
題名：鋳造の歴史と技術から韮山反射炉の 10 大ミステリーを解く 

講師：木村鋳造所 菅野先生 

日時：2022-02-19（土）13:30~16:30 

 

＜堀池さんの“鉄屋さんではない”視点のメモ＞ 

 

どうやって見つけられたか疑問でしたが、冒頭の吉川担当理事のあいさつで理解できまし

た。菅野先生の学会誌の投稿に吉川理事が感銘を受けたことがきっかけとなったようです。 

話の流れは、下記の通り。 

 

1)銑鉄とは、 

2)鋳造と鉄歴史 鉄の不思議、CO ガスの不思議 

3)大砲が必要になった背景と江川担庵(“たんなん”、“たんあん”ではない。) 

4)韮山反射炉の 10 大ミステリーに挑む 
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1)銑鉄とは、 

銑鉄には、黒鉛の分布状態や形状により 3 つほどに分類されている（鋼・現在の鋳鉄（片状

黒鉛鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄）・昔の鋳鉄（チル））。 

 

2）鋳造と鉄の歴史 

文明は、金属を手に入れることで進化した。青銅時代、鉄、アルミを手に入れ進化してきま

した。CO ガス・金属の安定性対温度の関係で還元をとらえると青銅・鉄・Si(1600C)・ア

ルミ（2000C）の順番がきれいに説明できるところは、今更ながらすっきりしました。 

ここから、先生の鉄・鋳造の専門分野の歴史の解説が始まりました。 

 

錬鉄から鉄の歴史が始まります。ヒッタイトにより開発された鉄は、ヒッタイトの滅亡によ

り各地に伝わりヨーロッパ・日本・中国とそれぞれでサーベル・日本刀・剣の文化を形成し

たようです。先生の不思議が発動。ヨーロッパで 1772 年あたりにようやく開発された白心

可錬鋳鉄に近い鋼が BC470 年に開発されていたのか？その他多数の不思議は、深く鋳造を

理解しているから生まれる疑問と感じました。 

英国に話は移り 1707 年にダービー1 世が鉄の鋳造法を発見、ダービー2 世により高炉が開

発されて、鋳鉄の大量生産が可能となり、1769 年のジェームスワットの蒸気機関や 1779 年

アイアンブリッジ完成。1784 年ヘンリーコートのパドル法により鋳造しなくても成型可能

な錬鉄（炭素含有量が、鋳鉄より格段に低い。）が生産可能となる。1889 年万国博覧会で建

造されたエッフェル塔（312m）は、7000t の錬鉄が使われている。ちなみに東京タワー（333m）



は 4000t、スカイツリー（634m）は、36000t です。錬造用に開発されたのがスチームハン

マー（1839 年)で、日本に現存する最古の一つがヴェルニー記念館にある。この後、1856 年

に転炉が開発されて鉄の時代となる。 

 

3)大砲が必要になった背景と江川担庵 

反射炉の説明 

フルモールド法（鋳造におけるリバースエンジニアリング）により、24 ポンドのカノン砲

を作成して寄贈した。（実際は、取っ手有が、青銅製。取っ手無しが鋳鉄製のようです。ご

内密に）2004 年から韮山反射炉の調査が始まり、2015 年世界遺産登録されるが当初は、韮

山反射炉は list されていなかった。アイアンブリッジの館長だったスチュアートスミスが韮

山反射炉の追加を推薦してくれた。韮山反射炉は南と北に 2 基あり、北側が佐賀藩と開発

した反射炉。レンガも 2 種類ある。地元産と梨本産。南側が梨本産、北側が地元産。 

日本全国に反射炉が開発されて、鋳鉄製の大砲が開発されたが、強度は実は青銅製のほうが

強い。おそらくコストの問題で同時鋳鉄製が生産されたというのが結論。韮山反射炉南北で

は佐賀藩と開発した北側のほうがよかったようです。佐賀藩に優秀なエンジニアが多かっ

たのは、弘道館で 6‐25 歳をスパルタ教育していたようです。 

 

