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はじめに 

 本稿は三菱神戸造船所が開所十周年を記念して 1915 年 8 月 8 日付で刊行した資料

“MITSU-BISHI DOCKYARD & ENGINE WORKS, KOBE, JAPAN”の紹介、翻訳ならびに

補足･解説を課題とする。このパンフレットは故老たちが残してくれた回想記と相補的関係

に立つ裏付け文献であり、左様なモノとして読めば必ずや我国における産業技術の具体的

歴史に対する論理と五感を伴った理解とを涵養するための好材料となるものである。 

なお、原資料においては節毎の番号付けも図の番号付けも為されてはいないが、此処で

は便宜的に通し番号が振られている。オリジナルの画像と筆者による挿入図表との区別は

特に行っていないが、両者の違いは一目瞭然であろう。 

  

1．表紙と巻頭部 

 先ず、当該パンフレットの表紙を掲げることから始めよう(図 1)。 
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図 1 表紙 

   

地色はオリーブ、文字は黒、三菱の社章と KOBE, JAPAN.のみ赤色。横綴じ 158×222mm。 

 

些か長いタイトルは説明のために捻り出されたモノではなく、三菱神戸造船所の当時の

英語表記がこの Mitsu-Bishi Dockyard & Engine Works そのものであったらしい。元々、

三菱神戸造船所は新造船ではなく船舶の修理と機械工事、造機を主眼として開設されたか

ら、この表記は実態に即したモノと言える。続いて、本資料の扉を掲げよう(図 2)。 

  

 図 2 扉 
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扉の裏には： 

YASUICHI SUGITANI, Manager. 

    MASAO MIKI, Sub-mgr. & Superintendent Engineer. 

    JIN TACHIHARA, Sub-mgr. & Superintendent Electrical Engineer. 

    NOBUO NAGAHARA, Sub-manager. 

と表記されている(文中、ブロック体は原文箇所。以下同様)。 

 補足すれば、それぞれ： 

  杉谷安一(1860~1941 年、’08 年、3 代目神戸三菱造船所長) 

  三木正夫(1867~1934 年、’17年、4 代目神戸三菱造船所長) 

  立原 任(1873~1931 年、電気部長、電機製作所長を経て三菱電機取締役) 

  永原伸雄(事務屋、後に三菱合資会社理事) 

である1。 

 続いて周辺地図が掲げられている(図 3)。真北が 12 時ではなく 2 時の方向を指している点

がやや違和感を醸しているものの、当然ながら埋め立て地を除けば描かれている基本的な

地形と現在のそれとの間に特段の違いは無い。メリケン波止場は AMERICAN HATOBA と

表記されている。 

 

 図 3 周辺地図 

 

                                                   
1 新三菱重工業㈱『新三菱神戸造船所五十年史』1957 年、巻頭資料に拠る。 
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 続いて、海上から望遠した三菱神戸造船所の写真が掲げられている(図 4)。説明文には、「左

に、汽船 Satsuki Maru(2,120 総㌧)を収容した No.1 浮きドック、中央に汽船 讃岐丸(6,111

総㌧)を収容した No.2 浮きドック、右に 40 ㌧二又クレーン船と 100 ㌧三脚クレーン」とあ

る2。 

  

 図 4 海上から眺め三菱神戸造船所 

 

 この写真は折込み 2 頁分。109.5×353mm。 

 

2．“まえがき” 

現物の当該部に Foreword、Preface 等々のキャプションは一切無い。以下はそれに当る

短文の翻訳である。 

三菱会社は東京に本社を置き、岩崎久彌男爵を社長に岩崎小彌太男爵を副社長に仰ぐ。

銀行、鉱山、炭砿、プランテーション等々に加え、会社は 2 箇所の造船ならびに機械工場

を、一つは長崎に今一つは神戸に、また彦島(下関付近)にも 1914 年 12 月に開所した造船お

よび機械工場を所有している。 

当社はパーソンズ舶用･陸用蒸気タービンならびにターボ発電機に係わる日本および中

国における唯一のライセンシーであり、また長崎、神戸両工場においてはコントラフロー

式復水器、ウェアー･ポンプ、ヤローおよびネスドラム･ボイラ、ストーン･ロイド水密戸、

ストーン灰放射器、パルソメータ冷凍プラント等々がライセンス生産されている。 

以下の画像入りの簡略な記述は神戸工場の設備や製造能力に係わる幾許かの知識を提供

するであろう。 

 

3．神戸の造船所と工場群 

                                                   
2 “Satsuki Maru”については不詳。讃岐丸は1897年、Napier造船所(英：→ William Beardmore

に吸収)建造の日本郵船貨客船。なお、クレーンに係わる数箇所の原表記 sheerlegs は

shearlegs の誤り。 
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 歴  史 

 神戸和田岬の三菱神戸造船所は三菱会社によってその造船･機械事業に係わる第2の拠点

として 1905(明治 38)年 8 月 8 日に開所せしめられた。当日までに用地の埋立て、防波堤の

築造その他、必要な工事は完了していた。会社の長崎造船所によって建造された浮揚能力

7,000 ㌧の浮きドックが内湾に曳航され、1 年後には神戸造船所は帝国内における最も繁栄

したこの種の事業所となった。急速に拡大する事業に即応すべく大規模な拡張が焦眉の課

題となり、開所 2 周年を控え浮揚能力 12,000 ㌧の浮きドック建造のための竜骨盤木が据え

られ、工場建屋として恒久的な鉄骨建造物が新設の途にあった。 

第 2 浮きドックは 1908 年 11 月に進水し、翌月 8 日、日本郵船会社の欧州航路 8,600 ㌧

級定期汽船の一隻“みしま丸”が初入渠船となった。 

 

 地 の 利 

神戸港の入り口に建つ和田岬灯台の北隣り、神戸湾西岸に立地する神戸造船所は広大な

敷地に展開している。それは約 82 エーカーを占め、更なる拡張の余地も与えられている。

造船所の水際線は 5,000 フィートを超え、その一部は長さ 500 フィート超の船を同時に 7

隻建造するに足る造船台のために取り置かれている。 

造船台の北には石組みの 1,000 フィートに及ぶ防波堤に守られ、北に開口した約 14 エー

カーの内湾が存在している。この開口部は半マイル強の距離に位置する兵庫の海岸によっ

て自然に防御されている。 

内湾に沿って修理中ないし新しい機器を艤装中の船の係留を目的とする石組みの係船岸

壁が築造されている。サウザンプトンの Day, Summers & Co.製の 100 ㌧三脚クレーンが

石組み上に基礎を据えて建造されている。 

防波堤の外側には 4 つの強固な係船ブイがあり、安全かつ水深のある錨地を提供してい

る。当施設は鉄道省の和田支線と結合されており、私設の専用線も活用しているので、陸

上ならびに海上からの交通手段は最も優れている。 

以下の頁においては様々な工場やそれらの能力についての知識を提供するための試みが

なされる。実施された幾つかの事業についても図解される。 

 

 図 5 第 1 機械工場 
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 木造の第 1 機械工場(図 5)は元々、轆
ろく

轤
ろ

工場と称され、機械加工万般を扱っていた。左に

古くからのライン･シャフティング、右に電動機に依る間接駆動機構が見えている。1912

年に新築された第 2 機械工場の華は「独逸製シーデフリス大型優秀旋盤 63′‐0″l」であ

ったと伝えられている3。 

 1909 年 7 月、三菱神戸造船所の設計部門に職を得た深尾淳二は「第一機械工場は修繕船

担当、第二機械工場は新造船専門の新工場であった」と述べている。第 2 機械工場(図 6)は

鉄骨造りであった4。 

 

