代は復刻版による。

(6）中岡哲郎他著『近代日本の技術と技術政策』，東京大学出版会， 1986年. 31頁。
（η 三枝博音 ・飯白賢一 『日本近代製鉄技術発達史』，東洋経済新報社， 1957年， 101～102頁。
(8）前掲『日本近代製鉄技術発達史J,100～101頁。
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と大阪砲兵工廠のつながりにふれて，

釜石銑鉄は確固たる需要と結びつかねばならない。さて，この問題に対してみごとな解

決を与えたのは， ほかでもなくわが国の明治中期までの製鋼方面の代表的な担い手であっ

た大阪砲兵工廠であった。同工廠でははやく明治21年から田中製鉄所産出の銑鉄の鋼への

精錬作業と軍器製造を試みていたが， 23年， 釜石銑で試製した弾丸と一…・

とある。これに続いて引用されている『大阪砲兵工廠沿卒史』 （1902）の，

当局者深ク兵器ノ独立ヲ全クスル能ノ、サノレヲ憂ヒ十七年以降岡山，広島，鳥取各地ノ銑

ヲ試用セシモ精錬ニ供スルニ足ラス二十一年釜石産ノ銑ヲ取リ苦辛惨惜ノ余二十三年二月

ニ至 リテ始メテ精鋭ノ功ヲ完フシ海岸砲弾丸及野山砲邸丸ヲ試製シ実地試験ヲ施行セシ

一
とし、 ぅ記述を対照してみても，精鋭が製鋼と解釈されていることがよくわかる。この解釈は飯

田賢一 『日本鉄鋼技術史」 （1979）でもほぼ変らず継承されているが，飯田の 「軍事工業と鉄鋼

技術」 〈海野福寿編『技術の社会史・ 3』所収，1982）では製鋼という ことばは明示的に一用いられ

ず，精錬は鋳造過程における湯の改良のためで、あったととれる記述になっている。

三枝 ・飯田が精錬過程を正面からとりあげたことはひとつの見識であった。そのことによっ

てはじめて田中製鉄所の貢献と砲兵工廠の貢献を分離する こと が可能になったのである。だ

が，精鋭の結果できたものが鋼であったとする解釈には無理がある。報告書はどこまでも 「グ

レゴリニー」 鋳鉄と釜石産鋳鉄を比較 したもの として書きすすめられ，また関連するどのよう

な文献にもそれが鋼で、あったことを示唆するようなことばは存在しない。したがって最後の論

文における飯田の立場がもっとも現実にせまったものといえよう。
(10 

この論文で飯田は明治25(1892）年刊の『鉄考』に収め られた大阪砲兵工廠の三つの文献を

徹底的に検討し釜石銑は 「海岸砲用堅鉄弾」を鋳造するには「未ダ以テ粗製ニシテ其用ニ堪

ユル能ハズ」 と工廠が判断していたこ と， また鋳造過程において 「流動宜シキヲ得ズ，且ツ気

泡ヲ生ズノレ等」のことがあったこと， したがって工廠による精錬が必要になったのだがそれは

「過酸化満俺ヲ配合」することを内容 とした精錬であったこと， と重要な三つを明らかにして

いる。その上で，このことは大阪砲兵工廠にとっては 「本邦兵器ノ製造上ニ新面白」を聞き，

わが国有数の軍事技術の担い手に成長する契機となった， また釜石鉱山田中製鉄所にとって

は，このことは工廠という強力な需要先を確保し以後の安定成長の足がかりを作ったという結

(9）前掲『日本近代製鉄技術発達史』，90頁。
(IQ 大阪砲兵工廠『大阪砲兵工廠沿革史』，明治35年， 27頁。復刻版は久保左久編「大阪砲兵工廠資料集』
上巻，日本経済評論社，1987年，31頁。以下， 頁付は復刻版により， 『資料集』と略記する。

ω 「伊国グレゴリニー鋳鉄並本邦釜石鋳鉄ヲ以製造セノレ弾丸 ノ比較試験報告」， 「内国産銑鉄使用ノ結
果」， 「シーメンマルチン式ニテ製鋼シタル種類」， それぞれ前掲『鉄考』， 149～156, 195～199, 201～ 

206頁。
帥 飯田賢一「軍事工業と鉄鋼技術」，海野福寿編『技術の社会史 ・3』，有斐閣， 1982年， 29～GO頁所
収。
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論が示される。砲兵工廠に 「軍事技術」の飛躍を，田中製鉄所に経包’安定上の役者ljを というふ

りわけが行われたとみてよいだろう。

この論文は何故か上記三文献よりもっと詳細に精錬の中味にふれた山田報告段落は利用 して

いないが，これまでの研究の中ではもっとも精錬問題の現実にせまったものと計仰できょう。

しかしこの論文を以てしてもなお精錬の内容もその結果も謎のごとくあいま いである。 田中製

鉄所の技術水準の推定も困難である し 「大阪砲兵工廠沿11＇！.史』のいう，明治21年から23年へ

かけての「苦辛惨倍」の中で，工廠の軍事技術がどの程度の飛脱をとげたのかも不明である。

したがって山田盛太郎の記述をとおして一般に広まっている印象を，史実に照 らして再検証す

るには，道なお遠いといわざるをえない。

ところが，昨年出版された久保在久編『大阪砲兵工廠資料集 ・全二巻』中に収められた「大

阪工廠ニ於ケル製鉄技術変遷史」は砲兵工廠の技術者 （浜田文政〉によって苫かれた画期的な

工廠技術史であるのみならず，記述内容を検討してみると明らかに吉田:¥!1彦が下放に用いた文

献であり，山田健による「釜石銑精錬概略」の全文を含んでいるのである。これを三枝 ・飯田

による吉田の本からの按孝と比較 してみる と主要内容はほとんどそこに出つく している。しか

しこの本にはそこにはない分析値や，精錬によってできた銑鉄の其の後の使用状況の記述も

あり，既紹介の部分も精密に読むと新しく発見できた事実 もあり，それらをつないで全過程を

再構成する可能性をこの新資料が提出していることに私たちは気づいた。

その可能性を追求しようというのが本論文の目的である。まず新資本lを既存の資料と徹底的

につきあわせて読み，現代の鋳造技術の常識とも照して解釈する方法によって，釜石銑の品質

上の問題が何であったかが推定される。第二に，同様の方法によって，砲兵工廠における精錬

過程が何を目的とし，どのように行われたかを再構成する。そして最後に，第一，第二の分析

をとおして明らかにされた事実をとおして，当時の釜石鉱山田中製鉄所の技術水準と，大阪砲

兵工廠の技術形成についても一定の評価を試み，あわせて，山田盛太郎の記述について もそれ

がどの程度事実に近いかを測定する。

2.釜石銑の品質について

まず 「釜石銑精錬概略」が，どのように釜石銑の品質を見ていたかを検討しよう。

「釜石銑ハ田中長兵衛ノ製出ニ係ス其質タルヤ鉱山分局ヨ リ製出シタルモノ ト略々類似 シ頑

硬粗槌ニシテ再鋳ヲ施サザレパ其ノ使用ニ充ツベカラズ」 と書かれてい る。鉱山分局よ り製出

した銑とは明治13～5年操業した工部省釜石製鉄所の製造にかかわる銑鉄で， これについては

「其質頑硬ニシテ本邦鍋釜ノ如ク事モ鈍盤旋造ノ工事ヲ施ス コト能ハズ」 と2ベ ージ前に記さ

帥前掲 『資料集』 上巻，131頁。
帥前掲『資料集』 上巻，129頁。
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れている。つまり鋳造後旋削仕上げ必要な弾丸にとっては硬すぎて加工できぬとし、 う重大な欠