さて、江戸のサークルメンバーの得意分野かもしれません。 

大砲が当時必要だった理由：フェートン号事件・アヘン戦争・ペリー来航。 

3 つの脅威で江戸時代日本に 1000 か所の台場が造成された。そのうちの一つの品川の台場

と韮山反射炉、戸田号建造等にかかわったのが伊豆韮山代官 江川太郎左衛門です。 

1841 年高島秋帆から西洋砲術を学び江戸塾を開き、佐久間象山、川路聖謨、ジョン万次郎

が入塾。1842 年韮山塾を開く。韮山の自宅は一度も火災にあっておらず、梁にある日蓮上

人の直筆のお札が守っているのでは噂されている。このおかげで反射炉関係の日記が保存

されている。火災に遭わず粛々と証拠を提供してくれる江川邸の話は本当に不思議です。

1826 年出版”大砲鋳造法”が韮山反射炉の建造の参考にされたと思われる。 

 

4）韮山反射炉の 10 大ミステリー 

さて、ここから韮山反射炉の 10 大ミステリーに挑む！ 

大きく溶解関係、レンガとその他の 3 つに分類。 

鋳鉄は溶解したか？反射炉の温度、溶解時間、鋳込み方法、ふいごの有無、溶解燃料・溶解

材料は？煉瓦は？大砲の生産数量と完成数は？最後鋳鉄の成分は？ 

日蓮上人に守られた江川邸からの多くの記録もミステリー解読の手掛かりとなった。 

 

南側と北側の反射炉で性能が違う話に関して、地元の韮山高校の物理部の生徒がレーザー

光線による反射炉内の熱反射の推定を行い次の事実が判明。南側反射炉はより材料が高温



になるように設計されて溶湯が流れ出ない。佐賀藩の協力をえて作られた 

北側の反射炉は、より溶湯出口に近いところが高温になるように設計されていて溶湯が出

湯できるようになった。データはふいごも使ったことも支持。是には、皆さん感銘を受けら

れたようで、質問・コメントにも韮山高校に関するものがありました。 

 

溶解材料に関して、佐賀藩のケースを成分（低い炭素含有量と高い Si 含有量）と構造から

分析、なんとこちらの結論は、佐賀藩の大砲は、南北戦争で使われなくなったアメリカ製で

はないかと推察されている。アメリカ製と思われる印字も確認されている。 

再度韮山反射炉のミステリーに戻り、炭素含有量が多いことから過共晶であり、凝固と温度

の関係から 1250C であれば必然的に炭素含有量が 4，5％となる。 

過共晶でもチルしない証拠は、増田安次郎の作といわれている鳥羽の安乗神社の鋳鉄製大

砲とその組織（C4.48％、Si0.13％）である。実験によると C 含有量 4.3％以上では、チル

鋳物はできくて、現代の加工できる鋳物となることが分かった。 

したがって、反射炉の温度は 1250 度と推察。1/5 モデルでも溶解有無の検証をされ、溶解

の確認がとられた。 

 

江川邸の記録によると 3 番目の大砲を仕込むときに亀の甲銑を仕入れている。どうやら Si

含有によりチルしない良質な鋳鉄を 3 回目に仕込んで試打までたどり着けたと推察。当時

江川邸に残っている記録によると鋳鉄溶湯の表面模様で良し悪しがわかっていたようです。 

フルモールド法により再現した大砲は、銃刀法に抵触する可能性を指摘されて、火がつかな

い、球が発砲できない、固定されているという条件を満たすことで難を逃れた。 

 

10 大ミステリーは、ほぼ説明されたが、まだ不明瞭な部分は残る。溶解温度と炭素含有量

の推察は、お見事で結果として、実践ではほぼ使えなく大砲が残っていない事実は残念でし

た。江川邸の日記の分析が進めばさらにミステリーがさらに明瞭に理解されるかもしれま

せん。 

 

パネルディスカッション パートでは、現代と当時の比較をテーマとされて、当時は危機感

だけでなく、手本もありわくわく感があった。現代は、選択肢がたくさんあり正解がわから

ない。 

阿部先生の締めは、鉄の神様といわれた本多博士の名言”「産業は学問の道場なり」”が締め

にふさわしい引用でした。 

本多光太郎博士の名言 

https://web-pamphlet.jp/tohoku/2017e7/pageindices/index6.html#page=7 

菅野先生の論文 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jfes/80/8/80_494/_pdf 