 図 6 第 2 機械工場 

                                                   
3 鎌田周次郎「神船の想い出(其の一)」三菱重工業㈱神戸造船所「和田岬のあゆみ」編集係

『和田岬のあゆみ』上、1972 年、76~79 頁の 78 頁、参照。但し、当該箇所のキャプショ

ンとしては第二機械工場が正しいと考えられる。 
4 「深尾淳二技術回想七十年」刊行会『深尾淳二 技術回想七十年』1979 年、46 頁、より。

『新三菱神戸造船所五十年史』97 頁の写真は図 6 に似たスナップである。 
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この第二機械工場はやがて水車、蒸気タービン、機関車、エアブレーキ、鉱山機械、ポ

ンプ等に関する国内のパイオニア的事業所の一つとなって行く5。 

製罐工場は 1907 年に新築された(図 7)6。 

 

 図 7 製罐工場 

                                                   
5 『深尾淳二 技術回想七十年』47 頁、参照。 
6 『新三菱神戸造船所五十年史』99 頁にその建屋の外観写真が掲げられている。 
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 資料現物ではボイラ工場の写真の後に真鍮鋳物工場と鉄鋳物工場、鍛造工場･鍛冶工場の

写真が配列されている。しかし、ここでは工程順に木型工場･木工工場の方を先行させる(図

8)。入社した’09年の 12 月から一年志願兵として千葉の陸軍鉄道連隊に入営し、’10年に除

隊した深尾淳二が再配属されたのはこの木型工場である7。 

 

 図 8 木型工場と木工工場 

                                                   
7 『深尾淳二 技術回想七十年』43 頁、参照。 
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 図 9 真鍮鋳物工場と鉄鋳物工場 
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 真鍮鋳物工場は 1917 年に増築された(図 9)8。 

 造型作業について略述すれば、鋳枠の中に砂を詰めながら木型を半ばまで埋め込み下型

を成型する(図 10)。その砂の表面に別れ砂を薄く撒いて鋳枠に上型成型用の鋳枠を載せ、そ

の内部に砂を充填して上型を成型する。上下の鋳枠を分離した後、木型を取出す。再び上

下の型を鋳枠ごと重ね合わせれば、内部に構成された空間が溶湯を湛える場所となる。 

中空品を鋳造するためには上下の型によって形成される空間内部に中
なか

子
ご

をセットし、成
．

品の空間となる部分に対する溶湯の進入を阻止しなければならない。溶湯を導き入れる湯

口、湯の通路である油道、発生するガスを排出するためのガス抜き、必要に応じて溶湯を

重力加圧するための押し湯などが構成されねばならぬため、実際の造型作業は極めて複雑

精緻な技能労働、鋳込み作業は典型的な高熱重筋労働となる(図 11)。 

 

 図 10 ある造船所における造型作業の一コマ(下型の造型) 

   

   竹田谷 明『舟と船渠』私家版、1941 年、93 頁、第 44 圖。 

    撮影場所は笠戸船渠㈱(現･㈱新笠戸ドック)かと想われる。 

 

 図 11 ある造船所における鋳込み作業の一コマ 

                                                   
8 『新三菱神戸造船所五十年史』99 頁にも掲載。 
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    同上書、109 頁、第 52 圖。 

 

 図 11 の左手には銑鉄溶解炉である甑
こしき

(キューポラ)が 2 基、見えている。戦前~戦時期、作

業者はヘルメット代わりに軽くて硬く固められた麦藁帽の一種、“カンカン帽”を被るのが

習慣であった。 

 

 図 12 鍛造工場と鍛冶工場 
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図 12 右下の鍛冶工場は 1911 年頃の撮影である9。 

 深尾淳二は 1909 年頃の鍛冶工場について： 

   入社当時の鍛冶工場は田舎の農鍛冶屋を大きくしたようなもので、その差は燃料が

木炭(松炭)の代りに石炭、ふいごの代りにルーツブロアを用い、火炉は床面に石炭で形

成されている位のものであった。ただ六〇〇トンプレスとスチームハンマが数台ある

のが桁違いであった。間もなくプレスにスチームインテンシファイヤを増設し煉瓦で

火炉を築造した10。 

と述べている。 

 最初の火炉は地火炉と通称されたモノである。ワークのサイズや形状も様々であっただ

けに鍛造ないし火造り用の加熱炉としては図 13の如く地面の上に置かれた簡単な枠の内部

に粉炭を山積みし、火を点けた後、地面に掘られた溝を通じてブロアより送風して火勢を

強めて行くという原始的なシカケが良しとされていた。 

 

 図 13 ある造船所における鍛造加熱炉 

    
    竹田谷前掲書、119 頁、第 57 圖。 

 

図 12上に見える鍛造工場のやや小ぶりな鍛圧プレスは深尾の回想に依って静荷重 600㌧

の水圧プレスであったということになる。常識的にも現物は確かにその程度の機械であっ

たと睨んで良かろう。これで赤熱したワークをジワリと圧し潰したワケである11。 

 水圧機や水圧プレスはパスカルの原理によって高い圧力を発揮する装置であるが、圧力

                                                   
9 『新三菱神戸造船所五十年史』96 頁にも掲載。 
10 『深尾淳二 技術回想七十年』85 頁、より。 
11 全くの蛇足ながら、Gebrüder Sulzer の社史 100 Jahre Gebrüder Sulzer 1834-1934. 

Winterthur, 1934, S.111 に掲げられている巨大な水圧プレスはそのキャプションにも拘ら

ず、サイズ的に 10,000 ㌧プレスでなければならない。 



13 

 

流体の供給には水圧ポンプや増 圧 機
インテンシファイア

が用いられる。深尾の云う蒸気増圧機はパスカルの

原理を利用して蒸気圧を高水圧に変換する装置で、プレス行程の終り近くで変形が進み抵

抗力を増したワークにヨリ強い圧力を印加せねばならぬ時にだけ発動せしめられる装置で

ある(図 14)12。 

 

 図 14 蒸気増圧機を備えた水圧プレス 

   

  『機械工学便覧 昭和 26 年版』9-123 頁、第 210 図。“全敷”は勿論“金敷”の誤り。 

 

最も旧式な工業的鍛造作業は最大20kg前後に達する大槌“ポンコツ”をワークに落すか、

大物なら 300kg 程もある槌 頭
ハンマ･ヘッド

を地固めのヨイトマケ作業さながらにロープと定滑車を用

い、数人で引上げてはこの上に落下させる“ヒッパリムトン”を以て遂行されていた。“ム

トン”とは杭打ち用の類似の機械(心矢)を指す仏語 mouton の訛りらしく、我国の鍛造業界

ではこれが槌頭(ラム)をロープではなく堅木の長い板材に結合し、この板を摩擦ローラーで

挟みつつ引上げる board drop hammer の俗称として通用していた。ロープを用い人力で引

上げるから“ヒッパリムトン”と呼ばれたようであるが、その正式な英語名称は kick stamp

である。人力を代替すべき蒸気力も当初はラムの引上げにのみ用いられ(→自由落下)、やがて

打撃にも活かされるようになって行った13。 

図 12 下右に観た鍛冶工場のハンマはその蒸気ハンマである。この種の蒸気ハンマを用い

                                                   
12 増圧機によってこの 600 ㌧プレスの最大静圧力が何㌧に強化されたのかについては不明

である。水圧プレスに係わる一般的解説としては例えば、日本機械学会『機械工学便覧 昭

和 26 年版』1954 年、9-114~120, 9-123~124 頁、参照。 
13 雲野陶蔵『型鍛造』工業圖書、1937 年、14~64 頁、染谷関太郎『私の思い出話』私家版、

1962 年、2、126~130 頁、参照。 
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た作業風景を図 15 として掲げておく。ワークを掴んで火造りを主導する作業者は横座、ハ

ンマを操作する作業者は先手と呼ばれる。ハンマの上下動の繰返しそのものは自動的に行

われる。 

 

図 15 ある造船所における蒸気ハンマによる鍛造風景 

    
竹田谷前掲書、121 頁、第 58 圖。 

 