陥があったのである。 工部省製鉄所製の銑鉄については，赤羽工作分局が日本最初のミ ユール

精紡機の模作を行なった時，当初はそれを素材として製作しようとしたが，硬すぎて加工でき

ず， 最終的には輸入銑にきりかえてやっ と完成させたとい う有名な事実がある。この時の状況

を安永義章は 「鎚はのらず盤は弾却し」と表現しているから，砲兵工廠の評価と表現まで完全

に一致している。工部省製鉄所製の銑鉄には固すぎて加工できないとし、う欠陥があったのであ

る。

この鎚はのらず， 盤は部却し， 旋削にはかからないとい うのは一体銑鉄のどうしづ状態によ

るのであろうか。私たちは何人かの鋳造専門家に判定を求めたが，例外なく 答えは白銑であろ

うとのこ とであった。 銑鉄の加工性を支配する黒鉛の析出は C+Siの量と冷却速度に大はば

に左右され，C+Siの量が少なく，また冷却の速度の早いと き，鋳物は黒鉛の析出がなく Fe3C

〈セメンタイト〉 が全面的に析出し白色の断面を示す白銑の状態となる。 この白銑はきわめて固

く加工困難であって，その状況はまさ しく上記のことばのとおりであるとい う。機械加工をう

ける素材として銑鉄を使う時，それは適当に黒鉛の析出した鼠銑の状態でなければならぬので

あるが， 安永の文章を見るかぎり彼はこの加工性の差を工部省製鉄所銑と輸入銑の差と しての

み認識し， どうも白銑と鼠銑のちがし、は知らなかった風がある。 また工部省製鉄所の側もこれ

を作りわけられる状態にはなく由銑になる成分の銑鉄だけを作ったのではないか。大阪砲兵工
Q& 

廠の場合は，切削仕上の必要のない大型機械の素材と してだけ用いたと されている。

こうした経験をとおして白銑と鼠銑の区別はわが国の機械工業に根を下したのであろ う。 す

でに飯田論文に引用されている 「内国産銑鉄使用ノ結果」を見ると，大阪砲兵工廠は上州中小

阪産銑鉄は「流動滑カ ニシテ白色性ヲ顕ハサズ」 とか広島産銑鉄は 「鋳造ニ用ユルニ白色ヲ帯
。刀

ピ旋削ニ困難ニシテ」とか， もつばら加工困難性を白色性と結びつけて論 じている。 このこと

から見れば，工部省製鉄所製の銑が 「喜モ鎚盤旋造ノ工事ヲ施スコ ト」 できなかった理由も，

白銑であったと考えてよいだろう。

さて問題は田中製鉄所の銑鉄の品質ーで・ある。工部省、製鉄所の銑については「其質頑硬」と形

容した山田は，田中製鉄所の銑については 「頑硬組槌」と余分なことばをつけている。槌とい

うのは珍らしい字だが，あらい， きめこまかくないとい う意味である。硬くて加工しにくい点

で工部省製と一緒だが，その上に鋳物組織があらいと評しているのである。 「内国産銑鉄の使

用結果」が，他の地方の銑鉄に関しては， 破面を見た結果とか加工性を記述しながら，田中銑

に関しては 「未ダ以テ組製ニシテ其用ニ堪ユル能ハザノレヨ リ」 再鋳したと書いているのは，固

同 安永義章 「赤羽工作分局製製訪機械」，「工学会誌』第7i間第81号，明治21年9月，782～795頁所収，
786頁。

帥前掲『資料集』 上巻，129頁。
伺前掲『欽考」，195,196頁。
(I~ 前掲『鉄考』， 196頁。
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表－.1 1号釜石鼠色銑及びグレゴ リーニ鋭比較分析値 (;'6') 

種 類 c Si Mn I P I S I Fe I Sb I合計

1号釜石鼠色銑 1. 85 4.58 0. 21 I 0. 09 I o. 05 I 93. 31 I I 100. 09 

グレゴリーニ鼠色銑 4.61 1. 55 2. 08 I O. 09 I O. 02 I 93. 10 I tr. I 101. 45 

グレゴリ ーニ白色銑 5. 13 0.51 4. 17 I O. 17 I O. 02 I 91. 35 I 0. 10 I 101. 45 

俗博：前掲『資料集』上巻，135～6頁より作成。ただし，Cにl刻しては 「伏紫」と「遊離以紫」を加えたもの
を掲げた。
なお，後出 『級紙工学必携』（259頁）によれば，松出向 Mn釣欽の各他Lt.. C3.0～3. 2"0', Si 1. 6～1. 8 
;>-5, Mn 1.8～2. 45'0', p 0.1-0. 2,96', s 0.10,9-5となっている。

さ以外にも相当問題のあったことを想像させる。飯田の注目した協の「流動的ミヰシキ ヲ得ズ，

且ツ気泡ヲ生ズノレ等」という点も，粗糖という評価と結びつく一つの問題であったろう。

この点に関し大きな問題を投げかけるのは， 『製鉄技術変疋~~.JJ にのせられた釜石銑とグレ
回

ゴリ ーニ銑との比較分析値〈表ー1参照〉である。 ここに収められた釜石鼠色 1号銑の分析値は

Cが異常に低く Siが異常に高い極めて特異な値である。少なくとも今日われわれが鼠鋳鉄の
官官

標準的な成分値として教えられる c2.0～4. 5%, Si 1. 0～3.0%からは大きくはずれている。

特に炭素については，それが 2%以下になる時黒鉛の析出が見られることはまずないとされて

いる。そのすれすれの領域にあったのである。この分析値がただ一例で・あることは，果してこ
ω 

れを一般化してよいかどうかとしづ問題を生むが，この点につき「製鉄技術変造史』は， 「当

時使用シタル銑モ釜石ノモノハ今日ノモノニ比シ著シク炭素盆低ク当時ノ技術者ヲシテ使用中
回

歎声ヲ漏サシメタルモノ」と書いているから，炭素が異常に低いということはこの時期の田中

銑の特徴であったと考えてよい。にもかかわらずこの製品は 「釜石鼠色一号銑」として出荷さ

れたものである ことは，しかしどう考えればよいか。それは異常に高い珪素の値から説明で

きょう。黒鉛の析出は一般に C+Siの量の高いほどよいとされている。 Cが異常に低い，極

めて黒鉛化しにくい状態の銑鉄が，非常に高い Siの存在盈に助けられて，辛うじて鼠銑の状

態になっていたというのだが， この時の田中製鉄所製 「鼠色一号銑」だったのではあるまい

か。どのような高炉の操業状態の時，このような成分の銑ができるかは冶金家の解明に待つよ

り他ない。

同 飯田賢一「寧事工業と鉄鋼技術」，前掲香， 53頁。
帥グレゴリ ーニ銑の記し方には，グレゴリニー銑と工廠は記述しているが， Gregorini（ベック『欽の
歴史』第5巻第4分冊〉であるので，グレゴリーニと記す。

帥 日：本鋳物協会編『鋳物使覧』〈改訂3版〉，丸普，1973年， 837頁。
同分析結果に関しては，明治21(1888〕年1月10日，大医砲兵工廠に従来あった「砲煩地金， 専門分析
場ヲ本局ノI直鞍ニ移シ化学場 ト称シ諸材料ノ定性定量分析等化学ニ関スノレ全般ノ事ニ」 〈前掲『資料
集』 上巻，223～224頁。同様の記述は，同26頁にもある〉従事することとなっており，一応， 信頼する
に足るものと考えておく。分析場の完成は明治18年11月であるが，明治5年から同21年まで造幣局にい
たガウラγ ド（WilliamGowland）が，大阪砲兵工廠の反射炉築造の顧問として同14～15年に来てい
る（前掲 『資料集』上巻，20, 219頁〉こともあるので，彼の化学分析の知識や技術を工廠が取り入れ
ていたことが推測され，分析結果の信頼性にたいする一つの補強材料と考えてよいかもしれない。

帥前掲 『資料集』上巻， 135頁。
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明治25年に 「釜石製鉄所調査報告」を書 いた加藤泰久は， 田中製鉄所における製品の一号

銑，二号銑とし、う区別は，原料配合や操業条件を変えて作りわけるのではなく ，出銑の時の湯

の流れをみて，流動性のよいものを一号銑，悪いのを二号銑というふうに判定するといってい

る。だから明治25年現在でも田中製鉄所は，操業を コントロ ールして製品を作りわけられる状

態．にはなしその日その日に出来た銑を事後的に選別して出荷していたのである。鼠色一号銑

も，流動性がよい出銑を砂型に入れて冷却したらたまたま鼠銑になったものをえらんで出荷し

たわけで、ある。小島精ーのいうごとく 工廠向けの出荷の品質には 「特別の吟味」が加えられた

ことが事実であったと しても，それはこの出銑後の選別においてであろう。炭素の段収が不十

分でその成分が低いという一般的条件の下で，出銑された銑鉄の中で結果として鼠銑にあった

ものだけを選別したら，それは珪素の成分値の異常に高いものであったということは，論理的

に極めて整合的である。だから釜石鼠色一号銑と して工廠に納入された田中製鉄所の製品の一

般的性質は，炭素分2%前後の極めて白銑化しやすいものが4%台の珪素の存在で辛うじて黒

鉛化したものであったと私たちは推定するのである。

しかし このような銑でもそれが出荷された時鼠銑であったことはまちがし、ない。釜石銑の

難点がすでに見たとおり加工性にあるとすれば，それは工廠で再溶解され砲弾に鋳込まれた

時は白銑になったと考えられる。その理由が説明されねばならない。 2つの理由が考えられ
関

る。 一つは砲弾の鋳型は鉄型が用いられている ことである。これは急冷の条件が加わるために

とくに表面部では由銑化は促進されただろう。第二は，あくまで私たちの仮説として提出した

いのだが，珪素は極めて酸化されやすい成分であることである。炭素 と珪素を含んだ湯が酸化

条件におかれる時，まず珪素の方から酸化が始まり，珪素が相当失われてから炭素が酸化され

て行くとし、う。田中銑のように多量の珪素を含んでいる場合，溶解の際酸化を防ぐための特別

の手段を講じないと，酸化によって相当量の珪素の ロスの生じる可能性は高い。それはこれま

での推論から当然白銑化を促進する。 『変遷史』は有名な大阪市水道管鋳造にふれた部分で，

当時の鋳造法についてかなり具体的な記述を残しているが，明治26・7年頃と推定されるその

記述でも溶解に際して石灰石を用いてノ ロの流動性をコントロ ールする等の方法はとられて
国

おらず，当時の溶解の仕方が，かなり荒っぽかったことをうかがわせる。だから，酸化の可能

性は十分存在したのである。

いくつもの要因が作用し合って最終製品の品質が決定される時，技術水準の測定は相互作用

帥前掲『鉄考.JI,165～6頁。
帥前掲『資料集』 上巻，132頁。
制当時の溶解の方法を示すものにつぎのような記述がある。 「地金ノ配合ハ明瞭ナラサレモ鉄管ノタメ

