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経済学研究 33-3
北海道大学 1983.12

明治期陸海軍工廠における特殊鋼生産体制の確立

長谷部

はじめに

本稿の課題は，明治期陸海軍工廠における特

殊鋼の生産体制が，いつ， どのような特徴的形

態において確立したか，を解明することにあ

る。

兵禄生産にとって不可欠の特殊鋼の自給化と

その生産体制の確立が，明治期陸海軍工廠にお

ける兵器生産の確立の前提条件の一つをなすこ

とはあらためていうまでもなし、。これまでの明

治期陸海軍工廠史研究において，素材ないし鉄

鋼の生産の確立が， 日本における軍事技術ない

し軍工廠の確立の重要なメルクマールをなすこ

とが， しばしば指摘されてきた。しかし，それ

ら諸研究においては，兵器素材たる鉄鋼を問題

にするにあたって青銅，鋳鉄あるいは一般普通

鋼材と，近代兵器の基本素材である特殊鋼と

を，ほとんど厳密に区別することなしに論じて

きているように思われる。例えば，藤井松一氏

の論稿「近代科学技術の導入J(岩波講座『日本

歴史~ 17，近代4，1976年)は兵器素材分析

を，軍工廠研究の基本に据えたものとして，き

わめて注目すべき労作であるが， 氏は 1軍事

技術の真の意味での自立化は，機械金属工業技

術全般の自立化との関連でとらえられるべきも

のであり，わが国においては機械技術全般はか

えって外国依存の度合いを深めていったのであ

る。そのような意味で，小山弘健の軍事工業に

関する研究は先駆的な意義をもつものである

が，軍事技術の『自立化』を一面的に強調しす

ぎていると言わざるをえないであろう 1)oJとい

1)藤井松一「近代科学技術の導入J(岩波講座『日本
歴史~ 17，近代4，1976年)85頁。

宏

うことによって，兵器素材生産技術の自立化を

一般鋼材生産技術の自立化と事実上，同一視し

ておられる。この点は，後にあらためて検討す

るように，その実証的密度の高さによって明治

期軍工廠研究の水準を一挙に引き上げた佐藤昌

一郎氏の労作2)にも部分的に共通する事柄であ

って，研究史七，兵器素材としての特殊鋼の生

産と自給化の意義は必ずしも十分に認識されて

いるとは¥，、い難いのである。

しかし，大橋周治氏がすでに的確に指摘して

おられるように，兵器素材用特殊鋼と一般鋼材

は「同じ鉄鋼でも厳密に言えば別商品3)Jであ

る。本稿が，軍事技術の一部としての鉄鋼技術

の中で， とくに特殊鋼技術に注目しながらその

生産体制の確立を問題にしようとするのも， こ

の大橋氏の指摘に基礎づけられているといって

よL、。

ところで，特殊鋼生産体制とし、う場合，本稿

では，その「生産体制」なる概念を， とりあえ

ず原料の生産装置への投入と，生産装置からの

製品の産出という流れとしてとらえるめ。した

の佐藤昌一郎「国家資本J(大石嘉一郎編『日本産
業革令の研究』ヒ， (東京大学出版会， 1975年〉所
収)

3) 大橋周治『幕末明治製鉄史~， (アグネ， 1975年〉
283頁。

4)中岡哲郎氏は，物の生産を次のような図式であら
わされる。「工学の領域で多用

n putl一一一loutput 
される ム IA I一三 という図式がここ

に登場する。もともと電気工学の領域から出発し
たこの図式が，工学の全領域へと拡張可能であっ
たのは，それが加工・生産の構造そのものを示し
ているからである。何度もいうが生産は必ず何
(in put)を加工 (A)して，何 (output)にす
るとL、う構造をもっている。」中間哲郎『工場の哲
学~， (平凡社， 1971年)51頁。
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がって，生産体制の解明のためには，原料の調

達のありかた，生産装置の明示，そして製品の

産出量とその供給先が明らかにされねばならな

L 、。

一般に特殊鋼を生産するには，生産装置とし

て，地活炉，酸性平炉，電気炉が用いられた九

この中で， どれが明治時代の兵器用特殊鋼生産

の主流であったかを確定するのは困難だが，大

口径砲や装甲板用インゴット製造は，大量の溶

鋼が必要であるから，兵器用特殊鋼生産のため

には大容量の酸性平炉が主軸をなしたと推測で

きるの。

原料は，低燐銑鉄， クズ鉄(可鍛鉄)が主で，

脱炭促進，ガスの誘導除去等のために少量の鉄

鉱石 (boiling) が使用され円適量のフェロア

5)飯田賢一『日本鉄鋼技術史論Jl(三一書房， 1973年〉

263~277頁。地柄炉，酸性平炉，電気炉について

は，中沢護人『鋼の時代J](岩波新書，1964年〉お

よび佐藤忠雄『特殊鋼とはどういうものかJ](工業

図書出版株式会社 1977年〉を参照。なお，酸性平
炉(ないし酸性シ←メンス・マルチン炉，酸性シ

ーメ γス炉ともよぶ)とは酸性耐火物で， 内ばり
した平炉のことである。なぜ，特殊鋼生産に，塩
基性平炉ではなく酸性平炉が用いられたかは「酸

性平炉では溶鋼が水素を吸収することが少ないの

で一般に白点が出る心配がないJ(佐藤， 前掲書，
265頁〉からである，白点とは特殊鋼製造にとって
最もおそれられるものであり，白点が存在する

「まま使用すると割れが進展して破壊に至る危険
を」もつものである。その原因は「水素ガス，不

純物の凝集，熱応力，内部歪の潜在などの影響で
あろうといわれている。J(以上寺沢正男『金属工

学辞典』地人書館， 1962年， 366頁)

6)鉱山懇話会編『日本鉱業発達史』中巻， (鉱山懇話
会， 1932年)94~96頁。

7)特殊鋼製造には，主に屑鉄一銑鉄法が採用され，

溶銑ー鉱石法は採用されなかったようである。
(屑鉄一銑鉄法，溶銑一鉱石法については，中沢

護人『鉄のメノレヘンJ]， アグネ， 1975年，97頁を参

照。)
屑鉄一銑鉄法がなぜ採用されたかという理由は

不明だが，大石源治・石部功「本邦平炉の構造研
究並に日独塩基性平炉の比較J(W鉄と鋼J]，第16

年，第一号)によれば「酸性平炉法・…・・其製鋼法
は銑鉄屑鉄法J(68頁)，したがって，理由は不明

確だが，当時の特殊鋼製造=酸性平炉の操業は屑
鉄ー銑鉄法が採用され溶銑一鉱石法のように大量
の鉄鉱石は用いられなかったと推測できょう。

ロイめが用いられた。こうして，酸性平炉中で

脱炭反応がすすみ，特殊鋼ができあがり，次の

造塊，鍛造，熱処理等の工程にうつるのである。

したがって，本稿の課題は低燐銑鉄 寸
[ '屑鉄(可鍛鉄戸

→??[→〔具体的な特殊鋼の産出
量，供給先の明示。 という， よ

り具体的な生産体制を前提にしつつ，①兵器用

特殊鋼の必要量をみたしうる一定の具体的な産

出量の明示(これが，本稿でいう「生産体制確

立」の基準となる)，②産出された特殊鋼の供

給先確定，③生産装置の内容および原料調達の

あり方の解朗によって，その生産体制の確立過

程を，軍工廠という特殊な性格に由来するきわ

めて限られた史料の範囲内で，可能なかぎり明

らかにすることである。そして， このことは，

日本における「軍器独立9)J過程のー側面に光

をあてることを意味すると同時に，表 1に示さ

れる陸海軍工廠の経営規模の巨大性を前提に考

えれば，明治期の日本資本主義における鉄鋼業

の存在形態の一面を明らかにすることにも，お

そらくつながるであろう。

8) フェロアロイとは合金鉄のことである。佐藤忠

雄，前掲書によれば「合金鉄つまりフェロアロイ
とは，マンガン， シリコン，モリフーデン， ニッケ

ルなどの合金元素と鉄との合金である。これらの

元素を単体の金属地金で鋼の溶解精錬の過程に加
えることは，酸化消耗などの損失が多く，また金

属地金が高価なため，一般に合金鉄として加えら
れるものが多い。J(佐藤，前掲書， 259頁)という
ことである。

9)山田盛太郎『日本資本主義分析J](岩波文庫版，
1977年， 135頁。山田氏の「軍器独立」規定は，も
っぱら軍艦の国内建造の「自足完了」とイコール
でむすびながら「海軍」のみにかぎってつかわれ
ている。しかしここではよりひろく日本におけ
る，素材もふくむ兵器生産の海外依存性が解消し
てゆく過程と，ひとまず，漠然と把握しておきた
L 、。

山田盛太郎『日本資本主義分析J](1934)を起点
とし，岡邦雄氏が主張された「軍事技術リード
説」に対する批判 (1937)から出発して執筆され
た小山弘健氏の労作「日本軍事工場発達史J(上
村貞治郎・北林道寅・小山弘健『日本産業機構研
究』伊藤書広， 1942年所収)以後，本格化した日
本陸海軍工廠史の研究史的整理と若干の問題点の
指摘については，暫定稿を用意していたが，紙幅
と時間の関係上割愛せさeるをえなかった。これに
ついては，改稿の上あらためて発表の機会をもち
たL、と考える。
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表-1 官営軍事工場・民営機械製造工場発達比較

1 

民営機械工場
年

次 職工数|原動機[職工当り 職工数|原動機 l職工当り
馬 力 数 馬力数 馬力数 馬力数

明 32 25，073 8，438 0.337 20，872 4，054 0.194 
11 36 53，593 19，843 0.370 32，029 5，494 0.172 
必' 39 93，704 68，403 0.730 55，829 15，464 0.277 
必P 42 68，605 97，063 1.415 46，834 29，904 0.639 

大 1 76，526 129，590 1.693 69，810 53，515 0.767 

(出典) 小山弘健『日本軍事工業の史的分析~ (御茶の水書房， 1972.) 105頁。
原典，各年次『農商務統計表~ w帝国統計年鑑』等。

(注) (原注)，機械工場には，兵器，造船，車両，機械器共の工業部門をふくむ。

なお，本論に入る前に，あらかじめ本稿の構

成にかかわる明治期陸海軍工廠の兵器生産の大

まかな時期区分を行えば，兵部省、設置から日清

戦争までの第一期， 日清戦後から日露戦後まで

の第二期，に分けられる。二つの時期に区分し

た根拠は，第ーに陸軍兵器の素材をみると日清

戦争を境に画期的転換(毒患語 1→鋼製砲)が行

われ，また海軍兵器の素材生産も，後述するよ

うに， 日清戦後特殊鋼の大量生産(呉海軍工廠

における大口径砲・装甲板製造)がみられるこ

と，第二に，陸海軍の戦略の基本方針をみる

と， 日清戦争以前は，対内的軍備から対外的軍

備への転換期，日清戦後は「守勢国防」から「攻

勢国防」への転換期と一括できるためで、ある 10)。

以下では， この時期区分に従って分析がおこな

われる。

I. 日清戦争前におけ否兵器素材のその生産

1，軍工廠における兵器素材生産の実態

〔陸軍工廠〕この時期採用された陸軍兵器の特

質は，小銃以外すべて，素材が青銅と鋳鉄であ

ることである(表2，3)。小銃銃身鋼は，この

時期すべてオーストリア，ボーラ一社からの輸

10)松下芳男「明治時代における想定敵国の変遷」

(W軍事史学~， 4-3， 1968年)