＜中條屋さんの“鉄屋さん”視点のメモ＞ 

 

１．鋳鉄とは 

鋳鉄には片状黒鉛鋳鉄と球状黒鉛鋳鉄がある。 

（何らかの方法で組織内部に炭化物を増加させたものがチル化鋳物） 

日本は高炉ができるまで（明治まで）加工できる鋳鉄ではなく全部チルが定説だが、実は平

安の前から既に片状黒鉛鋳鉄を作っていた。 

鋼は黒鉛と純鉄の複合材だから塑性加工や熱処理で性質が変わるというアルミや銅にはな

い性質を持つ。 

 

２．鋳造と鉄の歴史 

鉄は宇宙で最も安定した元素であり人間の体にも必要な金属である。殆どの物質は温度が

上昇すると不安定になるが CO ガスは温度が上昇すると安定になる。この CO ガスのお陰

で酸化物として存在する金属の還元が可能となった。また、チル化を防ぐ Si の還元は 1600℃

と高温が必要なためチルしか得られなかった。CO ガスがなかったら文明が生まれなかっ

た。そして CO に水があれば生命が生まれる可能性に繋がるというも神秘さもある。 

 

青銅器時代に銅に錫を加えることで、①銅の融点が下がる ②溶湯の流動性が増し鋳造性

が良くなる ③硬さが増し農具や武器に使える ようになる。この原理で鋳物が造れるよ

うになったが、BC3600 年頃に発見していたのは驚きである。 

 

鋳造は青銅器から始まり 5600 年の歴史を持つ。 

鉄の始まり BC1700 年 ヒッタイト王国からで金の 5～10 倍の価格。鉄は今となっては当

たり前の金属となり水より安くなってしまったが、実用性の高い鉄が当時貴重な金属であ

ったことが分かる。 

中国は青銅の鋳造から始まり BC500 年頃に鋳鉄製造に発展したが、当時は Si が低く硬くて

脆いチルであった。しかしこれを酸化鉄中で 900℃×3 日間加熱すると薄肉品は脱炭して鋼

に変わる という不思議な性質を利用して鋼に近い白心可鍛鋳鉄を得ていた。 

一方、ヨーロッパではダービーⅡ世が木炭の代わりコークスを用いた高炉の発明により高

Si で鋳造できたことでチル化しない加工可能な鋳鉄を得て、その後 1772 年頃に中国と同じ

白心可鍛鋳鉄を発見。1784 年に反射炉とバトル法（反射炉の湯をかき混ぜる）を組み合わ

せて練鉄の製造に成功。更に 1856 年に転炉（[C]を除去して鋼を製造）を発明して本格的

な鉄の時代に入った。また、この頃にスチームハンマーも発明されて工業生産が進んだと思

われる。 

 

３．韮山反射炉の研究と反射炉に隠された 10 の謎を解く 



（１）世界近代化産業遺産 

1998 年 3 月に木村鋳造所が 24 ポンドカノン砲を寄贈し 2004 年頃に調査をスタート。 

2011 年 10 月頃に韮山反射炉応援団の発起人会を立上げ、2015 年 7 月 5 日に韮山反射炉が

世界文化遺産に決定。実は英国アイアンブリッジ館長のスチュワート・スミス氏の計らいが

あったから韮山反射炉と岩手橋野高炉の世界遺産化が実現した。 

 

世界遺産登録に向けて大阪からキュポラを持ってきて大砲づくりとアクセサリー等を作る

子供鋳物教室を行った。鋳造に失敗して子供たちをがっかりさせないよう、絶対に失敗しな

い条件を極めたとか。 

秘話として、寄贈した大砲は役場の人が図面を間違えていたため、取っ手のある青銅製 24

ポンド砲になってしまったとか。韮山で吹いた鋳鉄製は 18 ポンドカノン砲で取っ手がつい

ていない。 

 