1925 年当時の三菱神戸造船所における鍛造作業とその後の展開について深尾は： 

   これらの設備でスタンプフォーヂングのまねもやったがほとんどすべてはフリーフ

ォーヂングであった。スタンプフォーヂングハンマとフォーヂングマシンを使用した

のは名発が最初で昭和十二年以降のことであり、その大きさは我国最大のものであっ

た。スタンプフォーヂングは機械加工を非常に削減し得るので戦時中に急に発達した。

スタンプフォーヂングの型材料には例外なくアロイスチールを使用したのに、米国ウ

エスチングハウス電機会社がプレーンカーボンスチールを使っていることを戦後知っ

たがこのようなことは伝統があってのことと敬服した14。 

と述べている。 

造船機械工場(図 16)は板材のシャーリングやリベッティングを行う工場であった。 

 

                                                   
14 『深尾淳二 技術回想七十年』85~86 頁、より。 
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 図 16 第 1、第 2 造船機械工場 

 

  

 図 17 第 2 電機工場 
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第 2 電機工場(図 17)は 1906 年の新築。写真は 1912 年頃のものである15。’17 年 11 月、

三菱造船神戸造船所電気部は電機製作所として独立。’21 年 1 月、此処と長崎の電機工場と

を主力工場として三菱電機㈱が設立されることになる16。 

 

4．発電所 

 工場現場とオフィスにおいて動力ならびに照明の目的で用いられる電力は第 1 発電所内

に据付けられた 150kW と 100kW のパーソンズ蒸気タービン発電機と第 2 発電所に“モン

ド”ガス発生装置と共に据付けられた“コッカリル”製の 450 制動馬力ガス機関 2 基によ

って運転される 2 基の 300kW 直流発電機によって供給される。 

 神戸電灯会社から受電する350kW電動発電機2基が新たに設備に加えられたところであ

る。 

 

 図 18 発電所の設備 

 

  

                                                   
15 『新三菱神戸造船所五十年史』95 頁、参照。 
16 『新三菱神戸造船所五十年史』19 頁、参照。神戸造船所は新進の内燃機関においても三

菱のパイロット･プラントであった。拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ部 三菱内燃機･三

菱航空機の V 及び W 型ガソリン航空発動機」、「戦時日本の中速･大形高速ディーゼル」(大

阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 



17 

 

 この記述からすれば当時の三菱神戸の工場電化は直流方式に依っていたと考えられる。

なお、深尾は「ボイラは予備発電(当時は主としてモンドガスエンジンで発電していた)のために必

要で廃止出来ないし、……」と述べているから、電動発電機導入以前における主力はモン

ド･ガスによる横型ガス機関発電で、パーソンズ･ターボ発電機は予備的な発電施設であっ

たということになる。発電容量からしてもかような主従的関係については首肯出来るとこ

ろであろう17。 

 

5．浮きドック群 

 第 1 浮きドック 

 日本で建造された初めての浮きドックである第 1 ドックは当社の長崎造船所にて建造さ

れ、内湾の中に安全に係留されている。以下は浮きドックの利点の幾つかである。 

 (1) 干満と無関係に船舶を随時、入渠させられ得る。 

 (2) 入渠は石造りのドックの場合より容易であり、ペンキの乾きが早いため入渠時間も

短い。 

 (3) 事実上、ドック自体が工場と同一レベルに位置するため入渠中の船に必要な機械や

材料の運搬が極めて容易である。 

上記の諸理由ゆえにこのドックは高い稼働率を示している。1915 年 8 月 7 日までの 10

年間に 648 隻が入渠し、その総計㌧数は 1,533,609 ㌧となっている。 

以下はこのドックの諸元である：― 

 型式 ― ロンドンの Clark & Standfield 商会による設計のセクショナル･ポンツーン 

 入渠可能な船の最大長さ……………………………………………460 フィート【140m】 

 入渠可能な船の最大幅……………………………………………… 56 フィート【17.1m】 

 入渠可能な船の最大喫水…………………………………………… 22 フィート【6.7m】18 

 浮揚能力……………………………………………………………7,000 ㌧ 

 7,000 総㌧の船の浮揚に要する排水時間…………………………21/2時間 

 

 図 19 第 1 浮きドック 

                                                   
17 『深尾淳二 技術回想七十年』81 頁、より。パーソンズ･ターボ発電機については『新三

菱神戸造船所五十年史』95 頁にも掲載。大形ガス機関に依る自家発電については拙稿「三

井鉱山 三池ならびに田川瓦斯発電所について(訂正補足版)」、参照。コッカリル機関につい

ては拙稿「ピストン棒用スタッフィング･ボックスの技術史」(何れも大阪市立大学学術機関リポ

ジトリ登載)において若干、言及されている。 
18 『新三菱神戸造船所五十年史』6 頁に拠れば、それぞれ 128.6m、17.1m、6.1m。 



18 

 

 

 

 補足すれば、第 1 浮きドックはブラウン商会(英)の勧めにより 6,000 ㌧から 7,000 ㌧に計

画変更されたが、設計そのものは相変わらずクラーク&スタンドフィールド商会に委ねられ

たようである。この 7,000 ㌧浮きドックは 1904 年 2 月、三菱長崎造船所にて起工された。

資材は全てイギリスからの輸入品であった。第 1 浮きドックは’05年 5 月 4 日に進水し、7

月 6 日から 12 日にかけて太平洋経由で神戸に回航され、8 月 8 日に開渠式が挙行されてい

る19。 

 

 第 2 浮きドック 

 第 2 浮きドックは日本の九州に立地する官営製鐵所から供給される材料をほぼ全面的に

使用して神戸造船所にて建造された。それは第 1 浮きドックと並べて内湾内に係留されて

いる。1915 年 5 月 7 日までの 6 年間に 403 隻の船が入渠せしめられ、その総計㌧数は

1,567,838 ㌧に達している。 

 このドックの諸元は以下の通り：― 

型式 ― ロンドンのクラーク& スタンドフィールド商会による設計のセクショナル･

ポンツーン 

 入渠可能な船の最大長さ……………………………………………580 フィート【176.8m】 

                                                   
19 『新三菱神戸造船所五十年史』6~7、12 頁、永井 清「私の履歴」和田岬のあゆみ』上、

58~65 頁の 58~60 頁、参照。Pontoon とは箱船。 
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 入渠可能な船の最大幅……………………………………………… 66 フィート【20.1m】 

 入渠可能な船の最大喫水…………………………………………… 26 フィート【7.9m】20 

 浮揚能力……………………………………………………………… 12,000 ㌧ 

 7,000 総㌧の船の浮揚に要する排水時間……………………………4 時間 

 

 図 20 第 2 浮きドック 

 

 

 補足すれば、第 2 浮きドックも設計はクラーク＆スターンフィールド商会(英)の手になる

もので、神戸造船所で建造された。1907 年 9 月起工、使用鋼材の重量は約 4,980 ㌧であっ

た。組立完了後、11 月 15 日に水圧機と次に観る有馬丸をも動員して進水作業に入ったもの

の船台の途中で引っ掛かったため、順次、引き船を増して 3 隻で引張りつつ進水に漕ぎ着

けるまでには延べ 5 日を要し、漸く 19 日に進水させた。竣工は’09年 1 月であった。なお、

1917年 10月には第一次世界大戦の戦利品として山東省青島湾からもたらされた 16,000㌧

浮きドックが海軍からの借り入れ品として神戸造船所に係留されることになる21。 

 

                                                   
20 『新三菱神戸造船所五十年史』179 頁に拠れば、それぞれ 165m、21.6m、7.0m。 
21 『新三菱神戸造船所五十年史』15，16、178~179 頁、山田正夫「古き想い出」、香月常

一「第三船渠曳航」『和田岬のあゆみ』上、391~394 頁の 391 頁、419~421 頁、巨島哲吉

「旧第二船渠」『和田岬のあゆみ』中、1973 年、344~346 頁、参照。 
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6．サルベージ汽船“有馬丸” 

 船級……………………………………………………………………………ロイド 100A 1 

 材料……………………………………………………………………………鋼 

 長さ……………………………………………………………………140 フィート【42.7m】 

 幅……………………………………………………………………… 24 フィート【7.3m】 

 型深…………………………………………………………………… 12 フィート【3.7m】 

 出力……………………………………………………………………………650． 

 速力…………………………………………………………………………… 11 ㌩ 

 総㌧数…………………………………………………………………………305． 

 1 時間当り排水能力……………………………………………………… 3,000 ㌧ 

     装備ポンプ：― 

      35 馬力電動水中渦巻きポンプ 1 基 

      17 馬力  〃    〃    〃 

      12″渦巻きポンプ       1 基 

         10″   〃         2 基 

       8″   〃         2 基 

     総て必要な周辺機器付き。5 ㌧デリック付き蒸気ウインチ、造水装置(4,000 ガロ

ン/24 時間)装備。 

         etc.,                 etc.,                 etc. 

