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産業技術史研究の方法に関する基礎的研究（報告書Y

中岡哲郎判

ま え が き

本報告書は，1988年度にお ζなわれた表題

と同名の研究会における成果をまとめたもの

である。乙の研究会は，文部省科学研究費補

助金，昭和58年度総合研究（到「近代日本産業

技術調査研究」， 本学会の発足と同年の昭和

59年度から 3年聞にわたる特定研究（1）「近代

日本産業技術の実態調査及びその発展過程に

関する実証的研究」， さらに昭和62年度海外

学術研究 「産業技術史研究における各国博物

館の機能に関する国際比較調査研究」におい

ての多くの本学会員にも協力をいただいたも

のを受け継ぎ，研究内容をより深化させるた

めに関連する多くの学会から共同研究者をむ

かえて実施された。

また本研究は，昭和63年度文部省科学研究

費補助金特定研究（1）「産業技術史研究の方法

に関する基礎的研究」（研究代表者 中岡哲郎，

課題番号63115033）に負っている。

第 l章

はじめに ーーなぜ日本産業技術史か？一一

(1) 世界の期待と日本の社会科学のズレ

日本の近代化，工業化lζ対する世界的な関

心の高まりの第一歩は，まず発展途上国から

始まった。それは日本の近代化を発展途上国

のモデルとして研究する ζ との重要性を説い

たライシャワーの提案がアメ リカにおける日

本研究の高まりを導いたのと軌をーにしてい

る。アメリカにおける研究が，どちらかとい

えば社会，文化，経済を含めた広義の近代化

を対象にしていたのに対して，発展途上国の

指導者や知識人の関心は，当初から 日本の工

業化と産業技術の形成過程に集中 していた。

とうした途上国側からの熱い関心を，日本

の社会科学が，真lζ国際的な視野でうけとめ

応えようと努力して来たとはいえない。その

ズレが鋭い形で露呈された一つの場面は， 10

年前，国連大学が京都で開催した「内発文化

の知的創造性に関するアジア・シンポジウム」

であった。その時期が高度成長への反省期だ

った乙ともあり，日本側の報告は，伝統文

化，共同体的特性，地域主義の重要性などに

ついて強調する傾向があったのに対して，参

加したアジアの知識人たちから，自分たちの

最も知りたいととは日本がどのように科学技

術を学び，それを民衆にひろめたかで、ある，

何故もっとそれを諮らないのか，との強い不

満が表明される光景がみ られた。そ乙で明ら

かにされたのは，アジアを始めとする発展途

上国の「日本研究」へかける期待は，工業化
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が成功しなければ近代化の実現は不可能とす

らいえる彼らの国の切実な現状と結びついて

おり，その角度から彼らの関心は日本の科学

技術の形成過程へ強く収数するのだという事

実であった。より明確にいえば，工業化を実

現する国家的総合能力としての産業技術を，

日本はどのようにして形成したのか，またそ

の途上でどのような困難にぶつかりそれをど

う克服したか，その経験を知り，それぞれの

国の産業政策形成に役立てたいというととだ

っfこ。

乙うした問題意識に応えるためには，仮lζ

高度成長の反省を語るにしても，日本とアジ

ア諸国の発展段階の差を十分に考慮にいれ，

今工業化と格闘 している国々の現状と当面し

ている問題に重ねてそれを語る乙とが必要で

あったろう。ととろがその準備のある 日本側

出席者はほとんと、いなかった。出席者たちは

ほとんど日本の学会の内部の意識で，日本に

ついて語ろう とした。それは日本の社会科学

の国際的視野の欠如を暴露した光 景であっ

た。そのときアジアの知識人たちは，自分た

ちは日本の経験を「日本人の口から」聞きた

いのだという意見を強く主張したととも忘れ

ると とはできない。現代の世界ではアメリカ

を中心とする日本研究はすでに一定の影響力

をもっており，多くの外国知識人は英語で書

かれた主と してアメリカ製の文献をとおして

日本の工業化についてのイ メージを形成して

いる。 しかし，それはアメリカのフィルター

をとおして描かれた日本像である。何故lζ日

本人がもっと直接に世界にむかつて，自分た

ちの工業化の像を諮りかけないのかという意

見も，日本の社会科学の国際的視野の欠如に

対する痛烈な批判であった。

6巻 1号（70)

した状況が続いている聞に，日本経済と産業

は発展をとめず十年前とは全く異なった新し

い段階lζ入って しまった。日本の商品は世界

の隅々を埋め，それらを評価する世界の目

は，安くて信頼性の高い商品群という見方か

ら，恐るべき高度技術の可能性を秘めた日本

という見方へと移ってきている。日本の企業

も世界の隅々まで埋め，日本の直接投資は世

界各国から期待と警戒のいり まじった眼で眺

められている。対外援助において日本はアメ

リカを しのぐ援助大国となり，今や発展途上

国が日本lζ求めるものは，日本の技術形成に

ついての経験だけではな く， 技術援助と資本

そのものになって来ている。十年前とは比較

にならないほど，日本の産業も産業技術も世

界化し，世界の注目の的， より正確には半分

期待，半分警戒の的となっているのである。

そうした中で，多くの日本人が十年前より

もはるかに，日本の技術形成史，日本の経験

について自信をもって語るようになってきた

が，周到な国際的視野と方法論についての検

討を欠いた発言がむしろマイナスの影響をも

たらしつつある ζ とを強調したい。科学的な

検討を欠いたままの日本の経験の押し付け

は，日本の優越性や日本のサクセス ・ストー

リーの誇示としか受け取られない乙とがすで

に多くの国際会議の場などでは証明されてい

る。かつて，ある国際会議でイギリスのR.

ドーアが日本人の報告を評して「あなたがた

はかつては『だめで，ゆがんだ後進的な日本

技術』についてしか語らなかったのに，今は

「何もかもうまく行った日本技術』について

しか語らない」 と痛烈な皮肉を述べた乙とが

ある。乙の発言は， ζの十年の聞に日本人の

意識の内部に生じた「日本の技術」に対する

姿勢の逆転の危うさをついた， 知日派のドー

(2）十年間にズレはますます聞いた アならではのものだった。

以後十年，日本の産業技術史研究の現状

は，乙う した国際的な期待と批判に応えるも (3）成功物語ではなく科学的研究を

のになっているとはとうていいえない。そ う 世界が日本に求めているのは科学的検証に
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支えられた日本の経験の提示なのである。と

ζろが近年急に自信をもった日本人の口にす

るのは思いつきの，あるいは常識のくり返し

のような日本論である。無数の日本人が，日

本産業が発展したのは日本人が勤勉だからだ

という，同義語反復のような日本論を世界中

で語っているが，それは勤勉のお説教の押売

りであって科学ではない。ある高名な経済学

者によ ってとなえられ，その後流行ななった

感のある儒教文化が日本やアジアNI E Sの

発展の基礎をつくったという説は，それとく

らべると学問的装いを乙らしているように見

える。しかし，ほんの20年前まで日本の学会

では「アジア的停滞」について諮る乙とが常

識のようになっており，その議論の中で しば

しば儒教文化は停滞を促進する要因と して論

じられてきたととをふりかえってみるなら

ば，との説がどれくらい無責任な思いつきで

しかないかがわかるはずである。かつて停滞

の原因として提示したものを， 今度は発展の

原因として提示するためには，その聞になさ

ねばならぬ無数の手順がある。そとにとそ科

学の領域がある。その手l債を無視してアジア

的停滞論の流行から儒教文化圏発展論の流行

へとのりかえるのでは，学問の名にも値しな

いだろう。ドーアの警告は，日本の社会科学の

とのような無節操ともいえる状況に対する警

告であったとうけとめる必要があるだろう。

日本の産業発展と，その基礎としての産業

技術の形成過程に対する世界の関心と，それ

に対する日本の国内の社会科学的研究との聞

のズレの現状は， ドーアl乙指摘容れるまでも

なく，私たちの深刻な危機感をさそうもので

ある。 10年前ならば， ζのズレは，発展途上

国の知識人や政治家の失望を買うだけですん

だかもしれない。しかし今日では，無数の日

本人が強大な資本力を背景K，勤勉の哲学や

儒教文化論の押しつけを行っている光景は，

いったい股界の眼にどのようにうつるだろう

か。そしてその状況のまま，日本が明治維新
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以後，さまざまな困難や挫折の経験も経なが

ら，今日の産業技術を作り上げて来た過程の

科学的解明とその成果の位界への提示が，遅

々として進まないならば，恐らくは日本の高

度技術が先進国の警戒の的となりつつある状

況ともあいまって，深刻な国際理解のギャッ

プを生みだすととになるだろう。 私たちは，

近年ζ とにアメリカや西欧などに高まりつつ

ある日本lと対する「基礎研究ただのり」「技

術盗用」論などに，将来にかけて拡大しつつ

ある理解ギャッ プの危険な徴候をみる。流行

の日本封じ込め論の背後にある誤解なども，

いうなれば私たちの科学的怠慢のツケである

と考えるべきであろう。

(4) 資料危機的状況

私たちの危機感をかきたてる状況はもう一

つある。それは産業技術史の科学的研究に不

可欠な技術資料が，日本産業特有のスクラッ

プ・アンド ・ビルドの中で，急速に失われつ

つある状況である。それは産業の体質である

と同時に「技術」 の体質でもあって，危機的

状況にある乙とを，研究分担者の猪瀬博学術

情報センタ一所長は， 以下のように警告して

いる。

「急速な技術革新が進行している今日，

研究者の眼はともすれば新しい技術にうば

われ勝ちであり，過去の技術に関 しては邪

魔物視する傾向が強くなってきた。特lζ都

市部の大学や研究所では，床面積の大幅増

は当分見込めない状況にあると とから，過

去の研究に関する設備，部品，資料などは，

新しい研究のための床面積確保というきわ

めて単純な理由で，いとも簡単に廃棄され

散逸し，やがて永遠に喪失される運命にあ

る。大学における研究分野や講座の改変，

研究室や研究所の廃止 ・統合 ・再編成など

が，過去との断絶を促進しており，師弟関係

の稀薄化などとあいま って， 若い研究者は，

歴史的意義を持つ多様な研究設備や技術資
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料を，マンガ雑誌を棄てるよりもさらに気

