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1. はじめに

日本製鉄技術発展史上のひとつの画期とされてきた1890（明治23）年の大阪砲兵工廠でのグレ

ゴリーニ銑との弾丸比較試験にもかかわらず，そ乙で用いられた釜石銑の品質に依然大きな欠

陥があった ζ とが中岡らによって指摘されている。鋳造用の鼠銑としては不ト分であった釜石

銑が，大阪砲兵工廠での再精銑による成分調整を経て初めて蝉丸に加工され得たのであって，

それは当時の高炉操業技術が十分に確立されていなかった乙とを示しているという。

その後も，陸軍による「釜石製鉄所調査報告」で「…ー・一般の設計そのよろしきを得ず一大

改良を加えずんば純良の製鉄を得るとと能わずー・…」という報告のとおり ，大阪砲兵工廠では

釜石銑は再精銑したのちですら弾丸製造以外の目的にはほとんど用いられていない。民間の鉄

工所でも明治30年代に入ってからも，機械の材料としては表面仕上げ作業で道具をすぐに磨耗

* 1989年12月30日受理，本稿の概要は1989年7月29日の第 5回年会（於：流通科学大学）で発表，明治，
製鉄技術史，釜石鉱山田中製鉄所，熱風炉，木炭高炉

料大阪市立大学経済学部大学院

(1) 中岡哲郎 ・三宅宏司「大阪砲兵工廠における釜石銑の再精錬」，『技術と文明』4巻2号，21～43頁，
1989年12月。

(2）大蔵省 『鉄考』，1892年（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( 4). 

1970年， 163頁。
(3) 「大阪砲兵工廠ニ於ケノレ製鉄技術変遂史」 1927年， 14頁および98～100頁（久保左久編『大阪砲兵工
廠資料集』上巻，日本経済評論社， 1987年に収載）。
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技術と文明 6巻 1号（48)

させるために不向きであるとされ，釜石銑はいい評判を得てはいなかっ見。

大阪砲兵工廠での比較試験を経て1894（明治27）年の旧工部省コークス高炉の再建へとつなが

っていく 明治20年代の田中製鉄所の木炭高炉をめぐる出来事の実態を高炉操業技術の面からも

う一度見直してみる必要があるだろう。

1892 （明治25）年に釜石鉱山を調査した野呂景義はのちに， 「当時余か最も不利益なりと感し

たるは，木製送風機と横臥鉄管熱風炉との二者なり」として，熱風送風系lζ大きな欠陥があっ

たととを認めている。野自によると，送風機の欠陥は漏風とそのために必要となる頻繁な修理

であり， 熱風炉の問題点は高熱に対する低耐久性であった。熱風の送風量不足と温度不足はい

うまでもなく高炉操業にとって重大な弱点となっていたはずであり，ひいては，当時の釜石銑

の品質に影響を及ぼしていた乙とを予想させる。

田中製鉄所が初出銑lζ成功するまでに繰り返したとされる48固に及ぶ失敗のいずれもが炉内

凝固によるとされ，そ乙での熱風送風系の不備が依然続いていたとも考えられる。本稿では，

高炉操業にとって最も重要な機械設備である熱風炉や送風機の面から木炭高炉の操業技術につ

いて検討してみたい。

当時，熱風炉として選択し得るものには，大別して蓄熱式と鉄管式の 2種類があった。田中

時代からさかのぼる工部省25トン高炉がより近代的な蓄熱式のホイットウェル熱風炉を備えて

いたのに対し，田中製鉄所が導入したのは鉄管熱風炉であった。田中製鉄所に熱風炉が設置さ

れた1885（明治18）年頃に製鉄技術について広く参考にされたものに，東京大学理学部でドイツ

人教師クルト ・ネットーが行なった講義を筆記して出版された『浬氏冶金学』 （文部省編集局，

1884年）があ る。 そ乙では， 「管状熱風機」 （鉄管熱風炉）と「複用熱風機」 （蓄熱式熱風炉）の

二者があり， 「管状熱風機の短とする所は勾管庫ミ損傷して冷気抵ミ僅lζ熱材より発する熱の

半を吸収するのみにて且つ其熱度も四百度より充からざるに在 ~6J と，鉄管熱風炉lζ欠点のあ
るととが述べられている。蓄熱式の方が作業効率の良い乙とを知りながらあえて鉄管式を導入

したのは，野自が「・一－鉄管熱風炉は建設費低廉lとて…！？」というとおり経済的理由によるも

のである。後には木炭高炉にも蓄熱式の熱風炉が導入されるととを考えても，乙の鉄管熱風炉

時代の高炉操業は経済的iζ厳しい制約の中にあった萌芽期の日本の製鉄技術の実態を検討する

上でも格好の題材となるだろう。

ととでは，東京大学工学部冶金工学科lζ 保存されている 明治期の（東京）帝国大学採鉱冶金

学科の卒業生による実習報告書を主に用いて検討を行う。葉賀七三男氏によって最近存在が確

認されたとの実習報告書は，学生の手によるものであり報告者によって詳略入り交じってい

(4）表ー 1 （後述）の高橋報告書：107頁，井上報告書131頁。
(5) 野呂景義「本邦製鉄事業の過去現在及将来J，『鉄と鋼』第 1号，13頁，1915年3月。
(6）文部省編集局『浬氏冶金学』上冊， 381～387頁， 1884年。
(7）野呂，前掲論文（注 5), 13頁。
(8）葉賀七三男「東大採鉱冶金学科実習報告書j，『技術と文明』4巻2号， 45～50頁，1988年12月。
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釜石田中製鉄所木炭高炉の鉄管熱風炉（高松）

表－ 1 釜石鉱山についての（東京）帝国大学採鉱冶金学科卒業生の実習報告書

提出年 前｜ 題 名

1893 （明治26年） （中武村田 恭恭作作） The Report of Kamaishi lron Mine 

1895（明治28年） 葛 蔵治 Report on Kamaishi Iron Mine 

1896（明治29年） 玉城孝次 Report on the Kamaishi Iron Mine 

1897（明治30年） 川合得二 Report on Kamaishi Fe Mine 

1898（明治31年） j圭 弁三 Report on Kamaishi Mine 

1899（明治32年） 井上匡四郎 Report on Cokes Manufactory, Nol, No2 Coke Hiqh 

furnace, No3 No5 Charcoal High furnace and foundry 

1日 TanakaIron Work at Kamaishi 

1900（明治33年） 高橋雄治郎 Report on Kamaishi Foundry 

注本文では各報告書を00報告詣と記すζとにする。各調査は確認された範囲ですべて提出の前年の夏頃に行
なわれている。表には本稿で用いた報告沓だけをあげたが，1900年までの期間で他IL小室文夫（1899年）と村田
素一郎（1899年）が釜石IC関して報告審を提出している。