(この汽船は引き船としても運用されるための装備も与えられている)． 

 1907 年にこのサルベージ汽船が当造船所の装備に加えられて以来、数席の船舶がサルベ

ージされた。以下はその内、3,000 総㌧を超えるものである。 

                 汽船“Indrani” 

                 汽船“Selja” 

                 汽船“Empress of China” 

                 汽船“うめヶ香丸” 

 

図 21 有馬丸に依るサルベージ風景(うめヶ香丸と Empress of China ) 
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一般論として補足すれば、サルベージ業は船舶修理業の関連事業ともカテゴライズされ

得る。1906 年 12 月、三菱は 1898 年建造のイギリス船、City of Birmingham 号を 71,600

円で購入し、有馬丸と命名、専用装備を施してサルベージ業に進出した。しかし、’17 年 3

月、専門業者、日本海事工業㈱が設立されたのを機に有馬丸や付属救助器具一式は同社に

売却された22。 

うめヶ香丸は 1909 年 3 月、同型の 1 番艦 さくら丸('08 年)にやや遅れ、三菱長崎造船所

で進水した帝國海事協会所有の義勇艦である。この 2 隻から成る義勇艦隊は平時には高速

連絡船として就航し、有事には補助巡洋艦に改装され軍役に服する算段となっていた。う

めヶ香丸のスペックは 3273 総㌧、定員 368 名、パーソンズ直結式タービンを有する 3 機 3

軸船で、計画総出力は 9000SHP。直結故にその推進器回転数は 485rpm.と推進効率を無視

したかのような値であったが、ともかく 21.31 ㌩の最高速度をマークした。ボイラは宮原

式 4 基で罐圧は 13.3kg/cm2。同船は台湾航路、鐡道省青函連航路、同関釜連絡航路を転々

としたが、’12年 9 月 23 日、門司港大里沖で荒天に遭遇し舷窓からの浸水と波浪のため転

覆沈没した。 

図21の写真解説に見られる通り有馬丸によるサルベージ成功は’13年5月18日であった。

この作業には総計 189 日が費やされたものの、うめヶ香丸は程無く解体処分された。’13年

                                                   
22 同上書、15 頁、参照。ヨリ古い時代のサルベージ船の実態については拙稿「パルソメー

タについて」の中でその一端を紹介する予定である。 
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にはその欠を埋めるべく 3番艦 さかき丸(直結カーチス･タービン 2機 2軸)が川崎造船所の手で

建造されている23。 

 

7．製造品目 

 船舶の造修、艤装に加え神戸造船所は以下の品目を製造している：― 

  パーソンズの特許蒸気タービンおよびターボ発電機 

  モリソンの特許コントラフロー式復水器 

  ウェアーの各種特許ポンプ、蒸化装置、給水加熱装置、蒸留装置 

  パルソメータの特許冷凍装置 

  ストーン-ロイドの特許水密戸 

  “三菱”特許の無線電信用高周波電動発電機 

  三木式特許ボイラ給水ポンプ 

  ヤロー式舶用ボイラ 

  ネスドラム式特許ボイラ 

  諸種の陸舶用ボイラ 

  ベニス式鎖床ストーカ 

  イッシャーウッド式カンチレバー汽船 

  江崎式過熱装置 

  マックフェイル&シンプソン式過熱装置 

  蒸気式および電動式ホイスト 

  ポンプ式およびバケット式浚渫船 

  鋼製建造物、桁、塔など 

  リベット締めおよび鋳造による管と柱 

  鉄および真鍮鋳物 

  諸種の合金 

  あらゆる種類の周辺機器を備えた電気機械 

  ヤロー式浅喫水汽船 

  ハウデン式強制通風装置 

  etc.,            etc.,          etc. 

  

以下、このリストに基づいて若干の解説を試みて行こう。1904 年に 1 月 1 日に導入され

たパーソンズ･タービン関係の特許については長崎の分工場的位置付けであったろう。これ

                                                   
23 日本舶用機関学会舶用機関調査研究委員会編『本邦建造船要目表(1868~1945)』海文堂、

1976 年、72~73、74~75 頁、上野喜一郎『船の世界史･中巻』舵社、1980 年、220~221 頁、

参照。直結式蒸気タービンの問題点については拙著『舶用蒸気タービン百年の航跡』ユニ

オンプレス、2002 年、参照。 
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に限らず、技術導入の主体は三菱合資会社ないし三菱造船㈱であった。パーソンズ式ター

ボ発電機については第 1 発電所据付のそれに具体例を見たところである24。 

1907年 6月 29日にThe Contraflo Condenser & Kinetic Air Pump Co. Ltd.(英)から導入

された Richardsons, Westgarth and Company Ltd.の重役、Donald Barns Morison(英：

c.1858~1925)の発明になるコントラフロー式復水器は表面復水器の一種で冷却水管の配置と

蒸気流れを導く通路と仕切板の配置に独自性を謳う装置であり、永らく三菱神戸の定番と

なった技術である(図 22)。もっとも、コントラフロー社自体は’30年に G. & J. Weir Ltd.に

吸収されることになる。 

  

 図 22 コントラフロー式復水器 

        

 菅原菅雄『蒸氣ボイラ及び蒸氣機関』下巻、日本機械学会、1951 年、423 頁、第 444 圖。 

 

 G. & J. Weir Ltd.(英)からの技術導入契約は 1912 年 2 月 16 日に締結された。ウェアーの

各種ライセンス生産品については後に掲げられたオリジナル画像を御覧頂くことになる。 

’18年 12 月よりウェアー社に 1 年余り滞在した深尾に拠れば、同社からの技術導入の成

果は製品技術のみに止まらず、間接的成果として専用工作機械について知ったこと、金属

顕微鏡の使用法について知ったこと、モネルメタルやステンレス鋼の普及状況に触れたこ

と、鋳造における油砂の使用について知ったこと、工数削減には設計段階からこれを可能

にするような工夫が不可欠であるという点、とりわけ組立に際して芯出し･ヤスリ仕上げ･

キサゲ仕上げを無用化する設計法について学んだことが挙げられるという25。 

 Pulsometer Engineering Co. Ltd.(英)からの技術導入契約は 1913 年 1月 1 日に締結され

                                                   
24 契約期日については『新三菱神戸造船所五十年史』322 頁に拠る。 
25 『深尾淳二 技術回想七十年』57、73~74、76 頁、参照。 
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た。その製氷機については後掲オリジナル画像を御参照頂きたい26。 

 ストーン水密戸(防水扉)に係わる J. Stone and Co.(英)との技術導入契約は 1913 年 7 月 2

日に締結された。 

 三木式ボイラ給水ポンプは三木正夫の特許第 16338號(1909年 5月)に基づく直動式蒸気ポ

ンプである。Worthington ポンプの類似品であるが、後者が複動であったのに対した三木

式は単動であった。単動であることのメリットは構造簡素というだけでウリにも特許にも

到底成り得ない。特許のポイントは独特の蒸気分配機構にあった。これは一般的な外側給

汽式の滑り弁(図 23 の 15)によって回転(首振り)弁(同 20)を作動させる 2 段階機構で、その複雑

さが単動式のメリットを喰らい潰して余りあるといったカラクリであった。図 23 はその一

端を示す特許明細の図、13 葉中の 2 葉であるが、無論、この 2 点はイメージを膨らませて

頂く縁
よすが

として掲げておくに過ぎない。 

 