軽に，破却，廃棄するようになっている。

ζのような状況を放置すれば，日本の科

学技術は過去を失った，いわば記憶喪失症

となり，伝統に根ざした重厚な識見をもっ

ζ となしに， うたかたの虫日きト ピックスを

追いもとめて，放浪を続けなければなるま

い。また欧米諸国からの基礎研究只乗り

論，技術盗用論などのいわれなき非難に対

しでも過去の証しとしての技術資料なしで

立向かわぎるを得ず，先人の名を汚すとと

になるかもしれない」

ζの警告は，ともすれば先端技術の追及が

過度の専門化をもたらし，それぞれが狭い分

野でいたずらに最先端のみを競うという状況

の中で，技術が人間と歴史と位界についての

視野を失っているという事態への警告と受け

止める乙ともできる。 歴史的資料IL対する関

心を取り戻すととは技術の全体性 ・人間性の

回復という課題の核心である。

(5) 産業技術史研究の領域

以上のような二つの危機感一一位界からの

関心に対する日本の国内研究の状況の巨大な

ズレと研究の基礎となる資料の急速な消滅

ーーが私たちを駆ってζの共同研究を組織さ

せたものである。私たちは何よりもまず，日

本の産業技術の形成過程の歴史研究を，世界

からの関心lζ応える形で，真K科学的なもの

として組織する 必要を， ζ の章で説いてき

た。以下において，

第 2章では，そのような研究を行うために

必要な研究方法と， のぞましい研究体制が，

第 3章では，研究の推進のために必要不可

欠な技術資料の保存のための諸問題と，その

研究体制との関連が，

第 4章では，研究，資料保存，利用の三面

で，産業技術の担い手である企業との連繋が

不可欠となる乙とが， （それは ζ の研究の他

の学問研究とは異なる特異な必要性である
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6巻 1号（72)

が），その連繋ののぞましいあり方が，それぞ

れ検討される。

ζれらの個別的検討に進む前に，乙の研究

がどれくらいの地理的， 歴史的， 学問分野的

ひろがりをもっ ζ とになるかを簡単に展望し

ておきたい。というのは，従来とくに日本で

は「技術史」についての社会的理解が極めて

貧しく ，せいぜいのと ζ ろ，道具と機械の歴

史程度にしかみなされず，技術資料の保存と

いえば，好事家の骨董的機械集め程度にしか

イメージされないととが，人びとの現実認識

をいちじるしく媛小化させ，乙の問題の大切

さを認識させる ζ とをさまたげている ζ と

を，本共同研究を組織する過程で痛感させら

れたからである。

日本の技術を問題にする ζ とが，どれほど

大きな文明的， 文化的ひろがりを問題にする

になるか，私たちが反省する絶好の機会とな

ったのは，一昨年，日本産業技術史学会，社

会経済史学会と，イギリスのバッソールド財

団（繊維産業史研究への助成で有名），ニーダム

研究所の共催により京都でひらかれた「染織

史一東と西の出会い」と題するワークシ ョッ

プであった。 ζのワークショッ プにはイギリ

ス側から約20名，日本側から約30名の技術史

家，経済史家が参加し，主として明治の日本

の繊維技術の周辺が一週間にわたって議論さ

れたが，明治期日本の織物業の発展は，東と

西の文明の交流ともいうべき観点の中で ζそ

始めて明らかになる乙とがわかった。さらに

従来世界市場の圧力の下に西欧工業製品の日

本への一方的侵入の例とされて来た毛織物の

日本への輸入は，実は日本の着物文化へ西欧

の文化の与えた影響，封建制からの解放の影

響，園内市場の拡大，そ ζから園内織物業へ

の逆影響等々を合んだ＼実Kダイナミックな

過程である乙とが明らかにされたり，また従

来日本の紡績業の帝国主義的進出という観点

わらのみ説明されがちであった綿糸の対中国

輸出も，インドの紡績糸が中国と日本の織物
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業にひきおとした技術革新効果，日本の技術

革新の中国への波及，それによる糸需要の増

大といったプロセスをはらむ一種のアジア内

発展の過程であるとと，その発展の根源を理

解しようとすれば，おそらく 17世紀のインド

の木綿技術の西洋への移転にまで遡る必要が

あるととが示唆されたりした。またワークシ

ョップでは，イギリスの産業革命以前の羊毛

工業の技術とそれをとりまく 社会変化を，明

治末期の大阪南部の木工業の技術ならびにそ

れをとりまく社会変化と対照して，とれら両

者をつらぬく普遍性と差異を検討するという

ような新しい研究も，きわめて鋭い問題意識

の一致の下K試みられている。乙うした形の

研究は，プロト工業化論の名で論じられてい

る農業的社会から工業的社会への移行の問

題，あるいは近年開発経済学者の閣で「技術

移転」の効率との関連で必らずとりあげられ

ている社会的能力の問題などとも接してくる

しそれらの問題により深い解明を与えるとと

が期待できる ζ とは容易にわかるであろう。

乙うして，明治の日本の繊維技術，工業化

を研究する ζ とだけでも，時代的には17世紀

から今日まで，文明史的には東西文明の交流

を，地域的lとはアジア，4引とインド，中国，

朝鮮，日本の交流を，学問的には，服飾史，

政治史，社会学， 経済史，開発経済学などが

技術史以外に関連分野としてどく自然に入っ

てくる乙とを，乙のワークショップは明らか

にしたのである。

私たちが必要を力説する日本の産業技術史

の研究は，とのような世界史的視野から，西

欧諸国やアジア諸国との交流も念頭において

進められるべき日本の工業化研究であり，そ

の社会的能力としての産業技術の形成過程の

研究である。 ζのような視野から， 幅広い学

問分野の協力の下に研究がすすめられてはじ

めて，それは世界の期待に乙たえると同時に，

21世紀の世界における日本の進路をも照らす

ものとなるであろう。
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第 2章

産業技術史研究の方法について

過去十年，日本の学会はこうした世界的要

請に対してまったく反応しなかったわけでは

ない。全体と しては動きの にぷい大勢の中

で，要請に応えようとする活発な反応の試み

の例には乙とかかない。経営史の領域におけ

る Fuji Conferenceの試み，アジア経済研

究所と国連大学の共同による「技術移転 ・変

容 ・開発一一日本の経験」プロジェクト，大

Jll－司を中心とする開発経済学者ク、、ルーフ。に

よる日本と開発途上国の比較研究，南亮進 ・

清川雪彦らを中心とする日本の工業化と技術

発展研究，すでにのべた日本産業技術史学会

と社会経済史学会との共催による国際ワーク

ショ ップ 「染織史一東と西の出会い一」な

ど，むしろ数々の異色の試みがあったという

ζ とをとそいわねばならない。それらの中で

は技術移転や技術形成の問題が正面からとり

あげられ，日本の産業技術史研究が単に技術

史家だけの問題ではなく，広く 経営史，経済

史，開発経済学，地域研究，文化史，社会学，

教育学等の領域からも重要な課題となりつつ

ある状況が見られる。乙うした諸領域での研

究の途上で共通に現われてきたいくつかの困

難は，そのまま，私たちの研究方法を探る貴

重な手がかりとなるととも見のがしてはなら

ない。だから，方法論分科会の研究は乙れら

の先駆的研究の研究者の経験を聞くととから

スター卜したのである。

(1) 「日本の経験」プロジェク トの経験から

国連大学プロジェクト「技術の移転 ・変容

・開発一一日本の経験」のプロジェクト ・リ

ーダー，林武教授の経験はとくに示唆的であ

った。国連大学が何故日本における技術移転

の問題をテー＜IC::選んだか，という ζ との背

景には， 当然発展途上国における工業化の問

題があった。低開発国がその歴史からみて植
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民地化， モノカルチャー化の強制を受け，先

進国の原料供給地化，製品の市場としての道

を歩まぎ‘るをえなかった50年代の南北問題を

ふまえ，60年代にはそうした状況からの脱

出をめざした 「開発の10年」のスローガンの

下K，工業化による民族自立の戦略が先進国

からの集中的な技術移転を武器としてとりく

まれた。だが，その楽観的な戦略は全く成功

しなかった乙とが70年代に明らかになる。そ

の乙とがそのまま，何故南の諸国ではうまく

いかない技術移転に日本は成功したのかとい

う強い関心を生んだので、ある。 プロジェクト

は乙の関心K応えるため，百人を乙える日本

の社会科学者を組織し，適宜アジアの学者と

の交流も行って進められた，日本の社会科学

研究史上画期的なものであったといえよう。

しかし，研究がはじまるとただちに 2つの

大きなノfーセプション ・ギャップがあらわれ

た。ひとつは南の側からのものである。開国

から明治時代lと力点をおいてと りくまれた問

題提起にアジアの学者はあまり関心を示さな

かった。彼らは日本の戦後や1970年代からの

急速な発展過程lζ，彼らの自国の独立以降の

政治状況，経済政策，科学技術の政策的導入

などを重ねて性急κ問題意識を形成するやり

方を好んだ。彼らは戦前日本の「教育」の力

や技術の「蓄積」を考えるまえに，例えば第

二次大戦後ともにコンピューターサイエンス

が皆無だったタイ ・日本両国なのIC, 「ζの

30年間で何故乙のような大きな 差が 生じた

か」といった形で聞いをたてるのである。と

うした状況は，欧米における日本技術認識

が，同様lζ戦前の日本技術蓄積を無視すると

とにより，容易に「（技術の）複製 ・模倣大

国ニッポンJという非難に傾く現状にも通じ

る問題であり相互討論 ・相互理解の大きな障

害となった。

他方，もう一つのバーセプション ・ギャッ

プは日本側の研究者からあらわれた。という

のは ζれまでの日本研究の中心は日本と西欧
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との比較という二項対比によって成り立って