ニハ『レッカー』銑 ト其ノ古銑ヲ使用シ弾体用トシテハ釜石一号銑ヲ用ヒ之等ヲ高島『コークス』ニテ
鎗解シ石灰石ヲ使用セサリシタメ熔津ノ流動悪シグシテ送風始メヨリ五，六時間ノ後ニハ熔津ノタメ湯
ヲ注出シ能ハサノレニ至リ其ノ侭放置シ次ノ炉ニ移ノレ如クセ リ故ニ其ノ炉ノ掃除ハ甚タ困難ニシテ次回ノ
使用ニ適セツムノレタメニハ数時間ヲ要シ翌日ニアラサレハ使用シ得サリキ」（前掲 『資料集』 上巻，140
～ 1頁〉。
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をとおして検討されねばならない。極めて異常な成分の素材を与えられでも，そこから自在に

良好な鋳物を作りだせる時，私たちはその主体が優秀な鋳造技術をもっていると判定する。仮

に結果としての鋳物は優秀であっても，最初から選ばれた素材を与えられねばそれがで、きない

場合，その技術は初歩的と判定されることになるだろう。釜石銑の場合，かなり異常な成分の

銑しか作れなかった田中製鉄所の技術も初歩的であったが，対応する大阪砲兵工廠の鋳造技

術も決して高くはなかったのである。しかし その釜石銑再鋳一精錬ーの試みが，工廠にと

って，異常な成分の素材から良好な鋳物を作りだす方法を探ろうとする最初の試みで・あった

ことはまちがし、ない。そこに私たちはこの試みの技術的位置づけを見ることができるのであ

る。

日本の鋳物技術の発達史に照らして も，このことは納得ゆく。 さきに引用した工部省銑の加

－工困難に関する文章が， 「本邦鍋釜ノ如ク竜モ鏑盤旋造ノ工事ヲ施スコト能ハズ」であった

ことに注意しよう。 鍋釜の鋳造に代表される伝統鋳物銑は白銑であった。これはセメンタイ ト
cm 

化した鉄がさびにくく ，金属臭も少ないことが鍋釜に適していたのである。これと対応して伝

統的たたら銑も白銑であったことは『内国産銑鉄ノ使用結果』からもたしかめることができ

る。これらの銑はしばしば鍛冶炉で加熱脱炭して可鍛鉄を作る用途にも用いられたので，その

ためにも炭素成分は 2%近くにあり珪素も少ない 〈鋼にする際珪素は少ないほどよし、〉，すなわち

白銑化する銑が好まれたのである。すなわち，伝統的な鋳物技術の中で司あつかわれた銑鉄はも

っぱら白銑であって，鼠銑のとりあっかいは幕末から明治へかけて，鉄製機械の製作の必要と

ともに日本にもちこまれ，定着したのにちがし、ない。安永義章たちの苦労も，大阪砲兵工廠に

おける旋削不能の問題も釜石銑再精錬の試みも，機械工業の成立過程で日木に始めて必要と

なった鼠銑に関する技術の形成史のひと こまとして見ることによって，はじめて正確な位置づ

けを獲得できるのである。しかしその全過程はこれまでの技術史では空白の部分であるといっ

てよし、。これから確認されなければならない多くの問題の存在を指摘できる。

私たちは，今回の研究にあたって，幕末以来できるだけ幅ひろい年代にわたる釜石銑の分析

値を集めて見た（表ー2）。それを縦ijql1に炭素，横刺lに珪素をとってプロッ トしたものが図－ 1

である。大島高任型高炉を代表する 4つは，炭素は田中銑よりずっと高いが，珪素が極端に低

く白銑であったことはまちがし、ない。 仙台藩の鋳鉄銭が撤密な白銑であり，鍛冶屋の素材と し
国

て愛用されたことを朝岡康二は書いている。大島高炉で作られた銑が白銑であった可能性の検

討も必要ではないか。その砲身材料と しての強度，加工可能であったかどうかも問題となりう

る。同様にかつて佐賀藩の和銑使用か洋銑使用かをめぐってたたかわされた奥村正二・大橋

周治論争などもこの加工性の問題を入れて，もう一度，検討しなおす必要があるかもしれな

L、。

伺朝岡康二『鉄製設具と鍛冶の研究』，法政大学出版局，1986年， 97頁。
帥前掲 r鉄製設具と鍛冶の研究』，97頁。
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表－2 釜石銑の年代別分析値

年 代 区 分 I C I Si I Mn 

幕末～明治初 A-1 3.80 0.52 0.09 

A-2 4.03 0.42 0.05 

A-3 3.99 0.23 0.08 

A-4 4.42 0.63 o. 12 

明治20年頃 B-1 1. 85 4.58 0.21 

明治28年頃 C-1 2.52 4.49 0.286 

C-2 3.39 1.09 0.122 

明治31年 C-3 3.05 3.30 0.34 

明治30年代半ば以降 D-1 4.47 2.82 0.40 

D-2 3.28 1.96 0.33 

D-3 3.20 2.18 0.35 

D-4 2.93 1. 41 0.39 

D-5 3.57 3.85 0.54 

D-6 3.46 2.66 0.53 

D-7 3.46 1. 39 0.35 

D-8 3. 18 1. 10 0.37 

p 

o. 135 

0.114 

0.073 

0.081 

0.09 

0.082 

0.095 

0. 192 

0.13 

0.13 

0.13 

o. 12 

0. 16 

0. 15 

o. 12 

0. 10 

(J¢) 

s 

0.085 

0.018 

0.022 

0.030 

0.05 

0.062 

0.234 

0.03 

0.03 

0.06 

0.02 

0.05 

0.027 

tr 

0. 02 

仰考 ：Aは大島型高炉によるもの，B以下は田中製鉄所製。A以外は鼠色1号，同 2号銑の値。

trは痕跡。

各資料の値はつぎのものによった。

A-1～2：森嘉兵衛他 『近代鉄産業の成立』，富士製鉄株式会社釜石製鉄所，1957年，133
頁，橋野高炉銑。

A-3～4：遠野市教育委員会『佐比内鉄山遺跡発掘調査報告8』， 1984年86頁。

日「

B-1 ：「霊会一1」に同じ。
Cl-3～ ：官II掲， 『明治工業史』鉄鋼f芯 115～6頁。
D-1～4：前渇，俵国一 『鉄と鋼一一製造及性質一一』， 122頁。

Dー 5～8：百ijj笥， 『明治工栄史』鉄鋼筋，138頁。

マ日

4. 0ト企 ＂L>l>. 核協l防2e抑 抑 搬 概 抑 臨 調 幼2初m調 0 ＜＞。 n》。
o o a 

3. 0 「 隊。 。0 月相，1 0 

さ ｜ 修 勿 。

1.0 

。
1.0 2. 0 3. 0 4. 0 5 0 .ii 

Si(%) 
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図－ 1 釜石銑の CとSiの分布

備考： A～Dは表ー2のA-1～
D-8に対応。

斜線鶴は，官官掲『鋳物便
覧』（837, 840頁）に鼠銑

の通常の値と記載された範
囲。
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図－1における田中銑は当初論じてきたよ うな特異な位位からスタートしたが，徐々にCの

