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幕末から明治初期に建設された産業施設は近代日本の曙をつげる遺産であ
り、「明治日本の産業革命遺産」として高く評価されている。では、この
ような産業施設は19世紀の中後期、イギリスが世界各地へ進出していた国
際社会においてどのように評価できるのか。

本書は幕末明治初期の洋式産業施設における技術の移転について、イギ
リス商人グラバー商会の関与という視点から建築学的な考察をおこない、
これまで日本における技術発展の出発点として評価されることが多かった
幕末明治初期の産業施設について、国際的な枠組で評価することを試みた
ものである。対象となる産業施設は幕末の長崎居留地の茶再製場、奄美大
島製糖工場、鹿児島紡績所、小菅修船場、大阪造幣寮の5つである。

本書の概要
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国内における技術発展の嚆矢

国際的な枠組で評価できないか？

幕末明治初期の洋式産業施設
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本書ではこれら5つの施設について、内外の史料を博捜しながら工場建
設の経緯を明らかにし、グラバー商会の関与を考察、また工場の建築を復
元的に考究した。そして、同時代の国外の産業施設と比較することで、幕
末明治初期日本の洋式産業施設の国際的な性能を検討した。以上の作業を
考えあわせ、洋式産業施設の建設と技術の移転に対するイギリス商人グラ
バー商会の関与の意図について考察している。

最後に結論において各考察を総括し、グラバー商会の洋式産業施設建設
に対する関与の仕方や意図の変遷、グラバー商会が関与した技術移転の構
造、そして19世紀の国際社会における幕末明治初期の技術移転の位置づけ
について考察した。

工場の建設経緯・グラバー商会の関与を把握

工場の復元・内外の事例比較による性能検証

5つの各工場について個別スタディ

結論について各考察を総括・歴史的位置づけについて検討
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研究資料

日本国内所在の資料はもちろんのこと
、グラバー商会にかかわる英国側の資
料を積極的に利用している。

具体的には、グラバー商会、ジャー
ディン・マセソンの活動を詳細に把握
するため、英国ケンブリッジ大学図書
館が保管するジャーディン・マセソン
商会を通読した。また、日本の産業施
設が建設された時期にイギリスで出版
された技術書や資料、遺構を参照し、
同時代のイギリス、あるいはイギリス
の植民地に作られた同種の産業施設と
技術的な比較をおこなった。
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第１章 長崎居留地の茶再製場

茶再製場とは、日本緑茶をイギリス、アメリカ市場の好みにあうように風味
を付け、長期間の海上輸送に耐えるように再乾燥を施すために建設された施
設。
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グラバー商会は文久元
年（1861）から茶再製事
業を開始したが、操業や
経営はいつも順調でなか
った。

上海のジャーディン・
マセソン商会から茶葉の
乾燥装置（鍋など）やテ
ィーボーイとよばれる中
国人技術者を呼び寄せ、
数百人の日本人職工を雇
用するという非常に大規
模なもの。
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幕末から明治初期の外国人居留
地（横浜や神戸を含む）の茶再
製場は、腰屋根のついた平屋建
の建物で、中にレンガ造の竈が
何列も並び、女工たちが作業を
していた。

それは、中国の伝統的な釜炒
り製茶の技法、設備を輸入した
もの。ただし、中国の伝統的な
製茶空間に比べると、日本の外
国人居留地の茶再製場は、大規
模化、集約化したもの。

外国人居留地の茶再製場のなかで、グラバー商会
の茶再製場は特に大きな建築、人員規模を誇り、飛
びぬけて工場制生産を志向したもの。一方で、経営
や運営面では不調が続き、実験的、投機的な性格に
あった。



第２章 奄美大島製糖工場
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薩摩藩は慶応2年（1866）の末から
慶応3年の間、奄美大島4か所に白砂
糖の製造を目的とした機械式の製糖
工場を建設。現在、地表には構造物
は残されていない（昨年、1か所で
発掘が行われ、レンガ積みの一部が
検出された）。

グラバー商会は外国製製糖機械の
輸入、外国人技術者2名（製糖技術
者マッキンタイラー、機械技術者ウ
ォートルス）の雇用を斡旋。

奄美大島で製造した白砂糖は、グ
ラバー商会、ジャーディン・マセソ
ン商会の手を介して、上海へ輸出を
試みており、東アジアへの貿易拡大
の一環として考えられていた。
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完成した洋式製糖工場は日産2
トンの能力。レンガ造の細長
い建物で製糖機械が直線上に
並んだ構成。似たような姿を
、イギリスの植民地の粗糖工
場によく見ることができた。

一方、生産部門に比べ、バ
ックヤードに人員を割いた計
画や、工場を島内4か所に散在
させて配置する点、原料や製
品の運搬を人海戦術に頼る点
には、植民地の大規模な製糖
工場と比べると、前近代的な
姿だった。

建設の経緯に上述のような性格を考えあわ
せると、奄美大島の製糖工場は薩摩藩、グ
ラバー商会にとって、投機的、試験的なパ
イロットプロジェクトだったと考えられる



第３章 鹿児島紡績所
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慶応3（1867）年完成。紡績機械と、ホーム、テットロー他、紡績専門の技術
者が英国の紡績機械メーカー、プラット社の采配により手配された。また、
建築工事は当時横浜にいたシリングフォードが担当した。グラバー商会の関
与は資材の運搬や資金融資など、限定的なものだった。

