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写真　左から濱田学*、砂場一明、時里奉明、木元富

夫、清水憲一、市原猛志、伊東孝、下山要*の各氏（*

は中間市の方々）（撮影：高木翔子氏）

　2019 年度の全国大会は北九州市の隣接自治体で

ある福岡県中間市にて開催した。実行委員長はなか

まボランティアガイドの会会長の下山要氏、副実行

委員長は伊東孝氏（学会理事）が務めた。

　11 月 8 日（金）の会員・関連組織限定プレ・ツア

ーでは事前申込みの 40 名が参加し、官営八幡製鐵

所旧本事務所、修繕工場、旧鍛冶工場、河内貯水池、

遠賀川水源地ポンプ室などを見学した。

　9 日（土）の研究発表大会では 88 名（うち会員外

参加者 46 名）、交流会 32 名が参加した。

　なかまハーモニーホールを会場とした研究発表

では、中間市世界遺産推進室長の影平浩一氏による

司会のもと、下山要氏、天野武弘会長、福田健次市

長による挨拶が行われ、午前中、座長・清水憲一氏

のもと以下 4 件の発表が行われた。佐滝剛弘氏「蚕

糸関連産業遺産ネットワークの拡がり～「富岡製糸

場と絹産業遺産群」世界遺産登録 5 周年、今後の課

題と展望～」、種田明氏｢ベルクアカデミー･フライ

ベルクの教育｢産業考古学｣2009･2019｣、前田達男

氏「幕末佐賀藩における反射炉の改良記録―築地か

ら多布施へ―」、伊東孝氏・高橋深雪氏「産業遺産

の永遠なる継続性のための施策提案－新潟県柏崎市

の「草生水まつり」を事例にして－」。

　地元名物のかしわめし弁当とご当地土産のお菓子

などを交えた昼食休憩の時間帯で、会場近くに現存

する「中鶴炭鉱偲郷碑」を見学した。会場を含めた

周辺一帯はかつて、伊藤伝右衛門が経営した大正鉱

業中鶴炭鉱の敷地であり、その痕跡を示す希少な石

碑であり、多くの参加者が往時の賑わいに思いを巡

らせていた。

　午後は、最初に熊本産業遺産研究会前事務局長の

中田浩毅氏による南極観測隊時代の珍しい写真を含

めた自己紹介の後、基調講演「熊本地震における産

業遺産の被害と復旧状況」が行われた。次いで中間

市教育委員会吉田浩之学芸員により、製鐵所遠賀川

水源地ポンプ室の隣地で昨年設備更新された中間取

水堰に関する調査報告が行われた。

　引き続き、座長・木元富夫氏のもと、以下 4 件の

研究発表が行われた。加藤敬之氏「戦前の鈴鹿海軍

航空隊から占領期の鈴鹿電気通信学園の設立へ―軍

都鈴鹿から戦後の電気通信技術者を育成する中

心地への転換―」、谷矢満隆氏「北九州市の火葬場

遺構に関する実測調査」、阪東峻一氏「戦前期の福

岡市における郊外住宅の形成と現状」、石田真弥氏・

中山俊介氏「煉瓦造建造物の補修方法に関する一考

察 煉瓦転用補修の可能性」。

　最後に、筆者による科研費調査中間報告・「鉱滓煉

瓦研究の現状と課題」が発表され、閉会となった。

　10 日（日）にはメイン・ツアーが催された。参加

者は 32 名、中間市歴史民俗資料館、遠賀川水源地

ポンプ室、河守神社、直方市石炭記念館、筑豊高等

学念資料室などを訪れた。

　秋の行楽シーズンで地元の参加者にはイベントの

掛け持ちをされるなどご多忙な中、多くの方にご参加

いただくことができた。今回全国大会開催にご支援、

ご準備頂いた実行委員、中間市役所はじめ、共催の

北九州市の文化財を守る会の皆様、また九州産業考

古学会の皆様に心より謝意を申し上げる。

2019年度全国大会報告

全国大会担当理事　市原猛志
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小山徹先生を悼む 
大島 登志彦 

 
2020年 4月 12日朝、病気療養中だった本学会元

会長の小山徹先生が逝去されました。本学会にとっ

て、青木栄一先生の訃報とともに大きな衝撃であり、

長年職場や学会で親しくお付き合いいただいた筆者

には、悲しみが込み上げて参りました。 
小山先生は、1935（昭和 10）年 3月、兵庫県にお

生まれになりました。京都大学工学部電気工学科卒

業後、同大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課

程を修了（1959年３月）してすぐ、帝都高速度交通
営団（後の東京地下鉄）に就職され、在職中はおも

に電気部門を歩まれ、電気鉄道技術の発展に多くの

研究業績を残されました。特に、地下鉄で使われて

いた打子式に代わる ATS、そしてさらに ATC への
開発に尽力して、鉄軌道の安全性が著しく向上した

と評価されています。これにより、母校の京都大学

より工学博士の学位を授与されました。 
小山先生は、1990（平成 2）年、文部教官（教授）

として、筆者が当時勤務していた群馬工業高等専門

学校(以下高専)に着任され、2 年間勤務されました。
高専が高等教育機関であることと学生の自主性の重

要性を唱えておられました。特に、理系大学生の大

学院進学傾向が強まり、高専もそれに準じた専門性

を学ぶ「高専院の設置」を強く望んでおられました。

また、1991年９月には、本学会と鉄道史学会共催で
大会規模の例会を高専で催した際、小山先生が学校

事務局と交渉していただいたことを思い出します。 
小山先生は、1992年に埼玉大学に栄転され、2000

年に定年退職されました。その後数年間、同大学客

員教授を続けられ、東京交通大学教授（2000～02年）
としても教鞭を執られました。 
先生は、産業考古学の幅広い分野に見識を有され、

2001～05年には、本学会の会長を務められました。
その間、各地で開催された分科会の見学会などにも

一層精力的に参加されました。とある巡検で吾妻方

面に行った際、先生は、カーブの多い吾妻渓谷周辺

の鉄道の架線の張り方をみてすかさず、「この架線の

張り方は、全国的に珍しい斜張式だ」と言われたこ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とを鮮明に覚えています。私には初めて聞く用語で、