値も高まり，明治30年代頃からほぼ鼠銑として常識的な成分値に入って行く。機械用鋳物の素

材としての銑鉄製造とし、う角度から田中製鉄所の技術を見るなら，それが確立した時期をこの

頃，すなわち明治30年代半ば頃におくのが妥当ではあるまいか。釜石銑刊：:fi'i錬という 作業は，

まちがし、なくその技術が 「軍事用の高度な」要求ではなく ，機械刀J鉛物と しての泣本的な要求

をみたせないために必要になった余分な作業であった。その作業は工廠似ljの鋳造技術に何をも

たらしたか。それを明らかにするためには，精錬の内容にすす まねばならぬ。

3.砲兵工廠における釜石銑の精錬過程

精錬はどのように行われたか。その目的は何であり，その効果はどのようにあらわれ，最終

的にどのよう に改良された品質の銑鉄が生まれたか。明治22年 4月か ら土HI品による精錬テス ト

が開始されているが， 「其ノ法タルヤ釜石銑ニ過酸化満俺若干ヲ投ジテムl:t±1同ヲ以テ再鋳精錬ス

ルニ在f」と され，すでに引用されている『内国産銑鉄ノ使用結果」が， 「該銑ニ過酸化満俺
ω 

ヲ配合シ精錬ノ業ヲ起シ」と書いているのと完全に一致する。 ここ における過酸化満俺 は二酸

化マンガンのことであろう。 二酸化マンガンを加えて再溶解するというのが精鋭の主内容なの

である。他に何か加えられたことを推測させる記事は一切なし、。 この方法で柑渦を用いた溶解

テストを くりかえし 7月になってようやく好結果を得内径40ミリの鉄型に注入して良好な鋳

物をえている。そこで運転炉に移して試製をくりかえし， 11月によう やく良好な 7センチメ ー

トル弾と10センチメ ート ル弾を鉄型で鋳造する こと ができ た〈この運転炉の形式仕様は不明であ

る〉。そこで最終的に火砲製造所の反射炉を用いて精錬を行ってみたが， 今までの好結果とは

一転して困難の連続であったとしてその情景が次のように描写されている。

炉内銑鉄既ニ錯解ノ域ニ達スル トモ満俺山荻ノ 如ク依然 トシテ突冗ノ状ヲ変ゼズ。或ハ

炉内ノ材料銘解半途ニシテ炉ノ底ニ固着シ，百方其ノ術ヲ尽スト雌モ遂 ニ流動注出セザル

コトアリ。或ハ満俺ヲシテ梢々銘解ニ至ラシムルモ銑鉄ニ精鋭ノ効ヲ与へズ。試ニ其ノ銑

ヲ取テ廿八珊米堅鉄弾ヲ鋳造セシニ蛋形ノ 外部僅カ ニ葉片厚ノ白色ヲ呈スルニ止マ リ喜モ
＠申

健洋ノ状景ヲ見ズ。如斯スノレモノ累月困倦亦タ極レリ。

この二酸化マンガン投入は何を目的として行われたものであろうか。 主 目的は Mn の添加

であったことはまちがいない。 「釜石銑精錬概略」の最後のベージに， 「其ノ精錬ニ方 リ其ノ
也君

使用ノ目的ニ応ジ満俺ヲ増減シ時間ヲ伸縮シ以テ硬軟其ノ 度 ニ適セシムルニ在リ」とあって，

Mn成分の添加とコントロールが目的であり，それは銑鉄の硬度の調整 と結びつけて理解 さ

助前掲『資料集』 上巻，131頁。
帥前掲 『鉄考』，196頁。
的 前掲『資料集』 上巻，132～133頁。
伺前掲 『資料集』 上巻，134頁。
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図－2 釜石銑の MnとC+Siの分布
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備考 ：図－ 1に同じ

されていたことを教えている。しかしこのような方法でマンガンの添加は可能であろうか。

少なくとも地塙による実験では，釜石銑に二酸化マンガンをまぜて直接加熱したように読め

る。

ベックの『鉄の歴史』によれば， 「酸化マンガンは単独では還元しにくく ，かつ溶解しにく

いが， 鉄 と炭が存在する とそんなに還元しにくくない。そしてマンガンは， あらゆる比で鉄と

合金する？ と苦かれているから，このよう なやり方でマンガンを添加する ことが当時は行われ

ていたのかもしれない。現代の常識からすれば溶銑の表面にしかるべき成分のノロを形成し，

二酸化マンプfンを現収させて，易溶性のシ リケートを形成し，それを媒介にして他成分も コン

トロールしつつ， Mnを鉄中に入れて行く とし、 う方法をとるだろうが，そのよう なノロをとお

しての反応を推定させる記述は一切ない。また前節でふれた鋳造の溶解作業における ノロのあ

っかし、を考えてみても，そのような高度なノロの操作のテクニックがこの時期あったと考える

ことは不自然である。反射炉の内部の反応状況を記述した「銑鉄既ニ錯解ノ域ニ達スノレ トモ満

俺山獄ノ如ク依然トシテ突冗ノ状ヲ変ゼズ」などと L、う部分も，どうしても溶けた銑鉄の表面

に山盛の二酸化マンガンが浮んでいる情景と しか読めない。もしそうだとすれば，溶銑の内部

や炉内雰囲気と接する部分ではどんな反応がおきていたか，いったいこれが精錬といえるもの

なのかどうか，かなり疑問を感じざるを得ない。

増f品で溶解し成功した後，中間規模の運転炉へ移し， 次に大型の反射炉へ移すとし、ぅ順序に

ついても疑問を感じる。一見順序を踏んだ慎重で系統的な手順のようにみえるが，反応の条件

が全然ちがうのである。形式，仕様の不明な運転炉は一応除外するとしても，埼塙と反射炉で

は溶銑表面と接触する炉内雰囲気は対照的に異なるし，加熱の経路も異なる。それらは大きく

帥ノレートヴィヒ・ ベック If'~~の歴史』第 5 巻第 2分冊，たたら書房， 1971年， 63頁。
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技術と文明 4巻 2号制

反応に影響した筈である。温度の高く しやすく しかも小型の柑摘では Mn を鉄中に含 ませる

ことは容易であっても，大型でしかも雰囲気も加熱経路も全く異なる反射炉の操業にそのこと

が一体どれだけ参考になったか。果してそこから苦半惨倍が始まるのだが，その時山田健が皆

を集めて「工業其ノ局ニ当ノレ者猶兵士ノ戦闘ニ於ケルプf如シ 兵士其ノ 戦闘ヲ誤ルトキハ必。。
ズ其ノ ~ニ死ス 郷等今日反射炉底ニ死ヲ甘ンズルハ固ヨリ其ノ所ナジ 」と激励したというの

も，し、かにも日本的ではあるが，あまり科学的ではない印象を与える。しかし精錬操作につい

てはこれ以上のことは不明である。マンガン成分の添加が目的であった。少なくとも当初は二

酸化マンガンの直接溶解が試みられた可能性が強い。最終的にどの ような方法に到述したかは

不明だが，山田健のチームは，銑中のマンガン成分をコントロールできるよ うになったこと

は，すでに引用した 『釜石銑精銃規略』の結びの文章で明らかである。

第二の問題はこのマンガンの添加がどのような効果をひきおこすために行われたかというこ

とである。上の結びの文章が，硬軟のコントローノレとこれを結びつけていることについてはす

でにふれた。しかしこれだけでは不十分である。釜石銑の問題は白銑化と関連しているわけだ

から，マンガンの添加が黒鉛の析出を助けて鼠銑を安定的に製造する ことに役立つたか，その

因果関係を教える何らかの情報がほしい。この点について， 「鋳物便覧』に次のような記述が

ある。

Mn自体はフエライトに固溶するが，またMn3Cを生成して Fe8Cと複炭化物をも作り，

ノξーライト を安定化する傾向をもっ， しかしその主要な役目は含まれている Sを MnSと

して有害なFeSの形成を防ぐことにあり， この 目的に必要な M nill:は 1.7× S%+0.3% 

である。この量より少ない Mn丑では鋳物にチノレを生じ易く ， 過剰の場合はパーライト

基地を安定にする。

Sは強力な黒鉛化問害元素で，普通0.03～0.18%の間にあるが，普通 Mn ii:¥；の存在で

その害はほとんど防がれる。 0.03%以下の低Sの場合は Mn量が普通にあればパーライ
ω 

ト地となる。

現代の機械工学の常識で，最もよい機械的性質を示すのはパーライ ト地に黒鉛の析出したノξ

ーライ ト鋳鉄だとされているから，マンガンの添加は，鋳物の生地を改良するためにも，由銑

化を防ぐためにも合理的であったことがわかる。その上，後にふれるようにマンガンの添加は

鋳物の強度を高めるためにも有効であった。表－ 1の分析値を見る と田中銑の Sは0.05%と木

炭銑と しては高L、。文中の式を使うと，白銑化をおさえる最低 M n 必要量は0.385でほぼ0.4

%となる。表－ 1による田中銑の Mn値は0.21%であって，限界値よりずっと低L、。 表－ 1

に限らず，表一2に集めた数値で見ても釜石銑は，大島型の高炉のものから，有名な野目景義

による工部省大高炉からの出銑まで，最低0.05%から最高0.28%であり，マンブfン成分の非常

ー併前掲『資料集』 上巻， 133頁。
伺 前掲 r鋳物便覧』，840～ 1頁。
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に低いことが特徴である。 したがって釜石銑にマンガンを添加する措置は鋳物特性の改良の方

