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巻

頭

社会技術革新と消費生活
私は、エネルギー経済や経営管理等を教えている私大の教員であるが、小売店舗数の消長とコ
ンビニエンスストアの伸長には一方ならず関心を持ってきた。
日本は、1950～60 年代高度経済成長を達成した。高度経済成長は重厚長大な業種が中心で、産
業構造はエネルギー多消費型であった。そうした産業構造の変革を迫ったのが、1973 年第一次石
油危機であった。省エネルギー政策、代替エネルギー開発が促進され、産業のソフト化が図られ、
産業構造の軽薄短小化が図られた。1990 年代のバブル崩壊を経て、社会は今日少子高齢化の貌を
呈している。
身の回りに目を転じてみよう。新宿でも池袋でも、駅前の一等地に立ち並ぶのはまず家電やカ
メラなどの量販店である。百貨店も巻き返しを図りつつあるが、街の景観を見る限り、大きな流
れは勝ち組である量販店やコンビニに向かっている。負け組として括られる百貨店、家電メーカ
ーあるいは商店街は、大きな流れに乗りきれなかった。
統計データの助けを借りれば、次のような社会の動態が明らかになる。経済産業省の商業統計
によれば、1982 年には全国で 172 万店あった小売店が、公表されている最新データである 2007
年には 114 万店に減少した。この 25 年間で、58 万店の小売店が閉店したのである。商店街の衰退・
シャッター通り化を、統計データは明確に物語っている。
この四半世紀、一般小売店数が大きく減少する中で、コンビニエンスストア数は増加の一途を
辿った。１号店が開店したのは 1974 年であった。それが、昨年 10 月日本全体で 5 万店を超えた。
大方の有識者は、従来、商圏の規模、人口動態から 5 万店がコンビニの数の上限としていたが、
昨年突破し、本年はさらに 2,200～2,300 店が純増するとみられている。
こう見てくると、小売店の 1／3 が閉鎖され、それにコンビニが取って代わったコンビニが我々
の日常の消費生活を支えるという社会の構図が浮かび上がってくる。
それでは、何がコンビニの伸長を支えたのか。技術革新と社会変革の視点からは、どのように
説明されるだろうか。
多くが指摘するように、コンビニの成功の一因は POS システムの導入にある。POS（Point of
Sale：販売時点情報管理システム）は、商品ごとに付いているバーコードをレジのスキャナーで
読み取る。POS ターミナルは、レジスター（精算）機能とデータ集積機能を有し、売上計算を行
うと同時に、売上情報の処理を行う。POS は、コンビニの帳簿管理、在庫管理を支え、売れ筋の
把握に貢献した。
コンビニのＩＴ化は、POS だけに止まらない。コンビニは次に、店舗と仕入先とのオンライン
受発注システムである EOS（補充発注システム）を立ち上げ、さらに企業がオンラインで情報を
やり取りするための通信基盤である EDI（電子データ交換）を連動させた。
POS と EOS の活用により、店舗は、店舗としての帳簿管理、経理処理等のルーチン業務から
解放され、的確な発注、在庫管理、販売管理が可能となった。こうみてくると、コンビニ経営の
成功は、技術革新と社会変革の絶妙な相互関係に大きく依拠しているといえそうである。
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言

それでは日本社会は、今日、どのような方向に向かっているのか。あるいは、コンビニは社会
をさらにどのような方向に変えつつあるのか。一つにはサプライサイド主導からデマンドサイド
主導の経済運営という方向がある。その一つの表れとして、日本では近年、ダウンサイジング化、
極論すればコンビニ化が進行しているように思われる。
果たして、こうした社会変化は人々に幸福をもたらしているのだろうか。社会技術革新学会は、
こうした問いに明確に答える必要はないのか、この場を借りて、私は会員諸兄に問いかけてみた
いのである。

正会員
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粉体技術の発展と期待
－戦後の金属鉱山選鉱技術から新エネルギー燃料開発へ－
Development and Prospect of Powder Technology
－From a metal mine concentration technology after World War II
to new energy fuel development－
忠一1

溝口

Chuichi MIZOGUCHI
要

旨：第 2 次世界大戦後、復興を図る産業政策の中で金属鉱山が多く開発された。その選鉱、精錬工

場は、粉体技術の組合せで構成されており、新しい粉体理論の展開、新部材の採用などにより粉体の新
技術が出現している。その後、高度経済成長の中で、鉄鋼、セメント設備などの建設が進み、新しい生
産技術が開発されているが、選鉱工場、精錬工場における粉体技術が大きな役割を果たしている。オイ
ルショック後、産業界は重厚長大から軽薄短小の製品へと変わるが、粉体技術は、微粒子技術を中心に
して、電子、医薬、化学、エネルギーなどの広い産業分野で利用が広がっている。戦後からこれまで、
そしてこれからも粉体技術は、多くの産業分野で、その発展のためのキー技術の一つである。
Abstract：After the World War II many metallic mines were developed in the industrial policy aiming at recovery.
Their concentration plants are composed of a combination of powder technologies, and new powder
technologies have emerged due to the development of some powders theories and the introduction of new
materials. Subsequently, in the process of rapid economic growth, many steel plants and cement plants have
been constructed, resulting in developing new production technologies.

In this regard, the powder technologies

in the concentration plants have played an important role. After the oil crisis, the focus of Japanese industries
shifted away from “heavy and large” products toward “light and compact” products. However, the powder
technologies centered on microparticle technologies are used extensively in many fields of industry such as
electronics, medication, chemistry, energy and the like. From the times after World War II powder technologies is
a key technology for every industrial development until now and from now on.
キーワード：粉体技術、選鉱技術、高度成長経済、オイルショック、新機能性素材
Keywords：Powder Technology, Concentration Technology, Rapid Economic Growth, Oil Crisis, New Functional
Materials
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1. はじめに

ける NSP（新予熱装置、New Suspension Preheater）
技術、石油化学における流動層技術など、革新的

粉体は、こまかい固体（粒子）、或いはその集合

な技術が開発されている。その開発において選鉱、

状態である。大きさ、形状、表面特性などに分布

精錬設備における粉体技術が大きな役割を果たし

があって確率・統計的特性があること、また表面

ている。

積が大きいために、粒子の中身より気体や液体に

またセメントとともに骨材需要が拡大している。

接している表面特性が全体の挙動に対して支配的
であることなどの特徴を持っている。

骨材設備は、選鉱工場の破砕、粉砕、分級技術が

１）

そのまま利用されている。

粉体には、粒子間に気体が入った固・気の状態、

1970 年代に起こったニクソンショック、オイル

粒子に液体が付着した固・気・液の状態、あるい

ショックは、産業界に大きな転換を迫った。主力

は液中に粒子が分散した固・液の状態（スラリー）

製品は、重厚長大から軽薄短小へと変わっていっ

があって、各々の状態で、その物性は複雑に変化

た。また政策的に推進された省エネルギー、リサ

し、物質の第 4 の状態ともいわれている。

イクル技術の開発が進んでいる。
1990 年代以降、ニューセラミック、電子関連素

粉体技術は、固体、気体、液体などから付加価

材、医薬品製剤産業などでの新しい需要が高まり、

値のある粉体を作る技術、また粉体を処理してそ

粉体技術は、より微細な粉体を対象にして、高度

の付加価値を高める技術である。主な単位操作に

経済成長時代よりむしろ脚光を浴びて発展する。

は、粉砕、分級、乾燥、混合、造粒、ろ過、脱水、

さらに 2000 年代以降、新機能性物質開発が産業

焼結、晶析、貯蔵・輸送などがあるが、溶解、凝

界における大きな課題となっており、粉体技術が

縮、分散など多くの物理・化学的な操作が関連し

キー技術になっているものが多くある。

ている。実際の装置は、これらの操作を組み合わ

本稿では、筆者が中心になり、あるいは周辺に

せて、一つのプロセスになっているものが多い。

おいて関係した実績、経験にそって、第 2 次大戦

粒子の大きさは、一般に 5mm 程度から数μm

後からの社会変革にともなう粉体技術の発展つい

程度の範囲であるが、最近の素材関連技術におい

て概説し、今後の期待について述べる。

ては nm（ナノメータ）単位の粒子が対象になる。
20 mm 程度の鉱石なども集合状態になると粉体と

2. 戦後の復興期・高度経済成長期における

同様な挙動を示すことから、粉体技術として扱っ

粉体技術－1960 年代

ている。
鉱山、製鉄、化学、窯業、肥料、医薬、農薬、

第 2 次世界大戦中、日本の産業は壊滅的に破壊

電子、食品など広い産業分野で原料、中間製品な

された。戦後の復興にあたり政策として傾斜生産

どの処理に粉体技術が利用されている。

方式が導入され、石炭、鉄鋼産業に資材を重点的
に配給し、その製品を化学肥料、電力、セメント
などの基幹産業に供給して経済復興が図られた。

第 2 次大戦後の復興にあたり、金属鉱山の開発、
増産が進められ、選鉱、精錬工場の建設が行われ

重要な金属資源である鉄、銅、亜鉛、鉛、金、

た。その工程は多くの粉体の単位操作によって構

銀などの金属鉱山開発にも多くの資材が投入され、

成されており、海外からの技術導入があって粉体

設備の増強が行われた。
さらに日本経済は復興期から高度成長へと繋が

技術に大きな進歩があった。
その後の日本高度経済成長のなかで、鉄鋼、セ

っていくが、鉄鋼、セメント、骨材、化学など基

メント、石油化学の生産量は飛躍的に伸びていく

幹産業の生産は大幅に増大していく。この中で、

が、鉄鋼における焼結鉱技術、セメント設備にお

粉体技術が発展していった。
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選別法は液中で行われることから、精鉱は、シ
選別法は液中で行われることから、精鉱は、シック
ックナーで沈殿、濃縮され、ろ過器で脱水されて
ナーで沈殿、濃縮され、ろ過器で脱水されて精錬工場
精錬工場に送られる。
に送られる。
図３に一次破砕機（ジョ-クラッシャ）、 ４） 図４
図３に一次破砕機（ジョ-クラッシャ）、４） 図４に二
に二次、三次破砕機（コーンクラッシャ）断面図、
４）
図５
次、三次破砕機（コーンクラッシャ）断面図、
４）
図５にロッドミル、ボールミル粉砕機を示す。４)
４)
にロッドミル、ボールミル粉砕機を示す。

きさによって異なる。銅、亜鉛などは浮遊選別法
が、比重の大きいタングステンなどは比重選別法
が採用される。

主な操作は、溶解、電気分解精製であるが、そ
の前段工程には、乾燥、流動焙焼、ブリケッティ
ング、焼結などの粉体装置が設置されている。ま
た溶解、電解スラグから Cd, Sb, Ag などの副産貴
金属の回収も行われるが、その工程は選鉱工程と
ほぼ同じである。

図３：一次破砕機（ジョ-クラッシャ）

精錬工程においても粉体装置が大きな部分をし

（ﾌﾚｰﾑなど主要部品は溶接構造、軸受けは重荷重型
ｺﾛ軸受けになっている）

めている。
(3) 選鉱、精錬技術の発展
戦後における選鉱、精錬設備には、新しい技術、
装置の導入があり、戦前に比し生産性が大幅に向
上した。
装置は欧米からの輸入もあったが、殆どが国産
であり、多くの進歩があった。また粉体理論につ
いては、欧米からの導入があり、設備の評価、ス
ケールアップなどの実践に役立っている。
機械の要素技術、粉体理論のなかで目立った事

図４：二次、三次破砕機断面図（コーンクラッシャ）

例をあげる。
1) 機械要素技術
① 鋳造、リベッティング(鋲接技術)構造から溶接
構造への転換
第 2 次大戦中、日本の船舶の多くは撃沈され、
海運業は壊滅状態になっていた。造船業界では従
来のリベッティングより生産性が高く、水中抵抗
も少ない溶接法を採用し、船舶の建設を急いだ。
しかし溶接部の欠陥による事故の発生が続いた。

図５：ボールミル(手前)、ロッドミル（背後）

学会、業界は短期間に莫大な溶接部の強度テス
トを行い、溶接構造及びその欠陥と強度について
の設計指針をまとめた。5)

(2) 精錬工場

6)