入であった11)。
セシチ

28棚橋弾砲以外の諸砲の素材である青銅の主

要原料である銅は園内産であった問。 4斤野山

砲は，当時のフランスの旧式砲で， 口装砲であ

るのにライフル(腔能13)) が切ってあった。

その後採用の，青銅製圧搾式後装砲14)は，イ

タリアからの技術導入によるものである向。イ

タリア式砲の導入の理由は「日本で，まだ良質

の鋼を得ることは困難1め」という自給化志向の

11)輸入されていたという根拠は，佐藤昌一郎「国家

資本J(大石嘉一郎編『日本産業革命の研究~(上〕
東大出版会， 1975) 321頁による。オーストリア，

ポーラ一社からの輸入と断定した根拠は，特殊製
鋼株式会社編『石原米太郎回想録Jl(1963年)799~

801頁。及び陸軍省編『大正六年二月二十四日大

阪工業会ニ於テ兵器工業ニ関スル陸軍省兵器局長

向銃砲課長講演要旨~ 25頁による。

12) 大阪砲兵工廠編『大阪砲兵工廠沿革史~ 1902年，

3頁O

13) ライフルないし腔終とは「それによって弾丸にた

いしてその推進線〔弾道〕に垂直な回転をあたえ
火砲の射程と精度を高めJ(F，エンゲルス「腔料

砲についてJ0 wマルクス・エンゲルス全集~，第
15巻，大月書庖， 1965， 26頁)る効果がある。こ

の口装砲にもかかわらず， ライフルがほどこして

あるとL、う不合理なフランス 4斤砲の構造につい

ては，上記エンゲルス論文が詳しし、。

14)青銅地金(砲身素材)を所定の砲身腔の直径より

も小さく穿っておき，それに鋼鉄製の圧搾梓を圧

入して，所定の直径におしひろげ組織を強化する

という製造方法。詳しくは，小山弘健『近代軍事

技術史Jl(三笠書房， 1941年)165頁を参照せよ。

15)工学会編『明治工業史，火兵篇Jl(丸善1930年)87 
~88頁。

16)吉田光邦「明治期の兵器工業J(京都大学『人文学
報~ 27号， 1968年)113頁。
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表-2 主要陸軍 情IJ 式重砲

¥九 一_____1p ~ 1 @身長 l砲身立弾一戸五一副長大一|備 考|制式年次

(rr四)1 (kg)[ 制加/S)l(m)
12珊加農砲 120 16.48 一 7，000青銅攻城砲 明治23年頃

15 珊臼砲 150 30.4 I - I 4，400 青銅攻城砲 明治23年頃

28珊砲弾砲 280 217.7 315 7，900 鋳鉄要塞砲 明治23年頃

38式10珊加農砲 105 3，325 1，254 16.0 570 10，800 鋼攻城砲 明治44年 *1

38式12珊縮弾砲 120 1， 440 410 20 276 5，650 鏑攻城砲 明治44年*1

38式15珊砲弾砲 149.1 1， 800 768 36 275 5，000 鋼 攻主主砲 明治44年*1

200 10，400 鋼*2攻城砲 明治44年

45式15珊加農砲 150 45 15，000 鋼*2攻城砲 明治44年

(出典) 工学会編『明治工業史火兵篇』日本兵器工業会『陸戦兵器総覧』
毎日新聞社『調会白・日本の戦史国~ (村谷俊夫「日清露各寧の新兵器総覧陸上兵器編j

209~211頁より。
(注 *1は国産化されはじめた後制式となったのであり日露戦争中からクルップ式として野戦重

砲隊で使用されていた。
*2は短時間で移動が可能であったので攻城砲とした。『明治工業史火兵篇』による。
兵器名称は『明治工業史 火兵第』に準ずる。以下同様

結果であった。

28珊砲弾砲17)の素材である鋳鉄および装鐘用

の鋼のうち，後者は当時の日本の製鋼事業の未

発達を考えると，すべて輸入であったと考えら

れる。鋳鉄については，その原料である銑鉄

は，明治26年頃を境として輸入銑から釜石銑へ

転換された18)。

以上のような諸砲を生産していた大阪砲兵工

17) 28珊惚弾砲砲身とは，かんたんにいえば，砲身の

内筒を鋳鉄でいこみ，その外側に二重の銅製の織

をはめこんだものである。その製造過程は，前掲

小山『近代軍事技術史JI116頁にくわしし、。

18) I明治二六年二月十五日，釜石鋳鉄製海岸砲砲身材

料試験ノ成績良好ナノレコトJ(前掲『大阪砲兵工廠

沿革史JI29頁)とある。ここには，明治26年に釜

石銑を試験的に使用した結果，良好であったと記

されているにすぎないが，本稿では，他の資料に

「大口径砲鋳造に使用したる・…・・内地銑としては

釜石製各種銑を用ひたJ(吉田豊彦『本邦鉄鋼業に

対する素人観』借行社， 1928年， 335頁〉と明記さ

れているため，釜石銑が明治26年以後，使用され

たと考えたい。鋳鉄の反射炉精錬については，奥

村正二『小判・生糸・和鉄JI(岩波新書， 1973年〉
183頁に詳しい。

山田盛太郎『日本資本主義分析』の有名な規定

すなわち「釜石鋳鉄の『グレゴリニー』鋳鉄凌駕

(明治二三年)J(岩波文庫版， 124，144頁)は，あ

くまで弾丸素材としての釜石銑の評価である。こ

の点，念のため明記しておく。

j阪の砲身素材製造設備は，反射炉であった向。

一方，製鋼設備は， 明治22年に，試験用の土甘塙

炉が設置され，翌23年には容量250kgの 平 炉 が

設置され， 24年には容量500kgに改築されるが，

特殊鋼の製造に入ったとは考えられない向。

当時，陸軍採用諸砲の素材(青銅および鋳鉄)

19)なお，土日柄炉も明治22年以降操業していたことは

明らかである。しかし吉田豊彦前掲書によれ

ば，この増収j炉は釜石銑鉄を原料とした砲弾用鋳

鉄の反射炉による大量生産の可否の検討および，

後述の 250kg酸性平炉導入のための装入原料配合

試験に用いられたのみで、ある。したがって，後述

する海軍工廠における地禍炉とはことなり，兵器

素材の生産に用いられたというより，むしろ試験

用として用いられたと考えるのが適当である。

(吉田豊彦，前掲書， 329~337頁)

なお，石塚裕道氏は，この大阪砲兵工廠におけ

る地柄について「明治22年 (1889)7月， w地柄』
利用によって平炉製鋼作業を開始し」と述べてお

られるが(石塚裕道『日本資本主義成史研究JI，
吉川弘文館1973年， 263頁)，前述のように，土甘府j

炉による平炉装入材料配分比率試験をもとに，明

治23年の平炉製鋼作業が開始されたというのが真

実である。たしかに増塙利用=平炉装入材料配分

比率試験をもとに平炉製鋼作業が開始されたわけ

であるから，必ずしも事実誤認とはいえまいが，

22年はあくまで試験であって石塚氏の記述は誤解

をまねくといわなければならなし、。

20)吉田豊彦前掲書， 337~341頁。溶鋼を希望の炭素
量に操作することもままならなかったようであ

る。
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は，大阪砲兵工廠の反射炉で製造された。いい

かえれば， この時期の陸軍諸砲の素材は28珊槽

弾砲装描用の鋼以外は，原材料を含めて自給化

が達成されていたと考えてよい21)。

〔海軍工廠〕海軍艦艇の素材は，木材→鉄→鋼

と変化した。これら(鉄，鋼)は，明治22年時

点においても「艦船機械用鋳鋼ノ未タ本部ニ於

テ製造ノ途ナク，全部欧州lヨリ輸入ヲ仰山」い

でし、たのであった。

海軍工廠における艦艇素材製造用の平炉建設

は，明治23~24年23) 横須賀工廠で行なわれ

た。容量5トンの重油燃焼式平炉が，実用的な

その最初のものであった24)。この平炉によっ

て，明治25年には軍艦秋津洲主汽機汽簡蓋全部

が製造され，艦材の一部としても，同炉製鋼が

用いられた向。

一方，砲煩兵器素材の生産は，明治14年東京

築地の海軍兵器製造所叫に柑塙製鋼炉が設置

されたことにより，その緒についた。明治17年

以降，砲身素材の製造およびその鍛造によって

多数の砲身鋼が製造されている 27)。しかし，大

口径砲の素材製造は行われていない。

特に， この時期の製鋼作業にあって注目すべ

きことは，第一に，柑塙装入原料として本邦産

の「包丁鉄，玉銅」が用いられていることが示す

21)この点を重視されるのが小山弘健氏である。小山
弘健『日本軍事工業の史的分析~ (御茶の水書房，
1972年 87~88頁。但しその発展的な面(自給化

の進展)のみを評価され，その否定的な面(本文
中後述するようにくその場しのぎ>的側面)を無
祝される点，問題が残る。

22)横須賀海軍工廠編『横須賀海軍船廠史J(横須賀海
軍工廠， 1915年第3巻) 49頁。

23)向上書， 49， 103頁
24)下川義雄「本邦平炉製鋼小史J(梅花女子大学『文

学部紀要~ 17， 1981年)51頁。
25)造船協会編『日本近世造船史，明治編J(弘道館，

1911) 378頁。工学会編『明治工業史，鉄鋼篇』
〈丸善， 1930年)145頁。

26)この時期，海軍兵器製造所は，名称を兵器局製造
課→明治10年，海軍兵器製造所→明治22年，海軍
造兵廠(前掲『明治工業史，火兵篇~， 359頁)と
2度にわたって改めている。本稿では，その名称
を海軍兵器製造所に統一する。

27) 前掲『明治工業史，火兵篇~ 119~120頁。

ように，後述の特殊鋼生産体制確立時点におけ

る原料調達のありかたの端緒が，すで、にかたち

づくられていたことである向。第二は， 日清戦

後の特殊鋼生産体制の中核的存在となる呉海軍

工廠がこの時期設置されたことである。すなわ

ち，呉鎮守府開庁の翌明治23年呉海軍工廠造船

部が設けられ，明治25年設置の容量3トンの酸

性平炉によって製鋼作業がはじまり，艦艇用の

鋼鋳物が製出されたのである。

2兵器素材生産にあらわれた箪工廠における

兵器生産の特質

陸軍兵器は，陸軍軍備の編成が対内的なもの

(鎮台制)から対外的なもの(師団制)に転換

し始める明治21年29)に圏内設計(村田連発銃)， 

海外設計(イタリア式砲制の導入)に改変され

陸軍工廠はこれら新式兵器の生産を開始する。

一方，海軍兵器は，明治17年以降鋼製艦艇に転

換をとげ，海軍工廠はこの転換に対応して，鋼

製海防艦(橋立)の建造も可能となり，小口径

速射砲砲身の生産も達成した。

この時期の陸海軍工廠における素材生産の概

要を図示すれば，図-1のようになる，一見し

て明らかなように，いわゆる「分断」的構造(陸

海軍工廠相互の無関係な構造)を示す。佐藤

昌一郎氏が明治期陸海軍工廠の一特質とされる

「陸海軍両工廠の再生産過程における『分断

性J30) Jを確認できる。ただし， この分断性は

あくまでも日清戦争までの現象であって， 日清

戦後にも妥当するかどうかは，あらためて後段

で検討しなければならない。

ところで，これら陸海軍工廠の兵器生産は

28) 向井哲吉「我国に於ける土甘禍製鋼の発達~(日本科

学史学会編『日本科学技術史大系， 20~ 第一法
規， 1965年， 157頁)島根県編『新修島根県史，史
料篇6~ (島根県，1966年)410頁。飯田賢一『日本
鉄鋼技術史論~(三一書房， 1973年)179頁。大橋周
治『幕末明治製鉄史Hアグネ 1975年)265~271 