 図 23 三木式ボイラ給水ポンプの蒸気分配弁 

  

 特許第 16338 號の公報より。 

 

 その構造ならびに作用機序は錯雑たるもので、三木の説明も極めて解り辛いが、滑り弁

15 が上方にシフトして下側の 5 が開くと回転弁 20 は 45°ばかり左転し、蒸気は 6→24→

21→23→10 から気筒へと流れ、上方の 5 は 7 に繋がり、蒸気は気筒から 10→21→6→24

→5→7→14 と流れて排汽されるようである。これとその逆の連鎖とがピストン棒からのリ

ンケージによって繰返し演出されるワケである。 

特許の主張点をなすポンプ気筒に進入する蒸気の圧力を均整化して衝動を防止するとい

うメリットについてはそのインジケータ線図は固より理論的根拠すら明示されていないた

め、精々、謳われている圧力の均整化は蒸気流路の複雑さや回転弁の作動速度に由来する

絞り損失の時間的変化の結果であったかと訝ることが許されるだけである。もっとも、こ

の種のポンプは座敷で用いられるワケでもない上、常時フルギヤで稼働せしめられるべき

                                                   
26 パルソメータ社の来歴についても前掲拙稿「パルソメータについて」、参照。 
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存在であるから、かようなケレンを仕組めば図体の割に虚弱なポンプが出来上がるだけの

ことで、動力シリンダが複動であるにも拘らず、敢えてポンプ･シリンダを単動にしたとい

う点も併せて歯痒さが募るばかりである。製品のオリジナル画像については後掲図 38 を御

覧頂きたい。 

 Yarrow and Co. Ltd.の舶用ボイラに関する技術導入契約は 1914年 2月 16日に締結され

た27。 

 Nesdrum ボイラは 1908 年以前に発明されていたが、その発明の詳細時期については不

明である。本ボイラに係わる三菱の技術導入契約は 1909 年に締結されているから三菱は比

較的初期の導入者であったと考えて良かろう。誠に頼り無い限りであるが、社史には 1909

年と記されているだけで、締結期日についての記載は無い。こうなるとライセンサーの社

名“ネスドラム社”も怪しい限りである。この陸用ボイラについてもオリジナルの画像そ

の他と共に後述する。 

 なお、このボイラの技術導入に絡むと思しき Edward Bennis and Co., Ltd.のベニス式鎖

床ストーカと Mcphail & Simpson Ltd.式過熱装置に関する Richardsons Westgarth and 

Co. Ltd.との技術導入契約は 1910 年 6 月 13 日に締結された。この鎖床ストーカと過熱装

置については後にネスドラム･ボイラへの装備例が掲げられる。 

Mcphail & Simpson Ltd.(英)式過熱装置について、図 24 はそれが提案された当初の姿で

あり、ランカシャー･ボイラへの装備状況を示している。かような構成を基本とする限りス

コッチボイラの如きアクセス性に劣る湿燃室へのその装備はほぼ不可能、Howden-Johnson

ボイラの如き乾燃室ボイラへの装備は相対的に容易、水管ボイラとの相性は更に良好であ

った状況が容易に観取されよう。 

 

図 24 ランカシャー･ボイラに装備された提案当初の Mcphail & Simpson 式過熱装置 

                                                   
27 ヤロー･ボイラについては拙稿「蒸気動力技術略史」、「艦本式ボイラについて(1/3)」(大阪

市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 
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    The Engineer, Feb.16 1894, p.140(from Graces Guide). 

 

 イッシャーウッド式カンチレバー汽船については不詳。Joseph William Isherwood(英：

1870~1937)は縦通材を主体とする船殻構造を開発した技術者であり、三菱は 1914 年 9 月 24

日に彼から技術を導入している。他方、カンチレバー船は Harroway & Dixon Co.(英)が 20

世紀初頭に特許を取得しバラ積み貨物船に広く採用されることとなったカンチレバー･タ

ンクを有する船殻構造であるが、イッシャーウッドとカンチレバー船との結び付きについ

ては管見の及ぶ限りではない。恐らく、これは半可通の執筆者に依る筆禍であろう28。 

 江崎式過熱装置は製品品目リストの末尾に掲げられている Howden 式強制通風装置を前

提にしたシステムで、主蒸気塞止弁が閉じられた際、過熱管が空焚きとなって焼損を来す

ことを防ぐため、その内部にブロアから冷却用空気を送入し外部へと放出させるシカケで

ある。但し、江崎式過熱装置というのは通称であり、特許 32042 號(1918 年)のタイトルは実

態に即した「江崎式蒸汽過熱器ノ安全装置」となっていた(図 25)29。 

                                                   
28 山口増人『船の知識』海文堂、1950 年、75~79 頁、『新三菱神戸造船所五十年史』322

頁、上野喜一郎『船の知識』海文堂、1962 年、85~86 頁、上野『船の世界史･中巻』30~34、

48~49、55 頁、参照。因みに『本邦建造船要目表(1868~1945)』に拠れば、当時の我国では

大阪鐵工所(→日立造船)がイッシャーウッド式船殻構造に関して 3 件の建造実績を挙げてい

る。 
29 『本邦建造船要目表(1868~1945)』においては“備考”欄に「江崎式 SUPERHEATER 装

備」なる記載例が 18 隻見られる。その全ては長崎での竣工であるが、ボイラないし「蒸汽

過熱器の安全装置」の幾つかが神戸製であった可能性は必ずしも排除出来ない。神戸から

長崎への融通関係については後にその数例が確認されることになる。 
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 図 25 江崎式蒸汽過熱器ノ安全装置 

      

   特許第 32042 號、公報より。 

 

なお、深尾が「当時技師は江崎氏だけだったと思う」と述べた江崎一郎は技士
．
の上に立

つ長崎造船所の技師
．
で、メタリック･パッキングや減速装置用歯車に係わる発明をも残して

いる(特許権者は三菱造船㈱)30。 

浅喫水船の技術に対する潜在的需要の源は中国大陸の河川を航行すべき砲艦等の建造と

いった植民地支配戦略にあったと考えられる。勿論、その具体化は後代の所作となる31。 

                                                   
30 江崎式メタリック･パッキングについては拙稿「ピストン棒用スタッフィング･ボックス

の技術史」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 
31 蓑田兪吉「建造船の回想」『和田岬のあゆみ』上、96~100 頁の 99~100 頁、鷹津冬彰「懐
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 ハウデン式強制通風装置については江崎式蒸汽過熱器ノ安全装置との絡みで見た通りで

あるが、James Howden の発明が特許を得たのは 1882 年であるため、三菱との技術導入

契約は締結されていないようである。 

 続いて本資料のオリジナル画像を紹介し、可能な範囲で解説を付して行く。 

 

 図 26 新造船(1) 

 

 

 図 26 左は三菱神戸の建造船アルバムの劈頭を飾るにしてはいたく
．．．

矮小な船である。深尾

が「神船は設立時に船の修繕に重点を置いたので新船はランチ程度で淋しかった……」な

どと述べているのはかような新造船を想起してのことであったろう。また、同右について、

社史には「漁船の建造は明治四十四【1911】年トロール船福富丸を建造したのが最初であっ

た。以降大正十【1921】年まで総計十三隻を建造したが、いずれも総屯数二五〇屯未満のレ

シプロ機関を装備した試運転速力一二ノット以下の近海用トロール船であった」とある32。 

 

 図 27 新造船(2) 

                                                                                                                                                     