（２）韮山反射炉 

韮山反射炉は南炉が最初で佐賀藩の協力を得て北炉を作った。 

鋳鉄は青銅より強度があるから製作したと言われるが、機械的性質は青銅の方が良い。戦時

に青銅は神社仏閣から回収するしかなく、価格と量的な面で鋳鉄になったようだ。発掘調査

で発見された切粉の調査で、成分は銅と錫のみで鋳造上問題がでてくる鉛が含まれていな

いことと、1.5mm 切削と高能率で加工していたことが判明した。 

韮山はチル鋳鉄で鋳口が大きいのは長い棒を原料として装入するため。高[C]なので精錬す

るとどんどんダメになる。構造的にも精錬できる状態ではなかった。 

 

（３）日本の反射炉と江川太郎左衛門 

反射炉は佐賀、鹿児島、安心院、韮山 那珂湊、萩の順に色んなところで作られた。 

佐賀（鍋島）藩は弘道館で 6～25 歳まで超スパルタ教育を行っていた。教育は大切。 

大砲製造は 1808 年フェートン号事件、1840 年アヘン戦争、1853 年ペリー来航などが発端。 

砲台 1000 箇所で 5 個ずつでも 5000 個もの数となり、大砲作って商売する人が出てきた。 

江川太郎左衛門（坦庵）は 20 年で多くの偉業を成し遂げたスーパーマン。韮山反射炉建設、

品川お台場建設、戸田号建造、種痘普及、パンの祖など。高島秋帆から西洋砲術を学び、こ

れを普及させるため江戸塾→韮山塾へと繋がる。 

江川邸は 1170 年から焼けていないので書物、刀、火縄銃が毎年出てくる。ヒューニンゲン

著の大砲鋳造法 36 巻高島秋帆によって輸入される。反射炉内の角度が鹿児島は急、韮山は

なだらかなのは改訂版が平らになっていたから。この教科書には溶鉱炉で作った鉄を反射

炉で溶かしなさい となっているのにいきなり反射炉で溶かしにいったのは謎。 

大砲の加工は 36 日かかった とあるが、加工硬化するのでサクサク削っていた筈。 

 



（４）韮山反射炉の 10 大ミステリーに対する菅野先生の私案 

①②韮山反射炉で鋳鉄は溶けたか？ 溶解温度は？（定説：鉄融点 1600℃で溶けない） 

 ⇒溶けた。 過共晶にすれば融点が 1150℃まで下がり溶ける。 

③溶解時間は？（木炭なので長時間かかった） 

 ⇒火入れ～注湯完了 8 時間、鋳込は数分程度。1/5 炉で実験した。 

④鋳込み方法は？（定説：シャチ台があるので取鍋） 

 ⇒シャチ台は木製なので取鍋は無理 直注と思われる。 

⑤ふいごは使われたか？（定説：ベンチュリー効果で風が入るので使わなかった） 

 ⇒炎の調整に用いた可能性がある。（韮山高校実験結果） 

⑥コークスは使われたか？（定説：使われなかった 木炭を使った） 

 ⇒使っていた。絵図にタール小屋があり、タール集成管が写る写真も出てきた。 

⑦溶解原料は？（定説：船底に敷くバラスト） 

 ⇒3 回分くらいなら良いが大量には入手できない。 

 佐賀藩電流丸のバラスト使った説もあるが、沈没船のバラストは Si レスでチル鋳物。 

 三番目の大砲は Si あり亀の甲銑。南蛮鉄も砂鉄も Si レス。1600 の高温にできないから 

 Si 還元製造も無理。亀の甲銑をどこから手に入れたかがミステリー。 

 海外高炉品を輸入した可能性もあるが亀の甲銑という和名が日記に残るのはおかしい。 

⑧反射炉の煉瓦はどこで焼いたか？（定説：富士山の火山灰説も） 

 ⇒河津梨本と韮山の裏山。地元人が煙突に鉄環をつけてくれたお陰で倒壊せず残った。 

⑨韮山反射炉での大砲の鋳込数と完成品数 

 ⇒鉄製 4 門鋳造、試打 2 門（亀の甲銑）、青銅製 5 門。 

⑩鋳鉄製大砲の成分の問題 

 ⇒過共晶だった。衝撃値の弱い材料になってしまっている。火薬半分の試打でも割れた 

  という記録あり。破裂したから残っていない。 

  それは打ってみるまで分からなかったのか。。 

 