法と しては合理的であり，的確であったといえる。精錬後の Mn値は後に明らかにするよう

にほぼ1%以上になっている。

このようにマンガン添加の措置は，結果としては合理的であったが，問題は，その判断がど

のような論拠にも とづいてなされたかである。当時上記のよう なマンガンの役割は欧米におい

ても解明の途上にあり，工廠技術者が逐ーその情報に通じていたとは思えない。それから約20

年たった明治43年刊の，俵国一 『鉄と鋼一一製造及性質』を見ても，そこでは珪素が黒鉛化の

促進因子と して論じられるのと対比させて，マンガンには専ら黒鉛化阻害因子の役割がふりあ

てられ， 「従て鼠銑鉄は珪素の多い， 満俺の比較的少ないものであり，又由銑鉄は満俺の多
伺

い，珪素の極めて少ないものである ことが判然する」と論 じられて いる。このような理解か

ら，白銑化防止のためにマンガンをへらすという意見はありえても，マンガンを添加するとい

う考えがでてくるとは思えない。工廠技術者はいったいどのような情報にもとづき，どのよう

に判断してマンガン添加をきめたのだろうか。

ベックは， 「マンガンは過去100年にわたって， 鉄の有効な浄化剤として知られ， かっ評価

されてき冶と書いている。 鉄の浄化剤という意味はややあいまいであるが，精錬 ということ

ばに結びつけて解釈すると，精錬の際には必ず二酸化マンガンを投入するというような伝統が

19世紀ヨ ーロ ッパにはあったのかも しれないと推測させる記述である。そうならば，工廠技術

者はただその慣習に従っただけだとし、う解釈がなりたつ。その可能性も無視はできない。

だが，工廠の技術者たちが，もう少しマンガンの役割について知っていたのではないかと思

わせる資料がもう一つあることを指摘しておきたい。それは私たちのうちの三宅が，かつて発

見し論じたことのあるベイノレなる人物から伊藤博文にあてられた手紙である。このベイルにつ

いての詳細はわからない。ただ文面からわかる ことは，イギリ スに居住する商人で， 日本にク

ルップの技術による製鋼所をひらく可能性に関して，伊藤の立を体して クノレップへ打診してい

た人物であるということである。その時，彼は釜石の鉱石〈手紙では「南部の硫物」と記載〉を見

本として持参 したらしい。手紙の書かれた日付は明治7年 6月18日であ り，工部省釜石支庁の

開設は同年5月21日だから， 日付の一致と南部の鉱物の持参をあわせて，製鋼所とは工部省製

鉄所である ことがわかる。つまり この手紙は少なくとも伊藤は当初， クルップの技術で製鋼ま

で含めた工部省製鉄所を釜石に構想していたことを教える画期的資料なのである。それはさて

おき，文中に次のようにある。

倍文大砲製造ニハ南部ノ Titii物ハ適当不致候元来鉄砲製造ニハ一種ノ奇特ナノレ磁物ヲ要用

ト致シ第一燐素ヲ嫌ヒ満俺少許ヲ包含スルヲ専要 ト致シ候。倍南部ノ 磁物ニハ燐素ハ無之
伺

候得共満｛奄ノ、絶ェテ無之候。之ニ依テ鋼ノ鉄砲ヲ製造スルニ適当不仕候。

同俵国一『鉄と鋼一一製造及性質一一」，丸善，1910年， 111頁。
伺前掲 『欽の歴史』第5巻第2分冊， 63頁。
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これはクノレップの教えてくれなかった秘密の知らせであるとも苫かれている。

この時期のクルップの鏑砲技術は， 1866年のいわゆるや七週間戦争。における砲身破裂の多

発という苦い経験を経て， 鋳鋼強度に影響を与える成分の解明が急速に進んだ直後で・あった。

有害成分としての燐の役割も この時に解明された。同様に砲身に強度を与える成分と しての

Mnの役割もこの頃注目され， 燐 とと もにそれらは秘密とされたらしいこ とをこの手紙は教え

ている。それと関連して注目 されるのは，表－ 1で釜石一号鼠色銑の分析値と対比して示され

たグレゴリーニ銑の2つの分析値の Mn の値が異常に高いことである。とくにグレゴ リーニ

鼠色銑の成分は今日強度の高い高級銑鉄として使用されている日マンガン銑鉄の規格と完全に
国

一致する csが極めて低い点、でそれよりすぐれている〉ことはみのがせない。この日 Mn{1宣が通常

の銑鉄で達成される とは思えないから，砲兵工廠で使用 していたグレゴリ ーニ銑は，立図的に

Mn を添加して高マンガン化した銑鉄だったのである。つまり，こ の il ~＇ J切ヨ ーロ ッパの武器製

造業者の聞には，銑鉄にせよ鋼にせよ，それを砲身やij!Ji丸素材に使用するn与は，Mn成分を相

当高く して強度を高める ということが一般化しつつあったのではないか。そして砲兵工廠はそ

のことを知っていたと考えてよい。

ベイノレの伊藤への手紙がどの程度の範囲に知らされたかは不明であ る。だが， クルップが釜

石の鉱石の鋼砲素材としての致命的欠陥はマンガン成分の不足にあると指摘したとい うような

事実が，寧関係者に知らされなかったとは考えられない。 この程の事史は秘密にされたと して

も内部者にはあっという まにひろまるものである。 したがって，釜石銑の欠陥に直面した砲兵

工廠技術者が，クルップの指摘と結びつけて，マンガン不足が不良の原因ではないかと推論す

る素地は十分にあったと私たちは考える。

またこの時期，大阪砲兵工廠にはグ リロやク ワラテージらのイタ リア人技師がし、た。彼らは

グレゴリ ーニ銑による大型海岸砲の鋳造を指導していたのだが， マンプJンを添加すると鋳物の

性質が改良されるとし、う事実を彼らが直接教えた可能性もある。仮に彼らがそのような事実を

意図的に教えなかったとしても，表－ 1のように特異な分析値を相互比較すればマンガンに着

目することは容易であったろう。工廠が， 「化学場ヲ置キ諾材料ノ定性，定量分析等化学 ニ係
μ母

ノレ一切ノ 事」に従わせたのは明治21年 1月10日からである。精鋭実験の開始は22年 4月である

から，分析値の検討のみをとおしてマンガン添加の方針がとられたとしても，十分な時間はあ

ったわけである。

以上を綜合して私たちは，工廠技術者がマンガンの作用はおそらく理解 しなかっただろう

が，妥当な方向を探りあてる手掛りとなる情報は十分にもっていたと判断する。その結果どの

悌 三宅宏司 「クノレップ社の一九世紀一一二人のグノレップ・万国博覧会 ・日本一一」， 吉田光邦編『万国
博覧会の研究』，87～110頁所収，思文閣出版， 1986年， 108頁。

倒馬場秋次郎『機械工学必携』 （5討版〉，三省堂，1967年.259頁。
帥前掲 r資料集』 上巻，26頁。
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ような銑鉄ができたかを最後に問題にしたい。

大阪砲兵工廠における釜石銑の再粘糠（中岡 ・三宅）

4. 軍器素材としての釜石再製銑

精鋭の成功後，精錬によってできた製品は釜石再製銑と呼ばれて，工廠の重要な配合原料の

ーっとなっている。砲身の鋳造の場合，単一の種類の銑鉄を用いる ことは少し何種類かの銑

を配合して溶解することが例になっていたらしく，その配合表の中にしばしば釜石再製銑が登

場する。とくに明治38～40年の大口径鋳鉄砲の記録は，配

合にともなって分析値がでてくるので貴重なデータとなっ

ている。ただしマンガンと珪素だけであってこの二つが

配合に際しての管理成分となっていたことがわかる。そ

のすべての値を集めたのが表－ 3である。 Si1.20～2.12 

%, Mn  1. 08～1.96%の範囲におさ まっているが，バラツ

キは偶然のものとみなして処理すると， Si1.6土0.6%,

Mn  1. 4土0.6%とし、う推定値を得る。再製銑の炭素の分析

値はないが，配合がほとんど全部再製銑であるものの最終

分析値が 6例ある。乱暴な推定ではあるが，そのCの値が

再製銑と同じとみなせば，その推定値は c2. 6土0.4%と

なる。ただしこれはサンフ。ル数からも方法からも信頼性は

低い。これは明治末年のデータであるから，明治23年のC

。。

表

再製鉄の成分分析値

Si(.96'") Mn（罰百）

1. 63 1. 60 

1. 63 1. 24 

1. 24 1. 15 

1. 23 1. 26 

2.12 1. 35 

1. 96 1. 96 

1. 55 1. 74 

1. 95 1. 32 

1. 24 1. 08 

1. 20 1. 90 

1. 86 1. 20 
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の値はもう少し低かったかもしれない。 C2～ 3%, Si 1. 6%前後， Mn 1. 4%前後， Sと

Pはもともと木炭銑であるから十分に低いとい うと ころが，釜石再製銑の標準的な成分値であ

ったと見てよかろう。このような成分の銑鉄が厳密にどのような鋳物特性を示すかは，冶金専

門家の判定と研究を待つ以外ない。ただここまでの分析から見て，元の田中銑よりは鋳物生地

も，機械的性質も，強度も，格段に改善されたものであったことはまちがし、ない。それが砲弾

に用いて， グレゴリーニ銑とほぼ対等の試験成積を収めたという事実もほぼ納得できる。明治

33年には田中製鉄所に 5トン反射炉が作られ，再製銑の生産が開始されている事実も，工廠内

で再製銑が安定した需要をもつにいたったことを示唆している。

しかし問題は，再製銑は軍器素材と して工廠内でグレゴ リーニ銑を完全に代替するに至っ

たかということである。この点に関しては否といわざるをえない。山田健の「遂ニ廿三年以降
（岬

銑ノ需用ヲシテ之ヲ海外輸入ニ仰ガザノレニ至レリ」とし、う文章は，し、かにも精錬の成功によっ一

て輸入銑は一掃された印象を与えるけれど，それはせいぜいのところ砲弾素材についてであっ

ω 日本工学会・啓明会『明治工業史』鉄鋼鰐，1929年，93頁。
~前掲「資料集』 上巻， 134頁。
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技術と文明 4巻2号制