おり，技術の現状を計測するにも，問題点を

指摘するに も西欧の工業発展の段階をまず基

準に し， そとからのズレをもって日本を論ず

るという議論のスタイルから日本の研究者は

最後まで抜けきれなかったのである。乙れは

日本の経験をアジアの工業化の教訓とすると

いうプロジェクトの目的には大きな障害であ

った。文化も産業発展の度合いも，政治的条

件も全く異なるアジアの諸国と日本とを比較

するための，共通の尺度をどう確立するか，

とくに「技術移転」の成功度を測る尺度をど

乙lζ求めるかという問題を解くととが緊急の

ものであったのに，日本人研究者にはその乙

とがほとんど理解されなかった。

(2) 共通の尺度一一工業化または技術形成の

理論ー の必要

ζ うした反省のもとに林教授は産業技術史

の分析視覚として技術を 1)material, 2) 

man pawer, 3) machine, 4) management 

5) marketの五つのコンポネ ン卜 （5Ms）に分

解し，また技術移転から自立までを 5段階

一一1）正確な操作，2）保守 ・管理，3）修理と

小改良，4）自主設計，5）国産化ーーの発展lζ

分けて三考察する乙とを提起した。林教授によ

れば乙れまでの技術論は 3番目のMを中心K

lと2について考察されてきたにすぎず， ζ

の方法では国際比較が困難であるという。教

授はさらに一国の選択する適性技術の割り 出
コンテキス ト

しを国際分業などの国際的な脈絡のなかで論

じる乙とを提案している。本稿では乙の議論

を詳細に検討する 乙とはできないが，産業技

術史の方法論のかかえる問題点にひとつの整

理を与えたととは注目されねばならない。

林氏の経験は，以下のように要約できょ

う。 私たちに求められているものは，産業技

術における日本の経験を世界的視野から研究

し，世界!C適用する経験として提示する ζ と

なのだが，その際，各国の文化， 歴史，世界
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政治にける立場のちがいからくる関心の差が

大きな障害となる。だから，それを乙えて，

産業技術史の経験をったえうるような客観的

な尺度の必要性が意外に大きいのである。林

氏の SMはたいへんラフな尺度であるが，そ

の提示が国境を乙える共同研究を飛躍的に前

進させ，また， 専門分野の全く異なる学者閣

の協同に大きな指標を与えたととの意味をみ

のがすととはできない。

それはまた次のようにいうととも可能であ

る。異なる文化，異なる専門を乙えて産業技

術についての共通の問題意識を成立させる共

通の尺度の役割を果して来たのは，マルクス

の世界史の発展段階論や，ロストウの離陸論

などのような， 西洋の経験にもとづいた社会

発展論，工業化論であった。それらの西欧の

発展をモテ、ルに した従来のいわゆる単線的発

展段階論が役に立たぬ乙とが明白になって来

た現在，それに代る現代の世界に応じた工業

化の一般理論が要望されている。林氏の SM

Sと「技術移転の 5段階論」はとりあえずそ

の空白を埋める役者］を果したのである。それ

によって共同研究に一定の方向づけが与えら

れたというととは，私たちの意図するような

学際的かつ国際的研究が，全体的な世界の発

展と技術の聞をつなぐ工業化の理論を背景に

もつ必要を示唆している。それが個々の研究

に共通の問題意識を与えると同時K，個々の

研究成果は全体にフィー卜‘パックされて，工

業化の理論を更に洗練する。とうしていわば

循環的に研究を前進させてい く方法を氏の経

験は示している。

(3) 経済と産業技術のつながりの問題から同

様な方法論上の問題が，それぞれの専門の内

部で産業技術をあっかう際にも問題となると

とは， 経済学の内部から精力的K技術発展に

アプローチしてきた南亮進教授の経験からも

明らかである。

技術および技術進歩は，ζれまで経済学 ・
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経済史では十分に扱われて乙なかった。もっ

とも早くは1950年代にハロッドやロビンソ

ンの経済動学理論から技術への関心や分析が

生じ， 1956年にはR. ソローが生産関数のシ

フトから技術進歩を計測した。即ち ：［生産

の増加］一［資本 ・労働 ・土地によ る生産の

増加分］＝ ［技術による生産増加］という，

所謂『成長会計方式』の先駆をなすものであ

る。その後精徹化されたとの方式でみると，

アメリカの生産増の三分のこは技術進歩によ

るものであったという。また日本では，戦前

平均で 6.9%であった経済成長率のうち 3

9ぢ，戦後平均12.49ぢ中の約 7%が技術進歩の

寄与なのである。

しかしながら， 乙の「（方式で）計測された

技術進歩はエコノミス 卜の無知の指標」であ

るといわれるように，技術進歩の「内容」に

ついては何も明らかにされないのである。ソ

ローの「残差」の中には，技術進歩による要

素生産性の増，産業構造のシフト，操業率の

変化， 規模の経済などの影響が雑多にぶちこ

まれており，分析の手がかりとなるひとつの

指標以上にはなりえない。工業化と技術発展

のつながりを具体的にとらえようとする南氏

らの試みがただちにぶつかったのは，個別的

内容をもった技術と総体としての経済との聞

をどうつなぐかという問題であった。

最終的に，南教授らが採用 した方法は，経

済学をあくまでも分析の中心的な手段とし，

個別産業における経済史と技術史の研究業績

を利用しながら，三領域にまたがる研究を行

おうとするものであっ た。その方法は，技術

史と経済史の資料を最大限lζ活用 してその時

代の標準的な工場の設備，人員配置，労働条

件，操業度，営業状況を再現し，異なる技

術，技術の定着度，産業の変化等に応じ，利

潤率がどう変化するかをたどるという，一種

のシミュレーション的方法である。技術が産

業の生産に影響を与える度合を計測し，諸産

業の集計が経済の生産を構成するという考え
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で技術と経済をつなどうという方法だといえ

る。乙れは技術を産業の生産活動の中で直接

とらえる点で具体的であり，かつ現代の途上

国産業との比較も可能にする画期的なもので

あった。教授は，明治期の製糸や織物業です

でにとれまでに大きな成果をあげている。

だが，同時K，教授はζの方法を適用する

上で，今日の日本では大きな障害のある とと

も指摘している。そのひとつは，日本におけ

る技術史資料，特に実物資料の保存が極めて

貧弱な ζ とであり，ごく 限られた産業分野で

しか乙の方法を実行できない ζ とである。第

二K，従来の技術史家の関心が「機械の歴史J
K傾きすぎており，機械の価格， 稼働率，労

働生産性などの生産lζ関連したデータがどく

わずかしか残されていない乙とである。その

点で教授は技術史家の協力を切望するととも

に，その個別領域へのとじ乙もりからの脱皮

を強く訴えられた。その点は技術史家の自覚

を待つとしても，ζζlζは開発経済学者と経

済史家と個別産業の技術史家の協同がどう し

ても必要な一つの研究方法が提示され，しか

も，その研究が技術発展の関連を解明する鍵

として期待されているという事実は注目に値

しよう。

(4) 異分野間の共同の必要

産業技術における日本の経験を問題にする

ととが乙のように，いくつかの専門閣の緊密

な協同を要求する乙とは，イ也lζも多くの例が

示された。社会経済史学会会長で本共同研究

分担者でもある正田健一郎教授は，西欧では

近代テクノロジーの産業への侵入に対する拒

否反応として， ラダイツ（機械破簸者の運動）

があったが，日本にはなかったのは何故なの

だろ うという問題を提起した。西欧では新技

術がオリジナルであればあるほど， あるグル

ープ（例えばギルド）の自由を脅かすものとし

て反対者が多く，競争条件は厳しかった。競

争のない乙とは独占であ り，乙の「ギルト的
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自由」（いいかえれば西欧的「文化」）のなかで

機械は職人の自由を奪うから，機械を排除せ

よ（＝ラダイツ）となるのである。乙れにたい

して日本は，競争的条件を受け入れる心理的

．構造的社会がすでに明治維新以前から存在

していた。それゆえ明治維新期には， 産業革

命を経て機械をもった西欧先進工業国の利害

（「ナショナノレ・インタレストJ）を敵と してい

きなり国際競争に直面した時K，積極的に機

械をとりいれる形で対応できたのであって，

日本人は機械に対し玩具 ［おもち ゃ］を眺め

るように好奇心旺盛に取り組み，技術を手段

・道具として対応する乙とができたのだとい

うのが，正田教授の仮説である。

乙の仮説の見方は， 技術 ・テクノロジーは

制度や社会集団の在り方にも係わるものと捉

えており， 「文化」 を含めた日本の状況に外

国技術 ・テクノ ロジーが受容されて行く過程

を科学的に解明していく作業が必要な乙とを

示唆している。研究担当者 ・吉田光邦氏は，

日本の機械工の一部には現在でも年末に旋盤

祭りと称して日常使っている機械を祭るとい

う習慣が残っているという問題を提起した。

乙れは，おそらく日本の伝統的な職人文化と

明治の工業化の出会い方にかかわるものであ

る。乙うした出会い方は現代の第三世界には

みられないものである。乙ういう差異が日本

の工業化にどういう特質を与えたかといった

問題も解明に値する。そのような解明は，歴

史学と技術史学のみな らず，社会学，文化史

学，政治学，教育学などの協同の場とならざ

るをえないだろう。

また研究分担者石井米雄教授は，19世紀東

南アジアで唯一の独立国であったタイでは，

非ラテン系文字によって印刷された葬式頒布

本が出版の特殊形態と して今日まで約90年も

続いてきてお り， 出版物それぞれがタイ社

会，経済，技術の研究のための極めて貴重な資

料であるととを報告した。日本の経験をアジ

アをはじめとする途上国とつないで＝行く過程
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では民族学や文化人類学との協同も不可欠と