る。しかし，葉賀氏も指摘するように，そ乙 lと記録された設備の構造については十分に信頼す

るととができ，従来明かにされていなかった設備の構造を確認する上での貴重な資料となる。

しかも，田中製鉄所の操業状況は，研究に値する課題として多くの卒業生によ って調査，報告

が行われていて（表－ 1），当時の製鉄技術の変遷を再構成するととができる。

以下に，まず大阪砲兵工廠での比較試験が行われた頃の田中製鉄所の木炭高炉の熱風送風系

の構造を中村報告書をもとに明らかにした上で（第2節），それに工学的推算を加えて当時の操

業上の技術的問題点を議論し（第3・4節）， さらに，各報告書をつなぎ合わせる乙とによって

鉄管熱風炉の改良過程について考察を行う乙とにする（第5節）。

そ乙では，大阪砲兵工廠で得られたとされる釜石銑の好評価にもかかわらず，当初はまった

く不十分な技術知識の中で操業が行なわれていた ζ とや，野呂の指導の後も段階的にしか操業

技術が改良されなかった過程が明らかにされる。幕末の大島高炉の経験の上に立ち，旧工部省

コークス高炉へと受け継がれていくはずの田中製鉄所の木炭高炉の操業においても，近代技術

の獲得にやはり苦労 しなければならなかった実態が示される乙とになるだろう。

2. 横臥鉄管熱風炉の構造

野呂景義の調査に数カ月先立つ1892（明治25）年7月， 野呂の教え子にあたる帝国大学採鉱冶

金学科の中村恭作が実習報告のために釜石鉱山の調査を行っている。中村報告書では熱風送風

(9) 中村恭作とは，東京大学lζ保存されている実習報告書名簿ICよれは、，明治34年IC生鉱吹精錬を完成さ

せ，金銀鉱山として行き詰まっていた小坂鉱山を大銅山として生き返らせた乙とで有名な武田恭作の乙

とである。ちなみに，大学で中村の 1年先輩にあたり，釜石田中製欽一所初代技師長となった香村小録の

実習報告は小坂鉱山について行なっている。小坂鉱山を報告した香村が釜石で身を立て，釜石鉱山を報
告した中村が小坂で活躍したととになる。
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技術と文明 6巻 1号（50)

系について野田より詳しい記述がみられ，そ乙で論じられている問題点をまとめる と以下のよ

うになる。

送風系 (1) 

(2) 

熱風炉 (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

主要動力源としての水車の組悪な作り

木製箱型送風機での漏風

横長の熱風炉構造がもたらす熱利用の不完全さ

火床がなく高炉ガスの燃焼のみK頼らざるを得ないために燃焼が不規則とな

り，時には；爆発の危険もともなう ζ と

熱風炉内の鉄管径が細く 管内空気流速が速くなり過ぎるための管内熱伝達の非

効率

同じく，管内空気流速が速すぎるために増大した管内流動抵抗による動力損失

中村報告書では送風機の漏風や熱風炉の耐久性だけでなく，熱風炉の構造がもたらす熱効率

や送風動力の問題について言及している点が注目される。乙れらの是非を検討しながら，当時

の熱風送風系の技術的状況を明らかにしていく ζ とにしよう。
(1暗

まず，木製の送風機は大島高任が用いていた高炉用立吹子と大きさにおいて大差はない。し

かし，田中製鉄所の送風機は横型の箱繍であり，水車からの動力がクランクシャフトをとおし

て水平運動にして伝えられる点で在来のものとは異なる。中村が「送風機は水平双筒送風機の

変形である とみられる」というように，大島高炉の伝統にそのまま準じたというよりは，鉄製

円筒送風機の代用として木製箱型舗が用いられたとみるととができるだろう。ネッ トーの 『浬

氏冶金学』でも， 「若シ又鉄製ノ 円筒鼓風機ヲ利用スル能ハザノレノ地ニ在テ殊ニ十分ノ水力ヲ

有シ且ツ噴気ノ圧力五十二ミリメートルヨリ多キヲ要セザルトキハ木製ノ植繍能ク之ニ代用ス

ルヲ得ベル」として，木製送風機の利用を勧めている。したがって，ζの木製送風機の使用は

当時の高炉操業理論には一応かなったものであった。しかし，中村報告書での見積もりによれ

ば，送風機での漏風は40%11::－も達し，送風量lζ支障をきたしていた乙とを示唆 している。

熱風炉は，高炉の各送風系lζ 2基ずつ設置され，一基を修理しながら交互に稼働されてい

た。中村の実習報告書での記述から木炭高 1・3・6号炉系の構造を再現したのが図－ 1であ

る。熱風炉は高さ約 2rn，奥行き約 3m，長さ約 6mのひらべったいカマボコ形をしているの

がわかる。建屋内部の 2列の耐火煉瓦壁の内側で高炉ガスが燃焼され，そ乙に一段当り 8本な

いし 9本置かれた鋳鉄管内の空気が熱せられる。 送風機から熱風炉上段の端の管lζ入った空気

は上段の 9本の鉄管を通り，次に中段の 8本を経たのち下段に送られ，そのi怖から出て高炉K

帥 田中製鉄所で用いられた送風機は，長さ 2.6～4.8 ft，幅 1.8～2. 7 ft，高さ 2.0～2.9 ftであるのに対
し橋野高炉での立輸は， 「高さ三尺八寸，胴回り三尺四す」，あるいは「丈三尺八寸幅三尺」「高さ四
尺四方三尺四寸」 「高三尺幅二尺八寸長四尺」 （岡田康吉「幕末の高炉用吹子の成立と在来鉄法への展
開」，『産業考古学』 No.18, 9～13頁，1981年 3月。

(11) 中村報告書，83頁。
自由前掲『i浬氏冶金学』， 358頁。
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排ガス

釜石田中製鉄所木炭高炉の鉄管熱風炉（高松）

図 1 ~横臥鉄管熱風炉（ 1・3・6高炉／1892年）
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技術と文明 6巻1号（52)