かしき想い出」『和田岬のあゆみ』上、183~187 頁、参照。 
32 『深尾淳二 技術回想七十年』55 頁、『新三菱神戸造船所五十年史』164 頁、より。加

藤好英「思い出」『和田岬のあゆみ』上、80~82 頁の 81 頁には「池月丸、笠松丸級トロー

ル船」という言葉が見られる。 
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博進丸(図 27 右)は’14 年 2 月に進水した三菱神戸として初の航洋船で南満洲鐵道向けの貨

物船である。主機は 3 段膨張機関(406.4-, 666.75-, 1,092.2×762mm, 1,272 IHP/119.5rpm.)、ボイ

ラは丸ボイラ(14kg/cm2)33。 

ヤエヤマならぬ八
や

重
え

山
ざん

丸(同左)は 1914 年 7 月に進水した大阪商船向けの貨客船。主機は 3

段膨張機関(381-, 635-, 1,066.8×762mm, 953 IHP/105rpm.) ボイラは丸ボイラ(12.6kg/cm2)34。 

  

 図 28 イ号艦本式ボイラと舶用スコッチ･ボイラ 

                                                   
33 同上書『本邦建造船要目表(1868~1945)』76~77 頁、蓑田「建造船の回想」96~100 頁の

96 頁、参照。 
34 『本邦建造船要目表(1868~1945)』76~77 頁、蓑田「建造船の回想」96~100 頁の 96 頁、

参照。 
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図 28 左のイ号艦本式ボイラは 1911 年建造の舞鶴海軍工廠納入品であった35。 

  

 図 29 三木式舶用ボイラと Nesdrum ボイラ 

                                                   
35 三菱重工業㈱『三菱重工業株式會社史』1956 年、516 頁、『新三菱神戸造船所五十年史』

224 頁の写真と同じである。舞鶴工廠の件は前者に注記。 
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ネスドラム･ボイラは 1911年から’26年にかけて合計 21基、三木式ボイラは’17年から’21

年にかけて約 20 基、製造された36。 

 三木式ボイラ(図 29 左)について深尾は： 

……陸用にはバブコック型、舶用にはヤロー型等の水管式が現れて、これが全盛とな

る形勢となった。ところがバブコック型のヘッダーは当時の我国の技術では製作不可

能だったので、これをドラムに置き換えたのが三木式水管気
ママ

缶であって神船ではかな

りの数を作った37。 

と述べているが、三菱製鐵㈱兼二浦製鐵所(後述)向け等、納入実績は 20 基程度に過ぎなかっ

た。 

なお、三木式ボイラには図 29 左のような直角ドラム式の舶用タイプと図 30 のような平

行ドラム式の陸用とがあった。この使い分けは模倣したくても出来なかった Babcock & 

Wilcox ボイラにおけるそれとほぼ同工であった38。 

                                                   
36 『三菱重工業株式會社史』520、523 頁、参照。 
37 『深尾淳二 技術回想七十年』59 頁、より。これに続く深尾のボイラ技術発達史論は 3

胴水管ボイラにおける水冷炉壁の起源や展開について食い足りぬ点を含むが、戦前期、大

形陸用ボイラ界で始まった輻射式汽罐(今日の所謂“放射ボイラ”)化への時代趨勢についての記

述は正しい。この流れについて同時代文献の中では燃料協會編纂『實用燃料便覽』丸善、

1932 年、427 頁(1935 年訂正版、417 頁)、がやや詳しい。3 胴水管ボイラにおける水冷炉壁の

起源と個別的展開事例については拙稿「日本海軍における初期水管ボイラについて」、「艦

本式ボイラについて(1/3)」、「同(3/3)」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 
38 Babcock & Wilcox ボイラや平行ドラム式と直角ドラム式との相違、アメリカにおける三

木式の類似品等については拙稿「水管式セクショナル･ボイラの技術史」(大阪市立大学学術機
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図 30 平行ドラム式の三木式陸用ボイラ(1917 年) 

     

『新三菱神戸造船所五十年史』220 頁、より。 

 

ネスドラム･ボイラ(図 29 右)は極細の煙管ボイラの胴部から罐胴を剥いて両管板の外方に

鏡板の付いた短いドラムを継足し、ウォーター･サイドとファイヤ･サイドとを入替えたよ

うな管巣群を V 型に林立させた奇妙かつ冗長な構造を有する水管ボイラであり、敢えて分

類すればセクショナル･ボイラの一種でもあった。なお、三木式ボイラなるものはネスドラ

ムの要素技術を真似つつ全体を B&W 的に構成し直したモノに過ぎぬから、特許にもなっ

ていない。図 31 は図 29 右より若干新しいネスドラム･ボイラの図面例である39。 

 

図 31 Bennis 式鎖床ストーカと Mcphail & Simpson 式と思しき過熱装置を装備した

Richardsons, Westgarth and Co., Ltd. Middlesbrough 工場製 Nesdrum ボイラ(1922 年) 

                                                                                                                                                     

関リポジトリ登載)、参照。平行ドラム式の三木式ボイラについては『三菱神戸造船所七十五

年史』1981 年、377 頁にも写真が掲げられている。 
39 ネット上に見られる三菱日立パワーシステムズ㈱(2014 年発足)の資料中に“Nesdrum 

Boiler Manufacturing Company”なる語句を見掛けるが、かような商号を有する会社の存

在を裏付ける資料については不本意ながら管見の限りとはなっていない。 
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The Engineer. Aug. 18 1922(from Graces Guide). 

 

ネスドラム･ボイラ自体の開発および導入の窮極的
．．．

背景も三木式やアメリカの類似品に

おけると開発動機と同様のこと、即ち、高圧化を志向しようにも B&W 的な管寄せ
ヘ ッ ダ ー

の製造
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が余りにも困難であったという事情に求められよう40。 

 

  図 32 トロール船および砕氷船用 3 段膨張主機 

 

 

 図 32 左は図 26 右に観たトロール船の仲間の主機である。同右について補足すれば、日

露戦争勝利の結果、領土に編入された南樺太の資源開発を目的として 1909 年 5 月 1 日、小

樽~樺太航路が開設された。大阪商船会社は三菱長崎造船所にて’04 年 2 月、進水の貨客船 

大礼
だいれい

丸、1,119 総㌧、3 段膨張機関(431.8-, 711.2-, 1,168.4×838.2mm, 1,378 IHP/回転数不明, 1 機 1

軸, 丸ボイラ2基[罐圧不明])の船首構造を強化して本邦初の砕氷船に改造、同航路に就航させた。

本船は長らく我国唯一の砕氷船であったが、その主機は長崎ではなく、実は神戸造船所で

建造されていたという事実が判明したワケである41。 

 

 図 33 パルソメータ式製氷機と舵取り機 

                                                   

40 Babcock & Wilcox ボイラのキー･テクノロジーたる波型管寄せ
スタッガード･ヘッダー

とこの問題を回避して開

発された三菱セクショナル･ボイラについては別稿「水管式セクショナル･ボイラの技術史」

(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 
41 『本邦建造船要目表(1868~1945)』66~67 頁、『船の世界史･中巻』222 頁、大阪商船三井

船舶㈱『創業百年史．資料』1985 年(ネット上で閲覧)、参照。 
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図 33 左のパルソメータ式製氷機は 1915 年、三菱長崎造船所への納入品であった42。 

図 34 から 40 までは汎用･舶用等のポンプ類である。勿論、その中には件の三木式ボイラ

給水ポンプも含まれている。 

 

図 34 150 馬力高揚程ポンプならびにポンプ駆動用複筒蒸気機関 

                                                   
42 『新三菱神戸造船所五十年史』263 頁に同じ写真が掲載されている。 
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 図 35 蒸気駆動渦巻きポンプと電動掘下げポンプ(水中ポンプ) 

 

 

 図 36 300 馬力及び 200 馬力電動タービン･ポンプ 
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 図 37 20 馬力タービン給水ポンプと電動機直結タービン･ポンプ 
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 図 38 Weir 式の強圧注油ポンプならびに燃油ポンプ 