カーブ区間で架線が斜めに張られている珍しい光景

を確認して感嘆したのを思い出します。八ッ場ダム

建設のため JR 吾妻線の付け替えに際し、樽沢トン
ネル（日本一短かった鉄道トンネル）とこの斜張式

架線を目玉として、吾妻渓谷の鉄道遺産と鉄路が保

存されたことは、小山先生の産業考古学上の大きな

功績と考えています。 
各種学会での功績として、東京産業考古学会会長

もお務めになられた(2012～17年)他、電気学会、鉄
道史学会、交通権学会等でも、役員を歴任されたと

聞きます。鉄道史学会では、車両史や新幹線 50年に
関わる研究のほか、「鉄道人物事典」を分担執筆なさ

れています。論文投稿雑誌は数多く、個々に語れま

せんが、電気工学の専門誌から「鉄道ジャーナル」

「鉄道ピクトリアル」等他分野にも及んでいます。 
筆者は、1980年代に鉄道史学会で小山先生に初め

てお目にかかり、以降 30 年以上お付き合いを頂い
て参りました。当初 50歳前後の偉い先生と感じ、声
をかけにくい部分もありましたが、懇談し始めると、

面白い会話が続き、常に新たな発見や学びがありま

した。その若々しい紳士的御姿は長く続いたように

思い出します。ご冥福を心からお祈り申し上げます。 
 

 
写真 小山先生（左）と青木先生（右） 
（鉄道史学会 1989年度大会（和光大学） 

1989年 10月 29日撮影、筆者所蔵） 
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追悼 青木栄一先生 
理事 中川 洋 

 
本学会船の分科会主査、青木栄一先生が 5月 4日

に逝去された。87歳だった。 
船の分科会では、分科会創設以来主査を務めてい

ただき、私は、20年以上にわたり多方面でご指導い
ただいた。近年、ご病気になってからは、こみいっ

た話はできなくなっていたが、ときより学会に車椅

子で参加しておられ、お元気そうな姿に接していた

ので、急な訃報に驚き胸が塞がる思いがしている。 
青木栄一先生は、交通地理学の第一人者で、とり

わけ鉄道史関連の著作で知られるが、最初の単著が

『シーパワーの世界史』（出版協同社，1982）であっ
たように艦船や海事遺産に関する造詣も深く、船の

分科会を立ち上げるにあたっては、発起人は一致し

て青木先生に主査をお願いしたいと考えていた。先

生ご自身も以前から「鉄道」「自動車」「航空」の分

科会があって、それらより余程古い歴史と伝統を持

つ「船」の分科会がないのは、嘆かわしいではない

か、という持論だったので、主査就任の無理なお願

いも快諾していただいた。分科会名称も「海事分科

会」「船舶分科会」という案もあったのだが、先生の

鶴の一声で「船の分科会」に決まったのである。 
渋谷の居酒屋で、発起人が集まって、もちろん先

生にも来ていただいて「船出」をした分科会は、さ

っそく研究会をスタートさせた。欧米の海事博物館

のレポートを河合恭平さんにお願いしたり、私が戦

後の沈船防波堤について拙い報告をしたりした。ま

た、船の科学館の協力を得て、南極観測船「宗谷」

の非公開部分の見学会や、静岡県清水へエクスカー

ションに出かけ、フェルケール博物館や「東海大学

丸Ⅱ世」を見学したりした。 
また、分科会として一貫して取り組んだのが、保

存船舶や灯台、ドック、港の倉庫や歴史的な防波堤、

岸壁などの海事遺産の保存と調査であった。 
先生は、1994 年に当学会が刊行した『日本の産

業遺産 100選』（同文舘）の 3巻で、「船舶」の章を
担当されて「日本の保存艦船」という総論と、「雲鷹

丸」「三笠」「日本丸」「氷川丸」「宗谷」の頁を執筆

されている。どれも、後に続かんとする者にとって

模範となる論考である。2000年に刊行された『日本
の産業遺産』（玉川大学出版部）第Ⅱ巻では、第四編

交通のなかで「戦後日本における船の保存」を執筆

されている。ここでは、保存船舶を分類し活用事例

を紹介するとともに、保存船一覧を掲載している。

学術書でのこのような試みは初めてであると思われ

る。本篇には小生も「畏友」として顔を出している。

先生のご厚情には感謝しかない。これらの著作など

を通して、先生はこの分野において誰もが認める第

一人者となっておられた。 

2006 年春に日本海事広報協会の「海と船の雑誌」
隔月刊誌『ラメール』編集部から、海事関係の産業

遺産について小特集を組むので相談に乗ってほしい

という依頼があった。私は迷わず、青木先生と若村

国夫先生に執筆をお願いした。これが『ラメール』

178号(2006年 5・6月号)「小特集 海の産業遺産」

に青木先生「海の利用の近代化と産業文化財」、若村

先生「浦賀ドックの産業遺産としての価値と保存に

向けての諸課題」として掲載された。これらがたい

へん好評で、1 回の特集だけではもったいないとい
うことになって、国内各地の海事関連の産業遺産を

カラーで紹介する「海の産業遺産めぐり」の連載が

スタートした。途中、先方都合による中断をはさん

だが、2017 年 3 月に本誌が第 243 号で休刊となる
まで、およそ 10年間、全 55回の長期連載になった。 
この連載は、私と天野武弘先生、市原猛志先生、