鹿児島紡績所の建物は、英国プラット社で作成された図面に基づいて建設
されたもの。ただし、屋根形状、玄関部分などを現地で変更、追加した。
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鹿児島紡績所の構成は、紡績部門と力織機部門が併設された紡織一貫型工場で
あり、19世紀のイギリスでは比較的新しい型だった。また、イギリスでは高層
階建の紡績工場が多い中、鹿児島紡績所のような平屋建ての工場は、インドな
どの植民地に多い型だった。ただし、海外の紡績工場が1万錘を超える中で、鹿
児島紡績所は規模が3千錘と非常に小さかった。

歴史的な経緯と、上述の技術的性能を考慮すると、鹿児島紡績所はグラバー
商会にとっては距離をおいた事業であり、むしろプラット社にとって、アジア
への進出を推し量る機会であった。また、紡績業のみに特化した明治初期日本
の紡績工場にとって、反面教師としての役も担ったと考えられる。



第４章 長崎小菅修船場
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当時の英国ではパテント・スリップ（
Patent Slip）と呼ばれたタイプの修船施
設。慶応2年（1866）に着工、明治元
年12月完成。レールや引揚げ装置はア
バディーンのホール・ラッセル社の手
になり、グラバー商会は受注、長崎へ
の回送を担当。

このプロジェクトに対しグラバー商
会は当初、機械運送などにとどまる関
係だったが、最終的には施設の運営権
を手中に入れる。

施設は溺れ谷の地形をうまく利用し
た配置計画。レール延長570フィート
、斜路勾配20分の1、使用された引揚
げ装置はエンドレス・チェインとよば
れる形式だった。
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19世紀末の英国で発行された全世界
の修船施設のリストを調べたところ
、明治時代の日本に建設されたパテ
ント・スリップ7基は、当時の世界
の同種の施設のなかで、中規模以上
の大きさ、性能があった。

イギリスのパテント・スリップで
は河川に面し、斜交するものが多か
ったのに対し、日本の施設は海岸
に面し、直交するものが多かった。

小菅修船場は、日本の施設でも比
較的高性能な施設であり、溺れ谷と
いう地形を上手に利用するという日
本側の土木技術が混成された施設だ
った。グラバー商会にとっても内外
の船舶が集積する貿易港で将来性の
ある有益な施設とみなされていた。



第５章 大阪造幣寮
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旧香港造幣局の造幣機械、技術者を
引き継いで、明治元年（1868）着工
、明治4年開業。グラバー商会とジャ
ーディン・マセソン商会は外国人技
術者の雇用、造幣機械輸入に関与。

当初グラバー達は旧香港造幣局の
技術者（キンドル、プリチエット、
ボイド）を大阪へ雇用させることを
考えていた。しかし、日本側の事情
により、急遽キンドルの雇用がとん
挫、ウォートルスが代わりに就任。

造幣寮の建設を指揮していたウォ
ートルスは、海外から調達の必要の
あった資材について、まずグラバー
商会に依頼した。依頼を受けたグラ
バーはジャーディン・マセソンにそ
の件を転送した。すなわち、工事に
はウォートルス、グラバー、ジャー
ディン・マセソンという三者の結び
つきが存在した。
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香港では手前に事務所部分が張り
出すという点を除くと、大阪造幣
寮鋳造場と香港の造幣局の平面図
は手前に廊下を通し、その背後に
鋳造工程に従って、短冊状に部屋
を並べるという同一の平面構成。
厳密な労働者の動線管理、製品管
理に基づくものだった。

外国人技術者の雇用計画、造幣
機械の輸入も勘案すると、グラバ
ー商会、ジャーディン・マセソン
商会にとって、大阪造幣寮のプロ
ジェクトは香港造幣局からそっく
りそのまま輸入する計画であった
と考察される。
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結論

① 5つの産業施設の性格とグラバー商会の事業の推移

・グラバー商会の事業：茶貿易を中心とした設立期、投機ビジネスを中心とする
発展期、企業家への転身期

→ 5つの産業施設の性格（投機的、パイロットプロジェクトから、安定し
た経営が見込める資産経営、プラント輸出）は符号

②グラバー商会が関与した技術移転の構造

1) 技術輸入にあたっての分掌
・グラバー商会：輸入品）外国製の機械、外国製の建築材料、外国人技術者
・日本人：現地で調達可能なもの）木材、赤レンガ、石材、大工・職工

・日本人の気質の変化：外資との結託による投機的なビジネス ⇒ 外資へ依存
しない日本人のみの施設運営

2) 外国人技術者の雇用と性格
・専門的な技術者（紡績、製糖…）と総合的な技術者
・専門的な技術者：機械設備と一体となることが多かった。
・技術者の雇用、采配：グラバー商会、ジャーディン・マセソン商会
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③幕末明治初期の洋式産業施設の建設をめぐる国際的な技術移転

・幕末明治初期の洋式産業施設を支えた技術（モノ・ヒト）の国際移動
ヨーロッパ → 日本という線的な図式ではなく、上海、香港、東南アジ
アなど、近隣の国々にもまたがった面的な広がり

Ex. 茶再製装置、奄美大島の製糖機械、造幣寮

・グラバー商会が関与した洋式産業施設の多様な性格
⇒ 次第に変化していくグラバー商会のビジネスの態度、外商に対する日
本人の意識の変化：両者のぶつかりあい、駆け引きの産物

・幕末明治初期の洋式産業施設：19世紀の世界と日本とのぶつかり合いから生
まれた世界に類をみない個性的な建築物