なってくるであろう。

協同の必要はとうした資料や研究方法の面

にとどまらない。林武教授の経験にもふれて

強調したように，日本の産業技術の経験を国

際的に議論する際に，常に最大の障害となる

ものは，文化の差，各国の政治状況の差から

くる問題意識のズレ，関心の差なのである。

その障害をのり乙えるためには，技術形成過

程に入りとんでくる風土，社会慣習，文化な

どの要因がどのように技術に影響を与えるか

をつきとめ，文化や社会慣習の異なる国lζ，

日本の経験がどのような意味をもつかを， 差

異を考慮lζ入れて説明しうる視野が必要であ

る。ととに，技術史家と文化人類学者との共

同が必要不可欠となるのである。

乙うした面でも日本の社会科学はいちじる

しくたちおくれている。あるいは，国際化し

ていない。その乙とが，国際的な技術援助や

学術交流がどく普通になっている時代に，大

きなマイナス効果を生んでいる。

「工業と水」を例にとってみよう。日本で

は，川を埋めたり暗渠にして道路建設をお乙

なったが故に，洪水や地下水汲み上げによる

地盤沈下が災害をもたらした。乙の道路建設

技術をタイ lζ移転して，道路と工業用水のた

めに川や農業用水路を塞ぐという，不用意な

土木工事（＝技術移転）が行なわれタイの農業

に打撃を与えている。乙うした事態は単lζ計

画不備の責任というのではない。また工事

を行ったのが民間企業だから， いや OD A  

（政府開発援助）だからというのではなく，技

術移転における風土条件という問題意識その

ものが真剣に育てて乙られなかったととに最

大の責任があるだろう。研究分担者末石教授

は，自らの経験にもとづいて，日本の大学工

学部lとは東南アジアの留学生が多数学んでい

るが，そ乙で教えられているのは日本の水利

工学であり風土の差や社会的条件の差を考慮

した教育が行われる乙とは全くないといって
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いる。乙うした状況では，日本の技術援助は

役lζ立ない技術輸出，あるいは公害輸出であ

るという非難を免れるととは困難であろう。

上述のような研究はとうした面で日本の工学

の国際化，技術援助の適正化にも生きた形で

フィードパックさせる乙 とが可能である。

(5) まとめ一一協同に必要な組織と体制につ

いて一一一

以上みてきたように，工業化の社会的能力

としての産業技術の形成過程の歴史的研究

は，必然的lと多くの専門分野の協同による学

際研究とならさ、るをえない。技術と経済のつ

ながり，技術移転と風土や社会慣習の関連，

技術形成における技術者と技術教育の役割，

創造性と文化の関連，東西交流と技術変化等

々，産業技術の形成過程にかかわるさまざま

な課題どとに，適切な専門分野聞の協同が柔

軟に組織される必要がある。そして乙乙まで

の例で示唆したように，それらの学際研究

は，適切に組織されさえすれば，個々の専門

では突破できなかった新しい成果をもたらす

展望があるのである。そして中心課題が技術

である以上，その協同を組織するのは，個別

産業内部の技術の歴史に精通すると同時に，

広い社会的 ・国際的視野をもった新しい学問

分野としての産業技術史学の任務でなければ

ならない。

乙のような学際研究を活発に推進するとと

を構想してみると，細分化した専門分野がそ

の枠を固く守り閉鎖的世界を構成している既

成アカデミズムでは，実現困難である ζ とに

ただちに気づく。何よりも新しい学問として

の産業技術史学そのものが，既成アカデミズ

ムに籍をもたない学問である。だから，そう

した多様な学際研究が柔軟に組織されると同

時に，組織者たる産業技術史学が育てられて

行く新しい型の共同利用研究機関の設置が切

望されるのである。その共同利用研究機関は

少くとも次のような役割を果す乙とがのぞま
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しい。

1) 工業化と技術発展についての基礎理論の

研究。

2) 日本及び、世界の個別産業内の技術の歴史

Iと関する専門的研究の推進。

3) 社会的総合能力としての産業技術の形成

過程lζ関するさまざ‘まな問題についての学

際的研究の実施。

4) 技術の発展が社会 ・文化 ・生活lζ及ぼす

影響Kついての歴史的研究。

5) 産業技術形成過程の国際比較を，外国人

学者も合めて行う共同研究の推進。

6) 産業技術形成における日本の経験を，外

国への技術援助に生かすための研究。

さて最後に，残された非常に重要な方法論

上の問題のある ζ とを指摘しなければならな

い。産業技術史の研究は文献的手法のみでな

く，機械，道具，あるいは工場そのものも含

めた実物資料に大幅に依存しなければならな

いが，それらは産業の推進単位である個々の

企業の内部に資産として保有されているので

ある。したがって，産業技術史の研究は，常

にそれらの技術資料の保存，公開，利用の体

制をどう作るかという問題とそのための企業

との協力体制をどう組んで行くかという問題

をはらむ乙とになる。乙れは他の研究分野に

は見られない，産業技術史研究固有の，際立

って重要な方法論的課題であるので，次章で

集中的lζ論じる乙とにしたしコ。

第 3章

技術資料の保存方法と

その研究体制との関連

(1) 産業技術史研究と資料

わが国lζおける戦後の開発に伴う技術革新

と自然環境の変化は，伝統的な産業や先発し

た産業の立地にすら影響をおよぼさずにはお

かなかった。乙のような中で，乙れまでの産

業技術を支えた道具 ・機械類，製品，文書 ・
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記録類が失われつつある。とりわけ，すでに

消え去った産業においてその傾向は顕著であ

る。最近は博物館，企業，組合，個人によっ

て産業技術の記念物を保存する努力が始まっ

ているとはいえ，今も失われつつあるものの

方が圧倒的に多い。

一方，ほぼ一世紀前から近代工業化を始め

たわが国の技術の歴史をトータルにとらえ，

映し出す作業，学問領域としての技術史はき

わめて立ち遅れた状況にある。

日本の技術史研究の当面する課題のひとつ

に，書かれた，または描かれたもの（図面や絵図

を合めた），すなわち 文献資料に依拠しすぎた

乙とからの脱脚があげられよう。欧米におい

ては， “もの”に即した技術史研究が行われ

でほぼ一世紀を経ている。イギリスの高名な

経済史家スタンレー ・チャップマンは，一昨

年私たちの海外調査イギ リス班のメンバーに

向かつて， 一台の紡機の復元の作業がどれほ

ど多くの歴史情報を与えてくれるか熱をとめ

て語った。必要な機構学の知識，必要な素材

や副資材，それを製作した技能の水準，その

技能を蓄積する教育のあ り方，ひいては関連

する産業の状況，職人の生活，さらには当時

の生産の組織まで，無数の手掛かりが，どく

組末な木製機構の科学的研究から得られると

彼はいう。チャップマンは自身で18世紀のノ

ッチンガム周辺の編機を集めた小博物館を経

営しており，そとでの復元研究は彼の繊維技

術史研究の重要な有機的構成部分をなしてい

る。日本では乙うした研究スタイルは皆無で

あるといってよい。

産業技術の形成過程の科学的解明に不可欠

な技術の原資料が，刻々と失われていく上記

の状況は，日本の産業技術史研究の ζ のよう

な状況と無縁でない乙とを反省しておく必要

がある。スクラップ ・アン卜‘ ・ビルドの潮流

にのって原資料の存在しない状況は，研究が

文献資料に偏らざるをえなく していると論ず

るととも可能であるが，研究が乙のような水
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準にとどまっている乙とが，社会全体の資料

保存を骨董趣味程度にしかみなさない社会風

潮を生んでいるのだということも，きびしく

見つめなければならない。乙の章で資料保存

を研究体制と不可分のものとして検討しよう

とするのも，そのような反省の上に立つてな

のである。技術資料は大きくいって二つに分

けられる。一つはさまざ、まな情報を記録して

いるもので，以下ζれらを文献資料とよぶ乙

とにする。 との文献資料には， 書かれた文

書，絵， 図面，写真， フィルム， 磁気テー

プ，さらに磁気ディスクをはじめとする新し

い記録媒体の出現が今後とも予想される。も

う一つは，製作に必要な道具や機械，製作さ

れた試作品，製品，模型，レプリカ，さらに

構築物などがあり，以下乙れらを“もの”と

よぶ乙とにする。

(2) 技術資料の保存の問題点

技やr~史資料の失われつつある現況

昭和59年より 3年聞にわたって行われた特

定研究「近代日本産業技術に関する実体調査

及びその発展過程に関する実証的研究」にお

いては，広汎な技術資料の所在調査が試みら

れたが，その過程で私たちは，刻々と資料が

失われていく現況と，その深刻な問題に直面

する乙とになった。そのいくつかの例を紹介

し7こい。

ひとつは，奈良県香芝町五位堂の杉田鋳造

所である。杉田鋳造所は，公卿の真継家文書

lζ全国鋳物師三家の中lζ名が記されている有

名な鋳物師であり，中世からの重要文書を所

蔵し， 多くの鋳物用道具とともに江戸時代中

期に建てられた鋳物工場が重文指定の動きも

あったほどの家である。杉田家から奈良県，

香芝町lζ移管の話も進められていた矢先，不

幸lとも失火で母屋ともどもほとんどの資料が

焼失してしまっ た。その中には母屋l乙保管さ

れていた重要文書全てと母屋に隣接した工場

も甚大な被害をうけた。火事の後lζ私たちに
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急な連絡があり，調査する乙ととなったが，