山田大隆先生がレギュラー執筆陣となり、オール産

業考古学会で最後までやり通した。このようなこと

ができたのも、青木先生のこれまでの豊かな研究の

蓄積と、温かなご指導があったからであった。 
また、浦賀ドックの保存運動でも、先生には力に

なっていただいた。シンポジウムでご登壇を願った

り、ご講演をお願いしたりしたが、いつも積極的に

お力添えをいただき、また保存実現に向けて有益な

アドバイスをいただいた。 
先生は、産業考古学の普及、産業考古学教育の実

践にも力を入れておられた。東京学芸大学を退官さ

れて駿河台大学着任の際には「産業考古学」の講義

を新設され、お辞めになるときも、後任には産業考

古学を担当できる者という条件をつけて、本学会員

が後任に就かれた。私が、東京国際大学で「産業考

古学」を担当することになったと報告すると、たい

へん喜ばれて、惜しげもなくご自身が講義で使った

手書きのレジュメや資料を見せてくれて懇切丁寧に

ご指導いただいた。 
先生は、いつも笑顔でウイットに富み、面倒見が

良く紳士であった。また健啖家で、研究会や会議の

あとには、メンバーと食事に行くのが常で、それを

楽しみにされていた。 
船の分科会は、先生がご病気になってから、休眠

状態のままである。先生も気にされていたことと思

うが、手をつけないまま日々が経過してしまった。

ご心労をおかけしたまま旅立たれてしまい、ほんと

うに申し訳ない気持ちでいっぱいである。先生亡き

後、この分科会をどうしていくかは、簡単に結論は

出せそうにない。しかし、先生が愛した船の、先生

が情熱をもって取り組まれた産業考古学研究の歩み

は、近くで親しく学ばせていただいた我々がしっか

りと受け継いで、さらなる前進を目指していかなく

てはいけないと思っている。 
先生、あとはお任せください。どうか安らかに。 

人形峠のウラン探鉱坑道 
日野田 晋吾 

はじめに 
岡山県と鳥取県の県境付近から鳥取県中部にかけ

ての地域は 1950 年代後半から 1960 年代に原子力
発電の燃料となるウランの探鉱・採鉱が行われた地

域である。このうち県境部にある人形峠地域（岡山

県苫田郡鏡野町の日本原子力研究開発機構人形峠環

境技術センターの構内）にはウランの探鉱目的で掘

削した坑道（夜
よ

次
つぎ

南
みなみ

2号坑 220ｍ北延坑と呼ぶ）が
残っており、広く一般に公開している（事前申込み

制）。現存するウラン探鉱用の坑道は我が国唯一の存

在であり、さらにはウランを天然のままの状態で間

近で見ることができるのも特徴である。小稿ではそ

の概要を紹介する。 
人形峠とウランの関係 
我が国で初めて発見された含ウラン鉱物は、1894

年に岐阜県苗木地内で採取されたフェルグゾン石と

される。その後も発見は続くが、当時、ウランの用

途は光沢を得るための窯業用着色剤に限られていた

ことから、本格的な採鉱には至らなかった。 
一方、1953年に国連総会で米国のアイゼンハワー

大統領が「Atoms for Peace」と呼ばれる歴史的演説
を行って以来、世界各国でエネルギー源としての原

子力利用の機運が高まった。そういった背景のもと、

我が国で初めてウラン鉱脈が発見されたのが、人形

峠であった。 
時は 1955年 11月、通商産業省工業技術院地質調

査所が我が国のウラン資源の広域概査を行っていた

が、たまたま通りかかった人形峠において、スイッ

チを切り忘れた放射線測定器が反応し、道路脇の斜

面でウランの露頭鉱床を発見したとされる。 
その後 1956 年に設置された原子燃料公社（現・

日本原子力研究開発機構の前身）において、1957年
8 月に人形峠出張所が置かれ、ウラン鉱床の精査と
企業化採鉱が実施された結果、人形峠周辺には約

2,000t/U3O8 のウランが埋蔵されていることが明ら

かになった。これを契機として、人形峠ではウラン

の探鉱及び採鉱のみならず、製錬、転換、濃縮とい

った事業が行われた（現在はそれら施設の廃止措置

に移行している）。 
人形峠における探鉱・採鉱活動 
人形峠でウランの露頭鉱床が発見された当時、我

が国では本格的な原子力発電時代の到来を迎えるに

あたって自主的にウラン資源を確保することが急務

と考えられていた。人形峠で発見されたウラン鉱床

は、基盤花崗岩上の新第三紀層底部中の礫岩層に存

在するウラン鉱床という当時における世界の既知の

ウラン鉱床とは全く異なるものであるとの評価に加

えて鉱床賦存に大きな期待が高まった。 

1957年以降、原子燃料公社は鳥取・岡山県境に跨
る人形峠地域のウラン鉱床群の調査を精力的に進め

た。この際、トレンチを伴う地質構造の調査、露頭

から地下深部への連続性を追跡する物理探鉱や試錐

等とともに行われたのが、ウラン鉱石の産状を直接

把握するための坑道探鉱である。この結果、ウラン

鉱床の産状を明らかにするとともに、このタイプの

鉱床に適した探鉱技術を確立した。ここで得られた

探鉱技術は、国内の他地域での探鉱活動に用いられ、

我が国最大とされる岐阜県東濃地域の月吉鉱床の発

見等につながっていった。 
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な鉱床であることが判明した。それは新第三紀の新
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岩との不整合面に凹凸があること及び花崗岩表面は
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当初は探鉱切羽設定の可能性を検討する目的で、残

柱式探鉱法から始め、その次には鉄柱、カッペによ

る長壁式跡総ばらし法、厚層部分における長壁式二

段採掘法などを取り入れた。さらに高効率、低コス

トの採掘法として、水力探鉱法にも取り組んだ。 
人形峠地域において掘削したウラン探鉱用の坑道
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追悼 青木栄一先生 
理事 中川 洋 