て少くとも砲身素材に関してはグレゴリーニ銑又はレッカ ー銑の配合が大部分を 占める 状態
~ 

が，明治20年代をとおして続いている。 30年代に入ると釜石再製銑に笠Ti佐比内銑や其他を配

した鋳砲が目立つが，グレゴリーニ銑の配合例は最後まで見られる。

ここで見逃すことのできないのは，38年11月以降に生じた変化である。 37年10月以降鋳砲は

弾丸製造所に移されたが， 38年11月より更に弾丸製造所と鉄材製造所が分離されて，鋳造作業

はこと ごとく後者で行われるようになった。これはある種の体制j整備を想定させる。その整備

は釜石再製銑 〈ただし工廠で再製したものである〉を全部使用した鉛砲へ移行をめざしたのではな

いかと思われる。上に再製銑の成分推定に用いたのは実はこのll右miのデータである。 40年半ば

頃からその体制へ移行したと思われる。ところが，

明治四十年末ヨ リ同四十一年三月頃迄ノ鋳造砲身は旋造中円筒部ノ半面ニ波リ雲霞ノ如

キ班点発生廃品 トナノレモノ約八0%ニ上ル 〈中略〉

明治四十一年十月三日第五六一号以降同四十四年二月廿日 第六三五号迄ノ間ニ鋳造セシ

廿八珊摺弾砲々身数ハ七十五門ニ シテ其ノ内仕上中生ゼシ地庇鈎巣及試験不合格等 ノタ
~ 

メ廃品トナレルモノ四十一門ニ達ス

2引用文のカパーする期間の鋳砲は535号から635号まで101門である。前の引用文の廃品は

その聞の鋳砲数から16文は17と計算される。合計57～8門の廃品がで司たことになる。つまり こ

の聞の不良率は少なくと も56～ 7 弘以上であったのである。 これは全く異’li~事態といわねばな

らぬ。 「最迄（最初？〉 当廠製再製銑ノミヲ以テ 鋳造地金ヲ配合セシモ夫プfタメ再ピ『グ リゴ
4叫

リニー』銑ヲ大部分使用スノレコトニ改ム 然 レドモ成績ハ依然 トシ不良ナリ キ」配合例を参照

すると， 40年末から再製銑のみの鋳砲に移ったが80%の不良発生にW＇~き ， 41年末には再びグレ

ゴリ ーニ銑大部分にもどったが55%くらいの不良率が続いたということのようだ。鋳法を改良

して44年 3月14日の637号以降やっと不良発生はとまるが， 配合はグレゴ リーニ銑のまま45年

1月6日を以て，大口径鋳鉄砲身の製造は中止されている。理由は， 「時勢ノ然、ラシムル処ニ
t坤

シテ溺来銅製砲身ヲ用フルニ至 レリ」と書かれている。

以上の経過をどのようにみるか。経過の全体はお組末な技術とい う印象を与えるものである

が，鋳造のように大幅に経験的熟練に依存した技術領域で‘は，全く新しい素材ーや新しい鋳法へ

の移行は無数の未経験との遭遇を意味するものであって， とくに経験的熟練の比重の格段に高

かった当時においては，こうした事態は，工程の変更ごとに十分お こりえたであろう。 グレゴ

リーニ銑の方が工廠の労働者にとって，なじんだ素材だったのである。全体の経過を解釈すれ

ば，グレゴ リーニ銑の再製銑へのおきかえは明治23年以降工廠の技術的戦略目標であったと考

帥前錫『資料集』 上巻，224～6頁中の，明治26年6月28日28CID摺弾砲 〈第203号〉の鋳造記録，ならび
に同年8月1日以降の大口径鋳鉄砲の鋳造記抜翠における同29年 4月28日までの 9門の配合地金。

帥前掲『資料集』 上巻，233頁。
崎前掲『資料集』 上巻，233頁。
綿布I掲『資料集』 上巻，235頁。

36 



大阪砲よ王コ：廠における釜石銑の再精錬仲間・三宅）

えられる。恐らく砲弾のような小型製品では再製銑はその期待を十分みたしたであろわだが

大型砲の鋳造はイタリア人技術者の指導で，グレゴリーニ銑を素材として工廠に根を下した技

術であった。他の成分は似でいるがCの低い再製銑は素材としてはかなり異質であり，とりあ

っかいのノウハウの蓄積が必要であった。 20年間試行錯誤をくりかえし最後に全量再製銑へ

移行を試みたら大量の不良品発生で自信を失い，再び全量グレゴ リーニ銑にもどった時に，も

う鋳鉄砲の時代は終っているから鋼砲に努力を集中した方が得だということに気付いたのであ

る。

軍器素材と しての釜石再製銑は，世界の大勢が鋼砲へ向かいつつあった時に，強化青銅砲か

らスタートせざるをえなかった日本の寧器製造技術が，全面的に鋼砲に移行するまでの過渡期

の約20年聞を担った素材であった。それは品質的に良好な機械用鋳物とならない釜石田中製鉄

所製の銑鉄を，マンガン添加によって改良したもので，少なくとも鋳物用銑を作る技術と して

は重要な前進の結果であった。しかし，大型砲の砲身用素材としてグLそぎリーニ銑を代替する

という目標は遂に達成する ことなく 終った。それは，この素材による大型鋳物の鋳造技術を工

廠が確立できなかったからだと結論できる。

再製銑は大正10年 6月まで工廠の配合素材として使用されていた。一大正9年から「生産費多

額ニ上リ」，「不経済ナノレヲ以テ」，「鋼屑ノ混入」によってこれをおきかえようという実験が続
｛時

けられ， 遂にこの年7月から使用中止となるのである。 これによ って年間二十数万円の利益が

生まれたと苦かれている。当時の貨幣価値を考えれば巨額といってよい。この事実は再製銑の

技術評価をするとき忘れてならないことである。もともと田中銑の品質がよければ，再製とい

う余分な工程は必要なかったのである。結果として機械的性質良好な鋳物銑がえられたとして

も余分な，それも相当巨額なコストを支払って，その良好な特性はえられていたのである。

日本の製鉄技術がそうした追加的コストを必要としなくなるのはいつごろかを測定する資料の

ーっと して，この大正10年という日付も記憶にとどめられるべきだろう。

5.技術評価

以上，検討してきた結果をま とめつつ， 明治中期頃の日本の製鉄技術の到達水準について測

定を試みたい。

私たちの分析は，機械工業の発展にともなって，当然に要求される切削加工特性のよい鼠銑

の製造技術という点に焦点をあててなされてきた。これは，これまでの日本製鉄史研究におい

て，相対的に見落されてきた角度ではないかと私たちは考える。

たたら銑を用いた鍋釜の鋳造を中心に発達してきた伝統的な鋳物技術は，白銑の使用をil4liに

発展してきた。切削加工によって機械部品を作る必要のない間， 鋳物の加工特性という問題は

制前掲 『資料集」 上巻，169～179頁。
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意識される必要はなかった。日本の技術が，はじめてこの問題に大規故にぶつかるのは幕末鋳