これらのデータは、

他の産業機械の設計、製造現場にも応用された。

精錬工場の工程は、金属の種類によって異なっ

同時期に鉄鋼技術の進歩によって、厚板鋼板が

ている。図２は、銅精錬の一例を示す。

6

安価に製造されるようになった。溶接技術の進歩

2) 粉体理論

とあわせて、従来、鋳造製であった部品が鋼板を

「粉体は魔物である」あるいは「その技術はア

溶接によって組み合わせた構造に替わった。

ートである」と言われ、粉体技術は経験的な手法

鋳造構造は、内部に微小な巣（空洞）ができや

が先行し、論理があきらかになっていない分野と

すいことから、余裕のある設計強度にすることが

されていた。この時期に、欧米から、粉体設備の

必要になり、厚肉の構造になった。また鋳造時の

中で最も多く利用されている粉砕に関連する理論

溶解量の制限から大形部品の製作は難しかった。

が伝わり、学界、業界で広く論議された。

鋼板を組み合わせた溶接構造になり、機械の軽

装置メーカは、それまで独自にスケールアップ

量化、大型化が可能になった。

についての手法を持ってはいたが、業界共通の議

② 大型コロ軸受けの採用

論の対象にはならず、ユーザの実績、経験からの

従来、大型機の軸受けは、プレーン(平)軸受け

思考にあわせた装置を提供することが主であり、

構造であった。負荷容量の制限から、軸径を太く

メーカ側からの新技術の提供は少なかった。

し、且つ、潤滑油循環装置を付けることから構造

新しい粉砕理論にあわせてメーカ、ユーザとの

が複雑で大きくなり、大型機の設計を難しくして

論議が可能になり、先に述べた機械要素技術の発

いた。

展とあわせて、メーカからの新技術、新装置の売

特殊鋼の鋳造、鍛造、熱処理技術の進歩、工作

り込みもできるようになってきた。

機械の自動化などが進み、負荷容量の大きいコロ

① Bond の法則

軸受けが生産されるようになった。

粉砕理論としては古くから Rittinger の法則、

プレーン軸受けからコロ軸受け構造にかわり、

Kick の法則があった。Rittinger の法則は、粉砕動

機械部品は小形化され、また軸受けの焼き付き事

力は、破壊中に形成される新しい表面積、すなわ

故などもなくなっている。

ち粒径 D２ に比例するとし、Kick の法則は、粉砕
動力は、形成される粒子の体積、すなわち D3 に

前述した溶接技術の採用とあわせ、設備の拡大

比例するとしている。

を望んでいたユーザの要望に応じて、信頼度の高

米国 Allis-Chalmers 社の技術者であった Bond は、

い大容量の大型機が製作された。

粒子単位重量当たりの粉砕動力は形成されるクラ

③ 高圧油圧技術の採用
鉱石の大きさ、硬さ、水分などは不均一であっ

ックの長さに比例するとし、製品粒子直径の 1/2

て、また異物も混入もあることから装置の負荷が

乗に反比例するとした。多くの物質についてテス

大きく変動する。そのために破砕機の過負荷によ

トミルによる実験値から仕事指数（Work index）を

る停止、また破砕産物粒度が変わることがしばし

求め、原料と製品の大きさから粉砕機の所要動力

ば起こっている。

を算出する式を示した。７)８）

耐高圧のシール材、ホース材の開発が進み、小

この式は、実績結果によく合致することから、

形で 20 MPa 以上の油圧装置が実現し、負荷の緩

粉砕機の機能評価、スケールアップに利用される

衝装置として油圧機構を採用した破砕機が開発さ

ようになった。
仕事指数測定用テストミルの仕様、テスト要領

れている。その結果、破砕機の過負荷と産物粒度

はJISに制定された。９） さらに細かい微粉砕への

の変動を自動的に防ぐことが可能になった。

応用についての研究もされている。10）

溶接構造、コロ軸受けの採用による大型機の製

② 部分分級効率

作と油圧機構の採用による安定した操業ができる

篩い機（スクリーン）、分級機の性能は、破砕、

装置の実現によって、選鉱工場の生産量、生産効

粉砕工程、あるいは選別工程の効率に影響する。

率が伸びた。

例えば、破砕工程においては、篩い機の網上に

7

篩い下に行くべき粒子が含まれると破砕機の負荷
鉄鉱石

が上がり破砕機の処理量が低減してしまう。また

破砕・粉砕

－１００ｍｍ

粉砕機後のサイクロン分級機においては、製品側
（微粒側）に多くの粗粒子が混入すると、次の浮

石灰石

破砕・粉砕

コーク
ス
その他

破砕・粉砕

焼結設備

遊選別機、比重選別機の効率が低下して精鉱品位

高炉
転

を悪くする。

混合
焼結炉

鋳

石炭の選炭工場で選炭効率を示す方法であった
(6~30mm）

トロンプ配分率曲線を応用して、篩い機、分級機

圧

ク

図６：鉄鋼設備における自溶性焼結鉱製造設備概略
フロー

の性能評価を示す部分分級効率曲線が提案され
11）

焼結鉱

、この曲線を利用して篩い機、分級機の構造、

運転条件の改善が行われている。

さらに石灰石粉を混合して一定の大きさに焼結す

一般の粉砕設備では、粉砕機、分級機を組み合

る方法である。

わせた閉回路方式、或いは、粉砕機内に分級機構

石灰石は焼結時の溶剤になり、高炉内では異物

を取り入れた構造になっているものが多い。粉砕、

分離の役割を有している。

分級工程を一つのシステムとしてBondの法則と

焼結鉱は塊状であることから高炉内の還元ガス

部分分級効率曲線による工程解析が行われるよう

の流れを均一にし、高炉操業時の鉄の還元効率、

になり、現在も粉砕、分級工程の設計、運転管理

生産性を大幅に向上させた。

の有効な解析手段になっている。

焼結炉技術は精錬工場技術から展開されたもの
である。また焼結炉前で100mm程度の鉄鉱石を約

2.2

鉄鋼、セメント、骨材産業

10mmまでに砕く工程は、選鉱工場における一次破

金属鉱山の開発に次いで、基幹作業である鉄鋼、

砕機からロッドミルまでのフローとほぼ同じであ

セメント産業でも新鋭工場の建設、生産量の拡大

る。選鉱、精錬工場で発達した設備がそのまま利

が続いた。またセメント需要量増にともない骨材

用されている。

鉄鋼生産では、焼結炉、高炉、転炉、圧延など

生産量も増えていく。このなかで選鉱、精錬技術

の設備から大量の排水が発生する。排水量は高炉1

として発展した粉体技術が応用されている。

基でも約1000m3/ｈ以上になっている。廃水処理設
備には、選鉱工場のコロイド粒子を含む精鉱の沈

(1) 鉄鋼設備

降、ろ過技術技が応用されている。13）

鉄鋼需要は、産業機械、自動車、造船産業など

図７に高炉、焼結炉排水処理設備を示す。

の伸びにより飛躍的に拡大し、高炉から圧延設備
までの一貫製鉄所の建設が続いた。
高炉の内容積は1950年代には 1000 m3 程度で、
高炉内容積（m3）当たり１日の出銑量は約１ｔ/日
/m3であったが、内容積は5,000 m3 以上、出銑量は
2ｔ/日/m３ 以上に拡大されている。このような生産
性の向上に大きく寄与した要素技術に自溶性焼結
鉱技術がある。12）図６に鉄鋼設備と自溶性焼結鉱
製造設備概略フローを示す。
自溶性焼結鉱技術は、世界各所鉱山から輸入る
鉄鉱石の成分が異なっていることから、鉱石を10
mm以下に砕き、配合を調節して成分を一定にし、

図７：製鉄所の高炉、焼結炉排水処理設備
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(2) セメント設備

セメント設備では、原料、およびクリンカーの

鉄鋼とならんで、セメント工場の新設が続いた。

粉砕動力が全設備の電力消費量の約70％を占めて

セメント工場は、その設備の殆どが粉体技術によ

おりコストに大きく影響している。選鉱工場での

って構成されていると言っても過言ではない。

実績、論理が粉砕機、分級機の構造改善に応用さ

石灰石、粘土、鉄原物質を原料としてロータリ

れ、電力消費量を低減している。

キルン内で1400℃以上の高温で焼成してクリンカ
ーを作る。このクリンカーに石膏を加えて微粉砕

(3) 骨材設備

したものがセメントである。図８にセメント工場

高速道路、新幹線、港湾などの建設が進み、鋼

の概略フローを示す。

材、セメントと共に砂利、砂などの骨材需要が急
増した。河川を保護するために河川からの骨材の
採取は禁止され、山、陸地の岩石を原料とする砕
石、砕砂製造設備が各所にできた。その需要量は8
億t/年まで膨らみ、素材としては最も多い量にな
っている。
骨材設備の概略フローを図９に示す。

分級機

石灰石
粘土
珪石
粉砕機

ポルトランド

粉砕機
（乾燥、粉砕）

酸化鉄

岩石

石膏

一次破砕機
(ジョウクラッシャ）

図８：セメント工場フロー（セメント協会資料に加筆）

二次破砕機

（コーンクラッシャ）

1950年代までは、原料を水中で粉砕し、脱水し

スクリーン

た後、直接、キルンに供給して焼成していた。キ
ルンは長く、熱効率、生産性が低い設備であった。

三次破砕機

（コーンクラッシャ）

1960年代に原料を粉砕機内で乾燥、粉砕して100

スクリーン

μm以下の微粉にした後、予熱装置に供給し、キ
ルンで焼成する方式が開発された。
予熱装置はSP（Suspension preheater）と呼ばれ、

ロッドミル

キルン前にサイクロンを数段組み上げた構造にな

細骨材 粗骨材

っている。キルンの排ガスが下部から導入され、
上部から粉砕された微粉原料を供給し、原料中の

図９：骨材設備フロー

石灰石の脱炭酸反応が行われる。
100μm以下の微粉原料は比表面積が大きいこ
とから、予熱装置ではキルン排ガスとの熱交換性

選鉱工場におけるロッドミルまでの工程とほぼ

がよく、反応が効率よく進む。さらにキルンとSP

同じである。破砕機の産物を篩い機で分別して規

の間にバーナを設置し、ガス温度を上げ、焼成度

格サイズに合わせた粗骨材をつくる。砕砂は破砕

をあげる。新しい予熱装置NSP(New suspension

産物を、さらにロッドミルで砕き、分級機で微粒

preheater )が日本で開発され、焼成能力はSP方式

子を除いてつくられる。
機械構造は選鉱工場の機械とほぼ同じであり、

に比し約2倍になった。 現在、NSP方式は世界の

選鉱技術が利用された。

セメント設備の主流になっている。
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2.3

化学産業

さらに1973年、第4次中東戦争の勃発により、３

化学産業は、戦中、戦後においては石炭を原料

ﾄﾞﾙ/バーレルであった原油価格は一気に10ﾄﾞﾙ/バ

とする石炭化学、或いは石灰石、石炭を主原料と

ーレルに急騰した。いわゆるオイルショックであ

する電気化学として発展してきたが、1960年代に

る。産業資材、生活用品の全てが高騰し生産現場、

安価な石油が多量に供給されるようになり、石油

社会生活で大きな混乱が生じた。

化学へと大きな変革があった。その製品は、合成

産業界では、
「作れば売れる」の時代は終わり、

ゴム、プラスチック、薬品など新しい工業、生活

選択の時代に入ったとして、戦後の復興、国土開

用品として格段に優れた品質と経済性を有してお

発などに大きな役割を演じ、安価なエネルギー、

り普及し、化学産業は大きく発展している。

資源に頼って成長してきた鉄鋼、造船、素材産業

石油化学プロセスの原料、中間製品の処理工程

などの重厚長大産業から自動車、電子製品などの

には、粉体装置が組み込まれており、その需要は

軽薄短小産業へと見直しが行われた。

大幅に伸びている。

重工メーカの大手企業も主力を電子製品へと大

精錬工程の流動層技術の応用研究が進み、その

きく変換した。

技術は、合成樹脂製造工程における反応、乾燥装
置として大きな役割を果たしている。

円高から海外鉱山からの精鉱輸入価格が、国内

14）

で採掘、選鉱した精鉱コストを下回るようになり、

また精錬工程でのブリケッティング技術をベー

鉱山会社は、精鉱を輸入して、精錬することを行

スにしたバインダーレス高圧ブリケッティングマ

うようになる。金属鉱山の閉山が相次ぎ、1985年

シンの研究、開発が進み、粉体原料を高い圧縮力

までには、殆どの鉱山が閉山していく。金の含有

で成形したブリケットは化学プロセスの反応効率

量の多い鉱山が僅かに残るのみになった。

を高めることから、多くの工程に採用されている。

選鉱、精錬の粉体技術が応用されて発展した鉄

15)、16）、17)

鋼設備においては高炉の新設はなくなり、またセ
メント工場の建設もなくなった。

3. 産業界の変遷と粉体技術―1970年代

選鉱、精錬技術をベースにした粉体技術は、さ
らに新しい市場に対応するための技術開発を求め

戦後、各国通貨とドルとの交換比率を固定する

られた。

ことで通貨の裏付けとしたブレトン・ウッズ体制
下で日本、ドイツなどの敗戦国も急成長を遂げて

4. 省エネルギー、リサイクル技術・設備への

きた。

応用、輸出の増加－1980年代

1971年、ベトナム戦争の影響による米国内の不
況脱却のために、ニクソン大統領はドル紙幣と金

オイルショック後、政策として1974年サンシャ

との兌換停止を宣言した。このいわゆるニクソン

イン計画（新エネルギー技術開発計画）
、ムーライ

ショックによってドルと円間も変動相場制度へ移

ト計画（省エネルギー技術開発計画）が実行され、

行した。

さらに地球環境技術開発計画もあわせて1993年に

それまで360円/ドルであった交換レートは大き

はニューサンシャイン計画が実行されている。石

く変動し、円価値が上昇して、日本経済に大きな

油代替エネルギー、省エネルギー、リサイクル技

影響を与えた。

術の開発が急ピッチで進められた。

1972年、知識人の集団であるローマクラブが発

選鉱技術をベースにした省エネルギー粉砕装置

行した報告書「成長の限界」では、現在のままで

として自生粉砕ミルが開発されている。精錬工場

人口増加や環境破壊が続けば、資源が近い将来に

設備、骨材設備として多く設置された。またその

枯渇するとの警告を発し、日本国内でも注目され

特徴ある粉砕機構から、効果的なリサイクル技術

た。
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として応用されている。

原料同士の破砕、粉砕作用によって微粒子にな

この時期には、新興国での経済成長、企業の海

るので、機械内部の摩耗が少なく、ミル内を通過

外進出に伴い、粉体装置の輸出が拡大している。

する空気量の調整によって製品粒度が一定に維持
される。特に硬度の高い、あるいは水分の多い原

4.1 自生粉砕ミル

料の処理にその効果が大きい。
省エネルギー、リサイクル技術に効果が大きか

自生粉砕ミルは、ミル内で原料同士の衝突、圧

った事例を次にのべる。

縮、転動作用によって破砕、粉砕が進行する機構
である。300mm程度の原料から数mm程度の粗い粉

(1) ニッケル精錬設備

砕物を作る周辺排出型、100μm以下の微粉を作る
気流排出型がある。すなわち選鉱工場の破砕、粉

ニッケル鉱石は、最大塊は約300mm、粘土質の

砕、乾燥工程が一つの機械の中で行われ、工程が

微粒子を50％程度含み、含有水分30％以上もある。

単純化し、運転、管理コストが低減する。省エネ

精錬工程は、ニッケル鉱石を粉砕後、キルン内で

ルギー或いはリサイクル技術として注目された18)。

溶融還元を行い、フェロニッケルを製造する。

図10に気流排出型自生粉砕ミルの構造概念図を

従来のキルン前の工程は、鉱石の破砕を数段で

示す。図11に外観図を示す。

行い、さらに湿式粉砕後、ろ過、脱水する複雑な
工程であった。且つ、粘土質の原料であることか
ら、工程の各所で付着による設備の停止がしばし
ばおこり、運転効率の低い設備であった。
キルン前工程を自生粉砕ミル設備に置き換え、
原料から乾燥、粉砕が一気に行われ、原料の粒度、
水分の変動にも自動的に対応し、安定した運転が
可能になった。安定操業とコスト低減に寄与して
いる。19)
(2) 乾式製砂設備
コンクリートダムのRCD（Roller Compacted
Dam-concrete）工法は、日本で開発され、施工速

図10：気流排出型自生粉砕ミル構造概念図

度が速く、建設コストが低減する画期的な工法と
されている。
従来の生コンクリートは、打設時の流動性を維
持するために、水添加量を理論値より多くしてい
る。そのためにセメント添加量も多くなっている。
RCD工法では、従来法より水、セメント量を10％
程度低い理論値に近い値にし、硬く混練した生コ
ンクリートをダンプトラック、コンベヤで運搬し
て、ブルドーザで一面に敷きつめ、振動ローラで
転圧して締め固める方法である。
セメント添加量が少ないので、固化時の発熱量
図 11：自生粉砕ミル外観図

が減少することから養生、冷却による期間が短く
なり工期が短縮される。
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従来の製砂方式は、湿式ロッドミル法であるの

回収鋼は、品位が高く、そのまま転炉、電気炉

で砂の水分が多く、RCD工法用の砂には適さない。

に再投入される。図13に回収鋼を示す。複雑な形
状であるが殆ど砕かれないで回収される。20)

乾式自生粉砕ミルによって大塊の原石から水分
の少ない砂の製造が可能になっている。前述した

4.2

骨材設備における複雑なフローに比し、コンパク
トで省エネルギー製砂プロセスとして注目された。

粉体装置の輸出

国内ではオイルショックを契機に鉱山、鉄鋼、
セメント、砕石などの新設備需要はなくなってき

図12にRCD工法における乾式自生粉砕製砂設備

たが、韓国、中国、東南アジア諸国の経済成長よ

を示す。

る産業機械設備の引き合いが増えた。
また為替の円高から企業の海外進出が進んだが、
設備は国内メーカから調達した。
このような需要から、選鉱、鉄鋼、セメント、
化学関連の粉体装置の輸出が増大している。
図14に輸出されたCWM製造用ボールミルの現場
設置写真を示す。

図12：RCD工法における自生粉砕製砂設備

(3) スラグからの鋼回収設備
廃棄物からの有価物の回収技術は、省資源、環
境対策の重要な技術として政策的に奨励された。
製鋼工場の転炉、電気炉から排出されるスラグ
14：CWM 用輸出ボールミル（中国向け）
5.図 微粒子粉体技術－1990年代以降

中には、鋼が混入しており、この回収には、鉄槌、
破砕機などを使って、スラグを砕いて取り出して

5. 微粒子粉体技術－1990年代以降

いる。人手を使い、回収率も悪い。
自生粉砕ミルでは、原料同士の粉砕作用による
ことから、柔らかいスラグのみが砕かれてミル内

産業製品が軽薄短小へと変わるなかで粉体装置

を通過する気流によって排出され、混入している

は、ニューセラミック、電子関連素材、薬品、機

硬い鋼は砕かれないで残る。ミル内にのこった鋼

能化化学品などへの需要が増えていく。
微粒子化によって粉体の機能がより高まること

はミルから取り出されて回収される。

から、1960年～1970年代に発展した鉱山、鉄鋼、
セメントなどの設備で粉体装置が処理した粒子サ
イズより細かい数10μm以下の粉体を対象とした
粉体技術がめざましく発展していく。
装置は小形ではあるが、製品は均一で異物の混
入がなく、安定した品質であるものが求められる
ようになった。
粉体装置メーカは微粒子技術について独自の

図13：転炉スラグからの回収鋼
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開発を活発に行っている。欧米メーカからの技術

入が製品の機能を大きく低下させることから、

導入も行われた。また粉体関連学会主催による国

GMPレベル並、あるいはそれ以上の装置仕様が要

際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑなどが多く開催され、国際交流の機会

求される。

が多くなっている。

このような需要に応じて装置材質の高質化

表１に各産業分野における粉体技術の需要例を

（SUS仕様）、加工の高度化が進んでいる。

示す。また、次に開発技術の例をのべる。
5.2 微粒子製造技術
素材の高機能化のために、ミクロンオーダから

表１：粉体技術の適用例（1990～2000年代）
産 業
窯 業

微粉化（ニューセラミックなど）

医 薬

微粉化（主薬）、顆粒化、複合化

農 薬

顆粒化

化学・樹脂

微粉化、顆粒化（触媒など）、複合化

食 品

複合化、顆粒化

紙、パルプ

微粒化（充填剤）

化粧品

微粉化、複合化

エネルギ
ー
イク

5.1

さらにサブミクロンオーダまでの微粒子を粉砕、

粉体技術の適用例

分級操作によって製造する技術が進んだ。
媒体攪拌ミルについては前述したが、1960年代
に精錬工場、化成品工場で使用されていた衝撃粉
砕機（ハンマーミル）の打撃子周速は、40～60m/s
であったが、80～100m/s になっている。
異物の混入を防ぐ粉砕方式として、容器内の周
囲から圧縮空気を複数のノズルで中心方向に噴射
し、その間に粉体を供給して粒子間の衝突により