頁。
29) 大江志乃夫『徴兵制~ (岩波新書 1981年)78頁。
30)佐藤昌一郎「国家資本J(大石編前掲書所収)355 

~356頁。
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図-1 兵部省設置~日清戦争期の軍工廠の素材供給状況
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「松方財政」下の軍拡と軌をーにしていた。佐

藤昌一郎氏によれば「松方財政」の目標は「軍

拡」の遂行であった。「松方財政」期の「官業

払下げ政策」は，一面では財政支出の抑制を意

味したが，他面では大石嘉一郎氏のいわれるよ

うに，官営事業の「軍需工業重点化方針の明確

化31)Jとも把握できるのであって，松方によっ

て推進された一連の政策は， r軍拡→正貨の流

出→紙幣の下落の促進…への対応としての正貨

の取得・蓄積の強化，紙幣鋪却の促進32)Jとい

う脈絡で理解され，その中で「軍拡費そのもの

を正貨の観点から抑制する町」ことがめざされ

たと考えられる。したがって兵器の圏内生産

も， この「正貨蓄積」との関連で，つまり正貨

節約のねらいをもつものとして重視されざるを

えず，官業政策の「軍需工業重点化方針」とあ

いまって，陸海軍工廠の重要性はとみに高まっ

ていたといってよい。それゆえ，とくに陸軍兵

器の火砲は，その素材も「正貨蓄積」の要請の

ため，一部分陸軍工廠内で生産され，さらに素

材原料も圏内調達がはかられたと考えられる。

31)大石嘉一郎「松方財政と自由民権家の財政論J(福

島大学『商学論集』第30巻第2号， 1962年)401頁

32) 33)佐藤昌一郎 rw松方財政』と軍拡財政の展開」

(福島大学『商学論集』第32巻第3号， 1963年)

57頁。

室山義正氏は，この時期の海軍工廠について，

対清軍備の拡充ゆえの急速艦艇整備のため，海

軍工廠拡充は見送られ，当該期の海軍工廠の生

産力の上昇は，それまでの遊休設備の稼働によ

ってもたらされたのであって，佐藤昌一郎氏の

いわれるような「軍工廠の拡充」は行なわれな

かったとされる 34)。それを精綾な分析で実証さ

れているのだが，海軍工廠についての分析のみ

であり陸軍工廠について分析はなされていない

以上，室山説は「松方財政」の一つの目標を「軍

事工廠の拡充35つとされる佐藤説にT品、する十

全な批判とはなりえないように思われる問。陸

軍工廠における兵器素材生産は海軍工廠のそれ

とは明確に異なるのである。

34)室山義正「松方財政の展開と軍備拡張一松方財政

の再検討一(上)(下)Jσ金融経済~，第190， 191号，

1981年)

35)佐藤昌一郎 iW松方財政』と軍拡財政の展開J(福

智大学『商学論集』第30巻第2号)57頁

36)さらに室山氏は，大石・佐藤両氏にたいして， も

う一点批判をされる。その点を敷約すれば，大石・

佐藤説は「松方財政」下の軍拡の目的を「人心収

撹」においているが，これは岩倉具視の「機密意

見」の「ミスリーディング」によるもので誤りで

あり，むしろ軍拡の目標は， r朝鮮事件」を契機

とした，対清軍備拡張であったというものであ

る。この室山説には2つの問題点があるようにお

もわれる。その第一は，大石氏と同様，佐藤氏は

「松方財政」下の軍拡を対内的なものとしてとら
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この時期の陸海軍工廠相互において，その素

材生産の方針は，技術的に異なっていた。すな

わち，陸軍は小銃銃身鋼は輸入で調達する一

方，火砲製造にあたっては，反射炉で素材生産

が可能な圧搾式青銅砲，および装錐鋳鉄砲とい

えているかということである。筆者が佐藤論文を
読む限り大石氏とは異なり佐藤氏は対外的なもの

と考えられているかのようである(佐藤昌一郎
I"W松方財政』と軍拡財政の展開J54頁参照。)第

二点は大石氏は本当に軍拡の目的を，室山氏が整

理されたように「人心収撹」と考えられていたか
ということである。大石氏のこの部分について述

べた所を引用すれば「すなわち，国勢の拡張のた
めに朝鮮清国との関係が『禍ヲ転シテ福ト為ス』

『機会』として利用され，軍備拡張は国会開設前

の国権強化を目的としたものJ(大石，前掲論文
441頁〉。みられるように，大石氏は室山氏が位置

づけられるように「人心収撹」のための軍拡とは
言われていなし、。むしろ，もう少し具体的なもの

として，対内的な軍拡， 1"国会開設前」の自由民
権運動を対象とした軍拡で、あったといわれている

ように筆者には読みとれる。対内的軍備強化を

「人心収償」と位置づけることも可能であろうが
大石氏の文意を十分に伝える要約とはし、L、がたい

のではないだろうか。

ともかく，室山氏の「松方財政」下の軍拡の目的
が対外的なものであったとし、う位置づけの根拠は

「機密意見」の<正しい読み>ということのみで
あって，論拠としてはすこしょわいのではないだ

ろうか。室山説を補強するためには， 1"松方財政」

下の軍拡によってもたらされた軍備が対外的な性

格をもっていたことが実証されなければならない

はずである。しかし室山氏は海軍軍備拡張の
みをとりあげられて自説を展開される。そもそも

海軍軍備は「海上の戦闘，海面の防備に当たるを

主務とするものであるから，対内的武力として行
使されるものではなL、J(松下芳男， u'暴，f:，'，鎮圧

史~， 柏書房， 1977， 87頁)のである。したがっ

て，本来，対外的性格をもっ海軍軍備の拡張のあ

り方だけみていては，陸海軍軍備が対内的か対外
的かを判断することは困難といわなければならな
L 、。

室山氏が重視される「朝鮮事件」のあった明治
15年にも「激化諸事件」は惹起している，このよ

うななかで陸軍軍備は前述したように対内的性格
の強い鎮台制から対外的性格の強い師団制へと改

編された。にもかかわらず，清国軍が「クルップ

野砲」を装備していたのにたいしこの時期導入

されたイタリア式野砲は青銅製だったのであり，

したがって当時の陸軍軍備は，真実対清軍備を目

指していたかを断定することはむつかしいといわ

ざるをえない。

うfイタリア式砲制の導入をおこない，室山氏が

当時の陸海軍の想定敵国とされる清国軍が， rク
ルップ野砲37)Jを採用しているにもかかわら

ず，幕末期の技術水準向を墨守することによっ

て，火砲素材の自給を達成したのである。いし、

かえれば長期的展望にかけるくその場しのぎ〉

ともいうべき方法で r松方財政」下の軍拡に

対応したと考えられよう。このように素材の一

部自給(火砲のみ)を技術的後退によって達成

した陸軍工廠にあっては前述のように製鋼事業

は，地金の炭素量の調整も意のごとくならない

状態であった。日清戦後における陸軍工廠の特

殊鋼製造外部依存という体質はここに旺胎して

いたといってよし、。ともかく，このようなイタ

リア式砲制導入による火砲素材自給化は，r松方

財政」下ゆえにおこなわれた「正貨制限のため

に軍需品の圏内生産の自立化が強く要請され

た39)J結果とかんがえられよう。このような，

陸軍工廠のイタリア砲制導入による青銅・鋳鉄

生産が「軍事工廠拡充策」の結果とすれば，佐

藤氏の主張は陸軍工廠にはあてはまると考えら

れる。

一方，海軍工廠における素材生産は，柑塙製

鋼の導入により，小口径速射砲砲身製造が可能

となり，平炉による鋼生産も順調にすすんでい

た。この点，陸軍工廠とは対照的である。とく

に製鋼原料として中園地方で生産された錬鉄，

鋼が用いられたことが注目される。こうした海

軍工廠における製鋼技術の蓄積は日清戦後にお

ける特殊鋼の大量生産の前提条件を形作ったと

みることができる。海軍工廠における素材生産

のこのような特質をみると， この時期の海軍工

廠の拡充を室山氏のようにまったく否定するわ

けにはゆくまい。素材自給化と関係のある製鋼

技術の技術移転を考えれば， この時期の海軍

工廠における製鋼事業は特筆に値するといって

37)藤村道生「日清戦争J(岩波講座『日本歴史Jl16， 
近代3，1976) 14頁。

38)大橋周治，前掲書， 264頁。

39)佐藤昌一郎I"W松方財政』と軍拡財政の展開J(福
島大学『商学論集』第32巻第3号1963年， 57頁)
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よかろう。

以上のように，陸海軍工廠は「松方財政」に

よって発展の基礎をあたえられるのであるが，

その圏内での兵器生産(正貨節約)という要請

のために，陸海軍それぞれ異なった技術的対応

をみせる的。つまり陸軍工廠にあっては，長期

的にみれば特殊鋼製造における技術的脆弱性を

内部に匹胎し，海軍工廠にあっては，特殊鋼生

産の技術的基礎をその内部に構築したのであっ

7こ。

11. 日清戦後における特殊鋼生産体制の確立

1，陸海軍工廠における特殊鋼の生産と供給

〔陸軍工廠〕 日清戦争から日露戦争にかけ，

陸軍で用いられた小銃の銃身鋼は， 日清戦争以

前と同様，すべて輸入にたよっていた。

しかし， 日露戦争開戦により兵器用材の輸入

が困難となり，明治37年10月，臨時事件費から

の支出で，農商務省八幡製鉄所内に銃身鋼製

造用の地塙製鋼工場の建設が決定された41)。こ

の均塙工場の建設は，明治38年に完了し，明治

42年以降，銃身鋼として実用に適するものがで

きるようになった42)。そして，三十年式歩兵銃

は，明治39年，三八式歩兵銃に改変された。

そして明治45年頃， I官営八幡製鉄所一砲兵工

廠をつらねる素材からの小銃生産体制が確立し

た43)Jのである。だが，小銃用地金の製造に不

可欠な低燐銑鉄はこの時期なお外国(主にアメ

リカ)からの輸入に依存していたこともまた併

せて確認しておく必要がある 44)。

日清戦後，表-3から明らかなように，陸軍

は鋼製砲の採用にふみきり，大阪砲兵工廠で生

40)このような指摘を鋭く直観的にされたのは大橋周

治氏である。(大橋前掲書， 264頁)