 
本学会船の分科会主査、青木栄一先生が 5月 4日

に逝去された。87歳だった。 
船の分科会では、分科会創設以来主査を務めてい

ただき、私は、20年以上にわたり多方面でご指導い
ただいた。近年、ご病気になってからは、こみいっ

た話はできなくなっていたが、ときより学会に車椅

子で参加しておられ、お元気そうな姿に接していた

ので、急な訃報に驚き胸が塞がる思いがしている。 
青木栄一先生は、交通地理学の第一人者で、とり

わけ鉄道史関連の著作で知られるが、最初の単著が

『シーパワーの世界史』（出版協同社，1982）であっ
たように艦船や海事遺産に関する造詣も深く、船の

分科会を立ち上げるにあたっては、発起人は一致し

て青木先生に主査をお願いしたいと考えていた。先

生ご自身も以前から「鉄道」「自動車」「航空」の分

科会があって、それらより余程古い歴史と伝統を持

つ「船」の分科会がないのは、嘆かわしいではない

か、という持論だったので、主査就任の無理なお願

いも快諾していただいた。分科会名称も「海事分科

会」「船舶分科会」という案もあったのだが、先生の

鶴の一声で「船の分科会」に決まったのである。 
渋谷の居酒屋で、発起人が集まって、もちろん先

生にも来ていただいて「船出」をした分科会は、さ

っそく研究会をスタートさせた。欧米の海事博物館

のレポートを河合恭平さんにお願いしたり、私が戦

後の沈船防波堤について拙い報告をしたりした。ま

た、船の科学館の協力を得て、南極観測船「宗谷」

の非公開部分の見学会や、静岡県清水へエクスカー

ションに出かけ、フェルケール博物館や「東海大学

丸Ⅱ世」を見学したりした。 
また、分科会として一貫して取り組んだのが、保

存船舶や灯台、ドック、港の倉庫や歴史的な防波堤、

岸壁などの海事遺産の保存と調査であった。 
先生は、1994 年に当学会が刊行した『日本の産

業遺産 100選』（同文舘）の 3巻で、「船舶」の章を
担当されて「日本の保存艦船」という総論と、「雲鷹

丸」「三笠」「日本丸」「氷川丸」「宗谷」の頁を執筆

されている。どれも、後に続かんとする者にとって

模範となる論考である。2000年に刊行された『日本
の産業遺産』（玉川大学出版部）第Ⅱ巻では、第四編

交通のなかで「戦後日本における船の保存」を執筆

されている。ここでは、保存船舶を分類し活用事例

を紹介するとともに、保存船一覧を掲載している。

学術書でのこのような試みは初めてであると思われ

る。本篇には小生も「畏友」として顔を出している。

先生のご厚情には感謝しかない。これらの著作など

を通して、先生はこの分野において誰もが認める第

一人者となっておられた。 

2006 年春に日本海事広報協会の「海と船の雑誌」
隔月刊誌『ラメール』編集部から、海事関係の産業

遺産について小特集を組むので相談に乗ってほしい

という依頼があった。私は迷わず、青木先生と若村

国夫先生に執筆をお願いした。これが『ラメール』

178号(2006年 5・6月号)「小特集 海の産業遺産」

に青木先生「海の利用の近代化と産業文化財」、若村

先生「浦賀ドックの産業遺産としての価値と保存に

向けての諸課題」として掲載された。これらがたい

へん好評で、1 回の特集だけではもったいないとい
うことになって、国内各地の海事関連の産業遺産を

カラーで紹介する「海の産業遺産めぐり」の連載が

スタートした。途中、先方都合による中断をはさん

だが、2017 年 3 月に本誌が第 243 号で休刊となる
まで、およそ 10年間、全 55回の長期連載になった。 
この連載は、私と天野武弘先生、市原猛志先生、

山田大隆先生がレギュラー執筆陣となり、オール産

業考古学会で最後までやり通した。このようなこと

ができたのも、青木先生のこれまでの豊かな研究の

蓄積と、温かなご指導があったからであった。 
また、浦賀ドックの保存運動でも、先生には力に

なっていただいた。シンポジウムでご登壇を願った

り、ご講演をお願いしたりしたが、いつも積極的に

お力添えをいただき、また保存実現に向けて有益な

アドバイスをいただいた。 
先生は、産業考古学の普及、産業考古学教育の実

践にも力を入れておられた。東京学芸大学を退官さ

れて駿河台大学着任の際には「産業考古学」の講義

を新設され、お辞めになるときも、後任には産業考

古学を担当できる者という条件をつけて、本学会員

が後任に就かれた。私が、東京国際大学で「産業考

古学」を担当することになったと報告すると、たい

へん喜ばれて、惜しげもなくご自身が講義で使った

手書きのレジュメや資料を見せてくれて懇切丁寧に

ご指導いただいた。 
先生は、いつも笑顔でウイットに富み、面倒見が

良く紳士であった。また健啖家で、研究会や会議の

あとには、メンバーと食事に行くのが常で、それを

楽しみにされていた。 
船の分科会は、先生がご病気になってから、休眠

状態のままである。先生も気にされていたことと思

うが、手をつけないまま日々が経過してしまった。
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後、この分科会をどうしていくかは、簡単に結論は

出せそうにない。しかし、先生が愛した船の、先生

が情熱をもって取り組まれた産業考古学研究の歩み

は、近くで親しく学ばせていただいた我々がしっか

りと受け継いで、さらなる前進を目指していかなく

てはいけないと思っている。 
先生、あとはお任せください。どうか安らかに。 

人形峠のウラン探鉱坑道 
日野田 晋吾 
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よ

次
つぎ

南
みなみ
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の概要を紹介する。 
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かになった。これを契機として、人形峠ではウラン
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夜次南 2号坑 220ｍ北延坑 

写真②現在の夜次南２号坑北延部内 著者撮影 

写真③壁面で蛍光色を発するウラン鉱床 著者撮影 
 
本坑道は、夜次南 2 号坑 220ｍ北延坑と呼ぶ、現
存する我が国唯一のウラン探鉱用の坑道であり、

1957 年から 1958 年にかけて掘削したものである。
この坑道は、山頂部から約 12～26ｍという浅い位置
にある人形峠特有の鉱脈を貫く形で掘削されたもの

で、途中で分岐する掘削延長約 220ｍ、高さ約 1.8
ｍ、幅約 3ｍの水平坑道であり、現在、通称「見学
坑道」として、一般に広く公開している。 
一般見学に資するにあたり、鉱山保安法の適用除