弛事業にお汁る水力錐入機による中ぐり作業の場合であると考えられる。このとき鋳物の加工

性の問題はなかったのか，あったとすればどのように解決されたのか，今後の研究の期待され

る課題であろう。

幕末から明治IO年頃までの状況も不明であるが，恐らくこのr:日は，機械製作技術の修得は輸

入素材を多く使用してなされたので，あま り問題はおこらなかったのだろう。赤羽工作分局の

場合でも輸入銑にも どると問題は消えている。輸入銑の場合は十分に鼠銑となる成分範囲にコ

ントロ ールされていて，日本人が意識せずに溶解しても加工性のよい鋳物ができたのだろう。

工部省製鉄所がはじめて問題を大規模に顕在化させる。 この時政府はこの製鉄所の銑鉄を各

方面に使用することを強制している。それは白銑化する成分イl立の銑だったので，赤羽工作分局

でも大医砲兵工廠でも切削加工できないという問題をひきおこした。安永主主宰の報告では

設がこの問題を白銑・鼠銑の問題と認識していたかど うかは探わしい。しかし，それから約10

年を経た『内国産銑鉄の使用結果』は，白銑 ・鼠銑の区別と結びつけて加工性の良し悪しを論

じているから，少なくと も明治IO年代をとおして， 機械工作のためには加工性のよ い鋳物が必

要であり，それは鼠銑であるとL、う認識は，日本の機械工業に広まったにちがし、なし、。

素材技術と機械技術は相互的であって，需要者の側で鼠銑の立識がない以上，製銑の側にそ

れを作る必然性はなし、。南部落 ・仙台藩の高炉群は，伝統鋳物業者の品質基準にしたがって白

銑を作っていた可能性が極めて高い。明治初期の 洋式技術による三つの製鉄所 〈中小坂，工部

省，釜石田中〉のうち，輸入銑と同じく鼠銑のできる範囲に成分コントロ ールできる技術をも っ

ていたのは，中小坂だけだった。 「上州中小坂産銑鉄ヲ各種ノ鋳造ニ供用 シタルニ流動滑カ ニ

シテ白色性ヲ顕ハサズ且ツ気泡ヲ生ズノレ齢、シ旋削ノ工事ニ於テモ容易ニシテ其質良好全ク鼠色
弘司

鋳鉄ニシテ鋳造用ニ適セ リ」と工廠は評価している。このことは中小坂が成立の初期から，ガ

ワー，ウォ ータース，ベルグレン等，規模の割には多い外国人技術者の指導をうけて来たこと

と関係しているかも しれなL、。 「該銑ハ当時多立ニ需要シタ リシプf中途 ニシテ廃業セシ為メ雨

後需用ニ応ジ得ザリシ」という記述が続いているから，中小坂の廃山が，工廠が田中製鉄所銑

に着目せざるを得なかった背景にあったことがわかる。中小坂の経営が順調であれば，中小坂

銑を基礎に異なった展開があったかもしれない。

中小坂から問中製鉄所へは技術移転の試みがあったことを注目しなければならない。初期の

高炉操業の失敗に困窮した横山久太郎は中小坂の経験者秋元光愛に助けを求めている。その時

高炉も中小坂を模して変えられたが，秋元の技術的力量の貧しさ故， 結局彼は改造 した熱風炉

っき高炉の安定操業を実現することなく釜石を去った。田口鰐祐の下にかなり安定度の高い操

業の実現されていた官営中小坂時代の高炉操業技術が，秋元をとおして問中製鉄所へ伝えられ

帥前掲『鉄考』，195頁。
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同

たと考える根拠は全くない。

田中製鉄所は，その製品を鼠銑，白銑と区分し，鼠銑を湯の流れによって一号銑，二号銑と

区別する体制をとっていたから，当初から「機械工業の素材」の生産をめざす体制をとってい

たのである。しかしその初期の鼠銑が， 「寧器素材」はおろか「普通の機械の素材」として

の期待もみたせるものでなかったことは見てきたとおりである。砲兵工廠の田中銑の品質評価

には，劣等，組悪，粗製といったことばがしばしば登場する。明治27年に入ってすらも， 「三

月十四日火砲製造所長栗山勝三ヲ釜石鉱山ニ近リ実況ヲ視察‘ン近時其製出スル銑鉄ノ品質粗悪
側

ニ陥リタル原因ヲ探究シ……」という記録がある。こうした実情を憂慮して砲兵工廠はたび

たひ‘人を派近して指導テコ入れをはかり，政商務省、も野日景義などを派遣して調査をはじめ

る。田中製鉄所の製銑技術が目立って向上をはじめるのは，野自が願聞に就任した明治26年以

降であり，それがある程度の水準に達するのは30年代半ば頃だと考えるべきではないだろう

ヵ、。

釜石銑再製の必要は，国内製鉄業のこうした技術水準の低位を補うために生じた。その背後

には，しかし軍器素材は国産でなければならぬという日本の軍部のほとんど固定観念ともい

うべき執念がある。世界が鋼砲の時代に移行しつつある時に，陸軍の制式砲が，イタリア技術

によ る煩銅砲という，圧搾によって強化された青銅砲からスタートした背後にも，砲自体の国

産化の容易さ と同時に素材国産への配慮があったのである。 だが次の 目標として，明治10年代

の末には大阪砲兵工廠は，大口径海岸砲の領域を手はじめに，同じくイタリア技術によって鋳

鉄砲の製造を実現しつつあった。そして，そのことはほぼ自動的に，鋳鉄砲素材の国産化を促

がす強L、圧力をもたらしたのである。この圧力と圏内製鉄業の技術低位との間で，釜石銑を再

製するとし、う技術は必然となった。

以上のよ うな経緯は，この技術を評価する三つの角度をもたらす。第一は結果と して誕生し

た釜石再製銑の品質，とくに鋳砲素材としての適性である。第二は，結果と して グレゴリ ーニ

銑の輸入代替とい う当初の目標は実現されたかどうかである。第三は，この再製銑を製造した

ことが，工廠自体の技術的力量をどう高め，後に何を残したかである。

第ーについていえば，この銑はマンガン成分の添加によ って，当初の釜石銑の欠陥を大幅に

改善したことはまちがし、ない。また不純物が少ない点，マンガン分が 1%以上含ま‘れている点

で普通の輸入銑よりは鋳砲素材としてはすぐれていたかもしれなし、。ただ，明白に鋳砲用に特

化した素材であったと思われる グレゴリーニ銑と比較する時，それと全く対等の素材であった

かどうかについて，若干の疑念が残る。特に炭素成分が相当低いとい うことがどのよ うな性質

の差 として現われたか。 また追加的コストの多分にかかった素材とい う点も評価上のマイナス

帥 岡田広吉「官蛍中小坂鉱山一ーその技術と評価一一」，日本鉱業会『昭和59年度全園地下資源関係学
協会合同秋季大会鉱業史分科会資料』，8～11頁を参考とした。

帥前掲『資料集』 上巻，35頁。
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である。

第二の問題に関しては，輸入代替 という目原は達成できてし、ないことを在、たちは確認した。

工廠は再製銑100%による大型砲鋳造の操業条件を確立する ことが送にでき ず， グ レゴリ ーユ

銑中心の配合で鋳造を行う状態のまま，鋳鉄砲製造打切り を迎えている。 これは後発国の鋳物

技術という状況を考慮すると無理からぬことである。同時にこの引っJは，あ くまで再製銑は過

渡期の素材であり，寧器素材における自立 とい う点をいう なら，その後のSfctJ砲素材 の方が重視
伺

されるべきことを教えている。

さて最後に残る第三点であるが，生産技術 としての再製作業は，銑鉄に二酸化 マンプfンを配

合し反射炉で溶解してマンガンを鉄中に入れるとい う作業であっ た。 これはかな り困難な作業

であったろう。マンガン成分をコントロールするだけなら， プエ ロマンブfンを配合して溶解す
回

る方法がはるかに簡単であったろうしその使用はこの直後に始まっている。したがって，こ

の困難な方法にあえて取組んだことの技術的立味は，反射炉の日前i操業のテ クニッ クや形成さ

れてくるノロの操作をめぐるノウハウの独得であろう。ただ粁j錬 や協のjぷ分別挫の さま ざまな

テクニックやノウハウについては，むしろ工廠の苔fi'iはこの頃か ら始まるのであっ て，再製作

業の意味はその獲得したものの盆 よりは，それが工廠で‘行われた最初の 「精鋭」 であったこ

と，それに続 く蓄積の口火を切ったことにおかれるべきかもしれない。 機械加工の基礎で、ある

鋳物の質の吟味，よい鋳物を得るための湯の成分調整，精鋭，鈍主主法の検討な と’へ向けての活

動がこの頃から精力的に始まったのである。

このように見てくると山田盛太郎の用いた 「技術的世界水準凌符への辿逃」 とか 「寧器製造

の基礎確立の指標」とかし、う評価は，この時代の砲兵工廠に関しては過大にすぎる といわねば

ならない。明治23年の工廠では，鉄で大砲を鋳造するということ白体が始まったばかりなので

あり，加工性のよい鼠銑を作るとし、う機械工学の基礎問題がや っと突破 されたばかりだった。

それは田中製鉄所の製銑が始まったばかりだったのと丁度見合う状況であった。工廠の技術が

民間より格段に突出していたことは確かであるが，それが世界水準に絡段に遅れている点では

民間と同様だったのだ。

総 じて山田のあげている指標は，陸軍における村田銃，精鋭釜石銑にせよ，海軍における下

瀬火薬，宮原ボイラ ーにせよやや過大である。村田銃は日？青i蹴どZ江で

あつた。釜石再製銑についてはこの論文で、明らカミにしたとおりで、ある。下前i火薬 については，

帥 長谷部宏一「明治期陸海軍工廠における特殊鋼生産体制の確立」，『北海道大学経済学研究』 （第33巻
第3号，88～106頁所収，1983年）の 、兵器素材生産技術の自立化。をいうなら、特殊鋼。を問題にす

べきであるという立論に同意する。
伺前掲 『鉄考』， 「シーメンマルチン式ニテ製鋼ジタノレ種類」（201～206頁〉中の第二法 「山陰山陽両道

ニ於ケノレ産出鉄ニ釜石銑満俺鉄ヲ加ヘタJレモノ」及び第三法「雲州産白色銑ヲ「プッドリンク』法ニ因
テ海綿状ノ鋼 ト為シ満俺鉄ヲ加ヘタノレモノ」（1,、ずれも201頁〉の満俺鉄をフエロマンガンと解すれば，
この操業が行われたのは，明治23(1890）年8月の250kg炉 〈前掲 『資料集』上巻， 301～2頁〉でのこ