41)三枝博音，飯田賢一『日本近代製鉄技術発達史』

〔東洋経済新報社， 1960年)529頁。

42)工学会編『明治工業史，鉄鋼篇JI(丸善， 1929年〉

178~9頁

43)大江志乃夫『日露戦争の軍事史的研究J1， (岩波書

庖， 1976年)497頁。なお，本稿の日露戦争の部

分は，本書に負うところが大きL、。

44)特殊製鋼株式会社編『石原米太郎回想録JI (1963 

年)793頁。

産を開始した。それとともに，製鋼設備の充実

もはかられた45)。だが，その操業状態は明治34

年，ニッケル鋼，ニッケルクローム鋼の製造に

は成功しているものの， 日清戦争前の試験平炉

の操業と同様，試験の域をでて工業的成功をお

さめたとはいし、えない状態であった。明治36年

における自製鋼による 9珊臼砲の製造は，必ず

しも陸軍工廠における製鋼事業確立のメルクマ

ーノレとはならないのである 47)。

この時期の大阪砲兵工廠における製鋼事業は

「試験期と認ずるを得ベき的」というのが実

状であり，大江志乃夫氏の級密な実証によれ

ば叫，当時，陸軍野戦軍の主力兵器たる三十一

年式野山砲地金は，外部からの供給にたよらざ

るをえなかったのである 50)。

大江氏は， 日露戦争中，三十一年式野山砲素

材およびその他の重砲素材は呉海軍工廠および

外国からの供給に依っていたことを明らかにさ

れたが，問題はなお残されているように思われ

る。第一は，呉海軍工廠からの砲身素材供給

が， どのような事情のもとに，いつ決定された

か，であり，第二は，呉海軍工廠からの砲身素

材供給がし、つまで継続したか，である。

第一の問題については，明治34年 2月の農商

務大臣と海軍大臣との協定事項および，同月の

第15回帝国議会貴族院予算委員会における陸軍

省総務局長陸軍少将中村雄次郎の発言が重要な

手掛りを提供している。まず官営八幡製鉄所の

「製鉄所文書」中「呉造兵廠拡張費ニ関シ海軍

省ト協定セル件J(明治34年2月)は，その協定

内容に関し「要スノレニ若松製鉄所ガ軍備ノ目的

ニ向テ供給スノレ所ノモノノ¥銑鉄，造船材料，

速射砲弾丸用丸棒及砲架ノ材料等ニシテ，呉造

兵廠ハ砲身材料，大砲，水雷，弾丸，甲鉄板及

砲楯ヲ製作スノレ所トシ，両所ノ計画ハ並ピ行ナ

45)下川義雄「本邦平炉製鋼小史J(梅花女子大学『文

学部紀要Jl， 17， 1981年)51頁。

46)吉田豊彦，前掲書， 341頁。

47)大江志乃夫，前掲書， 496頁

48)吉田豊彦，前掲書， 342頁。

49)50) 大江志乃夫前掲書， 103， 104， 407， 421~ 

424， 495~497頁。
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表-3 陸軍備j式野山砲

一¥¥一一向ι|砲身長 1砲身重量l弾量!初速 i最大射程l備

(mm) (mm) (kg) (匂)|(m/S)(m)
4 斤野砲 86.5 4.56' - I 4，000 口装砲 (幕末)明治 4年

4 斤山砲 86.5 4.56 2，600 口装砲 (幕末)明治 4年

7 珊野砲 75.0 4.28 430 3，560 青銅製 明治 18年

7 珊山砲 75.0 4.28 2，700 青銅製 明治 18年

31年式速射野砲 75.0 2，200 327 6.01 488 7，750 銅製駐退器ナシ 明治 31年

31年式速射山砲 75.0 1， 000 99 6.00 262 4，600 銅製駐退器ナシ 明治 31年

38 式野砲 75.0 2，325 333 6.34 520 10，700 銅製駐返器装備 明治 40年

41 式山砲 75.0 1， 330 100 5.71 360 6，300 鋼製駐退器装備 明治 44年

(出典) 工学会編『明治工業史火兵篇』日本兵務工業会編『陸戦兵器総覧』より。

ハレテ相惇ルコトナキナド1)Jと述べ，呉海軍

工廠では兵器用特殊鋼を，八幡製鉄所では兵器

用普通鋼を供給することが決定されていた点を

明らかにしている。おそらく，これを承けてで

あろう，陸軍省総務局長中村雄次郎陸軍少将は

呉海賛工廠拡張費について集中的に審議をした

第15回帝国議会の貴族院予算委員会(明治34年

2月15日)において，子爵曽我祐準の質問に答

え，次のように発言している。

陸軍ノ大砲ノ地金ハ始メ枝光製造所デ捺へル積リデ

アリマシタ，サウシテ大阪工廠ニ於キマシテハ其地

金ヲ以テ製造、ン上ゲノレ，町チ砲ヲ捺へルノハ大阪工

廠デ捺ヘル，其地金ノ、枝光製造所テ酔擦へルト云ウコ

トガ陸軍ノ始メノ見込デアリマシタ，全部枝光製造

所ニ原料ノ搭方ヲ依託シテ居リマシタ，然ルニ其

後，海軍ノ方デ地金ヲ捺へノレト云フコトガ起リマシ

テ，即チ本年モ予算ニ出テ居リマス所ガ是ハ鉄鋼板

ノ製造デゴザイマスルガ，其前ニ既ニ一部分ノ銅ハ

呉デ務へルコトニナッテ居リマス，サウシテ農商務

省ノ方デ、ハ如何デ、アルカト申、ンマスルト云フト其大

砲ノ製造ニ用ヰマス地金ハ今日デハ出来マセヌノデ

ゴザイマス……差是商務省デノ、出来マセヌ， ソレハ初

ニ兵器ノ独立トカ或ハ兵器ノ材料ヲドウヤラスル

トカ云フコトデ，詰リ農商務省デヤルト云フ話デア

ツタノデゴザイマスケレドモ，兵器ノ材料ハ柳カ

ムツカシイ困難デアルカラ先ヅ姑ク後二回シテ出来

易イ所ノ軌道ノ類ヲ専ラ鉄板ノ如キモノヲ先キニ

捺へルト云フコトデ今日マデ着手イタシテ居ノレノデ

アリマス，陸軍デハソレニ付キマシテハ農商務省ノ

方ニ屡々是非大砲ヤ鋼ヲ捺へネパずラヌト云フカラ

始終農商務省ト交渉シテ居リマスケレドモ何分農商

務省ノ方ニ於テ砲ノ地金ハ十分困難デアルカラ，持

へノレコトハ捺ヘルガ先ヅ出来易イモノヲ先キニ致シ

テ砲ノ方ヲ後ユ致サレタイト云フ，何時モ出来ルナ

51)三枝，飯田，前掲書所収， 230頁

ラパ一日モ早グ出来ル方ニ向ケテ行クト云フ，其フ

云フコトデ今日マデ農商務省ノ方デ致シテ居リマシ

タ，併ナガラ唯今マデ農商務省ノ方ニ於テハ砲ノ地

金等ハマダ出来マセヌ， ソレデ一方海軍ノ方デハサ

ウ云フ理窟デ段々一方ノ砲ノ方モ歩ヲ進メテ参リ，

又今度ノ鋼，鋼鉄板ヲ捺へルコトニ至リマシタ， ソ

レデ陸軍デハ元ト農商務省ニ全部依頼イタシテ居リ

マスカラ農商務商デ出来レパ宜シイ，併ナガラ農商

務省ヵー搭へノレノガ未ダ出来ズ海軍ノ方デ鋼ガ出来

ノレ，斯ウ云ウコトニナリマスレバ海軍ノ方デ出来タ

鋼デモ陸軍エ用ヰテ何モ不都合ノ、ナイ，要スルニ陸

軍デ用ヰノレ鏑ハ海軍省デアッテモ農商務省デアッテ

モ何レデアッテモ出来サヘスレバ宜シイ，…陸軍自

ラ鋼ノ製造所ハ起サナイ，併ナガラ海軍ノ方デ出来

ノレト云フコトナラパ海軍ノ鋼ヲ取ッテ使ッテモ宜シ

イ…ト云フ考へデゴザイマス， ソレデ段々海軍省及

農商務省ト交渉イタシマジタ所デ海軍ノ方デ陸軍ノ

鋼モ出来ル，陸軍ノ大砲ニ使フノハ海軍デ使フ地金

デモ宜シイノテ¥同一ノ地金デゴザイマスカラ海軍

省ノ方デ出来ノレト云フコトニ決定ヲ致シマ、ンテ，海

軍ノ方デ陸軍ノ方ノ地金モ海軍ノ地金モ海軍ノ呉製

造所デ、搭ヘルト，サウシテ農商務省ノ製鉄所ニ於テ

ハ普通ノ鉄板即チ砲架ノ材料其他ノ兵器ニ充用スノレ

所ノ材料ハ農商務省デ出来ノレ，農商務省ト海軍ノ製

鋼所ト両方ノ原料ヲ陸軍ハ取ッテ使フト云フコトニ

唯今ノ、致シテ居リマス52)，

呉海軍工廠から大阪砲兵工廠への砲身地金の

供給方針が決定をみたのは，以上の史料からみ

て，明治34年 2月頃であったことは，まず間違

いあるまい。そして，その砲身鋼の供給は，、海

軍大臣官房編『海軍省年報~ (明治 37年度)に

「砲身弾丸及信管用地金ノ鍛錬高ハ…一万九百

四十八トンニ及ヒ其中陸軍用砲材二百余噸含

52) [f'第15回帝国議会貴族院予算委員会議事速記録』

9~1O頁。(国立国会図書館所蔵〉
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有明」とあるように，明治37年から開始された

のである。

次に，第二の問題についていえば，明治末期

八幡製鉄所からも砲身鋼の供給を受けていた事

実5めを確認できるが，大正6年2月陸軍兵器局長

および銃砲課長が大阪工業会において行った講

演によって，呉海軍工廠から大阪砲兵工廠への

素材供給が少くとも第一次大戦まではかなりの

部分を占めていたであろうことを推測できる。

当時の陸軍兵器局長は陸軍少将筑紫熊七，銃砲

課長は同大佐吉田豊彦であったが5へその講演

要旨は前半に「国家動員JI工業動員」について

述べながら，砲身材料につき「従来砲身材料ノ

大部ハ独仏国等ヨリ供給ヲ仰キツツアリシモ数

年前ヨリ特ニ地金規格ヲ協定シ呉海軍工廠及日

本製鋼所ヨリ其供給ヲ受ケ目下着々進捗シツツ

アリ 56)Jというのである。

この講演は，大阪工業会が大正4年二度にわ

たって兵器民営論の意見書を提出しているこ

と，また第一次大戦が総力戦で「国家ハ独リ軍隊

ノ動員及作戦上ノ要求ヲ完全ナラシムヘキ準備

ヲ有スルノミニシテ戦争ノ遂行ヲ自由ナラシム

ノレ能ハス荷モ国家組織ノ素質タノレ各種機関ノ動

員ヲ必要トシ其準備ヲ要請スルニ至レリ於是乎

或ハ経済動員ハ工業動員或ハ農業苦ハ商業動員

等戦争ノ矯国家ノ組織ニ変態ヲ及ホスヘキ総テ

ノ機関ハ所謂動員ノ意義ニ従ヒ平時ノ姿勢ヨリ

戦時ノ姿勢ニ移ノレヘキ総テノ準備ト計画トヲ要

請セラノレルニ至ラントス 57)Jと陸軍当局が認識

53)海軍大臣官房編『海軍省年報収明治37年度)75頁。
54) 前掲『明治工業史，火兵篇~ 329頁。

前掲特殊製鋼株式会社編『石原米太郎回想録』
55)日本近代資料研究会編『日本陸海軍の制度・組織・

人事~ (東京大学出版会， 1971年)による。
56)陸軍省編『大正6年，大阪工業会ニ於ケル兵器工

業ニ関スル陸軍兵器局長同銃砲課長講演要旨』
1917年， 24~25頁。大阪市立大学図書館所蔵，大

阪工業会については，大阪工業会編『大阪工業会
60年史~ 1974年，および内田勝敏「大阪における
近代工業の成立と発展一『大阪工業会』を推進し
た人びとと業績の研究一J(大阪市立大学『経済学
雑誌』 第60巻4号， 1969年)に詳しい。

57) 前掲『講演要旨~ 2頁。

したことと関係があろうが，ともかく，この講演

の内容から呉海軍工廠の砲身鋼が臼本製鋼所日

のそれとともに大阪砲兵工廠に供給されていた

ことが判i明明する。大阪砲兵工廠の砲身素材の外

部依存から内部生産への転換の時期は，もちろ

ん確定はできないが，昭和7年以降，大倉鉱業

と大阪砲兵工廠との聞に低燐銑鉄聞の供給契

約が結ぼれている事実60) からみてまぼこの

あたりが転換期をなすと推測できなくもない。

いずれにしろ，明治34年の方針決定以降，かな

りの長期にわたって呉海軍工廠の砲身鋼は，陸

軍にとり重要な意味をもっていた，としてよか

ろう。

〔海軍工廠〕 海軍砲身鋼の製造は，明治28年，

仮呉兵器製造所設置以降本格化し，明治34年度

には第15回帝国議会の貴族院予算委員会で政

府委員阪谷芳郎(大蔵省主計局長)が「十五珊

58)この事実は日本製鋼所編『日本製鋼所社史資料』
(上)1968年， 219頁においても確認できる。なお，

小畑二郎氏は日本製鋼所創業の過程で成された
「共同事業に関する基本的成案」を根拠とされて当
時の兵器用鋼の生産体制が「八幡製鉄所=陸軍用
兵器，日本製鋼所=海軍用兵器J(小畑二郎「三井財

