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国内動向〔産業遺産〕

1．東レの産業文化財
東レの三島総合研修センター（静岡県三島市）

の企業文化サロンには貴重な産業遺産が数々展示
されている（ただし、一般公開はしていない）。代
表的なものとしては、1942（昭和 17）年製の第 1
号ナイロン紡糸機（写真 1）がある。わが国初のナ
イロン製糸装置であり、2008（平成 20）年に国立
科学博物館の「重要科学技術史資料」（未来技術遺
産）として登録された。わが国合繊工業の発祥を
技術的に証しているだけでなく世界的にもまこと

に貴重である。また、1951（昭和 26）年に東洋レー
ヨンと米国デュポンとの間で締結されたナイロン
技術導入契約関係の資料写し（写真 2）もまことに
貴重である。自己技術でナイロンの企業化は十分
可能であったにもかかわらず、戦後の占領下とい
う特殊事情により、資本金を大幅に上回る技術導
入料を支払った経営者の英断は経済界で大きな話
題となったが、これは東レの企業史、わが国経営
史だけでなく、戦後経済史上の画期的な出来事を
証する文書である。

繊維産業と産業文化財

1  産業文化財とは、産業に関連した歴史的に重要な文化財である。産業遺産ともいい、その保存と活用が望まれ
ている。

2  産業遺産を研究する学問が産業考古学であり、産業遺産を調査研究し、その保存と活用を図るフィールドワー
ク主体の学際的な学問である。

3  繊維関係の文化財を、各社で保存・展示されているものを含めてここで紹介する。それは国民的な貴重な文化
財であるものが少なくない。

要　点

東京産業考古学会　副会長（元嘉悦大学　教授）
平井 東幸（ひらい とうこう）
1958年早稲田大学卒業、日本化学繊維協会入会。同調査部長、株式会社繊維総合研究所取
締役を経て、1992年岩手県立宮古短期大学教授。1996年岐阜経済大学教授、2002年嘉
悦大学教授を歴任後2007年退職。主な著書に『繊維業界』（教育社）、『図解　繊維がわか
る本』（東洋経済新報社）などがある。

写真 1　第 1 号ナイロン紡糸機

出所：東レ株式会社　三島総合研修センター

写真 2　ナイロン技術契約資料

出所：東レ三島総合研修センター

写真 3　三島総合研修センター内観

出所：東レ三島総合研修センター
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同センターでは以上の 2 件を含めて 7 件が、先
述の国立科学博物館・産業技術史資料情報センター
による「重要科学技術史資料」として登録されて
いる（図表 1）。このような貴重な産業遺産が保存・
展示されていることは、学術的にもまことに慶賀
すべきことである。

この「重要科学技術史資料」というのは、主と
して機械器具について「科学技術の発達上重要な
成果を示し、次世代に継承していく上で重要な意
義を持つもの」や「国民生活、経済、社会、文化
の在り方に顕著な影響を与えたもの」に該当する
資料を選定し、登録するものである。業界団体や
学会を通じて業種別に調査したものをデータベー
スに蓄積し、インターネット上で公開している。
繊維関係では、化学繊維技術 42 件、撚糸技術 7 件、
養蚕・製糸技術 40 件があり、養蚕・製糸技術には、
プリンス自動車工業のウォータージェットルーム
LW － 1 型や津田駒工業のレピア式織機 R － 200
が載っている。業界団体を通じて調査したためか、
業種に偏りがあるような感じがする。ネット上で
容易に閲覧できるので、ご興味のある方には検索
をお勧めしておきたい。

2．産業文化財、産業遺産とは？
ここで産業文化財あるいは産業遺産という言葉

の解説をしよう。
まず、「産業遺産」とは、industrial heritage の

訳語であり、「産業および産業技術にかかわる遺産」
つまり、考古学でいう遺跡・遺構・遺物である。
ただし、一部現役のものも対象に含まれる。具体
的には、工場建物、機械器具、図面、文書、映像
など、さらに近年は「景観を含める」とされている。
ここで、「産業技術にかかわる」とあるのは、例え
ば刑務所の建物は産業遺産という言葉にはなじま
ないが、煉瓦工法など産業技術を使用していれば、
産業遺産に含めることができるからである。なお、

「産業文化財」という表現は産業遺産とほぼ同義で
ある。ただ、遺産という語は、遺産相続などと、
とかく世俗的な金銭・財産という手垢が付着しが
ちであるが、産業文化財とすれば中立的な用語と
なる。