微粉化（二次電池）、複合化（固体燃料）

自生粉砕を行わせるカウンタ型ジェットミルが開
発されている。化学品、プリンタ用トナーなどの

粉砕 分級

製造に利用されている。分級機が内蔵されており、

安定した均一な粉体製造技術

粗粒子は再び粉砕される。

医薬品製剤工程は、粉砕、混合、造粒などの粉

図15にカウンタ型ジェットミルの構造図を示す。

体装置で構成されている。その製造においてはGMP

21)

（good manufacturing practice・医薬品及び医薬部

子は、内部で繰り返し粉砕される。

粉砕機の上部に分級機が内蔵されており、粗粒

外品の製造管理及び品質管理の基準）が認可基準

また粉砕物のサイズが揃っていることが求めら

の要件になり、粉体装置は、この基準に適合する

れ、トナー製造例では、印刷を明瞭にするために2

構造であることが厳しく求められた。それに対応

～8μm範囲に揃えた粒子が望まれ、粉砕機の粉砕

して、常に均一品質が得られ、異物の混入がなく、

物をさらに分級機で処理している。所望する範囲

管理しやすい装置が開発されている。

外の粗粒子と微粒子を分離して粒子サイズを揃え
る精密な分級機の開発が行われている。

機器の設計、製造には当たっては、高度な表面

高速回転羽根のスリット間を気流にのせて粉体

仕上げ、洗浄の便利さ、密閉構造、耐摩耗性など

を通過させ、粗粒子は羽根の遠心力によってもど

についての工夫がなされている。

され、所定の大きさの粒子はスリットを通過して

例えば、医薬の錠剤製造機は複雑な構造である

製品になる構造である。

が、粉体に接触する部品は、容易に分解、洗浄が

図16に粗粒と微粒を分離する微粉用精密分級機

できる構造に設計され、また製品の錠剤の質量、

構造図を示す。21)

形状は全て自動的に検知されて、不良品は排除さ

大きな粒子を砕いて微粒子を作る方法、いわゆ

れる構造になっている。
食品、化学品についてもGMPと同レベルの構造

るダウンサイズ法は、現状ではサブミクロン程度

が求められている。また二次電池などの電子素材

が限度になっている。さらに細かいナノサイズの

製造装置では、僅かな品質のばらつき、異物の混

気相法、液相法などによって製造する、いわゆる
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5.4

複合化造粒技術

粉体の使用にあたって、飛散したり、かさ高で
あったり、あるいは液体中への分散、溶解を難し
くすることがある。また健康への影響も懸念され
ることもある。
そのために、幾つかの粒子を互いに結合させて
粒状にする方法、あるいは成形する方法が行われ
る。この操作を造粒と呼んでいる。
このような造粒品は、古くから肥料、医薬、農
薬などの市場で流通しているが、微粒子の造粒で
図15：カウンタ型
ジェットミル構造図

図16：微粉用精密
分級機 構造図

は、従来法とは全く異なる方法が開発されている。
大きさが異なる複数の微粉体を混合し、強い圧
縮、衝突、剪断作用を繰り返すと粒子表面にメー

ビルドアップ法で行われている22)。

カノケミカル反応が起り、大きな粒子表面に細か

ダウンサイズ法の中心技術である粉砕、分級操

い粒子が強く結合する。複合化造粒技術である。

作における理論解析は、前述した選鉱技術で発展

2３)

24)

した論理が応用されている。

微粒化によって機能を高めた微粒子が大き

な粒子表面に一様に結合することにより、流動性、
塗布性などが高まり、新しい特長を持った物質に

5.3 微粒子測定法の進歩

なる。

微粒子の製造にあたって、微粉体の性状を知り、

化粧品では、原料を超微粒子にするとその効果

装置の構造、運転条件を評価することは、大変重

は増すが皮膚への塗布性が落ちることから、シリ

要である。この時代、微粒子の測定法として小形

カ球形粒子の表面に超微粒子の二酸化チタン、酸

電子顕微鏡、レーザ光粒度測定機の普及が微粒子

化鉄を結合させ、皮膚への塗布性、なじみ性がよ

粉体技術の発展に大きな役割を演じた。

く、くすみにくい特徴をもった製品ができている。

粒子の形状、品質の均一性の評価には、小形で

図17に多層構造の化粧品素材粒子の電顕写真を示

安価な電子顕微鏡の出現により微粒子の観察、ビ

す。25)

ジュアル化が有効であった。

微粒子複合化造粒技術は、電池素材開発などに

また、粉体は、確率・統計的な物性をもつこと

も応用されている。

から、粒度分布を知ることは重要である。従来、
数10μm 以下の微粒子の粒度測定には、ピペット
法によって液中を粒子が沈降する速度を測定する
沈降法が一般的であった。この方法では、多くの
時間と熟練を必要とした。
レーザ光粒度測定機が実用化され、数分間でサ
ブミクロンまでの粒度分布が測定でき、再現性も

図17：多層構造の化粧品素材粒子

よく、ほとんどフール・ブルーフであることから、
容易に粒度分布を知ることができるようになった。
5.5

粉砕機、分級機の機能、運転条件などを直ちに

石炭・バイオマス複合化新燃料

原子力発電設備の見直しが行われているなかで、

評価することが可能になり、微粒子粉体装置の開

新しい再生可能エネルギー、シェールガスなどと、

発を促進させている。

在来型化石燃料である石油、天然ガス、石炭の利
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用を合わせたエネルギーの多様化が進んでいる。

図18に石炭・バイオマス複合化新燃料製造のフ

石炭は、化石燃料としては、最も埋蔵量が多く、

ローを示す。

安価で、また産地が偏ることなく地球上の各地に
埋蔵することから安定した供給が得られるなどの

石炭 バイオマス（ 農林産廃棄物） 脱硫剤（ Ca(OH)2

特長がある。世界の一次エネルギー消費量の約
27％を占めている。2030年には、エネルギー消費

混合

量はさらに増加するが、石炭は約30％に伸びると
予測されている。

剪断型ブリケッティングマシン

石炭。バイオマス複合化燃料

一方、石炭は、石油、天然ガスに比して燃焼時
における単位熱量あたりのCO2 発生量、またばい

図18：石炭・バイオマス複合化新燃料フロー

煙、SOxの発生量が多く、環境を悪くするデメリ
ットがある。燃焼利用効率の改善が大きなテーマ
になっている。26)

100
80
60
40
20
0

石炭粉に農林産廃棄物である玉蜀黍茎、藁、間
伐材などのバイオマス粉を15～20％と脱硫剤数％
を混合して高圧ブリケッティングマシンで圧縮成

100
80
60
40
20
0
石炭 CBC

形した複合化新燃料が開発されている。この新燃
料は、石炭粉と着火性がよいバイオマス粉が密着

煤じん量

石炭 CBC

石炭 CBC

SO2

灰中未燃物

CBC：石炭・バイオマス複合化新燃料
(CBC:Coal/Biomass Composite Fuels）

状態で複合燃焼することから、燃焼性が改善され、
ボイラ効率を向上させ、CO2 、ばい煙発生量を大

図19：石炭・バイオマス複合燃料燃焼結果

幅に少なくする。
脱硫剤も石炭粒子に密着していることから、燃

図19に石炭燃焼と石炭・バイオマス複合化新燃

焼時に石炭中の硫黄と効果的に反応して、SOｘの

料との燃焼結果の例を示す。

発生を低減する。新しいクリーンコールテクノロ

剪断型ブリケッティグ技術の応用によって製造

ジーとして注目された。27)

効率、燃焼効率が共に向上し、経済性メリットが

製造工程における中心技術はブリケッティング

上がっている。石炭産地において低質炭を大量に

技術であるが、2個のロール速度を変えた新しい剪

燃焼しているストーカボイラ、流動床ボイラ用燃

断型ブリケッティングマシンが開発されている。
26)

100
80
60
40
20
0

料として有効な技術になっている。

ロールが同速であった従来型に比し、ロール間

における粉体原料に高い圧縮力下で強い剪断力が

6．粉体技術への期待

かかることから、粒子間の密着度を高め、複合燃
焼効果を大きくし、燃焼効率を高め、従来型では、

他国の産業技術が進み、コモディティ化した技

成形が難しかった繊維状物質、高硬度物質の成形

術、製品は他国が安価に作っており、日本の製造

が可能になっている。

産業はより機能性の高い素材、製品をつくること

多種類の石炭、バイオマスを原料にして複合燃

を求められている。

料の製造を容易にしている。また成形物（ブリケ

新素材の開発にあたって、粉体技術の発展が必

ット）形状は、従来のブリケットより比表面積が

須になっているものが多い。

大きくなることから着火性、燃焼速度が、さらに

粒子が細かくなると粒子の表面の原子数は粒子

上がる特長を有している。
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全原子個数にたいする割合が急速に大きくなる。

の技術革新に大きな役割を果たしている。これら

そのために気体や液体に接している粒子表面は内

基幹産業の発展は高度経済成長へと結ばれ、粉体

部の固体中の原子とは異なった特異な性状にかわ

技術は、この高度経済成長の一翼を担ったと言え

１）

る。

ナノサイズで構成された物質は電気伝導性、

る。

熱電伝導性、機械強度などが格段に向上する。ナ

オイルショックを機に産業界が重厚長大から軽

ノ粒子技術には計測、製造、加工、取扱などに大

薄短小製品へと変るなかで、素材、薬品、化成品、

きな開発課題があり、粉体技術の革新的な発展が

エネルギーなどの広い産業分野にわたり、粉体技

期待されている。

28）

術は、微粒子を対象にして、その機能性を高める

ミクロンオーダの粒子においても光学特性の変

技術へと目覚ましい進歩を遂げている。

化を利用した光拡散材、導電、反導電特性、磁性

戦後の粉体技術は、選鉱技術にはじまり、社会

特性を利用した電子素材、均一径のスペース材、

変革に伴うニーズの変化に対応して常に新しい技

またマイクロカプセル化による食品、医薬、化粧

術が開発されてきた。

品などへの応用がテーマになっている。28)
また異なる粒子の複合化によって新しい特性を

高機能性粉体として、より均一性、純粋性であ

持った物質が創成される技術も広い産業分野で注

るものが求められている。気体、液体の均一性、

目されている。

純粋性に比し、確率・統計的特性がある粉体物性
は複雑である。また粉体技術は広い産業分野に関

7. おわりに

連している。
新技術の開発にあたって、選鉱技術発展で示さ

1960年代の第二次大戦後の産業復興期において、

れたようにユーザ、メーカが一体となって、ニー

金属鉱山開発が活発に進められた。鉱山の選鉱、

ズの技術背景を共有することがその進展をはやめ

精錬工程は多くの部分が粉体単位操作の組合せに

る一つの方策と考える。

よって構成されている。新しい粉体技術理論の導
入、機械要素の改善によって、粉体技術は大きく
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文

近代日本陶磁器業における情報ネットワークの発展
The Development of Information Network in Japanese Modern Ceramic Industry
今給黎佳菜 1
Kana IMAKIIRE
要

旨：明治期の日本陶磁器業を取り上げ、業界内の情報ネットワークがどのような契機をもって

形成され、どのように発展していったのかについて、歴史学的にその過程を明らかにすることを目
的とする。領事報告等の歴史的資料から明治前期の日本陶磁器業における問題点およびそれへの対
応を見ると、問題解決の過程において同産業の情報ネットワークは形成され発展していったことが
分かる。また、初期には明治政府主導であった情報活動が、次第に民間へと深化し、情報媒体も多
様化していった。そして、このようにして発展した情報ネットワークが 20 世紀以降の陶磁器輸出急
成長の基盤となった。
Abstract：This paper clarifies how the information network was formed and developed in the Japanese
modern ceramic industry by a historical approach. It was developed in the process of solving problems
which were reported in the consular reports. While the Meiji government had the initiative in gathering and
sharing information at first, it gradually prevailed to private actors and the information media were
diversified at the same time. Furthermore, this network became a base of the rapid growth of ceramic
industry in the 20th century Japan.
キーワード：陶磁器業、近代日本、情報ネットワーク、情報媒体、歴史学的アプローチ
Keywords: Ceramic Industry, Modern Japan, Information Network, Information Media, Historical Approach
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1. はじめに

なお、筆者の考える歴史学的分析手法とは、現
存するできるだけ多くの史資料を検討し、そこか

「技術革新」と「社会変革」の相互関係性とは、

ら浮かび上がる最も合理的・説得的な事実の像を

重要かつ興味深い課題であり、その検討は様々な

描き、それを蓄積していくことである。本稿は、

学術分野や事例からのアプローチが可能である。

近代日本の陶磁器業者が触れたと考えられる当時

実際、社会技術革新学会においてはこれまで多様

の情報媒体（領事報告、各種調査報告、協会雑誌、

な見地から学際的かつ自由な議論が重ねられてき

業界新聞など）をできる限り網羅して検討し、そ

1)

た 。

こから浮かび上がる情報ネットワークの様相につ

その中で本稿は、歴史学の見地から、明治期の

いて明らかにしたものである。

日本陶磁器業を取り上げ、業界内の情報ネットワ

2. 明治前期の日本陶磁器業界における問題

ークがどのような契機をもって形成され、どのよ
うに発展していったのかについて、その過程を明
らかにすることを目的とする。過去の事実をでき

明治期以降の日本陶磁器業は、輸出に牽引され

る限り正確かつ複眼的に捉え、その動向の意味や

て発展した産業の一つである。そのきっかけとし

転機を考える歴史学の手法は、
「現場基点」の前提

て、ウィーン（1873 年）
、フィラデルフィア（1876

に立ちながら現代における諸問題の解明を目指す

年）、パリ（1878 年）等の各都市で開催された万

本学会に貢献できると考える。本稿を契機として、

国博覧会において、日本陶磁器（主に美術陶磁器、

歴史学的アプローチが今後の問題解決に応用でき

装飾陶磁器）が高く評価されたこと、また欧米に

る可能性もあろう。

おけるジャポニスム（ここでは単純に「日本趣味

まず、1880 年代の陶磁器業界に存在した問題を

ブーム」の意）を背景として日本工芸品への需要

当時の領事報告等から分析する。領事報告とは、

が高まったことなどが指摘できる。これらを背景

明治期以降、外務省が設置した領事館が現地情報

に、表１に示されるように日本の陶磁器輸出額は

を収集し本国に報告したものであり、『通商彙

急増したが、明治 10 年代後半（1880 年代頃）に

編』・
『通商報告』・
『通商彙纂』等の名前で編纂・

入るとブームはおさまり、輸出不振の時期に直面

刊行された（日本の領事報告の公開性・情報具体

する。

性の高さは世界的に見ても珍しい）。しかし掲載・

表１

全国陶磁器輸出額（明治 9～18 年）

刊行された情報は編集されたものであり、領事報
年代
1876年
（明治9年）
1877年
（明治10年）
1878年
（明治11年）
1879年
（明治12年）
1880年
（明治13年）
1881年
（明治14年）
1882年
（明治15年）
1883年
（明治16年）
1884年
（明治17年）
1885年
（明治18年）

告の全情報が全国の民間商工業者たちに渡ってい
た訳ではない。原史料は外務省外交史料館に現存
している 2)。
次に、その問題への対応という形で、明治政府
主導で業界内の情報交換・伝達・共有の機会が与
えられたことについて、2 つの事例
（明治 18（1885）
年開催の陶器集談会、同年開始の商品見本海外試
送）を挙げて明らかにする。さらに、民間レベル
での情報活動として、
「大日本窯業協会」という団
体の活動およびその機関誌、また『陶器商報』と
いう業界新聞の実態について明らかにすることに
よって、情報ネットワークの発展が政府から民間
へ深化していったことを示す。

輸出額 （円）
73,791
120,852
169,100
307,038
474,579
711,350
578,641
543,768
525,933
695,269

出典：横浜市編『横浜市史資料編 2
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日本貿易統計』

この変化を裏付けるように、当該期の瀬戸地域

「流行品の生産に努めること、相当の価格で販売

の状況が次のように報告されている。

すること、同業者が一致団結して信用商売をなす
ことが必要である」と主張し、締めくくられてい

〔明治〕十年頃マテハ、最モ繁栄ヲ極メシカ、

る。

〔そぎ〕

十年ヨリ十四年ニ至リテハ、少シク盛況ヲ殺キ、

この点に関して、同時期の他の領事報告を見て

昨十五年ニ至テハ販路大ニ壅塞シ、価格ハ頗ル

もほぼ同内容の報告が見られる 5)。

低落シ、海外輸出品ノ如キハ殊ニ不景気ヲ現ハ

また、明治時代初期における美術団体の機関誌

シタリ。3)