不十分な調査しかできなかったのは当然であ

る。それでもわずかに類焼をまぬがれた工場

の一部ic残された文書資料と鋳物用道具は約

2万点にものぼり，いずれも貴重なものばか

りであった。火災後に残った工場の一部建築

物は，わが国伝統産業のひとつである鋳物工

場の実態を示すものとして，なお保存の要望

が杉田家から出されたが，崩壊の危険性と緊

急性から結局，取り壊される ζ ととなり，残

された文献資料と“もの”をかろうじて私た

ちが引き取る乙とにした。座して 見ておれ

ば，乙れらも廃棄されるという危機的な状態

にさらされていたものである。

二つ目は，関西電力尼崎第一 ・第二発電所

の発電機器類に関 してである。両発電所の機

器類の保存が確立するには， “もの”がボイ

ラー，発電用タービン，発電機をはじめいず

れも巨大な資料であり，尼崎から吹田の万博

公園内にある仮収蔵庫までの輸送費だけでも

膨大な額にのぼるととが判明，乙の輸送費を

いかに捻出するかが保存に際して重大なネッ

クとなった。 両発電所の機器は1930年代に操

業を開始した，当時の一般的な発電所とは比

較にならぬほどの規模を誇り，関西地方の電

力の過半を供給していたわが国最大の発電所

であり，技術史研究からみて他に替えられな

い画期的な設備ばかりである。発電所建物の

老朽化と関西新空港建設iとともなう大阪湾岸

道路の建設用地にかかるという理由から，両

発電所の取り壊し作業が進むなか，私たちは

電気事業連合会々長を通じて，関西電力に協

力を求めたのである。保存を目的とした巨大

な発電機器の分解，輸送経費は通常の取り壊

しにくらべ数倍も高くつくが，幸いにも，関

西電力からは私たちの希望する機器類の無償’

提供と全輸送費の支出を申し出られ，保存が

はかられる乙ととなった。 ζれは私たちにと

って企業の全面的協力を得てはじめて成功し

た例である。
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三つ目は，東京農工大学繊維博物館所有の

繊維関係の機械類である。開館はわが国でも

有数の繊維関係の機械類を 長年に わたり収

集，保存， 展示，研究の用に供してきたとと

ろである。と乙ろが，同館収蔵庫の取り壊わ

しが現実化するとともに収蔵品の廃棄が私た

ちに知らされた。私たちとしては，長年にわ

たり内外の繊維機械類を系統的に収集，研究

されてきたのであるから何とか同大学での継

続保管の希望を伝えたが，どうしても一部資

料を廃棄対象とせざるを得ないとの ζ とで，

乙れも私たちが保存をはかる ζ とにした。技

術史資料の保管lζ関しでもっとも理解が深い

と思われていた国立機関でさえも，継続保存

する乙とに限界のある 乙とを示すひとつの好

例である。

最後lζ，福岡県太宰府市にある中西電気紋

織研究所所蔵の資料についてである。中西金

作氏所有の ζれらの資料は，光電管を利用し

たリレー式電気紋織装置をはじめとする大正

から昭和戦前期にいたるわが国初期エレクト

ロニクス研究とその応用にいたる文書，機器

の膨大な資料群である。中西氏の業積は，外

国特許23件を含む特許， 実用新案，等総計

130件を取得したのをはじめ第一回朝日賞授

賞など数々の栄誉に輝くものであるが，圏内

では今や全く注目されていない。中西氏が高

齢である乙 と，加えて研究所敷地の地主との

関係も問題化しつつあり，早急な対応策が講

じられねばならない。万ーの場合，乙れら国

際的に貴重な資料はわれわれの目前から一気

に廃棄，散逸の運命をたどるであろう乙とが

予想される。

以上にみて来た乙とは，私たちが実際lζ調

査を行う過程で経験してきた数例にすぎな

い。技術史資料の廃棄，散逸，またかろうじ

て保存し得たいずれの場合においても，困難

な問題をかかえている。保存への一般的理解

はも とよ り，収集，保存lζ関する費用と収蔵

スペースの不十分な ζ とが決定的要因であ
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り，乙ういった裏付けを持つ調査と緊急避難

としての保存は技術史研究にとどまらず，世

界的，国宝的資料の消失を食い止める当面の

課題として 絶対必要かっ不可欠な乙とであ

る。

万博公園の保存庫

私たちは，現在も継続し，また先行する科

研費を中心とする産業技術史の資料調査を実

施している聞に，多くの資料が失われていた

り，まさに失われよう とするのをまのあたり

にしてきた。目前で廃棄されようとしていた

貴重な資料の寄贈を受けたり，輸送費用まで

負担していただいて緊急避難的K保存された

資料が多くある。乙れらの資料を保存してい

るのが万博公園にある保存庫である。乙の保

存庫は，万博開催時に食堂と して使用されて

いたものであり，閉幕後も取り壊されずに残

っていた建物を，私たちが調査，研究を遂行

するなかで，その窮状を理解された日本万国

博覧会記念協会ならび1ζ大阪府が中心となっ

て，保存庫としての使用を許されたのであ

る。現在，乙の保存庫には約 2万点の技術史

に関する記録資料と “もの” が保管されてい

る。資料の種別は，鋳物，工作機械，金工，

紡績，伸線，発電関係のほか，研究実験用理

化学機器等である。乙れらの資料は，18世紀

から1950年代までのわが国近代産業の中枢を

になってきたり，それにつながる伝統産業の

貴重な資料ばかりである。圏内に類似のもの

が存在しない今となっては，国民的財産とい

えるものなのである。 ζれらの貴重な資料の

保存が，一応はかられる ζ とができるように

なった保存庫の持つ意味は絶大である。保存

庫の広さは，約1500平方メートルの鉄筋コン

クリー ト製平家建である。 ただ，保存がはか

られたとはいえ，乙のまま放置しておけば，

資料のいたみの進行は激しいものがある。 加

えて，臨時の仮設建物である ので， 最近雨も

りが生じ，特に鉄製資料と文書資料のいたみ
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が心配である。保存庫の補修と保存している

資料の防湿，錆止めなどの対策が私たちにと

って最緊急、の課題となっている。また保存ス

ペースとしても，近々満杯になる乙とが予想

され，新たな保存庫の確保が考えられねばな

らない。保存のための輸送，保守には多くの

経費を必要とし，さらに資料所有者からその

対価を求められるときにはそれに対応できる

一切の予算を持たない私たちには誠に残念な

事態をむかえざるを得ないのである。

乙の保存庫は，私たちの研究のゆきがかり

上でうまれたものである。私たちの技術史研

究の意義を理解し， 熱意lζ乙たえるかたちで

具体的な善意を示された乙とにたいし，私た

ちはそれをうけとめる乙ととしたのである。

日本万国博覧会協会や大阪府がとの善意を示

されたわけであるけれども， 予算や保管lζ関

していかなる根拠を与えられているものでは

ない。とりあえず保存をはかるための仮のも

のという限界があるととはいうまでもない。

したがって，乙の保存庫は， 資料を恒久的iζ

保管するためのあらゆる条件を欠いたもので

あり，必要最低限の条件であるべき制度的裏

付けと予算化をともなわない， あくまでも緊

急的なものである。

保存の問題点

圏内に存在する技術史資料の保存に関して

は，国内外の様々な情勢の変化により困難が

起っている。しかし，それら多くの理由は圏

内に4艮ざしているのである。たとえば，つぎ

のようなものがあげられる。諸機関をとりま

く環境 ・公害問題，規模拡大などによるもの

や，製造部門の内容変更，縮小などがあり，

その移転先は圏内にとどまらず，海外にまで

およんでいる。とくに輸出に多くをたよって

きた大企業，中小企業をとわず，経営上の理

由などによって，廃棄処分するもののほか古

い製造機械を売却して少しでも損益をカバー

しようとする場合もあり，残った乙とが判明
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しでも，第三者を介して買い手に渡る乙とが

多く ，その所在を追跡する ζ とはきわめて困

難な状況となっている。

先行する共同研究も合め， ζ の聞に廃棄さ

れた技術史資料として貴重な記念物ともいえ

る建築物がその中の “もの”とともに目前で

破壊されていった数多くの報告もなされた。

だが，概して以前よりは保存されるようにな

ってきてもいる。保存するに際しての動機に

は，古いものに対する懐古趣味，スクラップ ・

アンド ・ビル ドよりは多少手を加えて再活用

したほうが安上がりという営利的理由，とに

かく今残しておかねばという緊急避難的なも

の，地域運動の成果として，など怠まざまで

ある。乙の点lζ関しては， 海外の調査例にみ

られる技術資料をナショナルトラストの対象

としたり，地域再開発というような点からも

考慮されるべきであろう。 1988年11月，国立

民族学博物館と企業史料協議会とが共催して

開いた「企業と博物館を考える公開シンポジ

ウム」において，古いものと新しいものとの

相互作用の重要性，すなわち古い建物を壊さ

ずに新しい質の良いものを加えたバ リの建築

物が高い評価を得ているという事例が参加者

によって紹介されている。園内に存在する全

産業の技術史資料と由緒ある産業建築物を網

羅的lとーケ所に集中する ζ とが好ましいとと

ではなく，現地に建築物と資料が保存され，

地域の特色ある資料館や博物館として市民の

生涯教育の場として活用される乙とが望まし

い。現地lζ保存する乙とがどうしても困難な

資料については散逸，廃棄から防ぎ，保存す

る中央機関が絶対に必要となる。乙の中央機

関が地方の資料館や博物館と有機的lζ連関さ

せる機能を合わせ持つ ζ とはいうまでもな

し）0

(3) 当面解決を要する問題点

資料保存における今年の課題

1) アーキビストの養成
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資料保存の研究体制については，わが国の