送られるととになる。 3段を還して合計26本の鋳鉄管とU字ベンドから成る一本の長い流路の

全長は 217ft（約66m）にも及んでいる。

さらに，乙の熱風炉の改良型として1892（明治25）年に導入された 4・5号炉系の熱風炉は，

とれとほ とんど同じ構造であるが一段当りの管数がさらに多く て15本ない し16本もある。その

ために，炉の長室は約30ft(9 m），空気流路の全長は120mkも透している。 ζの時点での改良

が管長を伸ばすととにあった点は注目lζ値する。当時の製銑作業の困難lζ対して伝熱面積を広

くとって熱風温度を高めようとしたためと考えられ，空気流路が長ければ長いほど熱風炉は有

効lとなると信じられていたのである。 ζのような管長の長い横臥鉄管熱風炉がどのようにして

釜石で設計，設置されたかをまず確認しておく必要があるだろう。

釜石田中製鉄所が熱風炉を導入したのは，操業から l年近くたった1885（明治18）年12月とさ

れる。操業以降何度も繰り返された製銑の失敗に対し， 中小坂鉱山での高炉操業経験を持つ秋

元光愛を呼び寄せ，その提案によって熱風炉が建造された。しか し， 安定した高炉操業が得ら

れないまま秋元は釜石を去っており， 中小坂と釜石の熱風炉の関係は必ずしも明白ではな

い。 しかし，1888年に中小坂鉱山を調査した帝国大学採鉱冶金学科の西山省吾の実習報告書

“Report on the Nakaosaka Iron Mine”には，その熱風炉が田中製鉄所と同 じ横臥鉄管熱風

炉である乙 とが明記されている。その詳細な構造は明らかではないが，田中製鉄所の熱風炉構

造が中小坂から伝えられた可能性は十分にある

といえる。

他方， 『浬氏冶金学』で紹介されている「ワ

ッセラルフ ヒンゲ、ル熱風炉」 （＝ワッセラルフィ

ンゲン装置）（図 2）は，空気流路が一本である

点や直管とベンドとの接合部分を高温での腐食

から守るために燃焼部の外側に置く工夫など田

中製鉄所の熱風炉lζ酷似している。当時の横臥

鉄管熱風炉はとのワッセラルフインゲン装置の

流れをくむものだと思われるが，『浬氏冶金学』

で紹介されていたワッセラルフインゲン装置の

一流路当りの管数が16本であったのに比べ，田

中製鉄所の26本あるいは47本というのは余りに

も多すぎる。

ととろが， 『浬氏冶金学』には鉄管式熱風炉

同工学会啓明社 『明治工業史』鉄鋼編， 1929年，90頁。
(14）新日本製鉄『鉄と共IC:百年』， 1986年，63～65頁。

図－ 2 『浬氏冶金学』のワッセラノレ

フインゲン装置

出典 『浬氏冶金学 ・付図』 (43頁）

同前掲 『浬氏冶金学』 384～385頁，および 『浬氏冶金学，付図』， 43頁。
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釜石田中製鉄所木炭高炉の鉄管熱風炉（高松）

の伝熱面積についての記述があり，タン子ル氏の説として「三十 ・九立方メートルノ空気ヲ一

分時間ニ摂氏ノ五百乃至六百度ニ熱スノレニハ毎ニ百二十三平方メートルノ面積ヲ要シ・・・…」

と，熱風炉の管長設計のための参考値が紹介されている。下敷きになった実験での管径や加熱

温度が明らかでないので厳密な計算をするととは本来不可能であるが，乙れを田中製鉄所での

空気流量と管径lと比例的lζ当てはめて計算してみると必要な管長は約 130mとなり，改良され

た大型の熱風炉での管長 120mlζおおよそ該当する値が得られる。十分な熱風温度を得るため

に，乙ういった数値を参考ーにして著しく管数の多い熱風炉が「独自設計」怠れ，さらにはより

管数の多い熱風炉lζ改良されていったと考えると とができるだろう。はたして，との熱風炉が

もくろみ通りに熱風温度の上昇を可能にして良好な高炉操業を促したのか，というのがと ζで

明らかにされるべき問題となる。

3. 熱風炉の効率

熱風炉の効果は，高炉lζ送る空気を加熱して炉底温度を高めるととによって燃料比を低下室

せるだけでなく，生成される銑鉄の品質を向上させる乙とにもある。「浬氏冶金学』でも，「熱

風ヲ使用セシ以来鉄ノ産額ヲ加フノレ三分ノー乃至二分ノーニ過ギテ熱材ヲ約スル五分ノー乃至

三分ノーノ多キニ至レリト云フ」と燃料の節約を述べるだけにとどまらず， 「… （熱風は）錨

熔製法ニ在テハ 特ニ有害物タル硫黄ヲ駆逐シ且y灰色生錨ヲ生成スルノ功ァ「」として，

銑鉄の品質，特lζ当時の課題であった鼠銑の生産に熱風炉の設置が有効である乙とをすでに記

している。

さらに，熱風はその温度だけでなく ，還元ガス coの原料として適切な量の供給が必要であ

るζ とはいうまでもない。熱風炉の有効性については熱風温度と送風量の両重から検討を加え

る必要がある。

( 1 ) 熱風温度

まず，当時の横臥鉄管熱風炉の設計が熱利用の面から適当であったのかという問題を検討す

るために，図－ 1の熱風炉において供給される空気量と得られる熱風温度との関係を推算し

(Appendix 1），結果を図－ 3に示した。実際の熱風炉において必要と されたであろう送風域

(0. 4～0. 6kg/s, Appendiはめにおいて，送風量が増加しでも熱風温度は20°C程度の範囲で しか

低下していない。中村の考察の（5）管内流速が速すぎて管内熱伝達が非効率である，という指摘

は乙の ζ とより不適当であるととがわかる。むしろ，伝熱管長を非常’K長くして広い伝熱面積

を確保した乙とによって，管内での熱伝達に対しては十分な効果が得られていたといえる。特

(l自前掲『浬氏冶金学』， 383頁。
日表－2より必要送風量を 0.4kg/sとして， ζれIC:，密度1.25kg/m3を用いて体積流丞Qは19m3/
分。管径をDとすると，管長Lは， L=123xQ/30. 9／ケD〕 より， 135mとなる。

(I邸前掲 『浬氏冶金学』， 381頁。
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熱風温度の推算値図－3

4・5号炉

400 

300 

〔

00〕
州
国
出
現
同
間
接

0 7 0. 6 0 5 0.4 0 3 0 2 0 1 
2005 

送風量〔kgI s〕

注： Appendix l 参照

iζ，管長をさらに長くする改良を施した大型熱風炉では，流量による温度変化はほとんど無視

さらにそれをより多くした改良できる程度に小さい。田中製鉄所の著しく 管数の多い熱風炉，

管内の空気を加熱するという点では十分な成果を上げていた乙とになる。

乙の図でさらに注目しなければならないのは，300℃ないし350℃前後という決して

は，

しかし，

推算において炉内温度をそれとほとんど差の熱風温度として十分ではない実際の熱風混度が，

ない320°Cおよび350℃といった低い温度に設定する ζ とによって得られている ζ とである。 炉

同時に炉内温度の内温度と熱風温度の小さい温度差は管内熱伝達の有効性を表わ しているが，

中村報告書の考察の（3）横長の熱風炉構造がもたらす熱利用のζれは，低さをも物語っている。

炎は炉の上端を流れを検証している 乙とになる。 燃焼によって発生する高温ガス，不完全さ，

局所的lζ鉄管を強熱する乙とはあっても，有効な加熱とはならなかっ たのである。てしまい，

そのために，鉄管熱風炉としても低い 300℃程度の熱風温度しか得られなかった乙とになる。

管内での熱伝達lζ対する十分な設計ーにもかかわらず，管の外側では燃焼の当時の熱風炉は，

さらに，管数が著しく熱利用が非効率lζ しか行われない非常にアンバランスなものであっ た。

それによって生じるであろう他の影響によっても検討されなければな多い熱風炉の有効性は，

熱風の送風量lと及ぼす影響に関 して三考察される 乙とになる。らない。それは，

その送風量を確保するために

送風量

各高炉能力に対する木炭投入量から必要送風量を求めた上で，
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釜石田中製鉄所木炭高炉の鉄管熱風炉（;tbj込）