『龍池会報告』には、工芸品輸出振興に尽力した

※史料中の句読点および〔 〕内補足は筆者に

塩田真が 5 回にわたり「陶漆器ノ販路ヲ拡張スル

よる。以下同。

方策」という論説を寄稿しており（明治 18（1885）
年 7 月～同 19 年 8 月）
、その中で、陶磁器、漆器

同時に、海外市場からは領事報告などを通して

の輸出衰退原因を 9 点指摘している。すなわち、

日本製陶磁器およびその輸出上の問題について

〔あやま〕

「粗製、放売、模擬、約束ノ期日ヲ 愆 ル、外邦

様々な指摘がなされている。例えば明治 18（1885）

ノ需用品ヲシラズ、需用供給ノ度ヲ慮ラズ、外邦

年のニューヨーク領事報告では次のように報告さ

ノ流行ヲ追ハズ、荷造ノ不注意、商路円滑ナラズ」

れている。

である。

該品〔陶磁器〕ハ我雑貨中ノ重ナルモノニシ

以上のような同時代の歴史的資料を考え合わせ

テ一千八百七十六年費拉府〔フィラデルフィ

ると、この時期の日本陶磁器業における問題点は

ア〕萬国博覧会以後一時ハ珍貴ノ為メ非常ニ

以下 3 点に集約される。
①流行・嗜好をすばやくキャッチして製品に活

売リ捌キ高ヲ増シ、都鄙ヲ問ハズ、苟モ中等

かす制度・組織が整っていないこと

社会以上ニ立ツモノハ我陶磁器ノ花瓶及皿鉢

②粗製濫造・放売・模造などを取り締まる法律

置物等一二品ヲ室内ニ具ヘザルモノナキガ如

や組織がないこと

キノ模様ナリシ。然ルニ近年遽ニ此需用ヲ減

③業界全体の利益を考える同業者団結の意識に

シ価格モ亦随フテ低落シ、他ノ各種雑貨ト同

乏しいこと

ク数年前ノ好景気ニ引換ヘ今ハ則陳々店頭ニ

すなわち、海外貿易の道が拓け、市場における

堆積シ、雑貨店ノ飾リ物ト見做サルヽノ有様

情報が国内に伝達されるようになって初めて、日

アルガ如シ。4)

本の陶磁器業界は近代的な産業制度が欠如してい
ることを認識したのである。

さらに、
「好況に乗じたむやみな大量輸出により
市場価格が下落し、それによって直輸出雑貨商 8

3. 明治政府の対応

件のうち 5 件が近年閉店してしまった」とし、需
要減退の原因として、
「毎年同形同様の製品を輸出

以上のような問題への対応は、明治政府、なか

しているためにアメリカ人にとってはもはやその

でも農商務省の主導で進められた。以下、陶磁器

形状や模様が陳腐となっていること、同じ製品で

輸出の回復を試みようとした 2 つの農商務省担当

も商店や商人によって価格に差があるために買い

事業について述べる。いずれも本来は陶磁器のみ

手の信用を失い敬遠されていること、日本のデザ

を対象とした政策ではないが、当時の日本産業全

インを模倣し、かつ毎年新形新様の流行を取り入

体において「重要輸出品」の一つとみなされてい

れたフランス製・イギリス製などの陶磁器が入っ

た陶磁器は、いずれの事業においても重要な対象

てきて日本品の市場を奪っていること」を指摘し

であった。

ている。最後の部分では、需要回復のためには、
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3.1

明治 18 年陶器集談会

工賃統一問題、幼年子弟教育問題）

明治 18（1885）年、農商務省主催で「繭糸織物

一、製造上の改良問題（窯の構造改良、土石調合

陶漆器共進会」が開催された。出品物は第一区か

法）

ら第四区に分類され、
陶磁器は「第四区第一類 陶
飲食器」に類し、そこには計 5,834 点の出品があ

この中でとくに重要な議論となったのは、一点

った。点数としては他の物品に比べて最多であっ

目にある同業組合の結成についてであり、議事録

た。

にはその必要性を訴える発言が多く見られる。こ

この共進会に際して開かれた会合が「陶器集談

の点に関して、前年の明治 17（1884）年に「同業

会」である。同年 6 月 10 日から 13 日までの 4 日

組合準則」が発布されてはいたが、これは非加入

間、京橋区木挽町において行われた。参加者は政

者に対する制裁措置を欠いていたので実効は上が

府関係者、審査官、全国から集まった製造家・商

っていなかった。よって本会ではこの集談会員の

人など、計 32 名であった。表２は一般参加者の

中から 7 名の調査委員が会頭によって選出され、

氏名および出身地である。

会後、彼らが同業組合結成に関する建議書作成な
どにあたることが決められた。

表２
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

陶器集談会参加者

出身地
東京府
東京府
東京府
神奈川県
福島県
福島県
石川県
石川県
石川県
石川県
石川県
愛知県
岐阜県
三重県
兵庫県
岡山県
山口県
高知県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
熊本県
鹿児島県

これによって、明治 18（1885）年 6 月 20 日付

人名
島田惣兵衛
加藤友太郎
松尾儀助
井村彦次郎
岸庄吾
岩田新吉
綿野吉二
藤岡外次郎
松本佐平
円中孫平
酢屋久平
加藤重吉
西浦清七
河村又助
田中利右衛門
木村平一郎
阪田鈍作
市原定直
手塚亀之助
手塚五平
田中英一
村上義平
沈寿官

出典：『陶器集談会記事』明治 18 年

で「陶業組合条例ノ儀ニ付建言書」が農商務卿に
提出された。議事録の最後にその建言書が添付さ
れているが、その中には「此組合ニ加入セサルモ
ノハ営業スルヲ得ス」（第二條）という明治 17 年
の準則に比べて厳しい条項を含んでいる。また、
「組合一般特有ノ記銘記票ヲ贋造スルノ弊ヲ禁ス
ルコト」（第四條第三項）や、「一地方内ニシテ他
ノ注文品ヲ其注文主若クハ製造主ノ承諾ヲ得ス之
ヲ模造濫売スルノ弊ヲ矯正スルコト」（同第五項）
というような模造への対策も見られる。このよう
な建議書は綿糸業を除き五品共進会が対象とした
他産業の集談会でもまとめられ、農商務卿に提出
されたのであるが 、結局「営業の自由」という基

pp.2-5

本原則を掲げる政府は、このような制裁措置を含
まず、農商務省工務局長富田冬三会頭の開会の

む同業組合法は受け入れなかった。しかし、ここ

言葉（石原書記官代読）の中で、
「明治 14 年を境

で同業組合設立の要請がいったんまとまったこと

に陶磁器輸出額が減少しているが、その原因は粗

自体は注目すべきである。

製濫造や外国の嗜好に対応できていないこと、輸

同会の最後には会頭代理の塩田真が、参加者に

出品が日用品でないことである」と言及された。

向けて、ニューヨーク領事報告「日本雑貨輸入商

この議事録は『陶器集談会記事』として残されて

況並意見第三

いるが 6)、議題は以下の 3 点であった。

る。そして「諸君も已に了解せられしなるへけれ

陶磁器ノ商況」4) を読み上げてい

とも、万里を隔てたるもの〔ニューヨーク領事〕
一、本業拡張の方策（同業者規約の作成、講習所・

も亦協同団結の必要なるに感したると見えたり」

専門学校・見本陳列所の建設）

と付言している。ここから、同業者の団結が当時

一、同業者間の問題（雇者・被雇者間の信義問題、

の陶磁器業界において最大急務の問題であったこ
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と、またニューヨーク領事からの報告は少なくと

未タ海外市場ニ知ラレサルモノ、及近時ノ新製品、

も参加者である当業者には確実に伝達され、問題

又ハ改良ヲ加ヘタルモノヲ採択シ、之ヲ海外駐在

が共有されていたことが窺える。ちなみに、この

ノ我官吏及ヒ商人ニ輸送シ、其現品ニ対スル品評

領事報告は農商務省刊行の『農商工公報』第 4 号

及ヒ販売ノ適否等ヲ調査報告セシメ、之ヲ公示シ

にも掲載され各所で読まれた。

テ当業者ノ注意ヲ喚起シ大ニ販路ヲ拓開セシムル

陶器集談会は、それが政府主導で行われたこと

ノ趣意ヲ以テ」7) 着手された。この中で、陶磁器

に時代的特徴がある。つまり、初期において、全

の試送も多く見られ、とくに有田や東京などから

国的に足並みを揃えて輸出回復に取り組むために

世界各都市へ見本品が送られた。表３はそれを一

は、政府がイニシアティブをとるよりほかなかっ

覧にしたものである。

たのである。また、同会の歴史的意義は、全国の

このような見本品は現地で品評を受けた。例え

陶磁器業関係者が初めて一堂に会し、一家相伝の

ば、ニューヨークに送られた有田産磁器見本 36

伝統が強い陶磁器業において、初めて同業組合設

点では、その中の第三号（錦手大皿）、第七号（藍

立の建議をなしたことにもある。同業者母体がな

色中皿）、第八号（藍色小皿）についてニューヨー

かった当時に全国の専門家が意見交換する場が設

クの主な陶磁器輸入商および当地に長年在留する

けられ、一致団結の気運が高まったことは日本陶

日本人商社、合わせて 7 会社から品評が下されて

磁器業史の上でも重要な位置づけがなされるべき

いる。以下にその一部を引用する。

である。
有田製磁器の見本七号及ひ八号藍色模様の
3.2

中皿小皿は其価極めて廉なり。故に輸入し

商品見本海外試送

次に見る農商務省が担当した事業は、明治 18

て幾分か益あるへし。而して見本の装飾模

（1885）年 4 月から同省商務局において始まった

様は佳なりと雖、大さと形状とに至りては

「商品見本海外試送」である。これは、
「我物産中

格好ならす。又見本第三号錦手の皿は価直

表３
年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治19年
明治20年
明治21年
明治21年
明治21年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治22年
明治23年
明治23年
明治23年
明治23年

仕向地〔原典表記〕
孟買
新育
桑港
倫敦
漢堡
漢堡
麥普尼
麥普尼
シドニー
威尼斯
的里也斯徳
安威
浦塩斯徳
漢口
マニラ
恰克図
香港
広東
天津
浦塩斯徳
新嘉坡
新嘉坡
新嘉坡
晩高坡
晩高坡
麥普尼
那不勒
那不勒
麥西奴
麥西奴
里昂
里昂
里昂
漢堡

仕向地〔読み〕
ムンバイ
ニューヨーク
サンフランシスコ
ロンドン
ハングルク
ハングルク
メルボルン
メルボルン
シドニー
ベニス
トリエステ
？
ウラジオストク
カンコウ
マニラ
キャフタ（ロシア）
ホンコン
カントン
テンシン
ウラジオストク
シンガポール
シンガポール
シンガポール
バンクーバー
バンクーバー
メルボルン
ナポリ
ナポリ
？
？
リヨン
リヨン
リヨン
ハングルク

海外試送陶磁器見本一覧（明治 19～23 年）
品名
磁器皿
磁器皿
磁器皿
磁器鉢皿
磁器（丼、鉢、皿）
陶磁器（皿、土瓶、茶具、花瓶）
磁器皿
陶磁器（皿、土瓶、茶具、花瓶）
磁器皿
陶磁器（皿、土瓶、茶具、花瓶）
陶磁器（皿、土瓶、茶具、花瓶）
陶磁器（皿、土瓶、茶具、花瓶）
磁器皿
陶器
陶器
陶器
陶器
陶器
陶器
陶磁器
陶器
磁器
陶磁器
陶磁器
陶磁器
陶磁器
陶磁器
陶器
陶磁器
陶器
花瓶
土瓶
花瓶
陶珈琲器 二人具

数量
60点
36点
48点
109点
74点
240点
61点
139点
61点
240点
222点
222点
20ダース
330点
919点
100点
622点
622点
311点
32個
622点
40個
42個
42個
779個
60個
41個
45個
27個
285個
1対
1個
1対
5個

価額
3.360円
4.440円
6.840円
21.720円
22.840円
54.160円
10.840円
35.345円
10.840円
54.160円
54.310円
44.260円
13.480円
6.512円
43.185円
24.205円
20.956円
20.956円
10.211円
2.043円
20.956円
2.440円
16.590円
12.653円
13.375円
60.843円
16.100円
31.950円
12.240円
67.856円
5.000円
2.500円
19.000円
1.000円

産地
有田
有田
有田
有田
有田
東京
有田
東京
有田
東京
東京
東京
有田
東京
東京外六県
東京
尾張外三国
尾張外三国
尾張外三国
京都・東京
尾張外三国
有田
京都・東京
京都・東京
九谷外二ヶ所
京都・東京
会津外五ヶ所
会津
京都・東京
会津外二ヶ所
尾張
自製
美濃
京都・東京

出品者
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
商務局
土川清三郎外一名
商務局
加藤助三郎
加藤助三郎
加藤助三郎
商務局
加藤助三郎
商務局
商務局
商務局
雑貨商社
商務局
東京陶器問屋組合
北橋惣兵衛
商務局
北橋惣兵衛外九名
東京陶器問屋組合
東京陶器問屋組合
東京陶器問屋組合
陶器蒐集場

出典：静岡商業会議所編『商品見本海外試売始末 上』明治 27 年
出典：p.11～「商品見本海外輸送年別明細表」の部分より作成
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摘要
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
購入・試送
試送
寄贈
試売
試売
試売
購入・試送
試売
購入・試送
購入・試送
購入・試送
試売
購入・試送
試売
試売
購入・試送
試売

試売

甚た貴く、大さ過大なるのみならす、欧州

日本における陶磁器業発展のための全国的組織は、

の模様を模写せしものなるを以て、愛顧を

これの前身である窯工会が最初である。

得るの望あることなし。一体日本人は欧州

窯工会は、明治 24（1891）年 10 月、
「窯業者の

品の形状を採りて之を利用すへしと雖、決

統一を図る」目的で設立され、大日本窯業協会に

〔そもそも〕

模様には

拡大されるまで約 7 カ月間続いた組織である。現

各国夫々固有のものあり。是を以て縦令甲

在の東京工業大学にあたる東京工業学校の陶器玻

国に於て乙国の模様を写すとも、到底損失

璃工科卒業生および在学生が発起人であった。彼

を免れさるへし。何となれは他国の模様等

らは同校で、日本窯業の近代化において指導的役

して模様を写すへからす。 抑

〔みだり〕

を 叨 に写すときは価値の原素たる固有

割を果たしたドイツ人ゴットフリード・ワグネル

の性質を失ふに由るなり。8)

（Gottfried Wagner, 1831～1892 年）に教えを受け
た人物たちであり、まさに彼らがその後の近代陶

その後、この試送事業によって「海外注文次第

磁器業の発展をリードしていった。窯工会設立当

に起り、又品評の公示に依り当業者より見本の輸

初の会員は計 44 名であり（入会には会員の紹介が

送及試売を出願するもの漸く多きを加へたるを以

必要とされた）、毎月一回協議会が開かれた。窯工

て」、農商務省商務局は、明治 22（1889）年 6 月

会設立時の「会旨」には次のように、同業者団結

から新たに「商品見本及試売商品取扱順序規定」

および意見交換という目的がうたわれている。

を設け、民間からの試売の委託も受け付けるなど
して、規模を拡大させていった（明治 23（1890）

各実業者互に相連絡し互に相扶助して専ら

年 8 月事業一旦廃止。のち日清戦争後の貿易拡張

〔中
本業の改良進歩を 斗 らさるへからす。

政策の中で再開）。

略〕本会は此目的を以て設立したるものに

〔はか〕

当時において、どのような製品が海外で売れる

して、廣く全国実業者の団結を斗り、之れ

のか、どのような製品をつくればよいのかを判断

か機関として本会々誌を発行し、其実業に

し難い国内の陶磁器商人・製造家たちにとって、

関する事項は細大となく之れを記載し、以

このような品評報告は非常に貴重な情報源であっ

て彼我の智識を交換し愈々益々本業の改良

たに違いない。上で引用した品評からも分かるよ

進歩を斗らんとす。9)