技術史研究においては皆無といえる状況であ

る。資料の収集段階において，文献資料にお

いては既存の史学に負うと乙ろが大きく比較

的良好な状況といえるが， “もの”に関して

みるならば，寒心lζ堪えない事態といえよ

う。たとえば，最近各地lζ設立された「歴史

」や「民俗」博物館に農 ・林 ・水産業の“も

の”が保存 ・展示されているが，受け入れ，

整理体制が確立されているとはいえず，多数

の“もの”はあるけれどもそれらがいつ頃の

物か，どとから来たか，その使用法などが記

録されていない乙とが多い。当該地域の年配

者IL聞けばただちに詳しく教えてもらえはす

るが，恐らくその人が亡くなるとお手上げと

なり，多くの“もの”はがらくたの山と化し

かねない。そしてそのような事態はすでに設

まっているとみなしてよいし， “もの”が集

まり保存されつつあるだけに事態は深刻であ

る。

文献資料のうち， 文字資料の撃理に関して

新たな問題がー共同研究者から指摘された。

非ラテン系文字資料がそれである。特tζ東南

アジアの非ラテン系文字の資料を整理する lζ

あたって，その分類 ・整理は困難を極める。

目録作成の際，できるだけ原意を損なわない

ようにできても，欧文記述となると，通常使

用されている外国語で記述できない困難があ

り，結局当該言語を使用する人に依頼しなけ

れば不可能な事態となっている。 ζ とに，目

録カードを電算化処理で整理しようとした場

合，ζ ういった傾向が著しい。とのような問

題は国際化が進行すればする程，顔出してく

るものと思われる。

また，企業がみずから所有する資料をもと

にして，自社の歴史を編纂する社史作成にあ

たっても，さまざまな問題が指摘された。企

業の社史編纂に対する姿勢のあり方が，ネ土史

の内容を左右するととになる。社史の記述の

みが史実でない ζ とは往々にしてある。例え

6巻1号（82)
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ば，経営 トップの交替理由や，経営戦略の判

断ミスについて，勝者あるいは多数意見の記

述だけでよいか，また企業内部や他企業との

見解の相違のある場合，片方だけの見解の記

述だけにとどめてよいか，というような問題

である。すなわち，何が客観的史実かの判断

は困難であり，少なくとも当時行われた議論

をふまえ，複数論を併記すべきである，と社

史編集の専門家でもあるー経済史家によ って

指摘されている。

資料を収集するにあたり，資料を探索する

段階があるが，技術史研究において消滅しつ

つある中から資料を見つけ出さなければなら

ないが， ζれにはほとんどの場合，現地に足

を運んで実際にその資料を見る必要がある。

ζ とに“もの” lζ関しては，移動させる乙と

が出来ない場合が多い。日本の学問研究で

は，乙れまでとのようなフィールド ・サイエ

ンスは余り認められずにきたという乙ともあ

って，多くの技術史研究がいわゆる文献資料

のみにたよる乙とが多かった一つの理由とも

いえよう。 “もの”はそれがもとあった環境

の中にあって乙そ，その地方の風土，民俗，

使用法などをはじめとする真の全体像が浮か

び上がってくる。動態保存をはかるというの

なら，なおさらもとの環境で稼動していると

とが望ましい乙とである ζ とはいうまでもな

い。乙うした資料の探索や収集にあたって

は， “もの”を見る目，能力を養成しなけれ

ばならない。

つぎに収集した資料の整理，分析が重要で

ある。収集した資料の受け入れが円滑になさ

れないと十分な整理が行えず，登録された目

録がきわめて不十分な情報しか伝えないもの

となってしまう恐れが生じる。収集された各

種雑多な種類の資料を整理 ・分類するには多

大の入手と時間を必要とするだけに，後lとや

りなおすととは事実上， 不可能なととを覚悟

して着手せねばならず，サービス側は多様な

ニーズに対応できるだけの各種の索引を用意
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しておかないと十分な検索手段とならない。

すなわち，単一目録ではなく基本目録に付随

したさまざまな用途に応じ得る索引的目録も

必要となる。そしてわが国のアーキビス卜養

成講座には，とのような要求lζ応えられる技

術資料を含む科学技術史の資料をその守備範

囲に入れておらず，もとよりそのようなアー

キビストの養成は実施できていない ζ とがア

ーキビス卜養成の専門家である共同研究者に

よって明らかにされている。

資料の分析についてみるなら，収集段階で

出た手抜かりを補う意味をも含め， 欠かせな

いととである。資料を分析するには，資料の

解読，年代測定，様式分類，化学分析などが

必要となる。乙とに資料を現状で固定すると

とが困難なものについては，将来にわたって

研究対象となり得る状態にして保存しておく

必要がある。たとえば，紙やフィルム，カラ

ー写真などの変質が問題化しつつある乙とは

周知の事実である。経年変化で写真やテープ

が物理的に変質し，情報内容が消えていくと

いった乙とに対する有効な手段を今すぐに着

手しておかねばならない。すなわち，資料を

保存するためにとったものの保存というとと

まで考慮する必要が生じている。乙れらの対

策は資料館，博物館，大学，研究所，企業の

連係により万全なものとなり得るが，さらに

以上の乙とを教育する場が全くないのがわが

国の現状でもある。

また，アーキビスト養成とはべつに，資料

の保存や復元のできる，エンジニアリングの

わかる学芸員養成も不可欠である。その方法

のひとつとして，文献的研究のみにかたよら

ない技術史研究についてマスターコースが是

非必要となる。

2) 法律体系の整備

技術資料をさまざまなレベ、ルで文化財とし

てとらえるならば，人聞に備わった技術から

完成品までさまざまな文化財が存在するとと

になる。現在の法律では昭和25(1950）年に
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制定された「文化財保護法」がそれらを扱う

乙とになる。人間の持つ技術そのものは 「無

形」文化財となり得るが，乙れは世界的にみ

て類例のないものである。 しかしそれ以外の

技術資料lζ関して，法律による保護がなされ

る対象物は極めて稀にしか存在しない。唯一

建築物がその対象として存在し得るが，国宝

や重要文化財として保護されているのは美的

観点，建築史学的観点によっている。従っ

て，ζれらの建築物は様式のみを保存すれば

よし立地や元の素材は問題とならない。そ

の他多くの技術資料は動産関係の文化財とい

うζ とになる。 本来の機能を喪失して文化財

となった技術資料に新しい機能，すなわち現

在及び未来社会における社会的機能を付与し

なければならないが，結局乙れも学術的に意

味を説明しなければならない。 それは今の我

々に緊急の課題といえよう。その際，我々が

念頭に置いておかなければならない ζ とは，

速効的 ・特効的機能を求めるのではなく ，極

めて歴史的 ・文明史的な観点に立つことであ

る。こういった乙とは，文化財保護の立場に

立つ専門家からの貴重な意見であった。

産業の構造変化や生産調整などで，各地の

工場設備が共同廃棄されるととがよく あ る

が，とのような場合，一時代を画した貴重な

設備が一切に廃棄され，何も残されていな

い。乙れなどもわずかな法改正で， 代表的な

設備だけでも保存する ζ とが可能になるはず

である。

法律関係についてみれば，あと 2,3の問

題が考えられる。 一つは通産省特別立法によ

る生産設備の共同廃棄がある。例えば， 織機

の共同廃棄の場合がそれである。廃棄対象の

中IC，一時代を画した織機が存在している場

合，特別な方法で対象から外す制度上の処置

が必要となろう。 また，わが国の技術系惇物

館の脆弱さを克服するためには，博物館学芸

員の養成を強化する必要があるが，現在の資

格認定科目の変更を求める必要があろ う。乙
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とに，技術史や近代工業に対する理解を深め

た学芸員が渇望されるからである。

おわりに

本年度の共同研究のうち，我々に諜された

「技術資料の保存とその研究体制との関連」

を考察する中で，とれまでの成果を踏まえな

がら多岐にわたる現状の認識と多くの解決す

べき課題や展望が提出された。

技術資料に関するわが国の危機的な状況の

認識と，産業技術史のもつ豊かな可能性につ

いて，我々をも含めた国民的コンセンサスの

形成は急務であり，その前提基盤として資料

館，博物館はもとより企業，研究所，大学な

どが所有する技術資料の悉皆調査を行い，イ

ンベントリーを作成するととである。そのた

めには，多くの人手を継続して投入する必要

がある。そしてまた，その結果は常に関係者R:

対して周知 ・徹底する必要がある。保存が確

定した資料lζ対しては収蔵 ・保管する場所の

確保と，廃棄対象となった技術資料の処分を

許可，促進する必要がある。保存を確定した

資料に関しては点検 ・補修 ・管理を行うかた

わら十分な情報を記録にとどめて置かねばな

らない。そのためには関係各機関の密接な連

係と同時K，技術史研究者と関連する諸領域

の研究者が，お互いにもつ情報を交換し合い

ながらより多くの技術史家や学芸員などの研

究者層を拡大する ζ とが切望される。それら

の実現に向けて， 現在我々は一つずつ可能な

乙とを着実に，かつ必要とあらば同時進行的

に遂行していかねばならない。そのような例

として，技術資料の探索対象を生産現場から

研究現場へ，生産機器から研究機器へと広げ

る乙とが重要である。さらに，技術資料を所

蔵している諸機関の情報を絶えず収集 ・連絡

し合う情報収集のネットワークの構築と情報

センターの設置が熱望される。

以上のような作業をとおして，私たちが調

査，考究しなければならない乙ととして，次

6巻1号（84)