閥による鉄鋼業の発展過程(ー)J立正大学『経済
学季報』第28巻 1号， 1978年， 29頁)であったと
されるが，これは二重の意味で‘誤りである。まず，
第ーに「入|幡製鉄所=陸軍兵器」という規定で

は，呉海軍工廠=陸軍砲身鋼，八幡製鉄所=厚板
(海軍艦艇用普通鋼〉という事実を説明したことに
ならない。第二に， r日本製鋼所=海軍用兵器」と
いうのも同様に不十分である。それは，本文中の
引用文又は前記『社央資料~ (上)219頁にみられ
るように， 日本製鋼所=陸軍兵器という事実もあ

ったからである。
このように， 日本製鋼所は陸海軍に兵器用特殊

鋼を供給していたということが判明するが，それ
がどの程度をしめていたか等，特殊鋼生産体制の
なかでの位置づけは今後の課題である。

59)特殊鋼製造には酸性平炉が用いられたことは前述
のとおりであるが，酸性平炉では「燐，硫黄を精
錬して取り除くことはできないから，原料として
燐，硫黄の低い高品位の銑鉄，鋼屑を使わねばな
らないJ(前掲佐藤忠雄『特殊鋼とはどういうも
のか~ 265頁〉。低燐銑鉄は特殊鋼製造にとって必

用不可欠であった。

60) 大倉財閥研究会編『大倉財閥の研究~ (近藤出版
社， 1982年)743頁，表6-16参照。



98 (390) 経済学研究 33-3 

以下ノ大砲トカ，魚型水雷トカ，又大砲ノ弾デ

アルト云フヤウナモノヲ十分ニ製出、ン得ルダケ

ノ技術ト云フモノハ呉ノ兵器製造所デハ出来テ

居ッタ 61)Jと明言しているように， 15センチ以

下の大砲は製造可能であった。そして明治38年

には12インチ (30.5cm)までの大砲の製造が可

能となったと考えられる問。

このような主力艦の主砲の製造が可能となっ

たのは 1日清戦後経営」期に行なわれた呉海

軍工廠の拡張のためである。すなわち， 1呉造兵

廠拡張費，本費ハJ!!3治三十三年度ヨリ三十六年

度ニ至ル四箇年度ヲ期シ総額百恰萱寓参百四拾

四円五拾四銭五厘ヲ目途トシ起業ノ継続費トシ

テ第十四帝国議会ノ協賛ヲ経タルモノナリ…現

今我海軍ニ於テ使用スル大口径新式砲ヲ製造ス

ヘキ施設ナキヲ以テ呉造兵廠ヲシテ其規模ヲ拡

張シ進テ大口径砲ニ対スル兵器製造ノ方法ヲ完

備セシメ 63)Jたのであった。

この予算によって設置されたおもな設備は

「五千噸ノ目方ノアル槌叫Jであった。これに

よって大口径砲用の大重量の鋼塊の深部までの

鍛造効果が期待できたのであろう。

また，砲身とともに主力艦建造に不可欠であ

る装甲板および砲楯の生産も， この時期開始さ

れている。「呉海軍造兵廠拡張案(装甲板製造工

場設立予算ー引用者)は，第十五議会では否決

61) Ii'第15回帝国議会貴族院予算委員会議事速記録』
3頁。

62) r筑波(四十年一月呉工廠にて竣工。)生駒(四
十年二月間廠にて竣工)は姉妹般にして，共に装
甲巡洋艦として計画せられ，実に我が邦に於いて
建造せられたる最初の装甲巡洋般たるのみなら
ず，其の兵器は，我が海軍当局の計画及び製造に
成り，兵器独立の実を挙げ海軍砲煩史上に一紀元
を画するものなり。J(前掲『明治工業史，火兵篇』
124頁)とあるように筑波の12インチ砲は圏内製
であったことがわかる。また，これが明治38年に
呉海軍工廠でつくられたことは呉市史編纂会編
『呉市史~ (呉市役所，第3巻 1964年)305頁よ
りはんめいする。

63) 海軍大臣官房『海軍省年報~ (明治33年度)41~42

頁。

64) Ii'第15回帝国議会貴族院予算委員会議事速記録』
3頁。政府委員，大蔵省主計局長，阪谷芳郎答弁。

されたが，つぎの第十六議会(明治三十四年十

月開会)において成立をみた問」のである。こ

の呉海軍工廠の装甲板製造所拡張計画は，第16

回帝国議会貴族院予算委員会における男爵小沢

武夫の質問から判るように「四年間ノ継続事

業66)Jで 1明治三十八年ノ暁ニハ一年ニ二千

噸ノ装甲板ヲ製出スル計画6りJ(政府委員海軍大

佐山内万寿治答弁)であった。この 4年聞に設

置された装甲板製造用設備は「四十八芦『ロー

リングミル』及之ニ属スルー万馬力原動機68)J 

および「八千噸水圧機，原動機叫」である。

この拡張によって呉海軍工廠においては，明

治38年装甲巡洋艦生駒の装甲板「約2000t町」

がはじめて製造されたのである。このような体

制を整えざるをえなかった理由は，なによりも

まず第15回帝国議会貴族院予算委員会における

陸軍総務局長少将中村雄次郎の発言にもみられ

るように「官営八幡製鉄所の計画の変更と建設

の遅れ71)Jである。この「計画変更」とは「兵

器用鋼材の生産は『製作ノ難易ニ応ジテ漸次起

業スル』方針へと後退問」したことを指す。そ

のため呉における装甲板製造計画が進められた

のである。海軍の場合，前述のように呉海軍工

廠において砲身鋼を製造する計画をすすめてい

たために，砲身鋼製造についての見通しはたっ

ていたが，陸軍にあっては，八幡製鉄所の設立

計画の変更は，直接圏内からの兵器用特殊鋼の

供給先の喪失を意味していた。したがって，前

65)三枝，飯田，前掲書， 230頁。
66) Ii'第四回帝国議会貴族院予算委員会議事速記録』

13頁。
67)向上書 14頁。
68)69) 海軍大臣官房『海軍省年報~ (明治37年度)74

頁。

70)佐々川清「装甲板製造についての回顧録J(Ii'鉄と
鋼』第53年 (1969年)第9号)，なお装甲板製造法
については， 飯田賢一『日本鉄鋼技術史~ (東洋
経済新報社 1979年)299~304頁で， 上掲佐々 JII
論文を紹介している。また他には，斎藤大吉「甲
鉄板ニ就テJ(Ii'日本鉱業会誌~，第24輯，第185号
1908年)がある。

71)72) 石井寛治「日清戦後経営J73頁。(Ii'岩波講座
日本歴史16，近代 3~岩波書庖1976年，所収〕
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掲陸軍省総務局長中村雄次郎の発言のように，

呉依存ということになったのである。

明治期の陸海軍工廠において生産的に消費さ

れた兵器素材としての特殊鋼は，呉海軍工廠に

おいでほぼその大半が生産され供給されていた

と考えてよいのである。

以上，明治期陸海軍工廠における呉海軍工廠

を主軸とする特殊鋼の供給のあり方を明らかに

したが，引続き，呉海軍工廠の特殊鋼生産の数

量的把握を通じて，その生産量が陸海軍工廠に

おける特殊鋼必要量をみたしうる時期すなわち

特殊鋼生産体制の確立期を測定しつつ，当該工

廠における生産装置の内容および原料調達のあ

り方を検討したい。

2，陸海軍工廠における特殊鋼生産体制の確

立

まず確立期の検討から始めよう。表 -4は日

清戦後における呉海軍工廠および海軍兵器製造

所の特殊鋼生産高の推移を示す。この表から確

立期を測定する場合，一つの量的な規準を明示

しなければならない。

海軍側の呉拡張による特殊鋼生産量の見通し

につき，第15回帝国議会衆議院予算委員会で，

前出の政府委員海軍大佐山内万寿治は「今回ノ

計画(装甲板製造所一引用者) ト併セマシテ年

額凡ソ登高七千噸ノ兵器用ノ鋼ガ製造ガ出来ル

ノデゴザイマス，是ハ種々ナ兵器ニ致シマス，

鋼鉄板ノミカリデハゴザイマセヌ，種々ナ兵器ニ

ナルノデゴザイマス，是ハ何噸何噸ト甲スコト

ハ噌今此席ニ於テハ答へラレマセヌ，珊カ軍秘

ノ方ニモ関係致シマスノレノデ，唯全体萱万七

千噸ノ兵器用ノ鋼ヵー出来ルト云フコトハ申上ゲ

テ置キマス町」と述べている。この 1万 7千ト

ンという数値は海軍艦艇の砲煩，砲塔，砲楯，

装甲板，グランクシャフト等の圏内生産を目標

とした場合の必要量と考えてよかろう。しか

し，これには一定の裏づけが必要である。表 5 

は砲身鋼と装甲板用鋼に限定して行なった海軍

73) 11第15回帝国議会衆議院予算委員会会議録~11頁

兵器用特殊鋼必要量を年次別に筆者が推計した

ものである。この推計値には，特殊鋼製品であ

る海軍艦艇用クランクシャフトおよび砲尾閉鎖

器部分，および小艦艇の砲楯常分の推計は含ま

れていなし、。したがって推計値は実際の必要よ

よりもかなり小さくなっているものと考えられ

るから，この表の合計欄の数値からみて， 1万7

千トンという数値は，海軍兵器用特殊鋼必要量

と判断してよさそうである。

しかし， 1万7千トンは海軍側の政府委員の発

言であり，陸軍用砲身地金，砲楯，砲尾閉鎖器

必要量が含まれていない可能性もあるので，こ

の数値=1万7千 tに，陸軍の地金必要量=I二

千五百噸問」を加重した値， 1万9千5百トンを，

特殊鋼生産体制確立の基準としたい。表-4に

よると，この基準を呉海軍工廠の製鋼高が越え

るのは，明治38年である。だが，明治38年度は

日露戦争中の生産量も含まれ，その生産量は特

殊鋼のみの生産量ではなく，普通鋼の生産量も

含まれている可能性が大きい問。したがって，

ここでは次年度の明治39年を特殊鋼生産体制確

立期としたい。

74) 11帝国議会貴族院委員会議事速記録~ 10貰。明治
34年2月15日，陸軍総務局長陸軍少将中村雄次郎

答弁。
75)この点を，もう少し説明すればこうである。

工学会『明治工業史，鉄鋼篇』に次のような叙
述がある。「明治37年度(日露戦争中)塩基性シ
ーメンス炉によりて鉄鋼屑を使用し，燐硫黄を精
洗したる鋼材を製作したりoJ(241頁)また『海軍
省年報~， 明治39年度にも， i明治38年度ハ…-・・呉
工廠ニ就テ…-・製鋼高ニ於テ砲身，砲架地金，弾