 

 

 図 39 三木式特許単動給水ポンプと蒸気循環ポンプ 
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 図 40 15 馬力電動軌道ポンプと Weir 式汎用ポンプ(消火、ビルジ、灰放射) 

 

 

 次いで荷揚げ機器が並ぶ。 

 

 図 41 1.5 ㌧ジブ･クレーンと 75 馬力電動ホイスト 
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 図 42 50 馬力電動ホイストと 50 ㌧クレーン船 

 

 

 図 43 4,100 ㌧巡洋艦用蒸気ウインチと 10,500 ㌧汽船用蒸気キャプスタン 
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 図 43 左について補足すれば、船舶造修ブームや軍拡競争の中、長崎が繁忙を極めたため

「長崎造船所で建造した艦船の補機及び甲板機械は、大部分、当初で製作する事になって

繁忙を極め」たとの回想が見られる43。 

また、図 43 右は 1913 年 3 月に長崎造船所で進水した日本郵船欧州航路貨客船 香取丸

(10,513 総㌧)用に誂えられたモノと推定される。三菱神戸造船所は問題外であるが、当時、

10,500 総㌧などという大きな商船は国内では滅多に建造されていなかったから、三菱関係

での特定は容易である。機器類の神戸から長崎への供給という点では先に観た砕氷船主機

の場合と同じである。 

 図 44 は主として林業や土木工事に絡む機械、図 45~50 は電気機器である。 

 

 図 44 可搬式蒸気ウインチと蒸気巻揚げ機 

                                                   
43 加藤前掲「思い出」、82 頁、参照。 
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 図 45 三菱特許 無線通信用電動高周波発電機と 1,250kVA 交流発電機 
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 図 46 1,750 馬力 3 相誘導電動機と 300kW 電動発電機 

 

 

 図 47 12.8kW 自動同期変流器(交直流変換器)と路面電車用主電動機･主幹制御器  
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 図 48 15kW 蒸気発電機と 65kW 直流蒸気発電機 

 

 

 図 49 油入りスイッチと三菱特許 無線通信用高周波発電機の電動機自動始動装置 
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 図 50 変圧器ケースの 125,000V 耐圧試験と 65 馬力電動機のスイッチ盤 

 

 

 図 51 電動凝縮器と仕切弁、15,000 ㌧欧州航路定期船用高･中･低圧気筒鋳物 
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 図 51 左は電動圧縮冷凍機のユニットかと想われるが不詳。同右の 3 段膨張機関シリンダ

もまた既出の砕氷船主機やキャプスタンと同様、神戸→三菱補完の一例で、キャプスタン

と同様、三菱長崎’13 年建造の欧州航路貨客船 香取丸用のそれであろう。香取丸は各個運

転式直結排汽タービンを中央主機とする 3 機 3 軸船で、両舷主機をなすレシプロ機関のサ

イズは 685.8-, 1066.8-, 1676.4-×1219.2mm、その合計公試出力は 7129HP/91.7rpm.、排

汽タービンの公試出力は 4213HP/193.3rpm.であった。但し、砕氷船 大礼丸主機の場合と

は扱い方が異なっているが故に、本件に関する神戸→長崎補完は粗形材の鋳造から粗加工

までに限定されたように推測される44。 

 なお、三菱神戸造船所は’17 年の辰馬商会貨物船 綾葉丸、同 Commandant Dorise、同 織

殿丸および’19年の日本郵船貨物船 函館丸向けに673.1-, 1092.2-,1828.8-×1219.2mmとい

う香取丸両舷主機と良く似たサイズの 3 筒 3 段膨張主機を建造しているから、香取丸両舷

主機気筒粗形材の鋳造経験はそこでも活かされたものと考えられる45。 

 神戸造船所が長崎造船所に対して先に観た完成品機器の供給とは別に粗形材の鋳造とい

う格好でも応援役を果し得たのは当時の神戸における大物鋳造技術、即ち構造技術サブシ

                                                   
44 香取丸や各個運転式排汽タービンに係わる諸問題ついては前掲拙著『舶用蒸気タービン

百年の航跡』、拙稿「蒸気動力技術略史」、「浦賀舶用聯動汽機 2DC 型について」(大阪市立大

学学術機関リポジトリ登載)、参照。 
45 『本邦建造船要目表(1868~1945)』80~81、82~83、86~87、104~105 頁、参照。辰馬は曲

折を経て㈱商船三井の一源流となる。 
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ステムにおける材料要素の側面が長崎のそれよりも優れていたからである。深尾はこの辺

りの事情について次のように回想している： 

   翌明治四十三【1910】年除隊、木型工場に転じ主任山崎常次郎氏の助手となった。山

崎氏は海軍【舞鶴】工廠で実地にたたき上げた鋳物の神様と言われた程の特殊な存在で

あったが、当時の図面は全部英語で記入してあるので、助手として学校出が必要であ

った。同氏は神様と言われるだけのことがあって次のような非凡な見識を持っていた。 

   長崎造船所(以下長船と略称)が多忙なので援助のため主機ベッドプレートを作ること

になったとき、長船ではクラックのために、まとまらないのに神船は次々に完成する

ので、長船から古賀、大串等多数の技士(現在の技師。当時技師は江崎氏だけだったと思う)が

神船に来て会議を開いた。これより先、神船は本社のすすめで兼
けん

二
に

浦
ほ

の銑鉄を使って

いたが、長船は質が悪いとて採用を拒否し漢陽銑を使っていたので問題は大きくなっ

た。会議は長船に理論家が多く同所の独り舞台となって、結論を得ることなく不得要

領のうちに終った。これが鋳物研究会の始まりである。この会議中山崎氏は余り発言

せず終始聞き役であった。後日神船では長船が嫌う兼二浦銑を使用して如何にクラッ

クが出ないのかと山崎氏に聞いたところ、鋳物のクラックの発生は、地金の問題でな

くて鋳型の構造(作り方)特に心型【中子】を軟く作ること、これを早く除去して鋳物の収

縮を自由にすることにあると教えられた。そこで注意していると鋳込みが無事に終る

と、立会の技術者はやれやれと引上げるが山崎氏は心型を出すまで指揮して居られた。

この事は大型鋳物の秘訣の一つとして私はかなり吹聴してあるので一般に知られてい

ると思っていたのに、いつ頃からか忘れられているのを発見して驚いた。 

    ……中略…… 

   又大型気筒の鋳物には押し湯をつけるのが普通であるが、山崎氏はつけないのが神

船の特技とされ、機械加工が楽になるので歓迎された。山崎氏は押し湯の要、不要は

湯口のヒケの程度で判断せよと言われ、又常に鋳物の難しいの廃型であることを強調

して「鍋を作らんとすれば籠になり、籠を作らんとすれば鍋になる」と言われた。同

氏助手期間は永くはなかったが教えられるところは極めて多かった46, 47。 

神戸→長崎融通関係の根拠は単なる業務負荷平準化のための応援という意味だけではな

く、良品鋳物製作能力に現れた神戸の優越にも在り、それがレシプロ主機のベッドのみな

らず気筒の鋳造においても発揮されていたワケである。 

参考までに現在の朝鮮民主主義人民共和国に位置した三菱製鐵(→日本製鐵)兼二浦製鐵所

産の兼二浦銑と中国湖北省、漢冶萍公司 漢陽製鐵所産の漢陽銑を含む各製鉄所における銑

鉄の成分規格を掲げておく。確かに、Cu の含有と各成分のバラツキの幅がやや広いという

                                                   
46 後には鋳物の強度向上が要請されたため、神船でも押し湯の付設が常套化した。深尾「神

船の想い出」、『和田岬のあゆみ』上、1~45 頁所収の 10 頁、参照。 
47 『深尾淳二 技術回想七十年』43~45 頁、より。その記述は上の「神船の想い出」とかな