のような重要課題が明らかになった。それら

は，イ ンベン トリーの作成，資料保存の場所

の確保と保存，学芸員とアーキビス トの養成

及び教育法の研究，情報ネットワークの構築

などである。そして，乙れらの乙とは当然閉

じ場所で行われねばならない。その場所の具

体的な姿としては，技術史資料の保存庫を有

し，復元作業と展示を行う研究組織を合わせ

持つ博物館的形態が予想される。しかし，乙

の問題については，企業の有する資料館や博

物館と，また企業との共同体制についての研

究を必要とする。それ故，企業と連関性をも

っ具体的な博物館的形態については次章で、あ

っかうとととする。
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第 4章

技術資料の研究 ・利用 ・保存

をめぐる企業との協力方法

産業技術は基本的に企業を単位としてお

り，企業の内部の設備と情報の蓄積，従業員

の経験の蓄積として形成されていると考えて

よい。その結果，一次資料の大部分が企業内

部lζ存在するという，産業技術史研究が他の

学問分野とは異なる特徴を有している。乙の

観点から，産業技術史研究の発展を図るため

に，従来我国では各企業の企業秘密の対象と

されてきた産業資料を公開し，利用する方法

と体制をはかるととが産業技術史の方法lζ関

する大きな主題となる。

(1) 企業資料の存在

昭和60年12月の文部省科学研究費特定研究

報告『近代日本産業技術の実態調査及びその

発展過程に関する実証的研究 1』（59127025)

においては， 1次，2次産業中心に3988社を

対象と したアンケート調査が実施された。乙

の調査の回答率27%の結果から，企業内に存

在する輸入製作機械，輸入製品第 1号，国産

製作機械，国産製品 1号機，その他企業にと

ってその成立上，重要と考えられている機
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械，製品模型等が，かなりの数存在している

状況が明確にされた。しかしそれらの保存，

すなわち産業技術史上における各企業の価値

評価が充分，かつ正当に実施される保証は現

在のと ζろ期待できない。

間報告中においては，企業博物館等類似施

設を有する企業が約15~ぢ存在する乙とが示さ

れた。また企業史料協議会による調査によれ

ば，企業博物館の設置数は，1946-1950年に

おいてはわづか 3館であったのに対し，近年

1981-1985年においては， 87館の多数にわた

り年々増加する傾向にある。 1986年当時で博

物館法による企業博物館の登録は類似施設を

ふくめ 285館であり ，その内訳は，エネルギ

一関連と食品会社が際立って多く，ともに全

体の20%を越えるのに続き，生活関連，繊

維，電気通信，金融，精密機械，交通，化学

等とな っている。乙の中には，専属の学芸員

をまったく持たないと ζろが約8割をしめ，

資料の研究状況も社内研究者がいない，もし

くは研究活動を行なっていないと乙ろがほと

んどであると報告されている。つまり，企業

資料の外部公聞は無論の ζ と，それら資料が

産業技術史研究の土俵にのるような状態から

は程遠いのが現状である。

企業の社史も近年はその内容がグレードア

ッフ。し，コーポレイテッド ・アイデンティテ

ィの表明の一環として位置づけようという意

識が働いてきている。さらに企業の歴史が長

くなると社史を公的記録とする意識もでてく

るという。また『住友銀行 80年史』のよう

に，安宅産業問題，関西相互銀行との合併問

題について企業の立場を表明するという ，目

的を持った社史もでできている。

(2) 企業資料博物館の意義と限界

企業資料を保存する機関としての企業博物

館を創設する内的意義としては，企業内部の

企業風土や社風を形成している文化性を社員

に認識させる ζ と，つまり社員教育の一環と
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しての存在価値であろう。

また企業が博物館を作り，その技術を外部

へ公開するという外的意義は，自らの開発，

マーケティングの経験それ自身が文化であ

り，文明を築き上げてきたものだという自覚

を産業人に持たせる ζ とであろう。逆 lζ 今

日，乙の意識の欠失が産業文化を後世lζ示す

技術資料の散逸状況をもたらす結果と して表

れている。たとえばアメ リカのフォード博物

館ではその展示物である自動車を通じて，ア

メリカの文明を語ろう という思想で作られて

いるが，各企業の生みだした製品や技術の社

会にはた した役割を強く 認識させると とが博

物館の意義でもある。

さらに乙のような企業博物館は諸外国に日

本の技術進歩，開発事例をビジュアノレに示 し

うる ζ とである。たとえば，我が国で多く開

催される理工系の国際会議のテクニカルツア

ーのプログラムには，我が国の先端技術，最

新鋭工場の見学が組まれるととが少なく な

く，その際iζ各企業は，その技術の開発の経

緯，歴史を簡易に，しかも興味深く呈示する

乙とが望まれている。

また，海外の例では， ドイツ博物館そのも

のが産業人に高い評価をうけており ，そとに

各企業の製品を展示されるととは企業にとっ

て非常な名誉であるとされている。同じ ζ と

はロンドン科学博物館でも企業が博物館の展

示に協力 したととがその企業の名声を高め，

広告の効果もあるとされている。

ζ のように産業技術の一次資料が企業の

『資産』として保持されている現状からすれ

ば，それが保存され，かつ公開 ・利用される

体制の最も自然な形態が，企業博物館または

企業資料館である ζ とは疑いない。私たちの

企業との協力体制も，企業史料協議会のよう

な連絡組織と，企業博物館（資料館）を軸に考

えるのが自然であろう。しかしながら，すべ

ての企業が博物館を必ず持つというような体

制は不可能である。ま た既存の博物館の現実
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iと照らしても運営経費，研究体制の不備，資 情報網のセンターを位置付けるととができ

料保存スペースの問題等，ー企業では解決し る。

えない問題点も多く あり，乙の ζ とが資料散

逸の原因ともなっている。したがって，企業

博物館のみにすべてを委ねるととは大きな限

界があり，その欠点を補う方法の検討が必要

となってくる。

(3) 企業との協力方法

企業資料の実在とその充分とはいえぬ公開

性，企業の産業に果たした自らの役割に対す

る認識不足，企業博物館の点在状況，そして

スペース等の理由による資料散逸の危機を考

えるとき，以下の点で産業技術史にかかわる

企業との協力方法の方向が見出せよう。

企業内における文書，モノの保存は，その

評価基準として大企業では日々発生する情報

をランクわけして保存期間を決めるという方

法がとられている。乙れはその一定期聞をす

ぎた段階で資料の価値を再評価するとい うと

とである。乙のような情報が産業技術史上評

価すべきものかどうかを迅速K知り，かっ保

存なり，評価の作業をスピーディ におとなわ

なければならない。また中小企業の場合に

は，保存のための組織を持たないので，同業

組合単位で資料をおさえる必要がある。 ζ 乙

で必要とされるのは，ζれらの情報の価値を

正確に評価できるコーディネーターのような

存在であろう。

さらに企業が設備を新たに増設する ζ との

情報も必要である。たとえば，アサヒビール

は88年のスーバード ライの売上急進により吹

田工場を増設中であるが，乙のとき大正期建

設の赤レンガ館等の撤去 ・建て替えについて

迷っているという。乙のように 7 ーケティン

グにより設備の急増設に伴なう企業資料の消

失の可能性もありうるため，情報収集のネッ

トワークが必要となる。そして ζれらの点在

する情報ネッ トワークの中心K，情報を統合

し，産業技術に関する資料の知識を集積した
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たとえモノの保存をなしえたとしても技術

は生きたものであり，その生態を伝えるため

には実物の動態展示，あるいはレプリカの展

示が望ましい。その際にそれらを動かせる企

業技術者，職人の存在は大きく ，産業技術史

研究において企業内の熟練技術者のト レース

は重要な課題となる。

公共企業体が設立した産業博物館の例を考

えよう。公共企業体も，民間企業と同様，そ

の産業技術資料の散逸状況は危機的なものが

あるという。たとえば大阪市水道は明治28年

K竣工したが，その原案作成者H.S.バーマー

の設計書は写しを残すのみで，原書は大阪市

lζ保存されていなしコ。同じバーマーが設計し

た日本最初の横浜水道の場合，先年オープン

した水道記念館がある。 ζれは現在稼動中の

浄水場に隣接して建設され，横浜水道 100年

の歴史とともに現在の水道水がどのようなメ

カニズムで作られるのかを， 建物の窓から眺

望できる浄水場と ともに説明しようとしてい

る。乙の設計，展示には実際の現場技術者の

知識がそのまま適用されている乙とはいうま

でもない。また，京都市の琵琶湖疏水記念館

も，疏水の京都着水地点のふもとに建設さ

れ，過去の疏水の果たした役割のあとである

水運用のインクライン，発電所とともに，現

在の疏水の役割である水道水源を象徴する浄

水場にも近い。技術の展示，保存とは単lζ過

去の歴史を陳列するに留まらず＼その果たし

た役割と現在の繋りを体験，さらにはそれに

関わる技術者の共存をあわせて示すζ とで，

その意義がでてとょう。

また産業技術史をトータノレに描くにはモノ

だけではなく ，経営情報や家族関係のような

社会学的情報を集めなければいけない。 たと

えば京都西障においては，力織機が導入され

るととによって家内労働，賃織形態が強化さ
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れている実態があり，決して一本線の近代化