（５）韮山高校反射炉研究 

炉内に光を当てて調査した結果、南炉は材料側に熱集中する構造で多分失敗。 

北炉は出湯口に熱集中構造で性能的には北炉が良い。ふいごを使わないと均一に熱せられ

ないことも確認した。進学校であるが勉強しながら研究を頑張ってくれた。 

 

（６）その他 

佐賀藩の大砲はアメリカ製であることが後で判明した。 

南北戦争時に丸→ロケット型大砲に変わり、使わなくなった丸大砲を日本に安売りした。 

川口の鋳物師である増田安二郎が色んな大砲を造っていた。 

Si レスで過共晶にすればチル化しないことを知っている専門家はいなかった筈だが、1591



年製の燈炉は過共晶で製造されている。 

融点は共晶点で 1153℃、過共晶にすると融点が上昇して 1250℃で[C]=4.5％になる。 

鋳造は融点+100℃鋳造するのが良いので鋳込温度は 1250℃ [C]=4.5％となる。 

茶釜は全て[C]=4.5％になっており、共晶点を狙うことを知っていたのではないか。 

亀の甲銑が良い溶湯。Si がないとできないが、どこにあったか分からない。 

[C]量で笹の葉→亀の甲→細かい亀の甲に変化するが湯面模様で判断していた。 

湯面模様は SiO2+2C=Si+2CO が平衡となる温度域でのみ発生する現象。 

大砲鋳造法の押湯が妥当なものであることをシミュレーションで裏付けした。凄い！ 

反射炉内面を粘土で滑らかに仕上げないと反射効果が得られず温度が上がらない。 

ダッシュ島で製作した反射炉は凸凹だったとか。 

萩で発見された砲弾の断面は中心部が片状黒鉛、外周部がチルとなっており、成分の異なる

溶湯をどのように分けて鋳込んだのかは謎である。 

 

４．質疑 

Ｑ1：反射炉姿形印象的だがいつどこで発明されたか？ 

⇒不明。どこから反射炉と名付けるかはっきりしない。多分イギリスから。 

 

Ｑ2：溶解材料の流通は商社？ 

⇒商社のはず。 砂鉄とか岩鉄。島根や岩手からも持ってきていた。 

 

Ｑ3：反射炉鉄の成分均一性は？ 

 薪、炭、石炭、最後にコークスを入れて一気に昇温することで均一性を確保した。 

 一気に昇温しないと[C]がどんどん飛んでいってしまうから。 

 温度を上げすぎると CO ガスが吹き出すのでそこで加熱をやめて温度制御していた。 

 

Ｑ4：温度成分測定してた？ どのように現象を突き止めた？ 

 ⇒成分分析はできないが、甑炉を使ってた人は湯面で温度は分かっていた。 

 

Ｑ5：過去の製造情報が不完全なのは何故？ 

 ⇒鋳造専門家でも 18 年前は過共晶がチル化しないことを知らなかったが、当時の人は知

っていた。職人さんは秘密にしていたが佐賀藩は来て教えるなど、繋がる仲間同士では教え

合っていた。軍需気密なので書物にも残りにくい。亀の甲銑も江川家から日記が出てきて分

かったが、歴史は勝者のストーリーとなり埋もれたことは残らない。 

   

Ｑ6：大砲以外に作ったものは？ 原料は銑鉄を持ってきてた？ 

 ⇒大砲は 2.5～3ton の湯量が必要。反射炉の目的は湯量が必要な大砲のみ。反射炉をつく



る鉄板はチル鋳物、大砲は過共晶と使い分けていた。砂鉄、岩鉄を甑炉で溶かして過共晶に

した棒にしてから反射炉で[C]=4.5％位にした。 

 

Ｑ7：日本製大砲何台残っている？ 

 ⇒はっきりしない。靖国に結構あるが本物かどうか？ ロシア、アメリカ製？ 肌が汚い

ものは日本製？ 

 