うに、領事報告に比べても情報の具体性ははるか
に高い。すなわち、民間企業が独自の市場調査ル

このような窯工会の活動を引き継ぎ、明治 25

ートを持つ前の段階においては、市場の要望と実

（1892）年 6 月、大日本窯業協会は設立された。

際の製品のギャップをなくすために、このような

設立の主意書には、
「広く学術家と実業者とを集め、

政府の働きは極めて大きな役割を果たしたと言え

以て十分学術と実業との親和結合を謀る」とある。

よう。

すなわち、実業者に「学術上の新知識と新思想と
を了得」させ、学術家に「実地経験的の工夫慣習

4. 民間レベルでの情報活動

等を熟知」させることで窯業発展を図るという、
産学連携の理念が窺えよう。窯工会の設立時は 44

4.1

大日本窯業協会

名の会員で出発したが、大日本窯業協会の設立時

民間が主体となって同業者の情報ネットワーク

には 122 名にまで拡大していた。そこには森村組

構築に貢献したものとして重要であるのが、大日

（現在のノリタケカンパニーリミテドの基礎とな

本窯業協会の活動である。同協会は、近代を通し

る陶磁器輸出商社）の創始者森村市左衛門なども

て日本陶磁器業発展の母体であり、雑誌発行など

加わっている。ただし、会員の参加の仕方には差

の情報活動を充実させていた点が注目に値する。

があったと考えられるため、森村市左衛門が同協
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4.2

会とどれほどの結びつきを持っていたかについて

業界新聞『陶器商報』

もう一つ、民間の情報ネットワークとして見逃

は慎重に検討すべきである。

せないものが『陶器商報』12)である。これは、陶

ちなみに、前出の明治 18 年陶器集談会における

ま

る

す

一般参加者 23 名の中で、窯工会時代に同協会に入

磁器卸売問屋満留寿商会によって明治 27（1894）

会した者に島田惣兵衛（東京）・加藤友太郎（東

年からおよそ 15 年間に渡り月刊発行された日本

京）
・沈寿官（鹿児島）が、大日本窯業協会時代に

最初の陶磁器業界新聞である。その多彩な内容と

入会した者に松本佐平（石川）・河村又助（三重）

情報量が当時の実態を色濃く反映し、また同時代

がいた。これら人物の関係性やネットワークにつ

において同業者への情報伝達において重要な役割

いては今後明らかにしていきたい。

を担っていたにもかかわらず、その存在はあまり

なお、協会の性格は、歴代会頭が品川弥二郎、

知られていない。形式としては、1 号につき本編・

榎本武揚、金子堅太郎などの政府関係者であり、

附録あわせて 4～8 頁（美濃判 2～4 枚）が通常で

宮内省から下賜金もあったようであるから 、完全

あるが、毎年 1 月は枚数が増え 10～20 頁以上にも

な民間組織とは言い難いが、その発端は東京工業

及ぶ。購読料は 1 部につき金 1 銭とされた。

学校でワグネルに学んだ窯業界の発展を志す若き

明治 27（1894）年 1 月 1 日、記念すべき創刊号が

有志たちによって起こされたものであったことを

4,000 部発行された。第 1 面にうたわれた「発刊の

ここでは強調したい。

趣旨」は以下の通りである。

大日本窯業協会の活動内容の特徴は、月次会、
総会、展示会、競技会等の開催のほか、盛んな情

天下の事、目無くして見るべからず耳なく

報活動にあった。なかでも『大日本窯業協会雑誌』

して聞くべからず、然れども両耳双目其の

発行の意義は大きい。これは明治 25（1892）年 9

達する所限りあり、能く其の達せざる所を

月に第 1 集第 1 号が発行されて以来、毎月一回刊

知り足らざる所を助く是れ人世缺くべから

行された。その内容は、意匠標本、論説報文、雑

ざるの事特に商業社会にありて然りとす、

録（雑報）、抄録、本会記事、地方通信、商況、広

而して之を済すの具獨り新聞紙あるのみ、

告、附録、会告などの項目に分けられており、領

〔中略〕陶磁器の物たる彼の米穀株式の如

事報告、官報、その他新聞などの抄録もよく見ら

く瞬時の変動を来す物ならずと雖も亦た一

れる。つまりこの紙上で、最新の陶磁器情報が同

定不変の物にあらず、此の不変ならざる活

業者に伝達されたのである。また、各地に通信員

動の物品に対して其の時々の商況高低変化

を配置し商況や最新技術などの情報を収集する

の報道を虧く豈日新の商業社会に於ける絶

「地方通信員制度」というものを設けており、そ

大の缺典ならざらんやと、
〔中略〕伏て望む

の情報も同雑誌に掲載された。例えば横浜通信員

世上の商工業家諸君、試みに本紙を購読し

の深川六助は、横浜の商況はもちろん、同業者団

て其の實業社会に益する価値の幾許なるか

結の必要性などについて多く寄稿している

10)

。

を知り玉へ

このように、全国の最新情報を集約した『大日
本窯業協会雑誌』は、協会会員である製造家・商

『陶器商報』中の頻出記事あるいは特徴的な記

人・学者・技術者など幅広い陶磁器関係者に読ま

事をまとめると、①相場情報、②広告、③陶業に

れることによって、情報共有媒体としての意義を

関する全国諸新聞の記事（全国の新聞から陶磁器

持っていた。その後、この雑誌は内容に変化が見

業に関する記事だけを抄録した欄）
、④五二会東京

られるものの、公益社団法人日本セラミックス協

陶磁器部報告という四種に整理できる。また、
『大

会編 “Journal of the Ceramic Society of Japan”（全

日本窯業協会雑誌』からの記事の転載もしばしば

文英文）として現在まで続いている

11)

。

おこなわれている。
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『陶器商報』を発行していた満留寿商会主人の

発行部数は、毎年 1 月号が突出して増刷されてお

加藤助三郎（1857～1908 年、美濃国市之倉生まれ）

り、明治 36（1903）年から 38（1905）年の 8,000

は、上京後の明治 5 年、まず東京深川で「美濃屋」

部（1 月号のみの部数）がピークであることが分

と号して美濃焼販売業を始めた。その後明治 10

かる 13) 。また、表４に示すように、史料的にデー

年に同郷出身者らと共に「濃栄社」を設立し（当

タ抽出が可能な明治 39（1906）年時点の地域別配

初は「濃栄組」）社長となったが、12 年後に同社

送部数を見ると、近代の陶磁器業発展を牽引した

長を辞し、独立して満留寿商会を設立した。生涯

岐阜・愛知が圧倒的に多い。ただし、それ以外に

を陶磁器業発展のために尽し、死後有志者によっ

も実に全国各地を網羅して配送されており、韓国

て表功碑が建てられるほどの功労者であった（表

や台湾にまで読者をもっていたことが分かる。ま

功碑は岐阜県多治見市平野町 2 丁目に現存、題字

た、定期購読者数は計 2,983 人にのぼる 14)。

「千歳不朽」は前田正名による）
。加藤の詳しい業
績については、参考文献 12 の拙稿を参照されたい。

表４

『陶器商報』地域別発送部数（明治 39 年）
地名
岐阜
愛知
福島
東京
新潟
兵庫
京都
佐賀
滋賀
茨城
石川
長野
千葉
大阪
三重
神奈川
長崎
宮城
北海道
岩手
山口
栃木
岡山
福岡

上記④は、この加藤助三郎と前田正名の関係を
表すものである。前田正名（1850～1921 年）とは、
農商務次官を辞任後、地方産業の振興、地方商工
業者の組織化に尽力した人物である。織物、陶磁
器、漆器、銅器、製紙の五品と、彫刻、敷物の二
品の同業者を組織し五二会を設立し、明治 27 年に
はその第一回全国大会を京都で開催し、地方産業
改良運動を推進した。よって、『陶器商報』第 9
号から第 80 号に、
「五二会東京陶磁器部報告」
（第
一回～第六拾六回）が掲載されたことは、この両
者の深い関係性を表している。五二会報告の内容
としては、五二会東京陶磁器部への入会者人名、
全国大会開催の告知、前田会頭および主要会員の
消息・現況報告、競技会や品評会の審査員・受賞

配送部数
382
302
174
131
127
122
108
97
96
92
92
82
80
79
75
71
69
66
66
58
52
52
52
50

愛媛
山形
島根
青森
静岡
秋田
埼玉
香川
富山
福井
熊本
群馬
広島
大分
韓国
徳島
鹿児島
鳥取
高知
山梨
宮崎
奈良
和歌山
台湾
沖縄

47
46
44
43
42
39
37
34
30
28
27
26
22
19
18
17
16
15
14
13
13
12
11
8
6

出典：加藤助三郎家文書「陶器商報配送部数調」
（簿冊「陶器商報官署に対する控」）より作成

者の紹介などが多い。五二会報告が掲載された号
の『陶器商報』は五二会東京陶磁器部が必ず 150
～200 部程度をまとめて割引価格で購入し、五二

一商会の発行していた新聞がこれほどまでに広

会会員に無料頒布されていた。前述のような情報

範な読者を全国に有していたことは、近代日本陶

が『陶器商報』に掲載されることによって、五二

磁器業において同新聞が重要かつ貴重な情報伝達

会会員以外もこの組織の活動内容を知ることがで

媒体であったことを表している。また、富裕な実

きたことは注目すべきであろう。

業者だけでなく、地方の製造家、商人などの末端
にまで当時の業界最新情報を伝えていた意義は大

このように多彩な情報を盛り込んだ『陶器商報』

きい。

は、全国の陶磁器業関係者が、どのような技術・
手段・伝統をもって、どのように生産・販売・研

5. 各媒体間の情報共有

究活動を行っているのかという豊富な情報を発信
することによって、製造業者、販売業者の垣根を

ここで、情報ネットワークが広く張り巡らされ

越えた同業者間の情報共有を実現させていた。

ていたことを裏付けるため、各媒体間で同じ情報

さらにこの新聞の普及の実態に目を向けると、

25

が共有されていた例をまとめておく。現地での調

商彙纂』など、および少し遅れて農商務省の『農

査・視察に基づいた情報を複数の媒体に載せて発

商工公報』においてであった。このように明治期

信することは、限られた情報を国内で有効活用す

の通商関係の海外情報活動は、外務省と農商務省

るということでもあった。

が連携した情報収集・伝達活動によって遂行され

まず、政府の刊行物間では、外務省編『通商彙

ていた。

編』中のニューヨーク領事報告「輸出雑貨商況ノ

民間の新聞や雑誌においては、どのような媒体

義ニ付報告」
（明治 16 年 5 月 10 日付）が、同月刊

間の情報共有があったのであろうか。まず『大日

行の農商務省編『工務局月報』に転載されている。

本窯業協会雑誌』には、領事報告や明治 29（1896）

また、見本品試送の情報に関しては、有田磁器見

年からの海外実業練習生報告が数多く転載されて

本へのニューヨーク品評が、外務省編『通商報告』

いる。また、同雑誌の毎号の「商況」欄には、
『東

第 22 号（明治 20 年 6 月刊）、
および農商務省編
『農

京日日新聞』や『大坂毎日新聞』などから陶磁器

商工公報』第 29 号（明治 20 年 7 月 15 日刊） に

商況に関する記事が抄録されている。

転載されている。ちなみに、精磁会社製見本のハ

『陶器商報』には先述したように毎号の附録に

ンブルク品評が『農商工公報』第 33 号（明治 20

「陶業に関する全国諸新聞の記事」という欄があ

年 11 月 15 日刊） に転載された際に「精磁会社」

り、地方紙なども含め『大日本窯業協会雑誌』よ

が「某会社」となっているように、一般刊行物で

りも幅広い話題の陶磁器情報をまとめている。特

は、社名は伏せられている。

に重要な記事は、附録ではなく本号の一面や二面

ここで注目したいのは農商務省と外務省の連携

に載ることもあった。

である。農商務省が担当する海外試送事業はそも

具体例を挙げれば、明治 29 年 1 月 8 日付の『関

そも外務省管轄下の海外領事の協力が不可欠のも

西商業日報』
に神戸居留地商館某氏の話として「本

のではあったが、上記のようにその品評報告が刊

邦陶器に対する海外の嗜好と品評」という記事が

行物に掲載されるのは、外務省の『通商報告』
・
『通

掲載されたが、それは同年 2 月発行の『大日本窯
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図１

陶磁器輸出額（1880～1920 年）

出典：大蔵省編『大日本外国貿易年表』各年度版より作成
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年

業協会雑誌』第 42 号に、さらに同年 6 月 1 日付の

だ明治 30 年代、それも特に 32、33 年頃に続々と

『陶器商報』第 35 号の二面に転載されている。ま

設立されていることが分かる。同業組合の活動と

た、
『時事新報』の社説
「輸出陶磁器を改良すべし」

しては、陶土の試験研究や粗製濫造品を防ぐため

という記事は、明治 31 年 6 月 1 日付『陶器商報』

の製品検査のほか、情報活動も盛んであった。例

第 60 号の一面への転載がある。

これらの活動によって、同業者同士が情報・意見
交換をする場が生まれ、製品改良・市場調査を共

6. 20 世紀以降の陶磁器業界

同で実施していく動きを支えていたと考えられる。

以上、近代日本陶磁器業において、19 世紀中に

6.2

20 世紀初頭における課題

はすでに情報ネットワークが発達していたことを

20 世紀初頭の領事報告や業界雑誌・新聞を見て

明らかにしてきたが、それらは産業発展において

みると、それまでの装飾品輸出から日用品輸出へ

実際どのような働きをしたのであろうか。図 1 に

移行することが業界における新たな課題として浮

示されるように日本の陶磁器輸出は 1910 年代に

上している。例えば『大日本窯業協会雑誌』第 129

飛躍的に成長するが、すでに構築されていた情報

号（明治 36（1903）年）で青木利三郎は「対米輸

ネットワークがどのようにそれと結び付いたのか、

出陶磁器の 99％以上が装飾品であり、実用品はご

その具体的な検証は、別稿を要する。ここでは展

くわずかである。また実用品といえども『本邦製

望としていくつかの関連事項を指摘しておきたい。

ノモノハ其ノ性質脆弱ニシテ破碎シ易』い」と訴
えている。また、『陶器商報』第 139 号（明治 38

6.1

同業組合の発展

（1905）年）で平野耕輔は、「
『革命』的な改良、

まず、情報ネットワークを基礎とした同業者組

実用に耐えうる堅牢な素地を開発する必要がある」

織は、法的に裏付けられた同業組合へと発展して

と論じている。

いく。

この課題に対する業界内の議論およびその後の

明治 30（1897）年に「重要輸出品同業組合法」
、

技術革新とのつながりについては、本研究は十分

明治 33（1900）年に「重要物産同業組合法」が成

な検証に至っていない。ただし、20 世紀に入ると

立すると、陶磁器業における同業組合も次々に設

「市場の需要に適応した日用品生産をおこなうた

立された。表５から分かるように、法整備が進ん

めには、試験研究に大規模な資金を投じられる国
立陶磁器試験場の設立が不可欠である」という論

表５
設立年月日
明治31年
明治32年6月2日
明治32年7月
明治32年12月25日
明治33年
明治33年5月8日
明治33年8月15日
明治33年12月4日
明治35年5月2日
明治35年7月19日
明治36年
明治38年
明治40年
明治42年
明治43年1月10日
明治43年3月16日
大正7年9月13日
大正15年6月1日

主な陶磁器同業組合

調が各紙面で強くなっていく。結局、京都市陶磁

組合名
美濃陶磁器同業組合
東京陶磁器同業組合
京都陶磁器商工同業組合
瀬戸陶磁工商同業組合
佐賀県西松浦郡陶磁器同業組合
江沼九谷陶器同業組合
加賀九谷陶磁器同業組合
常滑陶器同業組合
美濃陶磁器同業組合
信楽陶器同業組合
会津陶磁器同業組合
萬古陶磁器同業組合
笠間陶器同業組合
薩摩焼組合
名古屋陶磁器貿易商工同業組合
伊予陶磁器同業組合
長崎県東彼杵郡陶磁器同業組合
石川県九谷陶磁器同業組合連合会

器試験所（明治 29（1896）年設立）を大正 8（1919）
年に国立に移管することで決着したのであるが、
これは業界全体での議論を可能にした情報ネット
ワークがあってこそ実現したと言えるのではない
だろうか。
また、日用品に不可欠なのは素地の堅牢性であ
るが、高火度焼成によってその向上を可能にした
石炭窯の急速な普及の背景にも、ネットワークに
基づいた同業者間の技術交流が前提としてあった
と考えられる。
ちなみに、図１でも確認できるように、1914 年

出典：大日本窯業協会『日本窯業大観』昭和 8 年
pp.352-353 ほか

に日本陶器合名会社（現ノリタケカンパニーリミ

27

テド）が硬質磁器製ディナーセットの開発を成功

を用いることは、大いに有効である。本学会にお

させた頃から日用品を中心とした陶磁器輸出は急

いても、今後この点について議論が進展すること

成長していくことになる。この時期（1914 年以降）

を期待したい。

の急増の背景と併せて、日露戦争前後の時期（1904
～1906 年頃）における増加やその直後の停滞の背
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染色実習をとおして生活を支える科学技術を伝える教育実践
Education Practice of Dyeing Workshop
for Teaching about Scientific Technology Supporting Human Life
都甲