類似した用語に「近代化遺産」がある。これは
文化庁が 1990 年代から全国的な調査を開始した際
に使用され始めたもので、「わが国の近代化に貢献
した遺産（主として建造物）で、幕末から 1945 年
までに建造されたもののうち、重要なもの」と定
義されている。このほかに、「近代化産業遺産」が
ある。これは経済産業省が 2007 年に地域活性化対
策の一環として全国の 33 の遺産群を認定したが、
この時に使われた用語である。

ちなみに、産業遺産の価値はどのように評価す
るのだろうか。一見すると、古い建物、壊れかけ
た機械、汚れた図面であっても文化財としての価
値がある場合がある。文化財として指定する基準
はなんだろうか。これを国の重要文化財について
みると下記の通りである。

①意匠的に優秀なもの
②技術的に優秀なもの
③歴史的価値の高いもの
④学術的価値の高いもの
⑤流派的または地方的特色において顕著なもの

次に、産業遺産を研究する学問が「産業考古学」
（industrial archaeology）である。「産業革命の考古
学」として英国で 1950 年代に始まった。その定義
は一定していないが、「産業遺産の調査・研究・保存・
活用を図る」学問であり、一般的には、あまりな
じみのない分野であるが『広辞苑』では第 6 版で
初出となったもの。実地調査、現物に当たること
から始まる実証的、実践的な学問である。もう一
つの特色は、産業考古学は学際的な学問だという
こと。つまり、そのアプローチは産業面だけでなく、
技術面、さらには歴史学、企業史、郷土史など多
面的である。それだけに、多くの方面から取り組
むことができる。

3．�繊維産業の産業文化財には�
どんなものがあるか？

現在、繊維産業遺産はどのようなものが、どこ
に保存されているだろうか。これを図表 2 と図表 3
にまとめてみた。ただし、あくまでも代表的なも
のであり、しかも見学可能なものである。国指定

名称 製造年
第 1号ナイロン紡糸機 1947
デュポン社との技術提携 1926
工業化初期のナイロン紡糸機 1957
テトロン糸生産第 1号機 1958
ICI 社との技術提携 1957
S.K.C. カッター 1960 年代後半
エクセーヌ基本特許 1970

図表 1　東レ所有の「重要科学技術史資料」一覧

出所：国立科学博物館・産業技術史資料情報センター
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の重要文化財、学会認定のもの、産業博物館にあ
るもの等に分けて紹介する。

1）重要文化財の繊維遺産
繊維関係の国指定の重要文化財としては、建造

物が 3 件、機械が 1 件である。
まず、第一に取り上げたいのは、日本紡績協会

事務局がある綿業会館である（写真 4）。1931（昭
和 6）年竣工、渡辺節の設計、村野藤吾も参画した
といわれる名建築。贅を尽くした堂々たる建造物
で、とくに内部には多くの建築様式が採用されて
おり、その意匠的価値も評価されて 2003（平成
15）年に国の重要文化財に指定された。繊維業界
で第 1 級の産業文化財である。

二つ目には、群馬県富岡市が管理保存している
富岡製糸場は、1872（明治 5）年、フランスの技
術により開所した初の官営製糸工場である（写真
5）。片倉工業が事業閉鎖後も長らく保存につとめ、
近年地元の富岡市が譲り受けて管理している。国
内で明治時代のこれだけ大規模な工場とその付属
施設がそっくり保存されている例は繊維以外でも

ほとんど他にはない。この点が評価されて、全体
が 2005（平成 17）年に国の史跡に、2006（平成
18）年には工場、倉庫のみならず、首長館、女工館、
検査人館等の 9 棟が、重文指定を受けた。さらに
世界遺産暫定リストにも挙げられている。ただし、
世界遺産に登録されるには、世界的な視野での顕
著な普遍的価値を有しなくてはならないだけに、
その説明をどうするか課題もある。

三つ目として、鹿児島市が管理保存している旧
鹿児島紡績所技師館である。1867（慶応 3）年に
竣工、早くも 1962（昭和 37）年に重文・史跡に指
定された。文化庁のデータベースによると、「紡績
所外人技師の住居として建てられたもので…西洋
建築の輸入当初に日本各地に造られたこの種建築
のうちで、現存最古のもの」。繊維関係の重文指定
の嚆矢としても貴重である。

次に、重文指定の機械としては、愛知県犬山市
の博物館明治村に展示されているリング精紡機だ
けである。東洋紡績の前身である三重紡績が使用
した英国プラット社製の精紡機であり、同村のホー
ムページには次の解説がある。
「リング精紡機は…1828 年アメリカのジョン・