丸地金，早鉄地金，普通鋼材，鋼鋳物ノ製出金ニ
「ニッケル」鋼二千七百三十六日頓ノ製出金ヲ合七
二高三千三十三噸ヲ算セリJ(傍点ー引用者)(73 

頁)とある。注意すべきことは，明治37年度38年
度において呉工廠において塩基性平炉による普通
鋼が生産されていたことである。

したがって特殊鋼生産体制の確立の基準として
明治37，8年度の呉海軍工廠の製鋼高をとることは
普通鋼の生産高が算入されている可能性が大きい
ので不適当である。ゆえに明治39年度を特殊鋼生
産体制の確立期としたのである。しかしまだ問
題はないわけではない。つまり，明治39年度にお
いても呉海軍工廠では普通鋼の生産が行なわれて
いたか否か不明だからである。明治39年度に呉海
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表-4 海軍工廠，海軍兵器製造所製鋼量 (単位:t) 

呉海軍工廠 海軍兵器製造所 メ日斗 計
年 度

|鋳鉄 l青銅 製鋼高 |鋳鉄|青銅 製鋼 l鋳鉄|青銅製鋼高 溶解高 製造高

明治36年 8，262 2，373 438 475 8，737 
/， 37年 15，452 4，237 1， 308 512 15，964 

ク 38年 23，033 5，207 2，046 487 C455J (130J 23，520 (5，472J C2，176J 
。39年 24，821 6，330 1， 501 633 400 384 25，454 6，730 1， 885 

ク 40年 37，346 7，250 1， 607 631 164 396 37，977 7，414 2，003 

タ 41年 34，177 5，717 1， 389 323 203 294 34，380 5，920 1，683 

<注> 1. (原注)C Jは当該年度版に記載のない数値で翌年度の増減値より逆算したもの。

2. 明治 37.8年度の呉海軍工廠製鋼高中には普通鋼の生産高も算入されている可能性が

大きい。したがって合計数値製鋼高中には，普通鋼の生産高も算入されている可能性

が大である。しかし，呉海軍工廠その他年次および，海軍兵器製造所の製鋼高は，特

殊鋼であったと考えられる。その理由は，本文注72)参照。

(出典〉 佐藤昌一郎「国家資本J346頁より。

表-5 海軍砲身用塊装甲板用鋼塊の必要量推計 (単位:t) 

33-3 

年 判長官「騒 音|装甲板用!合 計 年 次 I:~:I 務官|装甲板用|合計
明治34年 69.8 5.6 75.4 明治42年 1， 803 22.4 5，392.6 7，218 

タ 35年 105.6 5.6 111.2 ク 43年 1， 737.8 36.2 8，402.8 10，176.8 

ク 36年 105.6 42.8 148.4 タ 44年 3，388.3 36.2 16，338.6 19，763.1 

。37年 100.8 77 117.8 

タ 38年 1， 848.9 200.9 12，126.6 14，176.4 大正元年 3，016.6 13.8 16，388.6 19，369 

。39年 1， 869.5 14，178.5 ク 2年 3，271 29，577.3 32，848.3 

タ 40年 2，150.2 39.91 11，502.5 13，692.6 タ 3年 3，271 72.8 13，238.7 16，582.5 

。41年 1 1，923.2 12 I 5，392.6 7，327.8 ク 4年 15，601. 8: 135.21 13，238.71 18，幻5.7

<注> 推計方法を示せば次の如し。砲身鋼塊の重量はまず，各艦の装備砲数とその内容を明らかにする。 (W日本

近世造船史』大正篇による)。次に，インゴッドと製品重量の割合，すなわち，製品歩留をもとめる (45

口径， 36c皿砲の場合，重量比， 18.7%， W日本製鋼所社史資料(1 ) ~ 238真による〕。つぎに，各艦の備砲

の総重量をもとめる。 (45口径36cm砲と相似形として，各砲ごとに集計した)それを，製品歩留でわれば，

インゴヅド総重量がもとめられる。各艦ごとに，このイ γ ゴγ トは，兵器費支出年次から峻工年次までに

作らなければならない。そこで兵器費支出年次から，峻工年次までの年数で，各艦のインゴット重量をわ

り，それを各年ごとに加重したものが，各年の，軍艦，駆逐艦砲身鋼塊必要量である。

つぎに，装申板用鋼塊の重量は，これも，砲身鋼の場合と同様， 製品歩留をもとめる。(戦艦大和VH甲

板54%，佐々川清「装甲板についての回想録J46頁)。つぎに各艦の装甲板重量をもとめる。 (W日本製鋼

所社史史料~ (1) 562頁，および，佐々川前掲論文，不明の艦は，同型艦と同じと仮定)，そしてそれらを，

製品歩留でわったものが装甲板用インゴット重量となる。これらは，当該艦艇の造船支出年次から製造が

開始され進水年次まで作られたと仮定し，装甲板用イ γ ゴット重量を，その年次でわり，各年次ごとに加

重したものが，装甲板用鋼擁必要量である。

軍工廠で、は普通鋼生産が行なわれなかったと，筆

者は推測するのだが，その根拠は，時の政府の方

針として呉=兵器用特殊鋼，八幡製鉄所=普通鋼

という方針が，本文中明らかにしたように決定さ

れていたためである。すなわち，筆者は，呉海軍

工廠における普通鋼の生産は， 日露戦争中ゆえの

異常事態と考える。したがって，戦争終結の明、治

39年度には，普通鋼生産は八幡製鉄所に集中さ

れ，呉海軍工廠のそれは中止されたと推測するの

である。
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それでは， この生産量を可能にした，生産装

置の内容と原料調達のあり方はどのようなもの

であったのだろうか。

まず，生産装置の内容からみると，前述のよ

うに兵器用特殊鋼の生産にはおもに酸性「シー

メンス炉76)J (平炉)が用いられた。その容量

は，第15回帝国議会衆議院予算委員第 3分科 会

における征矢野半繭の質問に対する海軍大佐山

内万寿治の答弁によれば「唯今(明治34年一引

用者)ノ所デハ鋼ヲ鋳造致シマスニハ…六十噸

カ七十噸ヨリ出来マセヌガ，此装甲板ノ方ノ予

算ガ成立チマシテ…モウ五十噸殖エマスカラ，

百十噸ヨリ百二十噸ハ日々出来マス・・又此中ニ

二十五噸ノヲニツ造リマス川Jということがわ

かる。つまり装甲板製造所設立計画において，

25トン平炉を 2基増設し，明治34年時点の呉海

軍工廠内の平炉の容量合計は， 60~70 トンであ

ったことがわかる。

次に原料調達のあり方について述べよう。酸

性平炉装入原料としては，前述のように，屑鉄

(可鍛鉄)，銑鉄および，小量の鉄鉱石，フェロ

アロイが用いられる。屑鉄(可鍛鉄)と銑鉄の

配合比は，呉海軍工廠において当時，ほぼ7:3

であったようである。山内万寿治の答弁は，こ

の点も閉らかにしている。山内はいう。

材料ハ外国品ガ三分日本品ガ七分七分三分デヤッテ
t居リマス，此内国産ノソンナラ品物ハ何カト申スト

今日ノ所デハ雲伯地方カラ出マス砂鉄，砂鉄カラ精

錬シテ送リ越シマス一種ノ;是ハ錬鉄ト申シテ宜シイ
ノデゴザイマス，夫ト鋼ノ一種ノ物是等ヲ重モナノレ

材料ト致シテ使ヒマシテ是ハ外国ノ瑞典ノ銑鉄其他

特殊ノ材料ガ少々ヅツ方々カラ，英吉利カラモ独逸

カラモ参りマス，サウ云フ原料ヲ集メマシテ丁度七

分三分ノ割合ニ致シテ今日ハ製造致シマス，夫カラ

弾丸ニハくろむモ使ヒマスふゑろくろむヲ入レテ製

造致シマス，につけるハ板ノ方ニ入レマスケレドモ
弾丸ノ方ニハ入レマセヌ78)

以上より，主原料としてスウェーデン銑鉄お

76) If第15回帝国議会衆議院第 3 分科会会議録~19頁。
明治34年1月28日，政府委員海軍大佐山内万寿治

答弁
77)向上 17頁。

78) If第15回帝国議会貴族院予算委員会第4分科会議

事速記録~ 36頁。明治34年2月26日

よび¥可鍛鉄としては中園地方のタタラ製鉄で

生産された「一種ノ錬鉄」および「鋼ノ一種ノ

物」が3:7の割合で朋いられていたことがわか

る。特殊鋼生産にあたっては，燐と硫黄の含有

量をなるべく少く (10.02%79) J)することが不

可欠である。したがって低憐，低硫のスウェー

デン銑鉄と，可鍛鉄としてタタラの錬鉄，鋼

(良環元剤である木炭の使用，原鉱の良質さ，

低温環元であったこと等により，低燐，低硫で

あった)が用いられたのであろう。銑鉄として

八幡製鉄所製銑鉄の使用も考慮にいれられたよ

うだが，質的に高燐，高硫で，その使用は問題

とならなかったようである。この点について，

また山内の答弁を聞こう。

是ハ絶対的ニ枝光カラ出シマスル所ノ銑鉄ハ使ハヌ

トハ申サナイ，勿論マダ枝光カラ，一塊ノ銑鉄モ送

ッテ参リマセヌカラシテ，私ノ手許ニ於テ，アレガ

役ニ立ツカ立タヌカト云フコトヲ，明言致スコトハ

出来マセヌケレドモ，段々分析ノ結果ヤ何カヲ，色
色ナ所カラ開キモ致シマ、ンタ，又当局者ノ人カラモ

書付モ貰ッテ居リマス，之ニ依リマスルト，先ヅ普

通以下ノ銑鉄デアリマスルノデ，何分マダ兵器ニ直

グニーアレガ兵器用ノ材料ニスルト云フコトペチ
ヨットムズカシイノデアリマス，…サウ最初カラ良

イモノガ出ヤウ道理モゴザイマセヌ，追々ト熟練致

シマシテ，又設備モ整ヒマシタ暁ニハ，最モ精良ナ

モノヵー出ルテ‘アラウト忠ヒマス，其暁ニハ唯今海軍

大臣カラ述ベマシタ通，無論兵器ノ材料大部分トシ
テ，アレハ使ハナケレパナラナイモノデゴザイマ
ス80)

この発言からは八幡製銑鉄が将来優良(低燐，

低硫)になれば兵器用特殊鋼原料として用いた

い， という希望がみられるが，これはその後の

八幡製銑鉄の燐，硫黄含有量と，海軍の購入低

憐銑鉄の規格をつきあわせれば，ありえなかっ

たことは一目瞭然である 81)。

79) If第16回帝国議会衆議院予算委員第3分科会会議

録~ 19頁。明治34年12月18日，政府委員，山内万

寿治答弁。

80)同上， 42頁。

81)八幡製鉄所銑鉄の成分は次のようなものである。

「八幡製鉄所産ベセマー銑鉄，炭素3.16% 桂素
2.34%，満俺， 2.07%，燐， 0.085%，硫黄， 0.0 
54%，銅， 0.26%J (俵国一『鉄と銅一製造法及

性質~，丸善， 1920年， 125頁〉。また，特殊鋼製

造用国内産低燐銑鉄の海軍の規格は「全炭素， 3%
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さて， もう一方の主原料である可鍛鉄(錬鉄，

鋼)は「雲伯地方」から供給されたとあるが，具

体的には，どの山元から供給されていたのであ

ろうか。「雲伯地方ト申シマシテモ，余リ少ナ

イ家ノモノハ当テニナリマセヌ……唯今取引イ

タシマス家ハ田部長右衛門， ソレカラ御田郡デ

桜井……其他モウ二軒ゴザイマス，伯州能義，

ソレカラ郡ノ名ヲ忘レマシタガモウ一軒雲州ニ

アリマス，総テ四軒82)oJ と山内はいう。以上

より，呉海軍工廠に，可鍛鉄を供給しているタ

タラの山元は， r総テ四軒」で，そのうち，島根

県飯石郡の回部家，仁多郡の桜井家(引用発言

中「御田郡」とあるが仁多郡の誤りである 83))