りの程度、重複している。 
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点で兼二浦銑は他と区別可能ではあったが、値としては大した差でもなかった。 

 

表 1 兼二浦銑と漢陽銑の成分規格 

 
生産技術協會『實用工學便覧』山海堂、1951 年、316 頁、より(同改訂版、1963年、333 頁も同じ)。 

 

なお、大正末期から昭和にかけての軍縮･不況期には正確な原価計算の下、船尾骨材、舵

等の大物鋳鍛造品は内製から外注へと切替えられた。然しながら、機関部等の重要部品の

内製はその後も継続せしめられた 

 

 図 52 シュガー･ミルの部品とユニット 
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図 52 について、社史に拠れば、神戸造船所は 1915 年、明治製糖会社の注文に応え、容

量 20 ㌧、34 ㌧のシュガー･ミルを初めて国産化した。しかし、その後、製糖機械製造専門

工場が各所に叢生するに及び、神戸造船所でのシュガー･ミル建造はこの時限りとなった。

これらのユニットは勿論、近代的製糖業を基幹産業として日清戦争後に進展せしめられた

台湾の植民地開発史ならびに植民地台湾の資源に寄生した国内近代製糖業史の一つの里程

標をなす48。 

 

 図 53 ロータリー･キルンのドラムと 4.6m ロープ伝動車 

                                                   
48 『新三菱神戸造船所五十年史』269~270 頁、参照。 
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 図 53 左のロータリーキルンに係わる製造･納入実績については不詳。技術的には製罐設

備を保有し舶用減速歯車装置をモノにしている事業所であれば容易に製造可能なアイテム

である。容易というのは舶用減速装置に比して回転数が低いから減速歯車に対する要求工

作精度が低いからである。 

セメント製造用ロータリーキルンは三菱重工業グループ内ではマイナーな位置付けに甘

んじ、ロータリーキルンとしては横浜製作所、更には横浜に設立された三菱重工環境･化学

エンジニアリング㈱のそれが廃棄物処理プラントの構成要素として気を吐いている程度で

あるようである。 

 

8．病院 

 傷病者の手当てのため、あらゆる施設を備えた病院が海岸近くの快適な場所に設けられ

ている。 

 殉職従業員の遺族には勿論、事故に遭遇した不運な従業員にも十分な扶養措置が講じら

れるので、従業員は会社の利益のために全霊を傾け、それによって為される仕事の卓越性

を通じて少なからずわが顧客の御満足に寄与する。 

 

 図 54 三菱神戸病院と工員食堂 
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この写真を以て本資料は終っている。附属病院である三菱神戸病院(図 53 右)は 1907 年 12

月、神戸市兵庫区遠矢町、後の三菱電機神戸製作所の敷地内に開設された。外科、内科、

薬局、7 病室 16 床の陣容で、’14 年には眼科、程無く物療科が増設された。病院が現在の位

置、兵庫区和田宮通に移転拡充されたのは 1935 年のことである49。 

三菱神戸造船所に隣接する川崎造船所には当時の常識として工員食堂などという施設は

無く、作業者は現場の諸処で陽射しや風雨を凌ぎ、絶え間無く降り注ぐ煤塵に悩まされな

がら適宜、弁当を使うのが習いであった。これに対して、三菱神戸造船所には創業当時か

ら弁当持参者の喫食場としての従業員食堂(図 53 左)が設けられており、後には業者を入れて

和洋食･めん類等が供されるようになる。また、直営の炊事場を持つ工員食堂が開業したの

は’22年のことであった50。 

もっとも、川崎造船所が 1919 年、我国で初めて 8 時間労働制を導入したのに対して、三

菱のそれは 10 時間から 9 時間に短縮されるのみであったから、三菱の人遣いが殊更、温情

的であったとか進歩的であったとかいうコトではない。折しも戦後反動不況下の 1921 年 6

月、人間らしい扱いを求めて川崎、三菱の労働者は立ち上がり、3.5 万人デモを含む戦前期

最大規模の大争議が展開されている。 

一般市民の同情と協力を背景に 45 日間も続いたこの川崎･三菱大争議ではあったが、官

                                                   
49 『新三菱神戸造船所五十年史』382~383 頁、宮田計三「古き頃の病院の思い出」『和田岬

のあゆみ』(上)、83~88 頁、三菱神戸病院の HP、参照。附属病院の写真は『新三菱神戸造

船所五十年史』383 頁にも再掲。 
50 『新三菱神戸造船所五十年史』368 頁、参照。 
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憲の弾圧に因り労働者側は遂に全面敗北を喫することになる。しかし、謂わばその引替え

として 8 時間労働制は主要企業に波及し、近代的労使関係確立への第一歩が踏み出される

結果ともなっている。病院や食堂、福利厚生施設の拡充も実はその個別具体的な現れとい

う一面を有していたワケである。残念ながら、昭和を迎えてからはかような流れは軍国主

義化の奔流に呑み込まれてしまう。もっとも、かような事蹟については筆者如きが言を弄

するには及ぶまい51。 

 

むすびにかえて 

 1905年 7月の三菱合資会社神戸三菱造船所設立登記に始まる三菱神戸造船所の歴史は本

稿で紹介･解説された記念誌発行以後、’16 年、STAL 社(Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget 

Ljungström：Swed.)からのユングストローム･タービン技術導入とディーゼル機関国産初号機

試作、’17年、Vickers Armstrngs Ltd.(英)からのディーゼル機関技術導入、’20年、潜水艦

三菱 1 番艦竣工、’25年、Gebrüder Sulzer A.G.(スイス)からのディーゼル機関技術導入等々

の技術的画期を刻みながら展開した。この間には’19 年、神戸内燃機製作所分離(三菱内燃機

製造㈱→三菱内燃機㈱→三菱航空機㈱→三菱重工業㈱)、’19 年 11 月の電機製作所分離(→三菱電機

㈱)、’43年の三原製作所設立(機関車、エアブレーキ移管)といったグループ内の組織展開が繰返

されている52。 

 かような、多分に軍国主義化を背景とする時流に棹差すように三菱神戸造船所は我国を

代表する造船所、重機械工場の一つとして発展した。そのような歩みは戦後復興期から成

長期、低成長期を通じても堅調に推移した。 

然しながら、2010 年 7 月、三菱重工業は神戸造船所の商船建造事業を長崎造船所と下関

造船所へと移管し、神戸での建造を潜水艦や深海巡航探査機等に特化させる旨発表し、一

世紀を優に超える三菱神戸造船所での商船建造事業に終焉が告げられた。 

更に、舶用ディーゼル機関や蒸気タービンに係わる製造事業も 2013 年 10 月、長崎造船

所内に設立された三菱重工機械エンジン㈱へと移管統合された。かくて、三菱神戸造船所

は恰も 1915 年の事業内容に潜水艦のみを追加したかの如き業態を獲得するに至っている。

かような展開から逆展開への一世紀はこの国の重機械工業全体の盛衰を象徴する過程とも

なっている。 

                                                   
51 但し、大争議に際して三菱合資會社が神戸造船所の閉所も辞さずとの高圧的姿勢で臨み、

川崎や官憲と共にその圧殺に成功したことの一背景として内燃機の名古屋移転計画という

新展開があったと考えるべき可能性については拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ部」にて

言及し、幾つかの参考文献も提示しておいた。 
52 その経過に係わる表面的事蹟は『三菱神戸造船所五十年史』、『同七十五年史』、『同百年

史』(2005 年)といった社史に、ヨリ具体的な事蹟に踏み込んだ回想の類は旧内燃機会『神戸

三菱内燃機五十三年史』1969 年、三菱重工業㈱ 神戸造船所『三菱スルザー型ディーゼル機関 1,000

万馬力への道程』1982 年といった書物に記されている。イスパノ航空発動機やヴィッカー

ス等、古い時代の技術史的事蹟については「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ部」、「戦時日本の

中速･大形高速ディーゼル」においても論じておいたところである。 