名称 所有者・管理者 注
重要文化財 建築物 綿業会館（大阪市） 日本綿業倶楽部

富岡製糸場（群馬県富岡市） 富岡市 ＋国史跡
旧鹿児島紡績所技師館（鹿児島市） 鹿児島市 ＋国史跡

機械 リング精紡機（1893 年、英国製） 博物館明治村
学会認定 機械遺産（日本機械学会） 無停止杼換式自動織機（Ｇ型）第一号機 豊田自動織機

化学遺産（日本化学会） ビスコース法レーヨン工業の発祥を示す資料 山形大学・帝人岩国工場

図表 2　主要な繊維産業遺産の例示

出所：筆者作成

写真 4　綿業会館

写真提供：日本綿業倶楽部

写真 5　富岡製糸場の東繭倉庫

写真提供：群馬県世界遺産推進課
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ソープによって考案された。その後様々な改良が
重ねられ、特にプラット社製のリング精紡機は、
当時世界中の紡績機械のなかでもっとも優秀なも
のといわれた。前紡工程の練紡機（粗紡機）より
供給された粗糸を引き伸ばして所要の太さにした
のち、撚りをかけて糸とし、その糸を自動的に巻
き取る機械である。この機械は三重紡績会社で使
用され、日本の近代化に大きく寄与した」。

2）学会等が認定した繊維遺産
日本機械学会の「機械遺産」に認定されている

のが、豊田自動織機所有の無停止杼換式自動織機（G
型）第一号機である。同学会のホームページによ
ると、
「この織機は、豊田佐吉翁が…発明、完成させた

自動織機で、よこ糸を自動的に補給する自働杼換
装置をはじめ…糸が切れた時に機械を自動的に停
止させて不良品の発生を未然に防止する自働停止
装置ほか…自働化、保護、安全および衛生等の機構、
装置を装着し…生産性を一躍 20 倍以上に向上させ
…世界一の性能を発揮させたのである。そのうえ、
織布業を世界的レベルにまで躍進させるなど、日
本の産業近代化の先駆をなした。また、…世界の
トップメーカーのイギリスのプラット社に技術供
与する等々、トヨタグループ生成・発展の基になっ
た、その記念的第一号機である」（一部省略した）。

このほかに、先述した国立科学博物館・産業技
術史資料情報センターによる「重要科学技術資料」
のなかに、繊維関係では機械や文書が合計 89 件収
録されている。東レ関係は冒頭で紹介済みである。

日本化学会の「化学遺産」は 2010 年に始まった
が、初年度に認定されたなかに「ビスコース法レー
ヨン工業の発祥を示す資料」がある。山形大学に
保管されているノズル、実験器具、人絹糸、およ
び帝人岩国工場に保存されている紡糸機模型は貴
重である。同会ホームページでは、「ビスコース法
レーヨンは 1901 年にドイツで、1904 年にイギリ
スで工業化されたが、日本では、鈴木商店の金子
直吉の支援のもと、米沢高等工業学校教授秦逸三
と大学同窓の久村清太の共同研究によって紡糸に
成功し、1916（大正 5）年に米沢に設立された東
レザー分工場米沢人造絹糸製造所において初めて
工業化された。この事業はやがて現在の帝人株式
会社につながっていった。本認定化学遺産はこの
最初期の研究および米沢工場での工業化を示す」
との説明がある。わが国で開発されたレーヨン製

造の初期の資料として重要である。
以上のような学会認定のものは、専門家による

審査を経ているだけに価値が高い。これらのうち
で、特に重要なものは、将来的には国の文化財に
指定されるべきだと思う。

3）産業博物館にあるもの
産業文化財は各地の博物館等に保存展示されて

いるものが少なくない。以下に繊維産業遺産を展
示している主なものを紹介しよう。

まず、名古屋市にあるトヨタの産業技術記念館
は、トヨタグループが運営している優れた産業博
物館である。旧紡績工場を利用して繊維機械と自
動車関連に絞った、しかも動態展示（運転可能な
状態で展示されていること）を基本としていると
ころが素晴らしい。繊維では英国の 19 世紀ごろの
機械のレプリカを含めて繊維機械の発達史が分か
るように展示されており、わが国独自の紡績機の
ガラ紡機（レプリカ）も展示運転されているのが
貴重である。繊維に限ればこれほど整備された産
業博物館は世界的にも珍しく、世界第一級と考え
られる。なお、展示品の無停止杼換式豊田自動織
機（G 型）第 1 号機は、日本機械学会の「機械遺産」
にも認定されていることは前述の通りである。