外とするため、2004年に坑口部分をコンクリートで
閉塞し、別途側面に新たな接続口を掘削して元の坑

道に接続した。また、坑口から約 42ｍの位置で閉止
し、その間は壁面に露出するウランの鉱脈部分以外

についてはモルタルの吹き付け等を行い、保全管理

を行っている。 
本坑道は燐灰ウラン鉱の鉱脈を横切る形で掘られ

ており、現在も鉱脈を直接観察できる学術的にも貴

重な坑道である。燐灰ウラン鉱は紫外線を照射する

と、美しい緑色の蛍光を発する。坑道の壁面が一面

緑色の蛍光を発する光景は息を呑む。 
本坑道ではウランから生成した放射性のラドン

ガスを排出するための換気を行っている。なお、ウ

ラン鉱石から放出される放射線の量は、10分間程度
の入域で、胸部エックス線撮影約 50～60 分の１と
なり、健康への影響はない。 

人形峠のウラン鉱石 

写真④人形石 著者撮影 
 
人形峠で産出された主要なウラン鉱石は、酸化帯

では燐灰ウラン石、非酸化帯では人形石と言われる

鉱物である。人形石は 1959 年に発表された新鉱物
であり、酸にきわめて溶け易いという特徴を持って

いる。有機物と密雑に共生するため、肉眼では黒色

に見える。 
人形峠のウラン鉱石は、2016年、日本地質学会に

おいて岡山県の鉱物に指定されている。 
まとめ 
原子力利用は、我が国が戦後の荒廃期から立ち上

がり、現在の繁栄を築いた要因の一つに挙げること

は間違いではないだろう。また、放射線利用という

観点で見ると、今や工業や医療分野を筆頭に我々の

生活には欠かせないものとなっている。人形峠に現

存するウラン探鉱坑道は、我が国の産業を支える一

助となった原子力の黎明期を語る貴重な鉱山跡であ

ると考えている。 
また、人形峠で産出したウランの一部は、鏡野町

上齋原地区にある「妖精の森ガラス美術館」におい

て製作される我が国唯一のウランガラス製品にも用

いられている。人形峠のウラン探鉱坑道とともにぜ

ひ訪れていただきたい。 
 
見学の申し込み先 
（国研）日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター総務課 
℡0868-44-2211（代） 

 
【参考文献】 
・ウラン・トリウム鉱物研究委員会編『ウラン、そ

の資源と鉱物』（朝倉書店, 1961年） 
・動力炉・核燃料開発事業団編『日本のウラン資源』

（1994年） 
・原子燃料公社編『原子燃料公社の歩み」』（1969年） 
・動力炉・核燃料開発事業団編資源部編『ウラン資

源探鉱開発成果報告 3.採鉱編」』（1976年） 
・動力炉・核燃料開発事業団編『動燃 10年史」』（1978
年） 
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外とするため、2004年に坑口部分をコンクリートで
閉塞し、別途側面に新たな接続口を掘削して元の坑

道に接続した。また、坑口から約 42ｍの位置で閉止
し、その間は壁面に露出するウランの鉱脈部分以外

についてはモルタルの吹き付け等を行い、保全管理

を行っている。 
本坑道は燐灰ウラン鉱の鉱脈を横切る形で掘られ

ており、現在も鉱脈を直接観察できる学術的にも貴

重な坑道である。燐灰ウラン鉱は紫外線を照射する

と、美しい緑色の蛍光を発する。坑道の壁面が一面

緑色の蛍光を発する光景は息を呑む。 
本坑道ではウランから生成した放射性のラドン

ガスを排出するための換気を行っている。なお、ウ

ラン鉱石から放出される放射線の量は、10分間程度
の入域で、胸部エックス線撮影約 50～60 分の１と
なり、健康への影響はない。 

人形峠のウラン鉱石 

写真④人形石 著者撮影 
 
人形峠で産出された主要なウラン鉱石は、酸化帯

では燐灰ウラン石、非酸化帯では人形石と言われる

鉱物である。人形石は 1959 年に発表された新鉱物
であり、酸にきわめて溶け易いという特徴を持って

いる。有機物と密雑に共生するため、肉眼では黒色

に見える。 
人形峠のウラン鉱石は、2016年、日本地質学会に

おいて岡山県の鉱物に指定されている。 
まとめ 
原子力利用は、我が国が戦後の荒廃期から立ち上

がり、現在の繁栄を築いた要因の一つに挙げること

は間違いではないだろう。また、放射線利用という

観点で見ると、今や工業や医療分野を筆頭に我々の

生活には欠かせないものとなっている。人形峠に現

存するウラン探鉱坑道は、我が国の産業を支える一

助となった原子力の黎明期を語る貴重な鉱山跡であ

ると考えている。 
また、人形峠で産出したウランの一部は、鏡野町

上齋原地区にある「妖精の森ガラス美術館」におい

て製作される我が国唯一のウランガラス製品にも用

いられている。人形峠のウラン探鉱坑道とともにぜ

ひ訪れていただきたい。 
 
見学の申し込み先 
（国研）日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター総務課 
℡0868-44-2211（代） 

 
【参考文献】 
・ウラン・トリウム鉱物研究委員会編『ウラン、そ

の資源と鉱物』（朝倉書店, 1961年） 
・動力炉・核燃料開発事業団編『日本のウラン資源』

（1994年） 
・原子燃料公社編『原子燃料公社の歩み」』（1969年） 
・動力炉・核燃料開発事業団編資源部編『ウラン資

源探鉱開発成果報告 3.採鉱編」』（1976年） 
・動力炉・核燃料開発事業団編『動燃 10年史」』（1978
年） 

旧横濱鉄道歴史展示施設「旧横ギャラリー」 
双頭レールを用いた復元軌道  

会員 田邊洋夫 
 

令和 2(2020)年 6月 27日、鉄道発祥の地・桜木町
駅(旧横浜駅・神奈川県横浜市中区桜木町 1 丁目 1-
93)に、旧横濱鉄道歴史展示施設「旧横ギャラリー」
がオープンした。新型コロナウィルス感染防止の為、