以外の他の二軒は不明であるが，おそらく，鳥

取県日野郡近藤家，島根県仁多郡赫原家ではな

かったかと思われる 84)。

以上，荏素0，70%以上満俺， 0.30%以上，燐， O. 
025~0 .035%，硫黄， 0 .0l5~0 .035%，銅， 0.03 

~0.05%J (11昭和2年6月現在，海軍艦政本部制

定，購買品検査規格抜粋~3 幡東京経済大学<大倉
資料>ファイノレ No54 A-21， 11海軍施行手続，

その他，大正13年~昭和2年。)
以上からもあきらかなように，入頁製銑鉄は，

燐，硫黄にある程度の制限があったはずのベッセ

マー銑においてさえ， とうてい，海軍の特殊鋼原
料銑鉄の規格を満足するもので、はなかった。

82) 11第15回帝国議会貴族院予算委員第4分科会議事
速記録1 37頁，明治34年2月26日

83) 中国新聞社編「中国山地~(上)88頁， (未来社， 1967

年)および地方史研究協議会編『日本産業史大系
7~ (東京大学出版会1960年)180頁による。

84)普通タタラの有力山元は「該業(製鉄業ー引用者〉

ヲ以テ富豪ヲナシ今日ニモ鉄業家ノ第一ト称スル
伯香ノ近藤喜八郎氏出雲ニテハ田辺長右衛門桜井

三郎衛門総原権造氏等ナリ今日ノ年々ノ産鉄モ民

業ニテハ近藤氏第一ニシテ田辺桜井綜原氏之ニ亜

クJ(日本科学史学会編『日本科学技術史大系，20
採鉱治金技術~，第一法規， 1965年， 140頁，原資

料，杉村次郎「日本ノ鉄業J，11日本鉱業会誌』第
3輯，第31号， 1887年， )といわれるように，田辺

近藤，桜井，新:原の 4家で，近藤家の所在地は鳥

取県日野郡，総原家は島根県仁多郡で答弁中の

「伯州能義郡」とは一致しないが，有力山元とい
うことで不明の 2家は近藤，紳、原両家である可能

性が大きい。もちろん，この考証は各家の私家文

書の検討の後に断定すべきだが，それは今後の謀
題としたし、。

さらに，タタラ製鉄は大正12年に衰亡したとさ

さて，最後に，タタラの山元から呉工廠への

可鍛鉄供給量が，呉海軍工廠で、あけeた生産の必

要量を満たしていたか否かを検討しよう，表-6

は，前掲表-4を基準に，製鋼歩留100%として

単純に呉での特殊鋼生産量に苅を乗じて，その

生産量をあげるのに必要な可鍛鉄装入量をもと

め，それに，実際のタタラ製鉄における可鍛鉄

生産量をつきあわせたものである。(④欄と③欄

との比較)一見して明らかなことは，タタラ側

における決定的な可鍛鉄(鋼，錬鉄)生産の不

足である。②欄は呉海軍工廠への供給量ではな

く，タタラ側の可鍛鉄の全生産量であるから，

全生産量を呉海軍工廠に供給していたと仮定

しでも，決定的な不足が生じたということであ

る。この不足は，何で補われたのであろうか。

推定の域をでるものではないが，当時「屑鉄を

国内で調達することができ85Jなかった状況に

あっては，この不足分は輸入に依存していたと

思われる。このように直接的な兵器素材である

特殊鋼の主要原料である可鍛鉄(屑鉄)を海外

に依存している脆弱な原料調達のありかたが，

ここから浮びあがってくる。

3，小括

さて，以上の検討を総合すれば，明治期の陸

海軍工廠における兵器素材としての特殊鋼の生

産体制は図 2のようなかたちで日露戦後に確立

した， ということができる。その端初が形作ら

れたのが， r日清戦後経営」期の呉海軍工廠の

れる(日本鉄鋼協会編『たたら製鉄の復元とその

錦について~ 1967年、 16頁〉。だが，本文中述

べたように軍需と L、う市場が存在したにもかかわ

らず，なぜ衰亡したのだろうか。従来，タタラ製
鉄衰亡の原因は「原理的にマスプロでないこと…

資源条件と労働条件の変化・・・・・・洋鉄と近代製鉄の
圧迫J(黒岩俊郎『たたら一日本古来の製鉄技術』
玉川大学出版会， 1976年、 100~1O3頁)と， 3要因

があげられる。しかし，軍需という市場を持つと
いう条件はこの 3要因とどうからみあうのであろ
うか。これも，また残された課題である。

85)掘切善雄「日本鉄鋼業における鉄鋼生産の変則的

生産構造の形成とその技術的要因一日露戦後から
第一次大戦にいたる時期を中心として一J64頁。

σ社会経済史学』第42巻，第2号， 1977年)
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(単位 t) 

① ② ③ ④ ④一③
年 次

砂鉄を原料とす
¥¥¥-----特殊鋼生産量 銑 鉄 暦 鉄 る鈎，錬鉄鋼鉄

明治 36年 8，262 2，478.6 5，783.4 3，813 - 1， 970.4 

ク 37年 15，452 4，635.6 10，816.4 3，480 -7，336.4 

タ 38年 23，033 6，969.9 16，123.1 3，868 -12，255.1 

ク 39年 24，821 7，446.3 17，374.7 4，414 -12，960.7 

タ 40年 37，346 11，203.8 26，142.2 3，499 -22，643.2 

ク 41年 34，177 16，253.1 23，923.9 1， 718 -22，205.9 

タタラ可鍛鉄生産呉工廠における銑鉄，屑鉄必要量と，表-6

佐藤昌一郎「国家資本」

大石編『日本産業革命の研究~ (上)1975第四表より
原資料『海軍省年報』明治36年 ~39年， 41年度版

g)①を 3:7に比例配分

④ 三枝，

① (出典)

大正末期

飯田『日本近代製鉄技術史~ 1957， 646頁より

ては， こうした体質はすくなくとも，

までもちこされるのである 86)。

一方，軍艦を建造する場合，必要となる艦材

(=普通鋼)も，八幡製鉄所における「厚板

工場の作業開始 (38年12月，生産能力 22万ト

ン)87) Jをもって供給が開始され， ここに「呉

海軍工廠戦艦安芸の建造に着手，四四年竣工

(艦体用鋼板すべて八幡製)86) Jという事態

をむかえ， また兵器，装甲板も「尽く呉工廠

日清戦後~日露戦後の軍工廠の素材供給状況図-2

八

幡

製

鉄

所

86)この問題については，久保田省三「製鉄所製鋼作

業の現況及我国製鋼事業の将来に対する私見」

(W鉄と鋼』第11年，第10号)参照。なお「満州事

変」以降， 日本の勢力圏内で特殊鋼生産のクズ鉄

代用品(スポンジ鉄)の開発は行われていたが，

それが大量生産にうつったか否かは不明で、ある。

以下の資料がこの事実を示す。東京経済大学<大

倉資料>，井門文三『本渓湖「スポンジ」鉄製造

ノ経過報告~ (1933年)，熱田友二『本渓湖海綿鉄

試験報告~ (1936年)筆者不明『特殊鋼製造ヨリ

観タノレ木渓湖低燐銑及スポンジ鉄~ (1932年〉片山

登『海綿鉄ニ関スル報告~ (1936年)同『呉旅行

報告~ (1936年〉。以上より明らかになることは，

試験的にスポンジ鉄が低燐鉱を原料に作られたこ

と，またそれを原料に呉海軍工廠の電気炉で、試験

的に作られた特殊鋼は優秀なもので，スポンジ鉄

は代用品の特殊鋼原料として有望視されたが，大

倉で試験生産から大量生産にうつったかどうかは
不明である。

87)前掲，佐藤昌一郎「国家資本J376頁。
88)三枝，飯田前掲書所収， r日本近代製鉄史年表」

15頁。

拡張であった。ここで，陸軍砲身鋼の呉海軍工

廠からの供給がなされるようになる。それは少

くとも大正6年頃まで確認できる。そして，海

軍艦艇用砲身鋼，装甲板用鋼も，呉海軍工廠で

生産されるようになる。そして，明治39年度に

は，陸海軍用特殊鋼の必要量をほぼ供給しうる

ようになる。また陸軍銃身鋼の供給も明治43年

以降，八幡製鉄所からその過半を供給され，こ

の時点で陸海軍工廠への兵器素材=特殊鋼の供

給体制は確立したといってよし、。しかし，その

原料調達のあり方においては，つねに，低燐銑

鉄，屑鉄を輸入に依存しなければならないとし、

う体質を持っていた。そして，低燐銑鉄に関し

ては，植民地鉄鉱石の確保(本渓湖)以降解決

をみたと予想されるが，屑鉄(可鍛鉄)に関し
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製 89)Jとなったのである。したがって， この安

芸の竣工は官業における鉄鋼生産における分業

体制の一つの結晶であった。「呉造兵廠(と

一引用者)…官営製鉄所の分業体制の構築町」

が，明治40年代において特殊鋼・艦材の必要量

をみたすようになったのである。

〔補論〕

最後に，本稿で明らかになった事実にもとづいて

佐藤昌一郎「国家資本J(大石編前掲書所収〉におい

て解明された明治期陸海軍工廠の諸特質について検

討をくわえておきたし、。

周知のように，佐藤氏は軍事費と「軍器素材」の

分析を通じて明治期陸海軍工廠の諸特質に迫まり，

その精微な分析結果として陸海軍工廠は明治20年代

「ワンセット生産体制」の「端緒」を形成した， と

される。ここで「ワンセット生産体制」とは「火薬，

兵器素材，工作機械の自己生産を含むJものであり，

氏によれば，これは日露戦時までつづく特質であ

る。この「ワンセット生産体制」は「民間資本との

関連の稀薄性」および「陸海軍両工廠の再生産過程

における『分析性JlJという特質を陸海軍工廠にも

たらすと氏はみる。したがって，氏によれば明治期

陸海軍工廠は「社会的総資本の再生産過程における

突出的かつ『孤立的』部分を構成する」ということ

になるのである。

この佐藤氏の明治期陸海軍工廠の特質把握は，松

本宏「国家資本と財閥資本J141頁(石井，海野，中

村編『近代日本経済史を学ぶ， (上)，明治Jl，有斐閣

選書， 1977年所収)， 武田晴人「日本帝国主義の経

済構造一第一次大戦ブームと1920年恐慌の帰結J143

頁(歴史学研究会編『歴史学研究，別冊特集，世界

史における地域と民衆Jl， 1979年)で支持されてお

り，この分野ではほぼ定説となっているかにみえ

る91)0

89)呉市役所編『呉市史』第3巻(呉市役所， 1964年〉

293頁。
90)前掲，佐藤昌一郎「国家資本J349頁。
91)石井寛治氏は「ワンセット生産体制」について次

のような批判をされる。「陸海軍工廠は著しい躍

進をとげ，兵器素材=鉄鋼の自製を行ったほか，

必要とする工作機械の製造までも行なっており，

これを『ワンセット生産体制j方式Jl(佐藤昌一郎)