由紀子1

Yukiko TOGO
要

久保山

紗貴

Saki KUBOYAMA

墨田

友理

Yuri SUMIDA

十時

綾華

Ayaka TOTOKI

旨：現在、学校教育の中で「染色」を扱うことは必須ではないし、家庭科の中で衣生活の教育内容

も変化しつつある。人々にとって染色された衣服を着ることは当たり前のこととなっている。衣服は最
も身近な工業製品のひとつであり、衣服の製造工程を改めて紹介することは、その衣服製作技術の価値
を伝え、そのほかの身のまわりの工業製品も技術革新が繰り返されて生みだされてきたという事実を改
めて意識してもらう機会になりうる。本報では衣服の製造工程の一段階である「染色」をとりあげ、そ
の実習の意義を検討するために教育実践を振り返った。その結果、本実習が身近な工業製品の生産に利
用されている技術の原点や技術革新の一端について学習するきっかけとなるという点で有効であり、生
活を支える科学技術について伝える教育実践として提案できるものであることが示唆された。
Abstract：Dyeing is not a compulsory content in the current school education curriculum. Educational contents
of clothing are changing in home economics. Wearing colorful clothes, however, is common practice in
contemporary life and clothing is one of the most familiar industrial products. Introducing the manufacturing
process of clothing will provide an opportunity to know the value of clothing manufacturing technology and realize
anew that other industrial commodities used in daily life have been produced by repeated technological
innovations. This report deals with dyeing as part of the process of clothing manufacturing and examined the
significance of a dyeing workshop conducted in an educational practice. Results suggest that the workshop was
highly effective in providing an opportunity to learn about how a technology that is used to produce familiar
industrial commodities started out and how it has been since innovated, and they suggest that it can be proposed
as an educational practice that informs a scientific technology supporting human life.
キーワード：染色、生活を支える技術、教育実践
Keywords：Dyeing, Scientific Technology Supporting Human Life, Education Practice
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講師

一方で環境問題が顕在化した現代においては、衣

１．はじめに

服を大事にして長期間着用することが資源を大切に
することにつながることを理解し、資源を無駄にし

現在、染色された布から作られたカラフルな衣服

ないような衣服購入や衣服管理をすることが望まれ

を着られることは人々にとって当たり前のこととな

る。このような行動をとる動機づけをするためにも、

っている。戦前、
「裁縫科」
「家事科」
「手工科」とい

衣服の製作工程やそれに関連する技術を紹介し、体

う 3 科目が現在の家庭科教育の前身であった。その

験的に理解できる教材を取り入れつつ子どもたちを

中で褪色した衣類の染め直しである「更正染」とい

教育していく必要性がある。家庭科教育の中で取り

う内容や、装飾性を目的とした手芸染色に近い内容

扱われる衣生活の内容は単なる被服製作ではなく、

も取り扱われていた。それ以降、平成 11 年（1999 年）

衣生活と消費生活や環境問題とのかかわりについて

告示の高等学校家庭科の学習指導要領まで「染色」

考えさせるという内容に変わりつつある 2） 3）。

の内容が記載されているが、現在では家庭科の時間

衣服は最も身近な工業製品である。衣服の製品が

数削減によりその衣服が作られる工程を体験的に知

どのようにして製作されているかということを一部

る機会も減少し、
「被服製作」や「染色」について学

でも体験し、その技術開発の歴史に関する説明を聞

ぶ機会がないまま学校教育を終える人も少なくない

くことで、そのほかの工業製品も技術革新が繰り返

状況になっている 1）。

されて生みだされてきたという事実を改めて意識す

従来、家族の衣服を製作することや管理すること

る機会になりうる。価格競争が激化する中で、工業

は家庭における女性の重要な役割であった。しかし、
衣服が工業的に大量生産されるようになり、
「紡績機

製品のモノとしての価値は必ずしもその金額では測
れなくなっている。大量生産には商品を安価に提供

で紡がれた糸により自動織機で織られて合成染料で

できるようにするという目的もある。それを達成し

染色された布をミシンで縫った既製服を購入する」

てきたため、大量生産する技術の価値は製品の価格

というのがほとんどの人々にとっての衣服を入手す

が低下することに反映されているという側面がある。

る手段となった。入手した衣服の手入れも全自動洗

その結果、安価な商品に慣れてしまうとその技術的

濯機を使うことが一般的となっている。もちろん、

価値を実感しにくい。モノの価値を認識するにあた

女性の家事負担が減り、社会進出を後押ししたこと

っては、その製造工程や技術水準の高さ、技術開発

は間違いないが、身近に衣服を作る様子を見る機会

の歴史を知ることが必要である。

のない子どもたちにとって、衣服の材料に関する知

本報では、生活を支える科学技術の一例として、

識を得る機会や製造技術の真価を知る機会も失われ

衣服の製造工程の中でも「染色」を教材として取り

つつある。さらには安価な衣服の市場が拡大し、布

上げ、実習を取り入れた教育実践をする意義につい

や衣服の価値も正しく認識されない状況にある。大

て検討する。先行研究として染色実習に関する文献

学で被服製作の実習授業を終えて感想を求めると、
「受講前までは、衣服はボタンを押せばすべて機械

には次のようなものがある。駒津らは、家庭科の実
習において、染色実習は被服製作実習に比べて生徒

が製作して簡単に出来上がって出てくるものである

によって作業時間の長短や結果の優劣が生じにくい

ような錯覚を持っていました」という発言を聞くこ

教材であり、生徒はその後の実習に自信を持って取

とさえある。この発言の問題点は、技術が発展して

り組むことができると報告しており、染色実習は自

もなお人の手も必要であることと衣服製作に関わる

信を抱かせるきっかけとなるとしている1）。山下らは、

機械や技術が開発された歴史に対する認識の無さが

平安時代の染色を題材とした染色実習において、自

感じられることにある。このような背景のもとで、

然科学を理解させて楽しさを伝えることと、伝統文

衣服を使い捨てのように扱う消費者が増えているこ

化を学んでもらうことの両方の実現を目指した実践

とが窺われる。

を報告している4）。
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本報では、生活を豊かにするための技能を身につ

発見が端緒となり、多くの合成染料が開発された。

けることを第一の目的に行うのではなく、単なる楽

現在では、天然染料はごく一部を除いて姿を消し、

しみや趣味として提案するのでもなく、科学的な視

ほとんどの衣服が合成染料で彩られる時代となった。

点で身近なものを見てその技術開発の原点や歴史に

合成染料の歴史は 150 年ほどであり、天然染料の歴

も思いを馳せることにつながるような教育実践とし

史に比べたら大変短いことがわかる。この期間に、

て染色実習を位置付けることも可能であることを示

合成染料の合成技術や染色技術が劇的に発展し、誰

す。このような立場で実際に行った染色ワークショ

でもがカラフルな衣服を着用できる時代を迎えてい

ップを含む教育実践を振り返り、染色実習をとおし

る。しかし近年、ヨーロッパで染色排水から発がん

て生活を支える科学技術について伝える教育実践に

性物質が検出されたことなどから、人体の安全や環

ついて論じる。

境に配慮した染料を利用することが求められている。
また人々の価値観の変化の中で工業染色に天然染料

2. 染色にまつわる技術開発

を利用する例も見られるようになっている。

古代エジプトのミイラを包んでいた麻布が紅花で

表２ 染料の分類（その染色法による分類）

染色されていたことが判明し、紀元前 3000 年ごろに

例

はすでに衣服を彩る染色が行われていた。それから
長い間、綿、麻、絹、毛などの天然繊維で作られた
糸や布を各種天然染料（表１）で染色し、衣生活に用
いるという時代がおよそ 5000 年近く続いた。その中

直接染料

コンゴーレッド、サフラン

酸性染料

オレンジⅡ

塩基性

マラカイトグリーン、キハダ

染料

で人類は染料となる天然物を探索し、天然染料によ

染料

る染色技術を発展させてきた 5）。
表１ 染料の分類（その起源による分類）

媒染染料

アリザリン、紫根、葛、茜

建染染料

インジゴ、藍、貝紫

分散染料

セリトン ファストレッドバイオレ
ット

例
動物染料

反応染料

コチニールカイガラムシ，

ミカシオン ブリリアント ブルー

巻貝
植物染料

染料

染料は、その起源から分類されるだけでなく、染

植物の根（茜，紫草）
，樹幹

天然

（蘇芳，ログウッド）
，樹皮

染料

（カテキュー）
，葉（藍，刈

色方法による分類もされる（表２）
。直接染料は水に
溶かして直接染着する。繊維とは水素結合により結
合するので、堅牢性が低く後処理が必要であること

安，葛），花（紅花），雌し

も多い。酸性染料は溶液中で陰イオンになり酸性浴

べ（サフラン）
鉱物染料

ベンガラ

合成

材料は

コンゴーレッド、オレンジ

染料

石油など

Ⅱなど

で染着する。主にタンパク質繊維の染色に用いられ
る。塩基性染料は溶液中で陽イオンになって染着す
る。媒染染料は繊維への親和性が低く、アルミニウ
ムや鉄などの金属塩を媒染剤として予め繊維に吸着
させた上に染着する。温泉の成分を凝縮した入浴剤

1856 年、日本では江戸時代の末期でペリー来航の

であり、別府においては独特の製法で製造されてい

2 年後、イギリスの青年科学者パーキン（W.H.Perkin）

る湯の花も天然の媒染剤になりうる。建染染料は水

がマラリアの特効薬であるキニーネの合成実験の途

不溶性の色素であるがアルカリ性浴で還元して染着

中に思いがけず紫色の塩基性染料であるモーベイン

する。分散染料は水不溶性であるが分散剤で水に分

を発見した。セレンディピティの一例でもあるこの
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3. 染色実習を取り入れた教育実践

散させて高温高圧で染着する。合成繊維の染色に用
いられる。反応染料は繊維に化学的に共有結合で染
着するので、堅牢性の優れているものが多い。この

大分大学教育福祉科学部の被服学研究室では、平

ように、一言で「染料」といっても様々な種類の染

成 24 年度の 1 年間に 4 回にわたり天然染料による染

料が存在し、それぞれの染料の性質に合った染色技

色ワークショップを行った。それぞれ文献 7）-10）を参

術が必要であり、染色助剤や媒染剤、色止剤など染

考にしつつ行った染色実験の結果を活かし、オリジ

料以外の物質も用意して染色する必要がある場合も

ナルの染色方法を開発して染色実習を行った。米水

6）

多い 。

津塾という生涯学習公開講座の一環で行ったもの、

様々な柄や模様のあるカラフルな衣服を着たいと

別府市の市民文化祭として開催されているベップ・

いうニーズに応えるべく、さまざまな種類の染色性

アート・マンス 2012 のプログラムに参加して行った

の高い合成染料を合成する方法の開発と合わせて、

もの、天然染料顔料の研究・開発、社会一般への普

模様をつける方法、多色染めの方法についても多く

及活動を行っている団体である天然染料顔料会議の

の技術が開発されてきた。伝統的な手工芸染色では、

第 9 回大会のプログラムの中で行ったもの、大分大

手描き、絞り染め、ろうけつ染め、型染め、ブロッ

学が主催する「地域開放推進事業（Jr.サイエンス事

クプリントなどが行われてきた。このような手法は

業）
」の一環で開催したものである。これらの染色実

一点ものや芸術作品を製作することには向いている

習では、予め色素を抽出し、染液を準備しておいて

が、同じ物を大量生産することには向かない。それ

参加者には染色の段階だけを実施してもらう形をと

を解決するために、工業的な染色技術が開発された

った。染色実習の最中には待ち時間があるため、そ

ことは大きな転換点であった。多色のプリント柄が

の時間を利用して適宜染色に関する科学技術開発の

鮮明に染められる技術として捺染機による工業的な

歴史や材料の情報、染色科学の知識などを提供した。

捺染技術が開発された。捺染とは、糊剤の中に染料

ここでは Jr.サイエンス事業で行った染色実習に

を加えておき、スクリーンや銅のローラーに刻んだ

ついて取り上げて報告する。本事業は、大分大学が

模様にその糊を付けて部分的に印捺して布に模様を

有する知的財産、施設設備および人材を活用しなが

つけ、次いでこれを蒸気で加熱して染料を繊維に染

ら、子どもたちの科学技術やものづくりへの興味・

着させる染色法である。まずは手動の捺染機が登場

関心を育み、科学的学習や思考の動機付けとなるよ

し、その後ローラー捺染機が使われていたが、現代

うな体験型学習プログラムを小・中学生、高校生向

では自動スクリーン捺染機に移行した。最近ではデ

けに開催するものである。

ジタル画像を布上にそのままプリントするインクジ

Jr.サイエンス事業の題材のプログラムの設定にあ

ェット捺染も可能になっている。従来の捺染に比べ、

たっては、土・日・祭日や放課後の子どもの居場所

インクジェット捺染では、水資源・エネルギー量が

創出への積極的かかわり、子どもたちの科学離れを

削減されるため、コスト削減と環境配慮の両面から

解消するような魅力ある学習テーマの設定、興味関

期待されており、これもひとつの技術革新であると

心を呼び起こすような遊びの要素の導入をねらいと

いえる。

している。この平成 24 年度プログラム募集に対して

このように、染色にまつわる科学技術開発や技術

「サフランのエコバック染めと湯の花媒染染め」の

革新に関して一部の例を挙げたが、現代における普

開催を提案して応募し、採択され、平成 24 年 12 月

段の衣生活では、色や模様のついた衣服を着ること

1、2 日に大分大学旦野原キャンパスにて実施した。

が当たり前になっており、子どもたちがこのような

本実践における目標は次の 5 点とした。

ことを学ぶ機会も考えるきっかけもほとんどないと

① 媒染の効果から染色を科学的に理解すること

いう状況である。

② 手を動かして模様をつけたり染色をしたりする
ことにより、主体性を高めること
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③ 衣生活への興味・関心を高め、衣生活を見直す

験から科学的にとらえることで、染色を洗濯などの

こと

衣服管理とも結びつけ、日常の衣生活と関連づけた

④ 実践を通し、地域への愛着を高めること

内容の講義をした。

⑤ 生活を支える科学技術に気づくこと

実践の中では媒染について科学的な解説を行うだ
けでなく、湯の花媒染した絹布を紫根で染色する際

大分県竹田市で栽培されているサフランの雌しべ

に同時に無媒染の絹布を入れるとこちらは薄い紫に

と、竹田市にゆかりのある紫草の根（紫根）による

しか染まらず、媒染した絹布は濃い紫に染まる様子

染色実習を行った。サフランは竹田産のものを用い

を実際に確認することで、媒染のメカニズムをより

たが、紫根は集中豪雨の影響により竹田産のものが

深く理解することができた様子であった。

入手できず、中国産のものを用いた。この染色実習
は小学生を対象として募集したが、低学年の児童が
多く参加した。最初に、被染物は輪ゴムやビー玉、
おはじきなどを使って絞りによって防染し、模様を
つける作業をしてもらった。サフランは湯で抽出し
ておき、その抽出液に直接綿のエコバックを入れて
加熱して染色したが、紫根はアルコール抽出して水
と合わせて染液としたものを用意し、別府市明礬産
湯の花で媒染した絹ストールを染液に入れて加熱し
て染色した。
染色や衣服への関心をより高めることができるよ

写真２

Jr.サイエンス 完成した作品

う、天然染色品を染色・販売している染め工房「手
染メ屋」店主の青木正明氏をゲスト講師として京都

最後に実習のまとめとして、衣服をはじめとする

から招き、染色の実践の待ち時間や作品を乾燥させ

身の回りにある工業製品は地球上の誰かによってど

ている間に講義をしていただいた。また、一方的な

こかで作られていることや、それらは想像以上に多

説明ばかりでなく、小学生に解説を行う際には発問

くの段階を経て作られていること、その製法やそれ

し、クイズ等を行い、考えながら学ぶ形を取り入れ

に関わる科学技術についてより豊かに想像を巡らせ

た（写真１）
。繊維に物質が吸脱着することを染色体

ることができるようになるとものの見え方が変わり、
世の中が面白いと感じられるようになることなどを
青木氏に話していただいた。参加した小学生も、保
護者も、青木氏の話に集中して聞き入っており、こ
のような解説により、この染色実習は単なる染色体
験ではなく、生活を支える科学技術を伝えるという
教育的内容を含む実践として位置付けることができ
た。参加した児童からは「おもしろかった」
「楽しか
った」
「またやってみたい」との肯定的な感想の言葉
が聞かれた。
最初に示した目標と照らし合わせて成果をまとめ
れば、次のようなことが期待される。

写真１ Jr.サイエンス 染料に関するクイズの様子
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① 媒染が必要な染料と必要ない染料による染色を