内覧会・開業式等のイベントも行われず、ひっそり

と開業した。ここに新潟県柏崎市で保管されていた

双頭レール（拙稿「柏崎に残る双頭レールの価値に

ついて」『産業考古学』（154，産業考古学会，2017
年），95-108頁）が展示された。 
双頭レールを用い敷設された復元軌道、青梅鉄道

記念館から移設しその上に設置した 110形式蒸気機
関車、復元された当時の中等客車及び信号機などに

ついて、学会誌次号で詳しく紹介する。 
旧横ギャラリーは、桜木町駅新南口（市役所口）

に隣接する駅ビル・シアル桜木町アネックスにある

(入場無料)。 

 
写真 木町駅の旧横ギャラリーに展示された双頭レ

ールを用いた復元軌道と蒸気機関車 
（2020.10.3 筆者撮影） 

 
写真 双頭レール による復元軌道と解説パネル 

（2020.10.3 筆者撮影） 
 

第 45回総会（2021年度）のご案内（第 1 報） 
 

担当理事 小西伸彦 
 

第 45回総会（2021年度）を岡山県倉敷市で下記
のように開催します。そこでは、新型コロナウィル

ス感染拡大のため開催を見合わせた 2020 年度の第
44回総会と全国大会（倉敷市）で予定していた基調
講演、研究発表、推薦産業遺産、功労者表彰、セル

ロイド産業文化基金の発表なども行います。そのた

め、ニューズレター第 20号でご案内した 2020年度
総会・全国大会合併予稿集の発行は取りやめます。 
倉敷市は近代になり繊維とイ草で近代化を遂げ、

昭和 30 年代には水島臨海工業地帯の造成で重工業
都市になりました。第二次世界大戦の戦禍を免れた

市内には、近世・近代・現代の産業遺産多数が現存

します。とくに 1974(昭和 49)年にオープンした倉
敷アイビースクエアは、倉敷紡績所倉敷工場の建物

を産業考古学的に調査・検証して再利用した国内最

初の例でもあります。 
 

記

 
〇総会、基調講演第一部：2021年 5月 28日(金) 
〇基調講演第二部、研究発表：5月 29日(土) 
会場はともに倉敷市立美術館（倉敷市中央 2丁目
6番 1号） 
◯見学会：5月 30日(日)北木島（岡山県笠岡市） 
〇日程や研究発表申し込みなどの詳細は学会誌第 

158号でお知らせします。

 
写真 総会会場の倉敷市立美術館 
（2019.6.18小西伸彦撮影） 

 
 
 
 
 
 



6

産業遺産学会　ニューズレター　第21号　2020．12

【募集】2021 年度推薦産業遺産と功労者表彰
の候補募集 

企画担当理事 
 

第 45回総会（2021年度）で発表する「推薦産業
遺産」と「功労者表彰」の候補を、次の要領で募集

します。積極的な応募をお待ちします。 
 
◆推薦産業遺産：国あるいは地方自治体、学会、相
当機関などによる文化財指定や認定などを受けてい

ない、価値ある産業遺産を対象とする。 
推薦産業遺産申請用紙の「産業遺産としての評価・

推薦理由」において、 
1)  歴史的背景 
2)  社会的価値 
3)  技術的価値 
4)  類似的な遺産の有無・比較 
の 4点について記載していただきます。 
申請までに会誌『産業考古学』あるいはニューズレ

ターで紹介された産業遺産を対象とします。 
 
◆功労者表彰：次の各項目のいずれかに該当する方
（個人または団体） 
1） 保存：産業遺産の調査・保存に顕著な功労があ
った方 

2） 学術・研究：産業考古学の発展に顕著な功労が
あった方 

3） 学会貢献：財政的支援等学会発展に功労があっ
た方 

功労者については、当該者の産業遺産の保存など

への貢献に関し、学会誌やニューズレターでの報告

がなされていることを条件とします。 
 
◇応募方法：申請用紙に必要事項を記入し、学会事
務局あてに郵送または電子メール（添付ファイル）

で、期限内に到着するようお送りください。 
◇締切：2021年 2月 27日（土）必着 
◇申請用紙：学会ホームページからダウンロードす
るか、学会事務局あてにご請求ください。 
 
 
【告示】次期 2021～2023年度）役員選挙 
 

2020年 12月 3日 
会員各位 

選挙管理委員長  小野崎敏 
 
次期（2021～2023年度）役員候補者を募集したと

ころ、締切までに下記の通り応募がありました。 
 
 

会 長(定数 1名) 
横山悦生 

 
理事長(定数 1名) 
小西伸彦 

 
理 事(定数 10名) 
秋葉 健 
石田真弥 
市川 浩 
市原猛志 
大島一朗 
岡崎直司 
尾﨑徹也 
時里奉明 
中山嘉彦 
橋本英樹 
馬渕浩一 
山田大隆 （以上 12名） 

 
監 査(定数２名)  
後藤充伯 
高木翔子* 

*10 月末日で選挙管理委員を退任し立候補さ
れました。代って北野芳子さんが選挙管理委

員を務めることになりました。 
（敬称略・理事、監査は五十音順）

役員選挙要項－投票のお願い

下記の通り次期役員選挙を行います。会員各位の

投票をお願い致します。

１．投票資格

役員選出規定２項及び４項（２）該当者

２．投票用紙

① 別送する投票用紙（ハガキ）を使用し、ペン書

きして下さい。鉛筆書きの場合は無効としますの

でご注意下さい。恐縮ですがハガキには 円切手

を貼って下さい。

② 投票しようとする候補者名の左側の空欄に〇印

をつけてください。役職ごとに定数まで〇印をつ

けることができます

３．投票期限

2021年 1月 31日(日)必着でお願いします。 
４．投票方法

別送する投票用紙（ハガキ）による郵送のみ有効

です。

５．候補者についての情報は、別送する選挙公報を

参考にして下さい。以上

 
 
 