ではない ζ とが指摘されている。また丹後チ

リメンの歴史においても，ある一時期の断面

で切ってその構造をみると西陣の帯の下請が

6割を占め，西陣の空洞化と丹後の下請化の

様相が示されているという。とのように，あ

る時点を切ると技術体系の発展は必ずしも一

筋の機械化論理で説明できるものではなく，

複数の技術体系が同時複合的lζ併存している

ととがわかる。それを知るために経営情報，

技術情報，社会学的情報を体系的に残す必要

がでてくる。 しかしながら ζ のような体系的

観点をもって技術をみる乙とはー企業の中で

は到底消化しえるものではなく，むしろそれ

らを横断的に研究している産業技術史研究者

の手により体系化されるべきものである。

以上みてきたように，企業lζ内在する資料

を有効に生かし，研究の対象として活用する

には企業資料の集中，企業博物館［からの情報

の集積，企業内技術者の参画と産業技術史研

究者の横断的活動が，総合科学としての産業

技術史学を構築するのに不可欠な要件となる

ととがわかる。つまり，企業の持つ情報群と

産業技術史研究者の知的ネットワークがリン

クする場が求められるのである。

諸外国においては企業情報と研究のリンク

はどのような形態がとられていょうか。研究

者サイドにとっての企業情報は，産業技術史

研究の性格上必要不可欠のものであるが，企

業サイドlとしてみれば，研究協力へのメ リッ

卜とは，ひとつには前述したように産業技術

史上に自社の功績が位置づけられる名誉があ

たえられる ζ とに加え，その及ぼす宣伝効果

も無視できないであろう。以下Iζ運営上の観

点から海外の技術博物館の例を簡潔にあげ

る。

ロンドン科学博物館；資料保存のために国が一

切関与しない会員制の民間組織として『産

業資料保存会』をつくり，学芸専門家や，

研究者，法人が主たるメンパーとなって協
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力している。

ドイツ博物館 ；運営委員会に企業が参加 し，

業界，企業からの寄付があり，新分野の展

示コーナーは関連業界が負担している。

ウィーン産業工業博物館 ，運営費の 25%が寄付

であり，産業記念物登録制度がある。

カルフォルニア科学産業博物館；企業がスポン

サーであり，展示企画に協力している。

シカゴ科学産業博物館 ；展示の一部門を一社が

代表する方式をとる。

国立アメリカ歴史博物館 ，多様な財源基盤をも

っ。政府，産業界の支援のほか，フォード

財団，ロックフエラー財団等から受けてい

る。乙れらの支援は博物館の知的な面を産

業界が理解し，また博物館側もそれら産業

界から学ぶ，つまり同ーの目標に双方が向

う姿勢を示している。 20世紀の技術を扱う

場合にはその変化が激しいため，企業の製

品を持ち ζんだり，商品宣伝にのみ利用す

るケースは回避している。

科学産業博物館（USA） ，展示物の半分は，

個人， 会社，業界団体，大学，財団，政府

関係機関などあらゆる分野がスポンサーと

なっている。

科学と産業の都市，La Villette （フランス） ，都

市運営協力国際基金を通じて企業がスポン

サーとなる。現代産業lζ関する展示で企業

名を明記。特別展示では，ワンフロアを 1

業種に貸し切る。

ζのように産業技術史研究のための企業情

報の導入に『J笈示』という形態をもちいて企

業の参画を可能にし，かっその運営形態を財

団法人等第 3セクタ一方式をとるととろが多

いζ とがわかる。

産業技術史研究者と企業資料とのリンクす

る場の必然性より，分散する企業博物館や様

々な産業技術の情報を統合するコーディネー

ターとして，即ち産業技術史研究の場とし

て，第2宣言でも提起された共同研究利用機関

を設立するととが望ましいと考えられる。そ
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して，との共同利用機関の周辺には，上記し

た諸外国の例に鑑み，また企業情報の提供の

容易さから，共同利用機関と企業の協力方法

の究極的姿として，展示部門に関しては，第

3セクタ一方式による企業参画型展示センタ

ーの設立が最適ではないかと恩われる。つま

り，産業技術の知識のコーディネーターの共

同研究利用機関と，第 3セクターである展示

センターの共存 ・並立とそ，情報の大部分を

企業K侠つ産業技術史研究を確立する上で必

要な形態と考えるのである。

以上は第四分科会としての提案であるが，

最終報告検討のための全体集会では，乙の実

現可能性について強い懸念が出された乙とを

報告せねばならない。すなわち，日本の産業

技術史の全体をカバーする展示場の運営のた

めには，アメリカのスミソニアン協会のよう

な大規模の財団が必要であろうが， 文化事業

lζ対する寄付の伝統が極めて浅い日本で，ま

た税制もそのような事業に有利でない状況の

下では，極めて実現困難であろう。日本の現

状のもとでは国立博物館が最適ではないか，

というものである。乙れに対 して，激しい討

論が行われたが結論はでなかった。本報告書

では第 3セクタ一方式を研究に値するひとつ

の案として提示したい。

第 3セクタ一方式の展示センターが成立す

るには，たとえば以下にあげるような諸点を

満たすととが要求されよう。

企業の展示意欲を誘うこと

企業が自社の製品，機械を出品し，かっ寄

付をする動機は，ひとつには自社の産業技術

に果たした役割の文化的意味付けを得る乙

と，もうひとつは， ζれからの産業技術に自
。。。。。。。

社が果たしうる役割の可能性を示すととであ

ろう。したがって，一企業，一業界の歴史的

モノ，情報のみならず，その歴史的連続性の

かなたに祝えてくる，その企業の未来像を展

望させるものの展示を包合すべきである。 乙

の企業展示を意欲的にさせるためには， 「展
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示センター」運営は第 3セクタ一方式をとり

つつも， 『研究センター』としては国立の共

同利用機関であると とが，企業としても出品

しやすいと考えられる。それは国立の展示機

関であるととで，その企業が国家の産業技術

の重要な局面を支えてきたという自負心を抱

かせる効果を生むζ とが期待できるからであ

る。企業展示は，展示の自由度を与えるため

一企業あるいは一業界団体が中心となり，一

部門（ワンフロア）を一定期間与え，過去から

未来まで通観できる，ある産業技術の諸相を

ディスプレイするコーナーを設ける ととが考

えられる。

観客動員が優れていること

運営上の観点から展示センターは観客の動

員効果lζ優れていなければならない。常設展

示のみでは展示内容が飽きられる可能性があ

る。展示内容はしばしば変更する方が観客に

はアピールしやすい。また動的効果を含めた

ディスプレイ（映像， !WJ態展示）がより興味を

示されるはずである。その点から，複数の企

業展示フロアを設け，一定期間どとに次々と

企業業種を交代していく乙とが考えられる。

その際展示希望の企業に展示企画案を立案さ

せ，企画の優れているものから展示を優先さ

せる方法（展示企画入札）も考えられる。

研究者と企業展示がリンクすること

むろんとれらの企業展示は無制限になされ

るものであってはならない。一企業，一業界

の意向のみに沿えば当然商業主義に陥る可能

性がでてくる。 業界団体の事務局 をおく乙

と，街品販売等は制限すべきである。そ乙で

産業技術史研究者による資料の産業技術史上

への位置付等，適切なアドバイスが必要とな

る。乙 ζlζ資料提供者としての企業と，それ

らの歴史上への横断的位置付けをなりわいと

する研究者との相互情報交換の場が生れよ

う。また適時プログラムを変更しうる企業フ

ロアと同時に日本産業技術史の変遷をグロー

パノレに追える常設展示を中心に据え置く乙と
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国立共同利用機関研究センター ・第3セクタ一方式：産業技術史展示センタ一概念図

大学共同利用機関（医｜立）

産業技術史研究 ＋ ーーーーーー ー一ー ＋ 大学院

産業技術の通史展示（常設） 大学

＋ 

研究シ／ポジウム

産業技術史学の集積

企業 ・業界 財団 国

'I' 申

モノ 情報 一一一 ーーー → 企業展示（非常設）

+ 

博物館・社史

資金一 一一一一ー一一一＋ーー一一一一一下ー＋ 運営資金 ＋ 資金

市

一般 観覧 情報誌 資金

技術文明の知識

が必要となろう。とれらの運営には研究者が

あたる ζ とが要求される。

充分な運営費を持つこと

企業か らの資料の譲渡（備品の移転），貸出

を円滑にするため，たとえば産業技術記念物

等の保存に関する協力基金などの財団法人を

設立 し， ζ れを母体として企業と展示センタ

ーとの間でモノを管理すべきである。また企

業展示にかかる費用は基本的に担当企業が負

担し，そのための資金のプールとして財団を

利用すべきである。
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技術文明の解明であると認められること

産業技術の展示センターは，産業技術史研

究者による日本産業技術の通史の常設展示

と，それをとりまく企業群，業界群提供によ

る各論展示，さらに現代科学の啓蒙と未来へ

のビジョンを合めた非常設展示の両輪で運営

されるべきである。そして国立の共同利用機

関としての産業技術の『研究センター』と，

併設する第 3セク ター運 営 の 『展示センタ

ー』をあわせると とにより，産業技術史研究

にとってより深い研究を推進するととが期待

できる。たとえば企業展示のテーマにあわ
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せ，研究シンポジウムを開催し，その特定業

界の技術者，経営者と，研究者らによる討論

をとお し， 産業技術史研究の広範かつ活性化

した洞察が可能となる。

(4) まとめ

本章で得られた提案を以下に示しまとめと

する。

1) 企業のコーポレイテ ッド ・アイデンテ

ィティの一環としての企業資料博物館，ネ土史

等が多く存在するが，乙れらの横断的な産業

技術史上への位置付け等の研究体制は未整備

の面を残している。

2) 乙れらを保存， 展示するととは，企業

のもつ技術の文明史上への展開を自覚させる

とともに，企業自身の内外へのアピールにも

なりうる。また，それらの公聞により産業技

術史研究者の資料収集が容易となる。
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3) 分散する企業博物館の中心的存在とし

て，また保存するための組織の小さい中小企

業も含め，消滅の危機にある企業情報を保

存，公開するためには，情報ネットワークの

センターが必要となる。資料の提供の容易

さ，運営の潤滑さを考え，第 3セクタ一方式

lζよる産業技術の展示センターの設立がひと

つの案として検討に値する。との展示センタ

ーを， 国立の共同利用機関として構想すべき

研究センターと併設するととで企業のもつ情

報群と産業技術史研究の知的 1）ンクの場を形

成できる。

4) 国立共同利用機関を中心に据え，展示

部門はいかなる形態が望ましいか，もし第3

セクタ一方式を採用するならば，財界と国立

セン ターとの協力方法，資金運用，情報 ・資

料の移動に関する手続等はいかにあるべき

か，詳細な方法論について今後検討を進める

べきである。