とである。
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ω 
それが下甑の発I珂といえるようなものではないことを，林克也が明らかにしている。宮原ボイ

ラーもその独自lj性はかなり疑問のあるものである。ただこうして並べて見て気づくことは，こ

れらの国産技術や 「発明」は，明治後半のナショナリズムの昂揚の中で・日本人の独創の産物と

してかなりかさ上げした評価をうけたものだった。山田はそのかさ上げされた評価をかなり正

直に採用したのではないか。そのことによって当時の軍事技術の中にも民間技術の中にもひと

しくあった後発国特有の技術的低位を見ず，軍事技術だけが仮想、の世界水準まで折lし上げら

れ，軍事技術はかくも高度なのに，民間技術ではかくも低位な，歪んだ日本資本主義という独

特の歴史認識の基礎となった。だが当時の軍事技術の実態はもう少し低位にあったのである。

明治の工業化に寧工廠が果した役割が巨大であったことについては，私たちは否定するもの

ではないことを念をおしておきたい。明治政府が工事器国産化にそそいだ努力はまちがし、なく突

出していた。その結果機械工業は軍工廠先行的に形成された。その基礎過程ともいうべき，鋳

造，鍛造，圧延，切削加工等々 の技術の民間産業における確立には，寧工廠からの技術拡散が

大きな役割を果したのである。ただ従来の研究においては，寧工廠の技術の評価が過大であっ

た割には，工廠内の技術の実態も，その民間への拡散過程もほとんど明らかにされていないの

である。それを明らかにすることは，明治期の 日本の後進国と しての工業化の様相を解明する

ために欠くことのできない作業だと私たちは考えている。 この論文で、私たちの提示した諸点に

ついて， 多くの人々の厳 しい批判をいただくことを期待している。そう した討論をとおして軍

工廠研究の新しい前進を作りだすことが，私たちの念願である。

付記

本論文提出後の1988年 6月11日，商工会館における本学会第4四年会においてほぼ同内容の

報告を行った。後日，同会に出席されていた葉賀七三男氏より中村恭作の実習報告の提供，飯

田賢一氏よりベイノレに関する御教示を得た。それらをもとに若干のことを付記するとともに，

葉賀七三男 ・飯田賢一両氏に感謝の意を表する次第である。

(1) 中村恭作の1892年10月29日の日付．のある実習報告 TheReport of Kαmaishi Iron lv1.z初・n

〈東大採鉱冶金学教室所蔵）の第 9章 Productsof Smelting (100頁〉中の種別銑鉄の化学組成及

び東京と大阪におけるトン当たり価格の一覧を付．表に記した。

分析結果の信顔性に問題がないとするならば，Cと Siの成分値はこのころからよく なりは

じめている。 Mn の値は全く低L、。

(2) 『西洋鉄煩鋳造篇』〈手塚謙蔵訳，三枝博音編『復刻日本科学古典全書4（第9巻〉』，朝日新聞社，

1978年，以下頁付は同告による〉によれば， 「白色鋳鉄 ・灰色鋳鉄」 (367頁〉が出てくるが，含有

ナる炭素の量の多寡についての記述には混乱が見受けられる。 両者の特徴について， 「白色鋳

鉄は，其の質，竪剛にして脆弱なり」（370頁〉灰色鉄は「甚だ柔軟にして彫刻し易」（377頁〉

い，とあ り白銑と鼠銑の区別がなされており ，このことに関しては，幕末から知られていたこ
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トン当たり価格

京 ｜大阪
1i1 ！ 円

24. 50 I 25. 50 

22. 50 I 23. 50 

19.50’ 20.50 

23.50 

In叫 ｜来

0. 12 i 
0.14 : 

0.06 

o. 01 ¥ 

o. 61 I 

4主主2－号制

釜石銑の種別化学組成とトン当たり fim筋

成

0.20 

0. 34 I 

0. 51¥ I 

0.44 

0. 34 I 

Cu 

一
7

5

6

7

8

技術と文明

銑鉄の種類
イtユ 学 組

c Si p s Fe 

1号鼠色銑 3.19 2.19 0.07 0.08 tr. 93.8 

2号／／ 3.35 1. 75 。 0.06 0.04 94.1 

3号庁 3.68 1. 96 0.07 0.08 0.06 93.8 

4号ノア 0.89 2.53 。 0.06 

白色 銑 2.39 1.10 。 0.12 0.15 93. 4 

付表

24.50 

多くの散京を吐き出し炭素を引マンガンは「鉄工銘解するときは，

且つ其の灰色をして少なからしむ」

また同書に，とになる。

(339瓦〉なる記述も 目く。故に鉄質をして堅剛ならしめ，

を引くところである。

(3) 本論第3章であつかったベイノレなる人物はベノレツの友人パイノレと同一人物かも知れな

「これら少数のドイツ居留民の指導権を握っい。ベノレツはパイノレについて明治9年 6月26日，

ているのはパイル氏で，外面的にも内面的にも まれに見る上品な人物で‘すが， 『ユダヤ人』で

〈菅沼龍太郎訳，岩波文庫 『ベノレツの日記』第 1部あるため，氏をけなす連中も少くはありません」

また「日本の発展に， パイノレほど寄与し得る人物は他にないという一事だ

（前掲，向上告，92頁〉との評価をしている。

また，明治13(1880）年から翌年にかけて大阪砲兵工廠に雇われていたドイツ人エンゼニ ー

ベーノレ社が納入した反射炉と諸機械の組立，据付，

上， 24頁，1951年〉，

けは， 疑 う余地がない」

試i宣伝などにたずさわノレ・ミンストノレ~:t,

っているく『明治十四年統一月密事日記』，防衛庁防衛研究所図古館所蔵〉。

ベーノレが同一人かどうか，現在のところ不明である。

以上，（1）～（3）に関してはいまだ不確定なこ とも多く ，今後の課題としたい。

ノミイノレ，ベイノレ，これら，

Refining of Kamaishi Pig Iron by the Osaka Arsenal 

by 

Tetsuro NAKAOKA 

(Osaka City University) 

Kouji MIYAKE 

(Osaka Kyoiku University) 

On 16 August 1890 the Osaka Ar~enal did a test firing in which slugs cast in pig 

iron from the Gregorini Co. of Italy and from the local Kamaishi Tanal王a Co. were 

1951年， 26岩波書ー店，日本科学史学会編『科学史研究』第20号，

42 

伺 材、克也「近代的火薬の創製過程」，
～31頁所収。



大阪砲J戸エ廠における釜石銑の再幸鴻l!C中岡 ・三宅）

compared. The test proved that local pig iron could compete with the Italian one in 

quality as the raw material of cannonballs. Japanese historians have r巴cordedthis fact 

as an epoch-making event in the history of modern technology in Japan, as exemplfied 

by Moritaro Yamada who regarded it as a sign that Japan’s military engin巴eringlevel 

of the time was approaching the world's standard level. 

Recently new literature on this test has been found and published，“Kamaishi-sen 

Seiren no Gairyaku (A Brief Account of the Refining Process of Kamaishi Pig Iron）” 

in which Captain Ken Yamada, the director of the division of cannonball manufacture, 

reports about the defects of the original Kamaishi pig iron and the refining process of 

it in the Arsenal. vVe carefully studied this new literature, in comparison with the 

already available ones on this test and clari五edthe following points. 

Firstly, slugs cast in original Kamaishi pig iron became white iron and this was 

extremely hard to be machined. The existence of gross porosity was also suspected. 

At that time Kamaishi Tana1王aCo. could only produce pig iron of quite low carbon 

and high silicon content. Manganese content was also far below the standard value. 

It is suspected that this extraordinary composition might be responsible for the defects. 

In the refining process, Kamaishi pig iron was remelted with manganese dioxide in 

a reverberatory furnace (perhaps in order to enrich the manganese content). Because 

of their low skill in furnace operation at high temperatures they met with many di伍．

culties. Nevertheless, they succeeded eventually in controlling the manganese content 

of cast iron, but we were not able to clarify the details of the process. 

The refined cast iron was named “Kamaishi Saisei-sen”and it was used as one of 

the important casting materials in the Arsenal until 1921. For casting cannonballs 

this iron seems to have had acceptable properties, but when it came to casting cannon 

tubes it could not be substituted for Gregorini cast iron until the end of the Meiji-era 

when the Arsenal stopped the production of cast iron cannon itself. 

This event had bearing on the underdevelopment of both iron manufacturing and 

engineering industries in contemporary Japan. The infant engineering industry required 

grey cast iron of high quality for military use, but the iron manufacturing industry 

could not provide it. This situation forced the Arsenal into developing their own process 

for refining local pig iron. It was only after 1900 that Tanaka and other local iron 

manufacturers began to constantly produce grey iron of suitable composition. We 

conclude, therefore, that Moritaro Yamada’s assumption that Japan’s military engineer-

ings level was aproaching the world’s standard level was inaccurate b巴causehe had 

over-estimated the technical achievements of both the Osaka Arsenal and Tanaka Co .. 
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