表－ 2 釜石田中製鉄所の各高炉（1892年）における熱風送風の所要動力および、供給動力の推算値

高 炉 3 4 5 6 

生産能力［トン／日］ 3 4 4 5 4 

心要送風量［kg/s] 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 

所要動力［馬力］ 10 15 20 28 15 

ci属風による動力ロス） (4) ( 6) (8) (11) (6) 

（管内流動抵抗による動力ロス） ( 3) ( 6) (10) (16) (6) 

供給動力［馬力］（水車系） 8～16 7～14 8～11 

（蒸気機関系） 8 23 10 27 

注ー所主~送風量， 所要動力の推t＇）：については Appendix 2参照。供給動力は，水車系の場合はJ込商務省『釜
石鉱山調査報告」 (1893年） 44頁の水量，水頭，および中村報告書の水車の回転数の変化を水量の変動と想定
して求めた。ただし，水車の効率は上掛けで0.6，下掛けで0.3と仮定したロ蒸気機関系は， 『釜石鉱山調査報
告』の汽縫公称、馬力数をそのまま供給動力とした。当時の汽鰹公称馬力は蒸気機関での出力馬力に対応するよ
うに与えられていた（馬場秋次郎編『機械工学必携』．三省堂，1940年，746頁）。

送風機lζ加えられるべき動力 （所要動力） を推算し（Appendix2〕， 各動力源の動力（供給動力）

との比較を表－ 2iζ示した。

ラフな推算ではあるが，各熱風炉で、の水車系の供給動力は最大でもようやく所要動力を満た

す程度であり，水量の少ないときには大きく動力が不足していたととがわかる。さらには，河

川の水量が落ちる乾季や河Jllの凍る冬季には十分な熱風が供給できないどとろか，まったく熱

風を送れないときもあったという。とう いったときには蒸気機関を併用している系では蒸気機

関が用いられたが， 普通は（経済的理由のためであっただろうが）水車に頼って操業されていた。

全体として供給動力は決して十分なものではなく，原動機から送風機への動力伝達過程での
関

口スを考慮すれば，動力不足は常態であったともいえるだろう。蒸気機関を併用 していない大

橋 3号炉の場合には渇水時の操業が極めて困難であったととはいうまでもない。動力不足の原

因の一端は，中村の考察の（1）にも上げられているとおり水車の組悪な作りにもあるが，そもそ

も水量にも問題があるのだから，安定操業のためにはすでに蒸気機関利用の拡大が必要となっ

ていたといえる。蒸気機関系の供給動力はおおむね所要動力を満たしている。

しかし，乙乙で注目しなければならないのは，必要以上に大きな所要動力を要求する原因に

なっている動力ロスの中身である。送風機での漏風による動力ロスが顕著である ζ とは，中村

の推定による漏風率40%という値を用いて計算した結果であるから当然であるが，供給動力が

不足気味であったと恩われる当時の熱風炉操業lζおいて重大な欠陥となっていた ζ とは明らか

である。

帥中村報告書，80頁。

倒木炭投入量から計算された動力不足であるから，理論上では動力が不足した時には出銑量を減らして
操業を保てる乙とになる。しかしその場合には炉容に比べて送風盆が不足する ζとになる。
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さらに興味深いのが熱風炉の管内流動抵抗による動力ロスである。管数の少ない 1・3・6

号炉系lとおいても漏風に匹敵する値であり，大型熱風炉の 4・5号炉系では漏風によるロスを

上っている。との動力ロ スは管数の異常に多い熱風炉構造が原因であり，伝熱のための管数の

増加が熱風送風系全体にとっては必ず しも好結果をもたらさないととを示している。しかも，

先Kみたように管内の伝熱という目的に対してはすでに 十分な 効果を持っていたので あるか

ら， ζの管数の著 しく 多い熱風炉の「独自設計」 は明らかな過剰設計であり，それがかえって

送風動力のロスのひとつの要因として送風量不足をもたらし，当時の高炉操業にとって大きな

負担となっていたととがわかる。

特l乙，高炉操業の改善のために導入されたはずの大型熱風炉で，著 しい動力ロスをもたらし

ていた点に注目したい。実際には伝熱面積の増加による熱風温度の上昇という目的にはほとん

ど効果を上げる乙とができなかっ たにもかかわらず，その熱風温度だけに焦点を合わせて改良

を試み，まったく 考慮が払われなかっ た鉄管内の動力ロスでその欠点を拡大する結果になって

いたからである。管数が増加する乙とによる熱風炉での動力ロスについては野巴も中村もまっ

たく言及をしていない。ζれは当時の高炉操業lζ関する技術知識の限界を明確K示している。

経済的理由Kよって導入された横臥鉄管熱風炉での燃焼の非効率や木製送風機での漏風に

は， 萌芽期の日本製鉄業にとって避けられない部分もあっただろう。乙の種の経済的困難に 日
四

本は独自の工夫で対処してきたとされる乙とが多い。しかし，田中製鉄所で鉄管数の異常に多

い熱風炉を作って操業上の障害を拡大していたのは，経済的困難ではなくむしろ技術知識の不

足の方であった。乙の事実にあえて注目したいのは，そ乙』ζ後進国日本が当然経験しなければ

ならなかった技術的対応の失敗が現れているからである。 熱風送風系の不備がもたらす乙とに

なる炉床温度の低下と大阪砲兵工廠での比較試験以降も続いた釜石銑の低品質との関係につい

て，次lζ考察しておく必要がある。

4. 釜石木炭銑の品質

問題の熱風炉が稼働していた頃の大阪砲兵工廠での砲弾製造を可能に した再精銑工程とは，

実は，釜石銑lζ過酸化マンガ、ンを加え，マンガン成分を高めると とによる釜石銑の黒鉛化に外
ω 

ならない乙とが中岡らKよって指摘されている。 釜石銑それ自体は， 「炭素分 2~ぢ前後の極め

て白銑化しやすい ものが49ぢの珪素の存在で辛うじて黒鉛化したもの」であって， 「……工廠

信1）大型熱風炉では，炉内温度を高く設定して現実の熱風温度が得られているように燃焼効率の面でも
一定程度の改良があった乙とが認められる。しかし 野呂が『釜石鉄山調査報告』において大型熱風炉
の方が小型熱風炉よりも耐久性がある理由として， 「－小器lζ於ては瓦斯の燃焼十分ならずして尚燃
焼せさる一酸化炭素か熱したる鉄管外部の鉄を炭化せしむるか為－」というように，小型熱風炉にお
いては炉内の燃焼が著しく不完全であった乙とにある。したがって，乙れは改良の本来の目的であった
管数を増加させ伝熱面積を増やすζととは直接関係がない。