産業考古学会 役員選出規定 抜粋

．（目的）この規定は、産業考古学会規約に定める

役員の内、会長、理事長、理事、監査の選出を適

正に執行することを目的とする。

．（選挙権及び被選挙権）本学会の個人会員（以下

会員という）は選挙権及び被選挙権を有する。

．（選挙管理委員会）選挙の適正な執行のために、

選挙管理委員会を設置する。

．（会長・理事長・理事・監査の選挙）

）候補者になろうとする者は、所定の書式により

選挙管理委員長に届けなければならない。会員が、

他の者を候補者にしようとするときは、候補者本

人の承諾を得て、所定の書式により選挙管理委員

長に届けなければならない。届け出締切前日まで

に会費を３年以上納入していない会員は被選挙権

の行使ができない。

）投票は無記名とし、選挙管理委員会が作成した

投票用紙によって、郵送によって行う。投票用紙

発送の前日までに会費を３年以上納入していない

会員は選挙権の行使ができない。

※規定名称改正は総会承認後となります。

2020 年度理事会議事抄録

第 1 回理事会 
4 月 29 日（メール審議） 
議題 
1. 総会で諮るべき 2019 年度事業報告、2020 年度

事業計画、2019 年度決算報告、2020 年度予算

などの原案を決定した。 
2. ニューズレター第 19 号にこれらの案件を示し、

全会員に送付することとした。 
3. 学会名称変更に伴う銀行口座等の手続きなど緊

急案件に対処するため、総会に代わり理事会の

採択によってこれらの諸案が承認されたことと

した。 
 

第 2 回理事会 
5 月 3 日（メール審議） 
議題 
1. 新型コロナ感染症拡大防止のため、当面の理事

会はメール審議とすることを申し合わせた。 
2. 2020 年度全国大会（倉敷市）の開催について協

議した。部分開催、WEB による研究発表の可能

性について議論し、遅くとも 8 月上旬までに開

催か不開催かを決定し、開催の場合の留意点な

どを審議することとした。 
 
第 3 回理事会 
7 月 26 日（メール審議） 
議題 
1. 新型コロナ感染症拡大防止のため、2020 年度全

国大会（倉敷市）の開催を断念することとした。 
2. 推薦産業遺産および功労者表彰などを別途実施

できないか検討することとした（追記：後日

2021 年度総会に持ち越すこととした）。 
3. 研究発表の予稿集を発行することを検討する

（追記：後日 2021 年度総会に持ち越すことと

した）。 
 

第 4 回理事会 
9 月 29 日（メール審議） 
議題 
1. 2021 年度総会を倉敷市で実施することで合意

した。 
2. 2020 年総会および全国大会で予定していた基

調講演、推薦産業遺産・功労者表彰、研究発表な

どを持ち越して実施することとした。 
 

第 5 回理事会 
10 月 12 日（メール審議） 
議題 
日本学術会議からの推薦に対する会員任用拒否問

題について、内閣府の適切な説明と対応を求める文

面を学会ホームページに掲示することとした。 
 

第 6 回理事会 
11 月 2 日（メール審議） 
議題 
1. 推薦産業遺産規定（案）について審議した。 
2. 2021 年度全国大会について意見交換した。 
 
第 7 回理事会 
12 月 5 日（メール審議） 

JR 高輪ゲートウェイ駅の工事現場から発見され

た鉄道遺構の保存要望書案について審議し、文化庁、

JR 東日本、東京都教育委員会、東京都港区教育委員

会に提出することで合意した。 
 
新入会員紹介（敬称略、（ ）内は専攻・関心分野） 
 
髙田 芳治（工作機械） 
日野田晋吾（鉱山、鉄道） 
硴崎 賢一（産業遺産の 3D ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ） 

※どうぞよろしくお願いします。 
 
会費納入のお願い 
 

2020 年度会費 6,000 円（過年度会費未納のある方

は併せ）を未納の方は、急ぎ納入をお願いします。 
 

郵便振替口座 ００１７０－１－４１８８８２ 
口座名義 産業遺産学会 
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【募集】2021 年度推薦産業遺産と功労者表彰
の候補募集 

企画担当理事 
 

第 45回総会（2021年度）で発表する「推薦産業
遺産」と「功労者表彰」の候補を、次の要領で募集

します。積極的な応募をお待ちします。 
 
◆推薦産業遺産：国あるいは地方自治体、学会、相
当機関などによる文化財指定や認定などを受けてい

ない、価値ある産業遺産を対象とする。 
推薦産業遺産申請用紙の「産業遺産としての評価・

推薦理由」において、 
1)  歴史的背景 
2)  社会的価値 
3)  技術的価値 
4)  類似的な遺産の有無・比較 
の 4点について記載していただきます。 
申請までに会誌『産業考古学』あるいはニューズレ

ターで紹介された産業遺産を対象とします。 
 
◆功労者表彰：次の各項目のいずれかに該当する方
（個人または団体） 
1） 保存：産業遺産の調査・保存に顕著な功労があ
った方 

2） 学術・研究：産業考古学の発展に顕著な功労が
あった方 

3） 学会貢献：財政的支援等学会発展に功労があっ
た方 

功労者については、当該者の産業遺産の保存など

への貢献に関し、学会誌やニューズレターでの報告

がなされていることを条件とします。 
 
◇応募方法：申請用紙に必要事項を記入し、学会事
務局あてに郵送または電子メール（添付ファイル）

で、期限内に到着するようお送りください。 
◇締切：2021年 2月 27日（土）必着 
◇申請用紙：学会ホームページからダウンロードす
るか、学会事務局あてにご請求ください。 
 
 
【告示】次期 2021～2023年度）役員選挙 
 

2020年 12月 3日 
会員各位 

選挙管理委員長  小野崎敏 
 
次期（2021～2023年度）役員候補者を募集したと

ころ、締切までに下記の通り応募がありました。 
 
 

会 長(定数 1名) 
横山悦生 

 
理事長(定数 1名) 
小西伸彦 

 
理 事(定数 10名) 
秋葉 健 
石田真弥 
市川 浩 
市原猛志 
大島一朗 
岡崎直司 
尾﨑徹也 
時里奉明 
中山嘉彦 
橋本英樹 
馬渕浩一 
山田大隆 （以上 12名） 

 
監 査(定数２名)  
後藤充伯 
高木翔子* 

*10 月末日で選挙管理委員を退任し立候補さ
れました。代って北野芳子さんが選挙管理委

員を務めることになりました。 
（敬称略・理事、監査は五十音順）

役員選挙要項－投票のお願い

下記の通り次期役員選挙を行います。会員各位の

投票をお願い致します。

１．投票資格

役員選出規定２項及び４項（２）該当者

２．投票用紙

① 別送する投票用紙（ハガキ）を使用し、ペン書

きして下さい。鉛筆書きの場合は無効としますの

でご注意下さい。恐縮ですがハガキには 円切手

を貼って下さい。

② 投票しようとする候補者名の左側の空欄に〇印

をつけてください。役職ごとに定数まで〇印をつ

けることができます

３．投票期限

2021年 1月 31日(日)必着でお願いします。 
４．投票方法

別送する投票用紙（ハガキ）による郵送のみ有効

です。

５．候補者についての情報は、別送する選挙公報を

参考にして下さい。以上

 
 