と呼ぶこともある意味ではできるが，ただしか

かる生産方式は志向されたとしても実現には至ら

なかったと言・うべきだろう。何故ならば，かかる

生産体制が志向されていた日露戦争には輸入品へ

の顕著な依存がみられ，兵器国産化が基本的に達

v 成される1907年頃には軍工廠と民間資本(とくに

財閥資本)との全般的結合への方向がはっきりと

しかし明治期全体を通ずる陸海軍工廠の基本的

特徴として， Iワンセット生産体制UJゆえの「陸海軍

両工廠の再生産過程における『分断性JlJをあげる

のははたして適切といえるのであろうか。本文中の

分析より明白なように，この特質は日清戦争以前の

陸海軍工廠における素材生産に妥当するが， 日清戦

後のそれにはあてはまらないのである。この点，佐

藤氏も，同論文の中において，呉海軍工廠における

製鋼事業の分析で，次のような史実をあげられてい

る。「砲身弾丸信管用地金ノ鍛錬ハ…一万九百四十

八トンニ及ヒ其中陸軍用砲材二百余噸ヲ含有J(傍点、

は佐藤氏。佐藤前掲論文， 347頁〉。みられるように

「陸海軍両工廠の再生産過程における『分断性JlJを
主張される佐藤氏も一方で<陸海軍両工廠の再生産

過程における関連性>を認められているかのようで

ある。

それでは，なぜ佐藤氏はこのような混乱におちい

られたので、あろうか。その理由は，もとより推測の

域をでないが，第一に，前述したように陸軍兵器素

材の日清戦前期と， 日清戦後期の差異，具方的には

鋳鉄ないし青銅と，特殊鋼とを「軍器素材」として

一括されて，両者の聞の生産方法の決定的差異(反

射炉→固定性平炉)を明確に意識されなかったためで

はあるまいか。 L、し、かえれば陸軍の火砲素材におい

て{謀から特殊鋼に変化しているにもかかわらず

素材生産装置は「ワンセット」づっ機能(前述のよ

うに設置はされていたが機能していたとは考え難

い)しているかのように考えられ， 日清戦争以降の

兵器素材生産にも「ワンセット生産体制」ゆえの

「陸海軍両工廠の再生産過程における『分断性JlJが

あったとされたので、はなかろうか。

第二に，つぎのような事実誤認が佐藤氏にあった

ためとも考えられる。「国家資本」以前に佐藤氏が

執筆された論文「戦前日本における官業財政の展

開と構造(1)J(W経済志林』第3巻第3号， 1966年)

において，明治34年1月14日付の農商務大臣林有造

から伊藤博文首相宛報告という史料を紹介されてい

る。そこには「今回海軍省ハ軍艦及砲楯用ノ特殊甲

鉄板製造，必要ヲ認メ此製造ヲ呉造兵廠ニ於テ為サ

シメント欲シ其ノ預算案ヲ提出シ閣議ニ於テ之ヲ

可決シ既ニ当議会ニ提出セラレタリ市シテ該事業ノ

議算成立シ之カ設備完成セルニ至ラハ甲鉄板ハ勿論

砲身材モ亦33年度ヨリ海軍省カ起エシタル造砲工場

ト相倹テ製出スルニ至ルヘシ又陸軍ニ要スル銃砲身

ノ如キハ同造兵廠ニ於テ供給スルコトヲ得へキヲ以

テ製鉄所ニ於テハ該材料以外ノ普通材料ヲ陸海軍ニ

供給スルコトニ定メラレ92)度」とある。みられるよ

認められ， wワンセット生産体制』自体が否定さ

れているからである。J(石井寛治『日本経済史』

東京大学出版会， 1976年， 175~6頁〉。筆者も

石井氏に賛成である。

92)佐藤昌一郎「戦前日本における官業財政の展開と

構造 IJ70頁 (W経営志林』第3巻第3号， 1966年〉
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うに，この史料は呉海軍工廠から陵軍への銃砲身鋼

供給(陸海軍両工廠の再生産過程における関連性を

示すもの)， 八幡製鉄所の普通鋼生産専一主義とい

う方針を示している。にもかかわらず佐藤氏は以上

の史料を引用されて次のような評価をくだされる。

「林農商務相のこの(八幡製鉄所のー引用者)工業

用材生産専一主義の希望は通らず，予定の如く，兵

器用特殊鋼生産の方向をたどる凶)0Jと。だが，こ

のような位置づけは，本文中に述べたように陸軍銃

身鋼(八幡製鉄所内に増渦工場設立，明治38年)に

ついてのみあてはまるのであり，陸軍用砲身鋼は呉

海軍工廠からほぼその大半が供給されていたので、あ

る。佐藤氏は陸軍砲身鋼も八幡製鉄所から地柄工場

設立以来不断に供給されていたと事実を誤認された

としかL、いようがない。いずれにしろ，佐藤氏のこ

のような事実誤認が「分断性」を主張される根拠と
なったので、はないか， と考えられるのである。

しかし以上のような問題点をふくむにもかかわ

らず，佐藤巨一郎「国家資本」は陸海軍工廠の分析

の中心を素材生産にしぼったことと，明治期陸海軍

工廠の特質として「陸海軍工廠の再生産過程におけ

る『分断性JlJ(日清戦前戦時の陸海軍工廠の素材生

産にはあてはまる)を指摘したことで，明治期陸海

軍工廠史研究の水準を著しく高めたことはあらため

ていうまでもなし、。

まとめ

まず， 日清戦争前および戦中期，すなわち特

殊鋼生産体制確立以前にあっては，陸軍工廠お

よび海軍工廠の兵器用素材生産は，それぞれ

「分断」的なものであった。その「分断」的構

造の下で，特殊鋼生産のための技術的模索は，

陸海軍工廠それぞれ個々別々に行なわれたので

ある。しかし， 陸軍工廠にあっては r松方財

政J期の正貨蓄積→正貨節約要請のため自給化

が目指され，その結果長期的展望にかける素材

自給策が災い Lて特殊鋼生産への移行は陸軍工

廠内では実現をみなかった。こうして日清戦後

における銃身鋼，砲身鋼の外部依存体質が刻印

されたのである。一方，本来的に対外的軍備を

めざす海軍工廠にあっては，特殊鋼生産は着々

と成功をみ，ついに日清戦後，呉梅軍工廠の拡

張により同工廠において海軍用装甲板・大口径

砲，陸軍用砲身鋼の製造が可能となり，ほぼ明

治39年時点で陸海軍の必要量を充当しうる生産

9③)向上

量をあげたのであった94)。こうして八幡製鉄所

の普通鋼生産の進捗とあいまって，八幡製鉄所

=軍用普通鋼・陸軍銃身鋼，呉海軍工廠=兵器

用特殊鋼という「分業体制」がこの時点で，

94)室山義正氏は，大正元年度の海軍工廠における造

兵事業を次のように位置づけられる。「搭載兵器
は海軍工廠47%輸入52%と輸入依存度は高く自給

率はなお低位にとどまっている。J(室山義正「戦

前期における海軍費の統計的研究J167頁，福島大

学『商学論集』第48巻第4号， 1980年)と。これ

は重大な指摘である。室山氏によれば，特殊鋼生

産体制の確立期を本稿のように明治39年度にみる

ことは時期尚早ということになる。だが，室山氏

が「自給率はなお低位」とされている根拠の「海
軍工廠47%，輸入52%Jという数字は，はなはだ
信溶性が低い数字といわなければならない。なぜ、

なら，室山氏のこの数値は「主砲塔，主砲身」が

造兵費全額を占める場合にのみあてはまるからで

ある。つまり「比叡，河内，摂津の主砲身，主砲塔

一式はいずれも，英ヴィョカース社よりの輸入」

という断定(室山氏はこの断定の典拠を示されて

いない。室山氏の兵拠は，筆者の推定であるが，

海軍砲術史刊行会編『海軍砲術史』水交社， 1975 

年， 142頁。および，福井静男『海軍艦艇史，

戦艦，巡洋艦Jl KKベストセラーズ， 1974年，

151， 219頁のようである。ともかく，典拠を示

されないことは，意識的にしろ不注意にしろ歴史

叙述としては問題がのこるといわなければならな

い)をもとに上記3艦の造兵費全額を輸入の欄に

計上され，もとめられた数字なのである。しかし，

造兵費全額を輸入欄に計上していることは明らか

に誤りといわねばならなし、。なぜなら，比叡，河

内，摂津の主砲以外の兵装には，比叡， 50口径15
C皿砲16門， 8佃砲8門21インチ水中魚雷発射管，河

内， 摂津， 45口径15c皿砲10門， 40口径12cm砲8門，

40口径8cm砲12門， 短8cm:砲4r~， 45cm水中魚雷発

射管(福井前掲書， 420~421頁)があり，この中

で比叡の魚雷発射管以外はほとんど国内で製造さ

れていたとみられるからである(比叡，福井前掲

書219頁，第52四社会経済史学会全国大会，自由論

題，池田憲隆氏報告「戦前日本における大型艦船

生産を中心にJ，配布資料，表-10，河内，摂津，

前掲『呉市史』第3巻， 293頁〉。ところが，これら

主砲以外の兵器も造兵費の支出で製造され，園内

製作(海軍工廠製作)であったにもかかわらず，

室山氏は上記3艦の造兵費全額を輸入の欄に計上

されているのである。したがって「輸入519むと

いう数値は明らかに過大計上である。ゆえに室山

氏の「自給率はなお低位」という指摘も，問題が

あるというべきであろう。

もっとも，この点は室山氏が上記論文で構築さ

れた海軍費の精徽な分析方法の研究史上の価値か
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できあがり，その一つの結晶抗明治44年竣工の

戦艦安芸にほかならなかった。つまり，官業内

部における兵器用素材生産の分業体制は，r日清

戦後経営」期にその端初を形成し， r日露戦後

経営」期に確立するのである。

しかし，このような分業体制の一方の中心で

ある呉海軍工廠を主軸とした特殊鋼生産体制に

おける原料調達のあり方には，決定的な脆弱性

が存在していた。それは，特殊鋼生産にとって

第一の主要原料である低燐銑鉄，およびいまひ

とつの主要原料である可鍛鉄，いずれも外国か

らの輸入に依存していたことである。もっと

も，低燐銑鉄は，大正4(1915)年，大倉鉱業山

陽製鉄所の設立によって「日本の『勢力圏内』

らみれば，ごくささやかな破産ということになる

であろうが。
つぎに，この主砲h主砲塔輸入について，筆者

の位置づけを特殊鋼生産体制lの確立との関連で述
べてみたい。比叡の場合，とくにこの輸入(主砲，

主砲塔)は，たんなる輸入というよりもむしろ圏
内生産を前提にした技術導入と考えたほうがよさ

そうである。なぜなら，この輸入により日本海軍
の造兵技術は榛名以降の超ド級艦の主砲，主砲塔
をすべて白成し得るようになるからである。この
ように，金剛の輸入および比叡の主砲，主砲塔の

輸入によって短期間にイギリス造兵技術の導入定

着が可能となった背後には，呉海軍工廠を中心と

において入手すること 95)Jが可能となり，その

海外依存は解消された。それは日本の軍備が

『帝国国防方針~ (明治40年裁可)に象徴される

対外的攻撃性をまさに具備しはじめる時期にあ

たっていた。

だが，特殊鋼製造におけるいまひとつの主要

原料である可鍛鉄(屑鉄)の海外依存(大正12

年のタタラ製鉄の消滅町以降はすべて輸入依

存と考えられる。)という原料調達面での脆弱

性は，いまだ解消されず(国内鉄鋼業の発達の

低さの結果でもあるが)少なくともそのまま大

正期まで持ちこされたのであり， この点あわせ

て確認しておかなければならなL、。

した特殊鋼生産体制の確立があったと考えられよ
う。

95)奈良文二「日本鉄鋼業と大倉財閥J(大倉財閥研
究会編『大倉財閥の研究一大陸と大倉』近藤出版
社， 1982年)710頁。

96) 1"明治20年あたりを境に衰退に向かったとたたらミ

が，第一次大戦に突入すると鉄鋼不足を反影し

て，大正7年には再び明治中期を上回る 2万トン

台の生産実績をあげた。しかしこれも灯火の消
える寸前のゆらめきにも似て，ただちに低下し12

年にはまったく絶えてしまった。J(日本鉄鋼協会
編『たたら製鉄の復元とその錦について~， 1967 

年， 16頁)