凶 その初期の例としてガ、ラ紡を，その後の例として木製織機を上げるととができる。
闘中岡ら前掲論文，30～34頁。
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ω 
で再溶解され砲弾に鋳込まれたときは白銑になった」と中間らはみている。

ζの高遥素銑の製造は， 原料として珪素合有率が非常に高い鉱石を用いたためであろう。当

時， 田中製鉄所の通常の原料鉱石が， 新山鉱（60%） ， 佐比内鉱（15%） ， 前山鉱（15~ぢ） ， 硫黄ノ洞

鉱（10%）で構成されていたのに対し，最良の鼠銑（特別 l号銑）を作る場合には佐比内鉱（85%)
ω 

と前山鉱（15$ぢ） が用いられた。佐比内鉱は銅，硫黄， リンといった不純物が少ししか含まれ

ていないのと同時K，珪素分lとは非常に富んでいる。

銑鉄の珪素濃度は， （次にみる炉床温度や）スラグの塩基度（＝Cao/Si02）によって決まり，
間

塩基度の低下（すなわちスラグ中の珪酸濃度の上昇）とともに急激にその値が高くなる。したがっ

て，他の条件（例えば造浮剤量） が一定なら装入珪素量の増大は銑鉄の珪素濃度を高める。乙う

して，佐比内鉱を多量に用いて作られた特別 l号銑は珪素を多量に合む乙とになったとみられ

る。
問

中村報告書での釜石銑の成分も，通常の 1号銑の成分が炭素3.19必， 珪素2.19労， 7 ンガン

0. 07%であるのに対して特別 l号銑は炭素1.839ぢ，珪素2.53%，マンガン0.00%と，最良の鼠

鉄とされた特別 1号銑において珪素分が高く ，逆lと炭素濃度は低くなっている。 珪素濃度が高

いζ とによって，低炭素濃度にもかかわらずようやく 黒鉛化した鼠銑が優秀な鼠銑とされてい

た状況はとの時も続いていたととになる。また，マンガン濃度は普通の鋳造用銑鉄でo.5～0. 7 
ω 

%とされるのに比べて釜石銑の備は極端に小さい。

通常， 珪素濃度の高い銑鉄は高い炉床温度によって得られる。乙の時には，珪素の存在自体

は炭素濃度を下げる要因になるが， 高い炉床温度が炭素濃度を高く保ち， しかも，化合炭素が
関

減少するために黒鉛化が促されるととになる。同時に，炉床温度が高ければマンガン濃度も高
関

まる。しかし，当時の釜石銑の場合には，特別 1号銑で炭素濃度が低いと とに現れているよう

に，高い炉床温度によってではなく ，鉱石の高珪素分によって銑鉄の珪素濃度が高まっていた

にすぎなし〉。また，7 ンガン濃度が常に低い ζ とも炉床温度が低かった乙とを示している。

銑鉄中のマンガン量は炉の熱レベルの目安になるほど炉床の温度に依存し，炉床温度の低下

によってマンガン合有率は下がる。現在の製銑においては装入されたマンガンの50～70銘が還
en 

元され溶銑中iと入るとされており ，釜石銑の7 ンガン合有率0079ちから得られる還元率149ぢと

。4) 同上論文，27頁。
闘中村報告書， 97頁。
同 日本鉄鋼協会編『鉄鋼製造法（ 1 ）』，丸善， 1972年， 138～140頁。
問中村報告書での分析はE 葛報告書iζも引用されている “Reporton the geological survey around 

the Kamaishi iron mine”（大塚）の値1r等しい。したがって，特別一号銑の成分値には葛報告告から
の値を用いた。

凶 ユー ・エス・スチーノレ社編『鉄鋼製造法（上） 』，丸善，1956年， 222頁。
倒向上書， 219頁。
側前掲『鉄鋼製造法（ 1) j, 413貰。
旧I) 同上書， 413頁。
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表－3 釜石木炭銑（ 1号銑）の成分

C（必） Si(%) Mn(%) 6市 考

1890（明治23年） 1. 85 4.58 0.21 大阪砲兵工廠試験銑

92（明治25年） 3. 19 2. 19 0.07 中村報告書

94（明治27年） 3.32 2.90 0.07 葛報告告

98（明治31年） 3.28 0. 78 0.35 小室報告書

99（明治32年） 7.29 1. 02 1. 22 高橋報告書

注大阪工廠試験銑の値は「大阪工廠ニ於ケノレ製鉄技術変遷史J (1927年，9頁． 久
保左久編 『大阪砲兵工廠資料集』上巻に収載〕より作成。他の値の分析値について
は，年次を各報告書の調査年としたが，多少のずれがあると恩われる。

いう値は余りにも低い。ス ラグー メタル反応によるマンガンの還元はスラ グ粘度の上昇によっ

て著 しく阻害されていたと見るととができ，炉床温度の低さを物語っている。いうまでもな

く，炉床温度を決定する重要な要因は熱風温度と送風量であり，乙乙lζ2節までに考察した送

風機での漏風や熱風炉の過剰設計といった熱風送風系の問題が深くかかわっていたととにな

る。

あるいは，マンガン鉱を原料に加える乙とによってマンガン含有率の高い銑鉄を作る乙とが

可能だったかもしれない。大阪砲兵工廠での再精銑はマンガン濃度を高めるためのものであっ

たし，当時すでに釜石ではマンガン鉱が採掘されている。しかし，その利用はほとんど行われ

ていなかったようである。 「銑鉄ニ黒鉛ノ分離少キ場合ニ於テ加入スノレコ卜アルモ目下其需要
ω 

極メテ僅少…－」という野自の記述からは，銑鉄が黒鉛化されていたためにマンガン鉱が使わ

れなかったとも読み取れるが，むしろ利用法が確立していなかったためだろう。中村報告書で

は， 「当製鉄所でマンガン鉱がほとんど用いられていないのは，その適当な使用方法を製鉄所
ω 

のだれもが理解 していないからである」と記 している。

したがって，炉床温度を高めて高炭素，高7 ンガン濃度を得るととが当時の高炉操業には必

要であった。現K，釜石木炭 1号銑の成分を示した表－ 3において，当初は炭素，マンガン成

分の少なかっ た釜石銑が明治20年代を通して高炭素化， 高7 ンガン化されて品質が向上してい

った乙とを読み取るととは容易である。不完全ではあ ったが改善されていった木炭銑の品質に

は，3節までにみてきた熱風送風系の不備が改善され，炉床温度が上昇していく過程がともな

っていたはずである。熱風送風系のその後の改良過程lζついて最後にみてお乙う。

問中村報告書 （93頁） によると， 鉱石 ：銑鉄＝ 1 o. 6であるから， 装入鉱石のマンガン合有量を 0.3

9ぢ，溶銑中のマンカポン合有fitを0.0796とするとマンガンの還元率は1496となる。
倒浪商務省鉱山局『釜石鉱山調査報告』，1893年， 39頁（前掲 『鉄と共に百年』，381～411頁に復刻収