次に紹介するのは、岡山県の倉敷アイビースク
エアである。明治 22（1889）年に竣工した倉敷紡
績の工場跡を修復、活用して 1974（昭和 49）年に
オープンした。その特徴は、何と言っても 120 年
以上たつ煉瓦造りの工場跡を倉紡記念館（登録有
形文化財）、小島虎次郎記念館の文化施設としてだ
けでなく、ホテル、レストラン、ショップ等とし
て巧みに利用している点である。

こうした大規模な工場跡を、そっくり商業文化
施設として活用する例は、英国の世界遺産の「ア
イアンブリッジ渓谷博物館」や「ニュー・ラナーク」
の例を含めてヨーロッパには少なくないが、ここ
で強調しておきたいのは、倉敷アイビースクエア
は、上記の「アイアンブリッジ渓谷博物館」を別
にすれば世界に先行して実施したことである。特
に、屋外の大規模な施設の保存は維持補修の費用
負担が大きく非常に難しい。大規模な産業文化財
は「活用しなければ、保存は不可能」とさえ言わ
れている。それだけに、倉敷アイビースクエアは「活
用して保存する」成功例として大きく評価される
べきである。

次に、博物館で繊維産業遺産が保存されている
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例としては、博物館明治村（名鉄系）が規模もす
こぶる大きく、しかも実によく整備されており内
容が充実した施設である。明治村には、繊維機械
で唯一重文に指定されているリング精紡機（1893
年、英国製）のほか、富岡製糸場の蒸気機関、羊
毛紡績機が陳列されており、明治以来の先人の努
力が偲ばれる。ここの特徴は、テーマパーク的に
保存陳列が行われていることで、しかも、開村は
1965（昭和 40）年であり、世界的にみても最も古
いものであり、この種の文化財保存活用の世界的
な嚆矢であることを強調しておきたい。

このほかに、繊維関係の博物館、資料館として
は図表 3 に示すものがある。いずれも規模はさし
て大きくはないが、繊維産業遺産を見学するには
便利である。

最後に、大阪の綿業会館に展示されている紡績
機械 2 種について紹介しておきたい。一つは、明
治初期に日本で発明されたガラ紡機である。木製
の簡素な機構だが、その紡績の方法はユニークで
ある。もっとも太番手しか紡績できないので、用
途は軍手とかモップ用に限られるため、現在では
ほとんど生産されていない。もう一つは、明治初
年に横浜で米国から輸入されて、東洋紡績の前身
の三重紡績が使用した木製フレームの紡績機械で
ある。銘板には、J ＆ T  Pearce  Cincinnati とある。
ともにレプリカではなくオリジナルであるので、
わが国近代紡績業の創生期を示す資料として貴重

である。本格的な学術調査が必要である。

4．おわりに
以上、繊維関係の産業文化遺産について概略ご

紹介した。上記のほかに、国の登録有形文化財や
都道府県や市町村指定の文化財にも貴重な産業遺
産がある。また、文化財に指定されていないもの
でも価値の高いものが全国にあるはずである。ご
多忙な毎日のなかでも、時には、職場や身の回り
の工場建屋、機械器具、図面、文書、映像等をあ
らためて文化財として見直して頂きたい。そして、
貴重なものは是非積極的に保存して頂きたい。こ
うした文化財は、建設ないし製造当時の技術を、
働く人の息吹を、そして当時の社会の風を、さら
に現在までの時代の風雪を耐えてきた歴史を体現
しているからである。

貴重な産業遺産は、単に個人や企業や業界だけ
のものではなく、広く経済社会発展の歴史的証拠
物として学術や教育にも貢献するものであること、
つまり、国民的な財産だということにも想いを馳
せて頂くと、古い建物や老朽化した機械・道具な
どへの見方も変わるでしょう。そして、繊維に限
らず、古い建造物や機械類、図面、製造工程を撮
影した映像などを、このような観点から見て頂け
れば幸いである。

最後に、この小論をまとめるに際して、各方面
から頂いたご協力に感謝いたします。

名称 所在地 管理者
産業技術記念館 名古屋市 トヨタグループ
倉敷アイビースクエア 岡山県倉敷市 クラボー
博物館明治村 愛知県犬山市 名鉄
東京農工大科学博物館（旧繊維博物館） 東京都小金井市 同大学
一宮市博物館 愛知県一宮市 一宮市
岡谷蚕糸博物館 長野県岡谷市 岡谷市
グンゼ記念館／博物苑 京都府綾部市 グンゼ
ユニチカ記念館 兵庫県尼崎市 ユニチカ
ケイテー史料館 福井県勝山市 ケイテー

図表 3　主要な繊維関係の博物館・資料館

注：このほかにも企業が運営する資料館は少なくない。
出所：各種資料から筆者作成
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