らず芸術の要素も含むため、受講生の感受性にはた

したことと、媒染が必要な染料に媒染していな

らきかけることができることもこの教材の魅力であ

い布を入れると染まらなかったことから、染色

る。
染色実習をとおして生活を支える技術を伝える教

を科学的に理解することができた。

育実践を行うには、実習中や実習前後に染色技術や

② 手を動かして模様をつけたり染色をしたりする

染着メカニズム、技術開発の歴史の一端などの内容

ことにより、主体性を高めることができた。
③ 染色を衣生活と結びつけた解説を行ったことに

を講義しつつ、工業製品全般の生産にまつわる科学

より、衣生活への興味・関心を高め、衣生活を

技術やその技術革新の話にもつなげることで、より

見直すことができるようになった。

大きな教育効果が期待される。実習の中で工業製品

④ 大分の地域で採れる染色材料を使用したことに

全般についても解説することで、染色に限らずもの

より、本実践を通して地域への愛着を強めるこ

づくりに関わる実習を単なる「楽しい体験」に終わ

とができた。

らせず、工業製品の科学的な原点や技術的な歴史に
思いを馳せることにより、より幅広い視点で身のま

⑤ まとめの解説を聞いたことにより、身近な工業

わりのものを見ることができるようになると考える。

製品のものづくりについて考え、生活を支える
科学技術について思いを馳せることができた。

5. おわりに
4. まとめ
Jr.サイエンスの一環で行った染色実習の教育実践
小学生を対象とした染色実習をとおし、当たり前

では、青木正明氏に特別講師として京都からお越し

に存在している服の染色についても技術開発が行わ

いただき様々な場面でご協力いただいた。そして大

れ、染色にも科学技術が大いに関与していることを

分大学研究・社会連携部社会連携推進課の関係各位

伝えることができた。また、染色には多くの水や資

にプログラムの企画の採用、参加者の募集、広報を

源・エネルギーを利用していることや排水処理など

していただいた。
さらに竹田市のサフラン農家の渡部親雄氏に貴重

への配慮が必要なことも体験的に感じとってもらえ
た。そしてそれらを抱合した教材として提案できた。

なサフランをご提供いただき、染織家の氏田眞弓氏

さらにこの具体例を通して、衣生活に限らず当たり

にサフラン染色に関して情報を提供していただいた。

前になりがちな生活を見直し、身近な工業製品は誰

これらの方々に謝意を表する。

かが作り方を開発して想像以上の資源やエネルギー
を使って人の手も機械も関わって作られたものであ
ることを意識させる教育実践にもなった。本実習は
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近で最適な教材の一つであると考える。科学のみな
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東海大地震を想定したリスク管理
Risk Management to Tokai（Mid-Japan）Large Earthquake
御手洗

寿雄1

Toshio MITARAI
要

旨：企業を取り巻く環境が刻々と変化してゆく中、リスク管理の重要性は日増しに高まっている。

これまで粉飾決算、情報漏洩、コンプライアンス違反については内部統制の整備、運用により成果をあ
げてきた。フラットパネルディスプレイ分野の顧客を持ち、とりわけ重い供給責任を負っている中堅企
業にとって災害リスクに対する備えは企業の存続を左右する重大事である。東海大地震の被災域である
静岡県御前崎市に国内最大の生産拠点を持つ本企業の天災リスクに関する取り組みと今後の課題につい
て紹介する。
Abstract：It is becoming necessary for us to manage many kinds of risks. To the internal risk, internal control
system has been established and strengthened. Another risk to be managed is natural disaster, especially large
earthquake. Although when it occurs is unpredictable, it might cause serious damage. Our main production base
in Japan is located in Shizuoka, Tokai area where the occurrence of large earthquake is anticipated. It is an
important issue for us to manage the risk of huge earthquake. This paper describes how to manage to natural
disaster and the issues to be tackled.
キーワード：東海大地震、リスクマネジメント
Keywords：Earthquake, Risk Management
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併せて「内部統制」と呼び取り組んできた。1)

1. はじめに

天災リスクは発生頻度は低いものの、損害規模
著者が勤務する企業（綜研化学株式会社；以下、

が大きくなる。本企業は 2011 年 9 月 27 日の取締

本企業と記載）はジャスダック証券取引所に上場

役会にて「東海大地震災害リスク」を具体的なリ

する連結従業員数 973 名（2012 年 3 月 31 日現在）

スクと位置付け、対応に取り組むこととした。(図

の化学品メーカーである。液晶テレビやモニター

１)

向等のフラットパネル用に用いられる光学用粘着
剤、両面テープ用、ラベル用などに用いられる一
般用粘着剤、電子回路材料向けの機能材、化粧品
用、トナー用、トナー関連材料向けの微粉体、粘
着剤を用いた加工製品などのケミカルズに加えて
大型攪拌装置、熱媒ボイラーなどの設計施工、熱
媒体の販売、装置・設備のメンテナンスを生業と
している。その中で粘着剤は光学用、一般用とも
に国内外のユーザーで広く用いられ、重い供給責
任を負っている。国内の主力工場は埼玉県狭山市

図１

リスクとマネジメント

（狭山事業所）及び静岡県御前崎市（浜岡事業所）
2.2

の二カ所にあり、最近とみに量産工場である浜岡

天災リスクへの取り組みの考え方

天災リスクが顕在化、つまり発生した時にどの

事業所の位置づけが高くなっている。浜岡事業所
は新野川をはさみ浜岡原子力発電所の西側 600m、

ように「低減」または「回避」するのかを検討し、

海から 500m に位置し海抜 7m から 10m である。

安全対策、予防対策を講じることがリスクを制

本稿では、企業を取り巻くリスクの中で天災リ

御・管理することとなる。しかし、天災による影

スクについて、東海大地震の震源域に主力工場を

響の程度を正確に予測することは困難である。
「東

置く本企業の取り組みを通して中堅企業のリスク

海大地震災害リスク」について対応に取り組みを

管理への取り組みを紹介するとともに、課題につ

始めた 2011 年 9 月時点では、それまでの想定を見

いて述べる。

直していち早く対応を開始したのは中部電力の浜
岡原子力発電所をはじめ数える程度であった。東

2. 企業を取巻くリスクとマネジメント

日本大震災後の 5 月に稼働を停止した浜岡原子力
発電所は再稼働を目指し一千数百億円規模の投資

2.1 これまでの取り組み

を行い、2012 年 12 月には安全を確保する予定と

企業が存続していく過程では、さまざまな事業

の事であった。

上のリスクに直面する。地震や台風災害などの不

しかし、一化学企業である本企業が同様の対応

可抗力ともいえる天災、粉飾決算や企業機密の漏

が出来るか、対応すべきかを考えると苦慮せざる

洩などの社内で発生するリスク、あるいは顧客や

を得ない。連結売上高 250 億円規模の本企業にと

株主等の利害関係者によるクレーム等の社外から

っての負担ははかりしれない。従業員の生命を最

もたらされるリスクなどが考えられ、これに対し

優先して本企業の将来を考えていかなければなら

て企業としては適切な対応を取る必要がある。こ

ない。大きな投資をするのであれば第３の拠点を

れまで、これらのリスクに対応するため適切な体

設置し危険分散するなり、もう一つの拠点である

制を整備するとともに的確な運用を行なうマネジ

狭山事業所の生産体制を拡充するのが現実的であ

メントが重要と考え、この「整備」と「運用」を

る。浜岡原子力発電所にみられるような対応は本
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企業の視点ではありえない。

したときにシミューションとの違いを即座に把握

入手できる情報を的確に捉え一定の合理性に基

して対応することが重要である。このことが実際

づいて被害を想定し、事前の準備をしつつ適宜適

に発生した時の対応をよりよいものとする道であ

切に対応して行くことが肝要である。実際に発生

る。

したときには想定との違いを把握し柔軟で適切な

取り組みに当たり、東海大地震の規模、浜岡事

対応を行うことが重要であり、通常の生産活動や

業所の設備の被害想定と復旧計画については綜研

業務の中に被災時に有用な対策が実施されている

グループの生産担当部門である生産管理部が、販

ことこそが望ましい。そこで、計画策定の過程で

売関係、顧客との調整等については顧客との窓口

シミュレーションを共有し、Ｐ（プラン）、Ｄ（ド

となっている粘着剤部門が、原料調達と出荷・配

ゥ）、Ｃ（チェック）、Ａ（アクション）のサイクル

送関係については購買部が担当し、経営管理部が

がまわせる「リスク管理計画書」としてまとめる

全体をまとめることとした。

こととした。これによって、天災リスクへの取り

3. 被害想定

組みを通して「考え」
「学び」、
「考働（考えながら
働く）」できる従業員を育ててゆきたいと考える。
3.1
2.3 東海大地震を想定したリスク管理の考え方

地震の規模と震度

地震規模・震度については東日本大震災発災前

本企業は商品開発の中心を狭山事業所（埼玉県

は図２に示す東海地震に関する内閣府の資料を活

狭山市）に置き、受注・販売機能、本社機能を東

用していたが、今回は中部電力の千数百億円規模

京（高田馬場）に、製造機能・製品出荷を狭山事

の浜岡原発再稼働に向けた対策の根拠となってい

業所と浜岡事業所（静岡県御前崎市）に置いてい

た中部電力の独自想定を参考にした。2)

3)

る。東海大地震の影響を最も受ける浜岡事業所で
は全体の 6 割から 7 割の製造・製品の保管・出荷
業務を担っており、被災により機能が停止すれば
顧客への供給は半減し、多大な影響を顧客にもた
らす。
東海地方で想定される大地震には「東海地震」
「東南海地震」「東海・東南海・南海 3 連動地震」
があり、その発生確率や発生規模、被害規模が公
表されつつあるが予測の域を出ることはない。一
企業としては研究が進み予測精度があがり確実な
情報がもたらされるまで待っているわけにも行か
ないのが現状である。氾濫している情報を整理し

図２

東海地震の想定

東日本大震災の被災地の状況を確認して得られた
浜岡事業所の製造棟、危険物倉庫などの建造物

知見をもとに、本企業なりの想定を行い、被害を

は浜岡原発同様に岩盤上に建設されており、液状

想定し、軽減対策を講じることが重要である。
本企業が現状を改善するための行動を開始する

化被害の可能性はきわめて低く、また地震を考慮

にあたり、本企業なりの想定の妥当性について詳

した割り増し耐震設計となっているため、2009 年

細で学術的な根拠が必要なわけではない。本企業

に発生した「駿河湾地震」の震度 6 弱でも被害は

なりの被害想定に基づきシミュレーションを行い

なかった。そこで、製造棟は一部設備や配管など

「リスク管理計画書」としてまとめ、実際に被災

の損傷に留まると想定した。また、製造棟と事務
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棟ともに転倒防止対策が採られているため火災の
発生はなく、人災も軽微な被害に留まると想定し
た。

3.2

津波の規模と津波被害

津波の規模と被害は図３に示す東海地震の内閣
府想定と東日本大震災の現地調査の結果を勘案し
て独自に想定を行った。
図４

図３

南側砂丘側からの津波

東海地震の津波想定
図５

新野川側からの津波

地震発生後に東京湾平均海面（T．P．）に対して
高さ 10ｍ相当の大津波が複数回発生し、海抜 10

徐々に浸水が発生する。事業所への津波到達速度

ｍまで浸水し、水が引くのは翌日以降を想定した。

は 10 km/hr 程度、浸水の高さは 1ｍ以内と想定し

津波は砂丘（海抜 12ｍ）を乗り越えず、海からの

た。二棟からなる製造棟はいずれも高さ 25 m（Ｔ．

直撃とはならず、浜岡事業所（海抜 7ｍから 10ｍ）

Ｐ．32 ｍ）、4 階建ての鉄骨造の建造物で 2 階部分

には、新野川を遡上した津波が堤防を乗り越えて

までは 5m ある。１階は液体の製品をドラム缶等

東から到来すると想定した。（図４、図５）

の容器に充填するための設備（充填機、ポンプ）

これは昨年実施した 2 回にわたる東日本大震災

がある。建造物の被害は軽微な浸水に留まる。1

現地調査（仙台港、仙台空港、石巻港）における

階部分では事務棟、製造棟、危険物倉庫、受電室

地形の似通った石巻港日和山奥の状況をもとに推

に浸水被害が発生する。浸水被害 5ｍ以下であれ

定した。

4)

ば、製造棟は 1 部分の被害に留まる。浸水被害に

2 棟ある鉄骨製の製造棟は屋内の 4 階部分で高

より 1 階部分の施設、設備は使用不可となり交換

さ 15m 以上（Ｔ．Ｐ．22ｍ以上、居室スペースのあ

が必要となるため復旧には 3 ヶ月～半年かかる。

る中５階は高さ 20m、Ｔ．Ｐ．27m）あり、避難場所

取り組みの最終段階の 2012 年 3 月 31 日に内閣

として充分使用可能と判断した。

府より南海トラフ巨大地震により浜岡原発付近で

津波による浸水被害は東側の新野川からあふれ

最大高さ 21ｍの巨大津波が発生するとの情報が

た津波が窪地や調整池に溜まり、浜岡事業所より

ながれた。これには人命最優先に避難施設設置で

も低い道路を通って西側に流れるため事業所内は

対応することとした。
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3.3

浜岡原子力発電所（放射能漏洩事故）

てきた技術者を購買担当に配置し、その役割を担

浜岡事業所は新野川を挟み浜岡原子力発電所と

わせたことによる。

目と鼻の先にある。原発事故の影響については、

本被害想定でも調達が出来ない原料はほとんど

原発が停止中であること、中部電力が稼働再開の

なく、在庫に余裕を持つ在庫基準の見直しと管理

ために千数百億円の投資を行って津波対策を行っ

で対応することとした。

ていること、当社現地調査で福島第一原子力発電

東日本大震災で混乱したロジスティックスは放

所は海側が港として利用され津波被害を受けやす

射能漏洩による交通制限が原因であった。本被害

い立地にありながら津波対策が充分でなかったこ

想定では一定の規制はかかるものの浜岡事業所の

とを確認したことから浜岡原子力発電所漏洩事故

入出庫は段階的に通常の 1 ヶ月後から 1／3、3 ヶ

の可能性はきわめて低いと判断した。発生した場

月後から 1／2、半年後には 2／3 を想定している

合は人命最優先として避難指示に従う。

ことから大きな支障は無いと想定した。

3.4

3.7

事業所周辺インフラ被害

事業所周辺のインフラ被害は公になっている御
前崎市地域防災計画

5）

販売影響

被災後、浜岡事業所在庫の出荷及び生産が停止

に基づき想定した。浸水被

するため、狭山事業所の在庫及び生産品での対応

害は概ね国道 150 号線以南に限られる。上下水道、

となる。狭山事業所の在庫は７日分程度あるが、

電気の復旧まで 1 週間を想定している。ガスはプ

浜岡事業所の停止が長引けば狭山事業所の増産対

ロパンガス（ボンベ）のため、水が引いて通行が

応をもってしても供給能力は必要量の 6 割に落ち

可能になれば復旧する。

込むことになり、顧客に多大な影響をもたらすこ
とになる。

3.5

浜岡事業所被害復旧想定

事業所内の上水、電気、通信などの公共インフ

3.8 従業員への影響

ラは公になっている資料から 1 週間以内には復旧

従業員の居住地区は全て国道 150 号線以北にあ

する見込みである。しかし、浜岡事業所内の設備

るため、津波の直接被害は被災時に事業所内にい

で浸水により影響の大きいのは、事業所全体の受

る従業員が対象となる。昼間は 60 名、夜間は 15

電設備、製造棟 A の変電設備で被災すれば復旧に

名が社内で被災する。被災当日は浸水のため帰宅

4)

3 ヶ月以上かかる。被害の軽減が必要である。

5)

困難者となる。昼間はマイカー通勤車両のうち半
分の 30 台が浜岡事業所よりも低い調整池を駐車

3.6

購買影響

場として利用しているため流出する。地震による

東日本大震災では影響は比較的少なく限定的な

建物の倒壊、落下物による被害は数名が対象とな

ものだった。これは 2009 年より取り組んできた原

るが大きな影響ではないと想定される。

料購入先の複数確保、代替原料の確保が功を奏し
た結果である。当初の目的はコストダウンであっ

以上の被害想定をまとめると従業員への直接被

たが取り組みの過程で購買先を複数にしても製造

害は少ないものの、被災直後は居住地区での対応

元が同じという原料が確認された。これでは在庫

を優先させることになるため、被災直後から事業

の分散程度の意味しかないので製造先を開拓し複

所の復旧対応にあたりうる者は単身者、独身者が

数購買を実現した。このように購入原料一品一品

中心で従業員の三分の一程度と想定される。

について実際の製造場所などをつまびらかにして

事業所の被災は地震による建物や設備、製品の

ゆくなどの地道な活動を行うことが有効である。

損傷は覚悟しなければならないが限定的なもので

非常に上手にできたのは商品の研究開発に携わっ

ある。一方、津波による被害は敷地内への浸水に
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より 1 階部分に重大な損傷を受ける。基幹となる