録）o

(34) 中村報告書69頁。
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5. その後の熱風炉の変遷

1892 （明治25）年，以降の熱風送風系の改良過程は野呂によって， 「…ー送風機は鉄製となり

熱風炉は直立鉄管に改造せしを以て大に破損の程度を減せしのみならす，高熱lζ耐ゆるを以て
関

操業上大なる進歩を見るに至り…・・」と述べられている。送風機が鉄製になって漏風が解消さ

れ，熱風炉が直立鉄管式に改良されて熱風の高温化が可能になったというととになる。

送風機については野田のいうとおり，中村の調査 0892年，明治25年）ですべてが木製箱型輸

だったものが，葛の調査の時点（1894年，明治27年）ではすでに鉄製ブロワーに変わっている。

石川島造船所製で，直径1.8～3. 2尺，長さ2.2～3.4尺の双筒ないしは単筒の水平機関である。

との送風機の改良は，熱風炉構造や動力源である水車にも起因した送風量不足の問題を，より

直接的に解消しようとする試みと して的確なものであっただろう。

同時に，動力源も改善されている。大橋の 3・5号炉は水量が豊富なため1905（明治38）年に

廃炉になるまで水車動力のままであったが，鈴子や栗橋では玉置が調査を行う 1895（明治28）年

までに送風動力源としての水車は姿を消し，すべてが蒸気機関だけで送風機を動かすに至って

いる。明治20年代後半には送風機およびその動力源はかなり改良され，送風量不足の一方の原

因であった送風機や水車の粗悪な作りといった問題は解消しつつあった。

熱風炉についても改良が進められた。しかし，野自の記述にあるよ うな変化を示したわけで

はない。帝国大学卒業生の各実習報告書を順次検討していくとき，その過程が種々の熱風炉を

次々と試みながら進む，漸進的なものであったととがわかる。その変化の過程をまとめたもの

が図－4である。
ω 

改良の第一段階は，乙れまでに考察してきた空気流路が一本で著しく横長の熱風炉（図一 1)

から，流路が数本で構成されていて垂直方向につながれた各横臥鉄管内を順次空気が進んでい

く縦型の横臥鉄管熱風炉（図ー5）への改良であった。 鈴子6号炉に設置された ζ の型の熱風炉

の場合，長さ 12尺，奥行き11尺，高さ15尺で 5系列の横臥鉄管が縦lζ 7段接続されている。そ

の結果，一系列当りの流路は約17mと大幅lζ短くなって，先の横型横臥鉄管熱風炉での伝熱面

積lと対する過剰設計の問題は解消される乙とになる。

まず，流路が複数になり，しかも短くなった乙とによ って，同一流量を流す場合の鉄管内の
聞

流動抵抗は計算上，以前の 1/10以下になり，送風量不足は大きく改善されたはずである。さ

らに，縦長となった熱風炉構造は燃焼の熱利用の面からも効率を高める乙とになっただろう。

乙れらの改善は 2節で検討した初期の横臥鉄管熱風炉の欠陥を解消する方向に進められてお

（紛野呂前掲論文， 13頁。
倒表では縦型横臥鉄管，直立鉄管，ウエストファーレンの各熱風炉が1894年IL同時に登場しているが，

実際IC.は縦型横臥鉄管，直立鉄管，ウエストファーレンの順で改良，導入されている（葛報告書42～43
頁）。

(37) Appendix 2の（A6）式より算出した。
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1894（明治27)

1896（明治29)

1897 （明治30)
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図－ 4 鉄管熱風炉の改良過程
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注 ．表－ 1の各報告書より作成。年次は報告書の調査年を示した。

図－ 5 縦型機臥鉄管熱風炉の概念図（鈴子6号炉／1894年）
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釜石田中製鉄所木炭高炉の鉄管熱風炉（高松）

り，そ ζでの考察を支持している。同時に，中村の考察（4）への改良として火床が設けられ，高

炉カゃスが不足したときの熱供給にも改善が加えられた。

しかし， ζれらの燃焼面からの改良は伝熱面積が小さくなったととや空気流速が低下する乙

とによる管内の熱伝達の低下とちょうど相殺する結果になり，結局，熱風温度は以前の横型横
側

臥鉄管式と同じくらいの 300℃ しか得られなかった。乙の段階では，伝熱面積を増やそうと試

みられた初期の過剰設計は解消され，流量不足の原因は取り除かれたが，熱風温度を高める乙

とには成功していなかったのである。

次の改良が直立鉄管熱風炉の導入であり，乙れが野邑の指摘 した変化であった。田中製鉄所
自国

技師長の香村小録の設計で導入されたとされ，その恩師である野呂の指摘で導入されたとする

見方は妥当であろう。ただし， 表にもみられるように乙の直立鉄管式熱風炉は，鈴子6号炉の

みに導入され，しかも 2年位しか稼働していない。その構造は明確ではなく，効率も確認する

乙とは出来ないが，それが導入された期間や基数から見てなんらかの欠陥があったとみられ

る。直立鉄管熱風炉の導入によって操業が大いに改良されたという先の野自の記述は妥当性に

欠くと言うべきだろう。

実際に改良型鉄管熱風炉として広く ， しかも長く用いられたのは， ウエストファーレン炉

（あるいは， Langen炉） といわれた 楕円鉄管を用いた横臥鉄管熱風炉であった。栗橋 7号炉lζ

最初に導入された後， （早くにホイットウェル熱風炉を設置した鈴子6号炉を除いては）すべての高
H四

炉l乙乙のウエストファーレン炉が設置されている。

鈴子 4号炉の場合（図－6），長さ12ft,I福18ft，高さ20ftの建屋lζ2つの炉が設置され，それ

ぞれ 5系列の鉄管が 9段積まれている。 流路の配置は縦型の横臥鉄管熱風炉と同様だが，鉄管

が楕円形の 2室構造になっている。中の仕切りは管内の伝熱面積を増やすためのものであり，

不十分であった縦型横臥鉄管熱風炉での伝熱面積の問題を改良する試みであった。とのウエス

トファーレン炉は，先のワッセラノレフインゲン装置の改良として最初ドイツでは仕切り無しの
削）

楕円管が用いられ，のちに 2つの仕切りを付けた 3室の管が普及したとされる。田中製鉄所で

は1つの仕切りを付けて， ドイツでの改良過程を追いかけたととになる。

同時lと， 管の断面積も約0.01 rrfとなり，以前の円管の断面積が 0025 rrfであったのに比べて

はるかに小さく，空気の単位体積当りの伝熱面積が著 しく大きくなるように設計されている。

同川合報告書， 67頁。
ω 葛報告書，43頁。
制 『明治工業史』 鉄鋼編では， 「明治三十年十噸高炉一基lζ・ー・ウイットウエノレ式暖炉を建設 したる

IC.，成績良好なりしに鑑み，鈴子工場の鉄管暖炉を廃止せり」（106頁）とあるが，その転換は必ずしも
急速ではなかった。また，鈴子4号炉について「 －付属熱風炉は明治三十年まで鉄管暖炉なりしが，
同年ニュー ・ウイ ットウエル式三基を建設し鉄管式のものを廃止せり」（119頁）とあるのは6号炉に
ついての間違いであろう。いずれにしても，その後も楕円管のウエストファーレン炉は隆盛を極めてい
る。