Ｑ8：海外との技術力との差を理解した上でどこまでいけると思っていたか？ 

 ⇒スーパーマンだからいろんなこと分かってたが、丸大砲までだったのでは。 

 

Ｑ9：物質、作り方、威力など幕府の人と議論していたのか？ 

 ⇒担庵は幕府の役人だが佐賀藩とやったり色んな人と交流していた。幕府の重要人物で

あったが広い見識と友人を持っていた。役人として国を守る意識はあったが、細かい話は気

にするタイプではなかったか。 

 

Ｑ10：韮山高校研究続けてる？ 

 ⇒やってくれてる。別の見方で調べてくれている。 

 

５．パネルセッション 

吉川理事の幕末と現代の対比についての考察から、 

・情報、通信手段限られたなかでどうやって成し遂げたか？ 

・モチベーションは危機感だけでなく楽しんでいたのではないか？ 

・海外からのお手本と日本で培った技術で解釈できたのでは？ 

の投げかけがあり、以下のやり取りに移る。 

 

1/5 モデル反射炉は英龍も縮小モデルで試作したのと似てるが、作ろうと思った経緯は？ 

⇒溶けないとみんなが言うから、溶かして見せるしかなかった。最初は 1～2 回で温度がな

かなか上がらない 1000℃くらいしかいかなかった。周辺がとにかく熱かったが、とにかく

やり続けて溶け始め、1250℃までいった。当時の人も溶けたときは嬉しかった。感動モノだ

と思う。 

 

湯面見て判断してた？ 温度の概念はあった？ 

⇒甑炉やってる職人は知ってた。定量測定できなくても見分けられた。茶釜は全部 4.3％ピ

ッタリで、どうして見分けていたか分からない。 

 

情報伝達、共有どのようにやってたか？ 



⇒ライバル仲間同士仲良かったが、書類では残せなかった。昔の人は色んな話をしながら情

報吸収していた。記録には残せないが、記録に残ってない歴史が歴史を突き動かした。正式

に残せない事柄はあったが、共有はしてたし共有しないとできなかった。知恵出さないとで

きない。情報共有成功したところが成功に繋がる。 

 

鋳造カレッジは情報共有の場として活用されてる？ 

⇒年に 130 名卒業し鋳造コース中級 1000 名になった。2Ｈ×3 講座×11 日＋実習 5 日＝

100 時間＋宿題付きとハードな研修であるが、日本の鋳造工学会のレベルの高さに繋がって

いる。宿泊研修で飲む機会もあり仲良くなって情報やりとりしている。会社の垣根を越えて

繋がっていくことが重要。 

 

６．菅野先生からの感想 

質問鋭いが沢山あり、このような積極的な会は素晴らしい。 

こういう人達が日本の将来を担い、活発化させていくのだろうと感じた。 

 

７．阿部理事長閉会挨拶 

タイトな講義（盛り沢山な内容）で面白かった。 

東北大で本多光太郎先生が「産業は学問の道場である」と言っておられたが、今日の講義と

繋がりを感じた。鉄の融点は 1600℃だが過共晶は 1150℃で溶けることを道場として学問的

に解明した。こういうことがあるとこの分野は強い産業になるのではないか。闇雲にやるの

ではなく裏打ちさせないと。本多先生も学問に育て KS 鋼を発見された。今日の講義は不確

かな中でも情報共有してやろうとするモチベーションがあればできるというメッセージと

して受け取った。 

 

８．所感（中條屋） 

菅野先生の定説を疑う好奇心、向学心、行動力に感銘を受けた。 

また、鋳鉄や反射炉について良く理解でき、歴史と技術が密接に繋がっているという面白さ

や奥深さを認識した。 

鉄のエンジニアとして感じたのは、計測機器がない時代でも目で見て分かったこと、仲間と

の交流で共有した経験から、どうすれば良いかを見極めて何となくでも現象を理解してい

たこと は驚きである。 

技術が進歩した現代はすぐに機器を使って測定しようとするが、もっと良く観察すれば見

えてくることは沢山あるのではないだろうか。 

技術者として観察眼、感性を研ぎ澄まし、仲間と交流しながら知を深め広げていくことの重

要性を痛感した。 