 

産業考古学会 役員選出規定 抜粋

．（目的）この規定は、産業考古学会規約に定める

役員の内、会長、理事長、理事、監査の選出を適

正に執行することを目的とする。

．（選挙権及び被選挙権）本学会の個人会員（以下

会員という）は選挙権及び被選挙権を有する。

．（選挙管理委員会）選挙の適正な執行のために、

選挙管理委員会を設置する。

．（会長・理事長・理事・監査の選挙）

）候補者になろうとする者は、所定の書式により

選挙管理委員長に届けなければならない。会員が、

他の者を候補者にしようとするときは、候補者本

人の承諾を得て、所定の書式により選挙管理委員

長に届けなければならない。届け出締切前日まで

に会費を３年以上納入していない会員は被選挙権

の行使ができない。

）投票は無記名とし、選挙管理委員会が作成した

投票用紙によって、郵送によって行う。投票用紙

発送の前日までに会費を３年以上納入していない

会員は選挙権の行使ができない。

※規定名称改正は総会承認後となります。

2020 年度理事会議事抄録

第 1 回理事会 
4 月 29 日（メール審議） 
議題 
1. 総会で諮るべき 2019 年度事業報告、2020 年度

事業計画、2019 年度決算報告、2020 年度予算

などの原案を決定した。 
2. ニューズレター第 19 号にこれらの案件を示し、

全会員に送付することとした。 
3. 学会名称変更に伴う銀行口座等の手続きなど緊

急案件に対処するため、総会に代わり理事会の

採択によってこれらの諸案が承認されたことと

した。 
 

第 2 回理事会 
5 月 3 日（メール審議） 
議題 
1. 新型コロナ感染症拡大防止のため、当面の理事

会はメール審議とすることを申し合わせた。 
2. 2020 年度全国大会（倉敷市）の開催について協

議した。部分開催、WEB による研究発表の可能

性について議論し、遅くとも 8 月上旬までに開

催か不開催かを決定し、開催の場合の留意点な

どを審議することとした。 
 
第 3 回理事会 
7 月 26 日（メール審議） 
議題 
1. 新型コロナ感染症拡大防止のため、2020 年度全

国大会（倉敷市）の開催を断念することとした。 
2. 推薦産業遺産および功労者表彰などを別途実施

できないか検討することとした（追記：後日

2021 年度総会に持ち越すこととした）。 
3. 研究発表の予稿集を発行することを検討する

（追記：後日 2021 年度総会に持ち越すことと

した）。 
 

第 4 回理事会 
9 月 29 日（メール審議） 
議題 
1. 2021 年度総会を倉敷市で実施することで合意

した。 
2. 2020 年総会および全国大会で予定していた基

調講演、推薦産業遺産・功労者表彰、研究発表な

どを持ち越して実施することとした。 
 

第 5 回理事会 
10 月 12 日（メール審議） 
議題 
日本学術会議からの推薦に対する会員任用拒否問

題について、内閣府の適切な説明と対応を求める文

面を学会ホームページに掲示することとした。 
 

第 6 回理事会 
11 月 2 日（メール審議） 
議題 
1. 推薦産業遺産規定（案）について審議した。 
2. 2021 年度全国大会について意見交換した。 
 
第 7 回理事会 
12 月 5 日（メール審議） 

JR 高輪ゲートウェイ駅の工事現場から発見され

た鉄道遺構の保存要望書案について審議し、文化庁、

JR 東日本、東京都教育委員会、東京都港区教育委員

会に提出することで合意した。 
 
新入会員紹介（敬称略、（ ）内は専攻・関心分野） 
 
髙田 芳治（工作機械） 
日野田晋吾（鉱山、鉄道） 
硴崎 賢一（産業遺産の 3D ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ） 

※どうぞよろしくお願いします。 
 
会費納入のお願い 
 

2020 年度会費 6,000 円（過年度会費未納のある方

は併せ）を未納の方は、急ぎ納入をお願いします。 
 

郵便振替口座 ００１７０－１－４１８８８２ 
口座名義 産業遺産学会 
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学会名称の改名に伴い、会費振込用の郵便口座の

名義を変更しました。振替番号は変更ありません。

ATMからの振り込みをお勧めします。 
入金年度が不明の方は事務局へお問い合わせくだ

さい。 
 
編集委員会より 
 
学会誌 158 号（2021 年 3 月末発行予定）の短
信（通信記事など）の原稿募集 
 
投稿をお待ちしています。学会ホームページ（URL
は奥付に記載）からテンプレートをダウンロードし、

執筆要項・投稿規定を参照の上、お送りください。 
 
・締切：2021年 1月 15日（金） 
（ニューズレター第 20号でお知らせのとおり、2
頁以上の短信は 11 月 25 日（水）に締め切りまし
た。通信記事など 1 頁以下の短信を 1 月 15 日ま
で受け付けます）。 
・原稿送付先：scolari1975@gmail.com 馬渕浩一 

（1週間以内に原稿受領をご連絡します） 
 
ニューズレター第 22号に掲載させていただく可
能性もありますのでご承知おきください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニューズレターの電子配信について 
 
第 20号より電子配信を開始しました。メールアド
レスをお持ちの会員の方々には、電子メールで発行

準備完了をお知らせしますので、URLをクリックし
てご覧ください。カラー印刷することが可能になり

ました。 
 
現況届の提出について 
 
現況届をご提出いただいていない方は、学会ホー

ムページから届出用紙をダウンロードしていただき、

下記までお送りください。 
 
kaiin@sangyo-koukogaku.net 
 
手書きの現況届を FAXで事務局にお送りいただい
ても構いません。ご協力をお願いします。 
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