制 ルードウィヒ・ベック「鉄の歴史」第4巻第3分冊，たたら書房，1970年， 51～2頁。
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図－ 6 ウエス トファーレン炉 （鈴子4号炉／1899年）
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出典 ．高橋報告書（74～76頁）

ω 
との仕切り付きの楕円管の導入によって，熱風温度も上がり300～400℃を得る乙とができた。

複数の流路を持つ縦型の横臥鉄管熱風炉の導入によ って流動抵抗の問題（流量不足の要因）を

まず解消し，さらに，そζlζ楕円管を使う ζ とで熱風温度を高めて，熱風炉はそれまでの横型

横臥鉄管熱風炉が持っていた高洗動抵抗，低熱風温度という欠陥を改善 していった。それが送

風機の改良や蒸気機関の積極的利用とともに，当時の銑鉄の品質を改善していっ たととは間違

いない。しかし，その聞の直立鉄管熱風炉の不成功も合め，その改良過程は炉を設置 してその

結果を見ながら進む，漸進的な技術獲得の過程であったと言えるだろう。ウエストファーレン

炉がほとんどの高炉系に導入されて熱風炉が一定のレベルに達すると見られるよう になるの

問弁上報告書71頁など。川合報告容（67頁）には600～700,Cを得たという記録もあるがζれは余りにも
過大であろう。
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は，旧工部省コークス高炉が再建され，日清戦争による好況を経た後の1897（明治30）年頃であ

る。しかも，それは効率が上がったとはいっても，鉄管熱風炉としての限界を越えるものでは

なかった。

ウエストファーレン炉は熱伝達の面での改良によって熱風温度を高めたが， 蓄熱式で 450°C
附

が得られていたのに比べて明らかに見劣りしていた。耐久性でも改善をもたらしたとされる

が，それでも鉄管の耐用期間は約 1か月であり，炉の下部の鉄管が破損した。日清戦争を経た

明治30年代の田中製鉄所の好況J切に蓄熱式のホイットウェル熱風炉が次々と導入され，鉄管熱

風炉は姿を消すととになる。

6. おわりに

大阪砲兵工廠でグレゴリーニ銑との比較試験が行なわれた頃の田中製鉄所の鉄管熱風炉は，

高熱風温度を得ようとして行なわれた過剰設計が送風量不足をもたらす要因となり，その後も

その過剰設計による欠陥をかえって拡大してしまうという初歩的な技術レベルにあった。明治

20年代の後半になってようやく改良され始めて，木炭高炉銑の品質を改善していったが，それ

がすでに再開されていた旧工部省コークス高炉の操業のかたわらで行われたととに注目した

い。というのも，コークス高炉の再開がそれまでの木炭高炉技術の完成の上に行われたのでは

決してなく，むしろコークス高炉の操業と同時に木炭高炉の技術も改良されていった乙とを示

しているからである。

コークス高炉再開のために派遣された野自景義や田中製鉄所の技師長となった香村小録など

の技術者の貢献があった乙とは間違いない。本稿で検討してきた中村報告書の熱風送風系lζ対

する考察はおおむね妥当であり，その技術レベルから見て当時の技術者による技術知識の導入

が田中製鉄所初期の技術的欠陥を解消する上で果たした役割は計り知れない。

しかし，それが必ずしも常に効果を上げていたわけではない乙とや，その後も段階的にしか

技術獲得が行なわれなかった乙とを本稿は明らかにした。熱風炉が蓄熱式に変るまでの間，横

型横臥鉄管→その管長の増大→縦型横臥鉄管（→垂直鉄管）→楕円管とめまぐるしく変化しなけ

ればならなかった理由を鋳鉄管の製造の面から最後に考察しておとう。

熱風炉の費用や修理の能率を考えるとき，鉄管の自製は操業上不可欠の条件であっただろ

う。大阪砲兵工廠からの大量注文にもかかわらず，田中製鉄所は明治20年代をとおして収益を

上げられていない（表－4）。その原因として，費用の中で高い比率を占めている設備費用があ

るζ とは容易に理解される。設備費用のうち，例えば，1898（明治31）年の大橋 3・5号炉で熱

風炉の再建費が高炉の再建費を上回っているように，熱風炉の負担は決して小さなものではな

同桂の調査（140頁）では，熱風温度は蓄熱式のホイットウェJレ炉が450。Cであったのに対し，楕円管の
ウエストファーレン炉では200～350°C（平均270°C）しか得られていない。

制 乙の聞に大橋3・5号炉は廃炉になった。
細井上報告書，144頁。
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表－4 明治20年代の釜石田中製鉄所の売上・貸用 （単位 ．円）

総売上 総費用 生 産 費 設 備 費 開発費等

明治17-19 16, 184 182,270 110, 550 40,870 30,850 

20 35,939 70,665 54,965 15, 700 

21 50,307 77,413 57,063 20,350 

22 74,064 126, 158 79, 758 35, 700 10, 700 

23 93,272 147,418 98, 708 40, 120 8,590 

24 148, 706 201,649 141, 799 44,000 15,850 

25 186,949 206,481 139,324 57,919 9,238 

26 224, 179 647, 795 510,062 137, 733 

27 509,416 636,229 472, 186 161,966 2,077 

28 678, 740 

注 ．玉置報告書45頁より作成

く，鉄管の製造を必要としていたはずである。また，野呂が熱風炉の欠点として指指していた

数ヵ 月程度という鉄管の低耐久性も，その修理のための鉄管の自製を要求していた。 実際IL'

ウエストファ ーレン炉の楕円管について，1903（明治36）年の鋳鉄管工場の設置以前に田中製鉄
白日

所で鋳造されていたという報告がある。 さらに， 「明治十八年釜石鉱山再興以来，工場所要の

鋳鉄品は自家工場lζて鋳造せしいe回一」というように，早 くから熱風炉用の鋳鉄管は自製されて

いたと考えるべきである。

「浬氏冶金学』では，ウ エストフ ァーレン炉自体の解説はないが，伝熱面積を増やすために
（鍋

楕円管を用いる乙とや鉄管中に仕切りを設置する乙とがすでに紹介されており，その有効性は

早くからすでに認識されていたはずである。しかし，利点がわかっていてもそれを鋳造できな

ければ，経済的lζ も操業能率の面からも設置は不可能であ った。そのために，円管を用いて過

剰な管数で熱風温度を高めようとした最初の試みから，その欠点を円管を用いたま まで改善す

る試みを経て，楕円管の横臥鉄管熱風炉lζ至るとい う手続きを踏まなければならなかったのだ

ろう。

経済的制約のもとで高炉操業技術を発展させるためには，鉄管を自製でき るだけの銑鉄の品

質や鋳造技術の進歩が必要であった。しかし同時に，その鋳造技術は銑鉄の品質を通 して高炉

操業技術からの制約を受ける，といっ た循環の中で田中製鉄所の熱風炉は段階的にしか変化で

きなかった乙 とになる。幕末の大島高炉の経験の上に立ち，技術的飛躍が比較的少なかったは

ずの田中製鉄所の木炭高炉の操業ですら，工部省が立てていたコークス高炉の再建や日清戦争

による好況を経なければ一定の技術レベルに達する乙とができなかったという事実は，後進国

制桂報告書，136頁。
開 前掲『明治工業史』鉄鋼編，130頁。
側前掲『浬氏冶金学』，385～386頁。
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日本が薄氷の上で製鉄技術の近代化を進めていたととを物語っている。