反応時対応手順書、停電発生時対応手順書、地震

受変電設備、自家発電機の一部、自動倉庫の下部、

防災規程、地震防災規程別表、津波対応マニュア

事務所の 1 階部分（サーバー含む）の復旧には 3

ル、津波対応マニュアル別表の８帳票

ヶ月程度を要する。この結果、製品の出荷は狭山

② 緊急連絡関係

事業所及び一部の外部委託倉庫からだけとなり、

浜岡緊急連絡網、安否確認用電話・メールアド

被災後 3 週目から顧客への納入が滞りはじめ、そ

レスリストの 2 帳票

の供給は三分の一にまで落ち込むことになる。

③ 入出荷関係
サプライチェーン確認表、購買連絡先、運送業

4. 対応と今後の課題
4.1

者リストの 3 帳票
④ 生産関係

目標設定

想定される直接被害を軽減する、あるいは対応

浜岡被害復旧想定スケジュール、浜岡設備関係

方法を構築することにより復旧を早めるなどの対

取引先リスト、サプライチェーン確認表、購買連

策を実施し、顧客への納入を予定通り完遂するこ

絡先リスト、優先生産品番・生産量リストの 5 帳

とを目標に取り組んだ。

票
2) 防災関連備蓄品備蓄

事業所 1 階部分相当の浸水被害により受電設備
が停止、復旧に 3 ヶ月かかる。供給責任を全うし

防災関連備蓄品は最低限 3 日分の食料や水を備

企業を存続させるためには、従業員の安全確保と

蓄した。これに加え毛布、防水ブランケット、ラ

被災後 1 ヶ月間の初期対応能力の確保による早期

ジオ簡易トイレなどを事業所内 3 カ所に確保し、

の復旧が必須となる。リスク低減、リスク回避の

これらは全て津波対策を想定し高所に保管する。

ための要点はつぎの通りである。

3) 従業員の安否確認
緊急連絡網、安否確認用電・メールアドレスリ

① 第一優先である従業員の安全確保
② 火災・倒壊発生を防止し事業所の安全を確保

ストを用意すると共に個人使用携帯電話、携帯メ

③ 浜岡事業所在庫の早期出荷体制の確立

ールアドレスに会社からの定期連絡を行い最新の

④ 在庫の分散確保

連絡先を管理している。

⑤ 停止期間の短縮（稼働可能設備による早期稼

4) 早期復旧対策
従業員の安全を最優先に考え、その生活基盤が

働）

確保されていることが重要である。居住域に不具

⑥ 外注委託先の活用

合があっては出社さえままならない。発生直後か
4.2

ら 3 ヶ月間の予測を行い計画に盛りこんだ。

事前対策

また、本企業の場合は

被災時にまず従業員の安全を確保することが事

関東圏にある狭山事業

業継続の第一歩である。東海大地震が発生した場

所の生産・供給を最大限生かすことが重要である。

合に備えて必要な本企業の対応を下記の通り策定

発災直後の狭山事業所の生産体制を増産体制に移

整備した。事前に安全・予防対策を講じるととも

行するためには人員の確保が必要であり、停止し

に身の安全を確保するためのマニュアルなどの整

ている浜岡事業所から人選し派遣する必要に迫ら

備、食料・飲料等の備蓄、従業員の安否を速やか

れる。円滑な実施にはどちらの事業所にある設備

に把握するための手段の確保、早期復旧対策など

でも操作ができるようにあらかじめ教育しておく

について被害想定を元に準備した。

ことも必要になる。
浜岡事業所においては在庫を出荷できる体制を

1) 規程・マニュアル・帳票類の確認と整備

早期に確立することが重要である。被害が 1 階部

① 初期対応関係

分に限られ 2 階以上の設備は使用が可能なことか

緊急時対応基準書、火災発生対応手順書、異常
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ら稼働可能設備を有効に活用してゆくことが重要

④ 初期供給リスク低減

となる。

在庫の分散について詳細な検討を行い、計画を

狭山事業所での増産対応と浜岡事業所の稼働可

策定した。被災後、1 ヶ月間の販売継続のために

能設備の復旧を主眼におき、営業部門の知見を元

は浜岡事業所からの出荷が再開されるまでの間に

に在庫の分散確保と復旧のスケジュールを策定し

必要な製品を狭山事業所など別の場所に保管して

対策を講じた。

おくことが必要になる。

① 電源確保

浜岡事業所の復旧を行うためには、被災により

想定の通り復電しても受・送電設備が浸水によ

使用できなくなる備品で調達に時間のかかる物を

り使用できなければ意味がない。また、復電に時

あらかじめ予備品として確保するのが有効である。

間がかかるようであれば事業所内にある非常用自

(ポンプ、送電線、配電盤等を 3 階（Ｔ．Ｐ．21ｍ）

家発電設備の転用が有効である。まず、復電にあ

に保管しておく）

わせ浜岡事業所内の受電・送電設備が浸水により

また、復旧作業を行うための工事を請け負う外

使用でき無いことのないように危険物自動倉庫 2

部委託先が浜岡事業所で確保出来ないことを考慮

階＋3ｍ（Ｔ．Ｐ．15ｍ以上）に移設を行った。

して狭山事業所の委託先からの派遣体制を整えて

事業所内には製造のために非常用の自家発電機

おく。同時に工事用の発電機、重機、トラックが

が 3 台ある。1 台は 3 階（Ｔ．Ｐ．21ｍ以上に設置さ

タイミング良く使用できるようにリース先の確保

れているが残りの 2 台は地上に設置されている。

が必要である。あわせて宿泊先、食料の確保も念

停電時でも特定の設備が停止しないように設置し

頭に置かなければならない。

たものであるが浸水被害を想定しておらず、更に
有効な使用が可能なように改善していく。

4.3

② 自動倉庫の仮復旧対応

発生時の対応

実際に地震が発生したときの対応は３カ所の拠

自動倉庫は 1 階部分の浸水被害によりコンベア

点（浜岡事業所、本社、狭山事業所）でそれぞれ

などの製品搬送装置、自動制御装置が停止する。

異なるが、連携した対応が重要となる。浜岡事業

時間のかかる自動制御装置の復旧は先延ばしとし、

所では緊急地震速報の警報を受けて避難指示、緊

準備しておいたコンベアなどの予備部品を使用し

急避難、安否確認、安全確保、状況把握などであ

て応急復旧を行い、使用できるように対応する。

り、浜岡緊急対策本部を設置し浜岡事業所でこう

③ 稼働可能設備のインフラ対応

した現場対応を行う。本社でも緊急対策本部を設

稼働可能設備の早期復旧のためには配管・装

置して全社的な被災情報の収集をおこない、顧客

置・設備の移動手段の確保、予備電源の確保など

や株主、従業員や従業員家族など全てに関する対

インフラ対応が必要である。自動制御機構の復旧

応を担うこととなる。このとき被災地域内の固定

に時間のかかる場合は手動制御で対応しなければ

回線、携帯電話による通信が出来なくなることを

ならない。非常時対応を円滑にするためには手動

想定し、浜岡事業所に衛星電話を設置している。

制御にも対応できるように作業者の教育・訓練を

地震の発生時は緊急対策本部の設置から始まり、

行う必要がある。

処々の対策を実施する必要があり、こうした対策

オフコン、通信機能の中心である事務棟関連施

が円滑に進むように役割分担や対応指針について

設の早期復旧も欠かせない。事務棟にある生産企

緊急対応要領としてまとめた。

画機能、配送事務・配送機能、検査機能を復旧目

1) 緊急対策本部の設置

標にあわせ通信機器、PC やサーバーを事務棟 2

緊急対策本部を中心に浜岡事業所緊急対策本

階＋3m（Ｔ．Ｐ．15ｍ以上）に移設する。

部、顧客対応、原料調達・ロジスティックス、後
方支援を設置する。
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③ 顧客対応
本社において営業部門が中心となって顧客の被
災状況の情報収集、対応、当社の被災情報、供給
体制の発信を行なう。
④ 原料調達・ロジスティックス
調達先及び協力会社の被災状況を確認すると共
に当社の被災状況の影響を評価し、対策を立案・
実施する。
⑤ 後方支援
被災情報の把握、通信手段の確保、安否確認の支
図６

援、情報システムの状況把握・復旧対応や被災情

緊急対策本部組織図

報の公開をおこなう。
3) 緊急対応要領の作成

2) 役割と対応指針

表１の緊急対策要領（抜粋）の通り、災害発生

① 緊急対策本部
本企業の社長を本部長として営業、生産、経営

時の初動から 1 ヶ月間の対応を解りやすくまとめ

管理担当執行役員を中心に構成し、全社統括本部

緊急対応要領を用意した。これは災害発生後、想

として全体の指揮に当たる。

定との違いを把握し想定内であれば決められた手

② 浜岡事業所緊急対策本部

順で対応が出来るようにしたものである。被災状
況、供給の可否などを適時開示してゆくことによ

現地本部として初期対応、情報収集、復旧対応

り不安を取り除くことが出来るとの基本的な方針

にあたる。

の下にこの要領はまとめられている

表１
部門

対策本部

初日
対策本部設置
情報収集と伝達
突発事案の対応
最優先事項の決定と優先順位付け
指示命令系統の確認
各部門への総括的な 指示
緊急対応要領の指示

初期対応
（状況に応じた緊急避難）
事業所内で の安 全確保
浜岡対策本部設置
浜岡事 業所 従業員の参集
従業員の安否確認
被災状況の確認（原料、製品、設備）
二次災害発生防止

顧客対応
(営業）

社内：
①従業員安否確認（特に外出・出張者の確
認）
②システ ム復旧後に、倉庫在庫確認、受注
残確認
社外：
被災の可能性のある顧 客の洗い出し
顧客の被災状況の確認
顧客への供給可否確認

緊急対策要領（抜粋）

３日以内
被 災による影響度分析
社 外対応の指示
業 務の優先順位付け
中 核事業継続方針の立案
（復旧までの行動と目標設定）
従 業員の臨時出勤指示
突 発事案の対応

一週間以内
今後の影 響度の把握
今後の対 応策の検討
復旧計画 の策定
従業員の 臨時出勤指示
突発事案 の対応

周 辺の被災状況把握（地域インフラ、公共
施 設）
従 業員の被災状況把握
事 業所の被害状況把握
（稼働の可否、稼働範囲、稼働見込み）
早 期復旧対策の検討

早期復旧 対策の着手

一ヶ月以内
復旧計画の実行と指示（全体の進捗管理）
突発事案の対応

在庫製品の出荷再開
危険物倉庫から品物搬出
狭山事業 所で の代 替生産支援
狭山事業 所へ派遣する生 産メンバーの決 生産の一部再開
定
粘着剤・機能材・硬化剤・添加剤
狭山事業 所への移動手段の確保

① 在庫と受注状況を把握、生産品番を振り 左記の見 直し、修正、最 適化
分け
② 顧客対応方針を決定

浜岡製品在庫出荷再開による出荷指示
浜岡一部生産再開による生産品目指示

当 社対応方針を顧客に発信
① 当社被災状況
② 当社供給体制
顧 客状況の確認

当社被災後の状況説明と供給体制の説明
（訪問による面談を基本とする）

顧客との調整
顧客状況 の確認

部員の参集（可能な人：人員不足の場 合は サ プライヤー、協力会社への連絡
人員の確保（最低3名））
・被害状況把握、製造可否
・出荷(発注状況）可否、出荷先の変更、在
作業内容の確認、役割分担
庫 状況
浜 岡状況確認
原料調達
・被害状況把握（対策本部経由）
ロジスティックス
・原材料、副資材在庫状況、出荷可否
生 産場所への原材料、副資材供給ルート確
認
生 産場所で の原材料受入可否確 認(倉庫の
確 保）
被災状況の把握
被 災状況の公開
通信手段の確保と配備
従業員安否確認支援
シ ステム不具合の究明
後方支援
シ ステム復旧対応
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影響評価
生産状況に基づく、原材料在庫管 理
（生産計画方針に基づく、原材料懸念情報
のまとめ）
新規外注先への生産依頼準 備
必要材料 の手配(発注作業）
・製造要領
サプライヤー、協力会社への連絡
・原材料の確保
・外注先への製造指示(製 造可の場合）
・技術指導派遣員の手配
・新規外注先(大同）への依頼内容確認
生産場所 での原材 料受入場所の確保

財務対策 の決定と手配
復旧計画 の公開

4.4

5. おわりに

今後の課題

リスク管理計画書の策定過程では作成に携わっ
たメンバーの当事者意識の芽生えを感じることが

取り組みを通して感じたことのひとつに経験の

出来た。また、防災訓練を行う中で安否確認ひと

重み、経験値の有用性があげられる。東日本大震

つとっても、登録したメールアドレスが変更され

災において発生した津波被害で生死を分けたのは

ていて届かないということも確認された。従業員

過去の経験伝承にあったと聞く。本企業の取り組

本人との安否確認は事業所にいる人については直

みにおいても浜岡事業所と本社管理部門の間で被

接確認となるが、不在の交替勤務者や出張者につ

災の切実さに関する認識は異なっていた。浜岡事

いては個人使用の携帯電話メールが有効であるこ

業所では事務棟から避難場所の製造棟 4Ｆまで

とが 2009 年 8 月の駿河湾沖地震の際に確認されて

200ｍあり、更に 20m の階段を駆け上がらなけれ

いた。2012 年 12 月現在、安否確認一斉メールサ

ばならない。防災訓練でタイムトライアルを実施

ービスを利用して会社から定期連絡を行い最新ア

した後は基礎体力向上の取り組みも始まっている。
経験や体験の伝承を風化させずに残し、育てて

ドレスの把握を行っている。
作成したリスク管理計画書の中には対策が完了

いくことは簡単なようで難しいことだと認識して

したあとの保守が重要となる項目、対策が進行中

いる。駿河湾地震、東日本大震災の経験を踏まえ

で進捗管理が必要な項目、策定は終了したが円滑

て中堅企業にとっては天災リスクが企業の存続を

な運用のために周知・訓練が必要な項目、状況の

左右する重大事であることを肝に銘じ風化させる

変化に対応して見直しが必要な項目が混在してい

ことなく企業風土の中に取り込んでゆかなければ

る。担当部署、責任部門が計画を実施に移すこと

ならない。

が基本となるが、それぞれの対策が計画通りに進

また、従業員ひとりひとりが明確な目標をもっ

んでいるかどうか、修正の必要があるかどうか、

て「考働」
（考えながら働く）し成長することが重

進捗の偏りがないかなど確認し、全体を把握して

要である。本企業の体質をより筋肉質にし、ステ

管理してゆくことが必要である。この役割を統括

イクホルダーの全ての者に評価されるように努力

部門として経営管理部がおこなってゆくこととし

することを表明して本稿を結ぶ。

た。
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総合防災訓練の実施

対策について（2011 年 8 月 2 日付）

② 管理計画の見直し

3) 中部電力株式会社：浜岡原子力発電所の津波対策の

被害想定の妥当性、対策の妥当性、改善などを

状況について（2011 年 10 月 20 日付）

担う経営管理部は製造・購買・営業については専

4) 綜研化学㈱社内資料

門外であり、対策の妥当性の評価を行い、必要な

“2011 年度特定リスク管理計

画書（東海、東南海、南海三連道地震災害対応）

施策を発案し、実行出来るわけではない。今回の

5) 御前崎市地域防災計画

取り組みを通して、当該部門が当事者として自覚

6) 綜研化学㈱社内資料

を持って取り組んでいくことが必要であることが

“2011 年度特定リスク管理計

画書（首都直下地震災害対応）

明らかになった。

7) 内閣府南海トラフの巨大地震モデル検討会：浜岡原
子力発電所付近の浸水分布図(平成 24 年 8 月)
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編

編

集

後

集

後

記

記

この 6 巻 1 号において、2012 年末に投稿いただいた原稿 4 件が掲載されました。掲載に至るまでに査
読者の皆様には複数回にわたり丁寧な査読を行っていただき、それに対して投稿者から常に真摯な対応
があった結果、いずれの投稿も構成や内容の面でより充実したかたちで掲載される運びになりましたこ
とを大変喜ばしく感じております。学会誌掲載にあたり熱心に取り組んでいただいた査読者、投稿者、
編集委員の皆様に深く感謝申しあげます。
今後とも、学会誌掲載に関わる人たちの真摯な取り組みにより、この学会誌から社会に向けて発信す
る論文が数多く掲載されることを祈っております。

編集委員会事務担当
吉原有里
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