〔付記〕 本論文を作成するにあたり資料提供や助言をいただいた中岡哲郎，吉田光邦， 葉賀七三男，岡田

蹟吉，種目明の諸氏，および東京大学工学部冶金学科図書室K感謝の意を表する。

[Appendix 1熱風温度の推算］

鉄管の外表面の伝熱抵抗が管内伝熱抵抗lζ比べ無視できると仮定すると，微小面積 dAで空気が受け取る

熱量 dqは，

dq=wcdt=h(T-t)dA (Al) 

ただし ω・管内空気の質量流量［kg/sec]

c：空気の比熱[J/kg・K]

h ：管内境膜伝熱係数［W/m＇・K]

乙れを，管湿度 （＝炉内温度）が場所lζよらず一定と して，熱風炉の入口（混度ti）と出口（温度 t，） につ

いて解くと，

T－ 十．

lnTコ~＝hA／印C (A2) 

境膜伝熱係数hlζは，管内のレイノノレズ数 Re(=pDu／μ）が平均流速 u>2[m/s]（印＞o.04 [kg/s］）にお

いて Re>lD＇を 満たすので，次式を用いる乙とができる。

hD ／ρDu¥0. 8/cμ¥O. 4 
て＝0.023いμI l'f) (A3) 

乙乙で， D ：管径［皿］， p：密度［kg/m3], μ ・ 粘度［Pa • s],

人： 熱伝導率［W/m・KJo
図 Al 熱風送風系の概念図

T とむ を設定する ζとにより（A2) (A3）式から熱風 P• 

温度 t， が求まる。推算においては伝熱面ft~として炉内の熱 lo 

焼部にさらされている直管部の面積を用い，空気の入口温度

は20℃とした。物性値は空気の熱風炉出入口温度の算術平均

として200℃での値を用いた。 （以上，化学工学協会編『化

学工学便覧』，丸善，1988年， 334頁， 378頁参照）

[Appendix 2送風機の所要動力の推算］

①必要送風量

必要送風量 wo[kg/s]

＝高炉能力 x［均一銑鉄／s]

×燃料比 a[kgー木炭／kg 銑鉄］

×木炭中の炭素の割合 b[kg一炭素／kg－木炭］

~炭素分子泣 ［kg/mo!]

送風機

×炭素 1モノレlζ必要な酸素のモノレ数（0.5) [mo！一酸素／mo！ー炭素］

×酸素分子丞 ［kg/mo!]

？空気中の酸素の重量分率 ［kg一酸素／kg一空気］

P• 

熱風炉

とζで， a lζは中村報告書に示された当時の田中製作所での値（＝ 2）を用い， b は0.9として求めた。

①所要動力

ベノレヌイの式は，速度項を無視し理想気体を仮定するとき，送風機出入口について，
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W dp Rt1 p, 
=-p=M lnp;; (A4) 

となる。乙 乙で，出入口温度は一定とする（t,=ti)。

熱風炉出入口Irついては，

手十日 仏5)

が成り立つ。（A5）式の第一項IC理想気体および dt/dp=(t,-ti)/(p,-pi)を仮定し， 第二項には直管内舌L

流の頭損失として，

F = 2fu' (L/D) (A6) 

f=O. 0791Re-0・25(Blasiusの式）

を用いる。 ただし， 管長Llζはベンド部の相当長さ75Dを考慮した。必要空気量 的に対して （A6）式から

Fが得られる。さらに，t1=293K, t2=573K, p,=1. lxl05を用いて（A5）式から 引 を求め，得られた

引を用いて （A4）式からWが計算できる。 乙のW I乙40~ぢの漏風による動力ロスを考慮して加算したものが

送風機lζ加えられるべき所要力となる。 （以上，前掲「化学工学便覧』 261頁， 264頁参照）

Iron pipe Hot Blast Stove of Kamaishi Charcoal Blast Furnace 

by 

Toru T AKAMA TSU 

(Osaka City University) 

The Kamaishi Tanaka Co. sta1 ted production in 1886. From as early as 1890, the 

company gain巴da reputation for producing pig-iron of comparable quality to that of 

the Gregorini Co. in Italy. Howev巴r,a recent study by Nakaoka and Miyake showed 

that th巴 Kamaishipig-iron may have actually been of inferior quality. 

New mat巴rialhas b巴巴nfound recently that clarifies the mining and metallurgical 

technology of th巴 Meiji 巴ra. Th巴se ar巴 r巴ports submit！；巴d by stud巴nts of Tokyo 

University who investigat巴dmajor mines and many of th巴m d巴alwith the Kamaishi 

iron min巴. These reports record the apparatus in gr巴at巴rdetail than anything already 

availabl巴， andthey can b巴 used to confirm the op巴ration conditions of the Kamaishi 

Tanaka Co. In this paper, the condition of the Kamaishi Tanaka Co. hot blast supply 

was examined, bas巴d mainly on the r巴portsand the 巴ngin巴ering calculations. The 

conclusions obtained are summarized as follows. 

Firstly, technical knowledge at that time was insufficient and, as a result, the 

hot stov巴swere designed with巴xtremelylong iron pip巴s, and togehter with the low 

effectiv巴nessof th巴 woodenblower and the water wheel, this might have caused a 

blast deficiency. These technical conditions were far from enough to produce pig-iron 

of good quality. 

Secondly, ther巴 wer巴 defectsin the stoves, including low blast temp巴rature,which 

could be improved only st巴p by step, even afte1 g巴tting technical advic巴 froman 
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authority in iron-manufacturing t巴chnology (though improvements w巴reundoubtedly 

made). The lack of t巴chniquein casting effectively-shaped iron pipe, and the insuffi-

ciency of funds to construct more eff巴ctiveregenerativ巴 stov巴s, no doubt, contributed 

to the step-by-step progress in designing iron-pipe stoves, which was similar to the 

progress that had taken plac巴 inEurope. 

Iron-pip巴 stoves had to be continually improved until nearly the turn of the 

century. Attempts in this period ref!巴ct the difficulty of technical aquisition, which 

Japan confront巴d.
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