
 国産の鉄製部材とセメントとガラスの製造のあけぼの  

その 4 ガラス器具の製造と板ガラス製造の試み 工部省 品川工作分局 

（財）建材試験センター 木村麗 

 

住所 

工部省 品川工作分局跡：東京都品川区北品川 4丁目付近 

 

工部省 品川工作分局の前身 民設のガラス製造工場 興業社 

工部省品川工作分局は、明治 6（1873）年に、民営でガラスの

製造を開始した“興業社”を前身としている。 

明治 9（1876）年 4月、工部省がこの工場を買収し、“品川硝

子製造所”と称して製作寮に創置した。明治 10（1877）年 1月

に製作寮が廃止され工作局が置かれると、“品川工作分局”と称

した。明治 16（1883）年 9月、工作局が廃止されると、工部省

の直轄となり、再び“品川硝子製造所”と称したが、明治 16年

11月“品川硝子製造所”は廃止され、明治 17（1884）年 2月に

西村勝三らに貸興され、翌明治 18（1885）年 5月に売興された。 

 

ガラス製造工場 創設の気運 

 幕末ころより、ガラスは日用の道具となり始め、外国から輸入される量も次第に多くなってきた。わ

が国において、比較的小規模の製造装置によってガラス器具は作成されているが、洋風建築が建てられ

始め、窓ガラスの製造を志すものもあらわれた。 

 村井三四之助（太政大臣 三条実美の家扶）は、イギリス人技師より欧米の工業界の実状を聞き、ガ

ラス製造業の大要を学び、ガラス製造業を見込んだ。そして、明治 6（1873）年、丹羽正庸（三条家の

家令）とともに計画し、三条実美の賛助を受け、興業社を創立した。 

 工場は、建設と設備に要する機械、るつぼ用の粘土、窯の耐火れんがなど、全てイギリスから取り寄

せて整備した。わが国最初の洋式ガラス工場である、と文献(1)に記されている。技術指導者としてイ

ギリス人技師を雇い、るつぼの製造に着手した。そして、るつぼが乾燥すると、最初に板ガラスを製造

すべく作業を開始した。しかし、技術の未熟のため、製品を見るに至らず、興業社は経営困難に陥った。 

 工部省では、明治 6（1873）年に開催されたオーストリアの万国博覧会に伝習生を送るなど、ガラス

製造の模範工場を建てる計画を進めていた。そのため、工部省に買い上げの請願のあった興業社を工部

省は買い上げ、品川硝子製造所を設立した。 

明治 6（1873）年に民間で創設した興業社の他、明治 3（1870）年には京都府営の舎密局硝子工場に

てガラス製造の業が興されるなど、この頃、官民において、ガラス製造工場設立の気運が高まっていた

ようである。 

 

品川の工場の様子  

 ガラスは、けい酸を主成分とする珪砂や珪石を主原料に製造される。 

 明治 6（1873）年に創立した興業社は、工場地を水利のある品川東海寺裏の目黒川畔を選んだ。文献

(2)によると、原料には、甲斐の御嶽山の水晶を取り寄せたり、窓ガラスの原料として伊豆の白浜の白

図 1 ｢官営品川硝子製造所跡｣の碑 



砂を輸送したりしたという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当時の、建物については、その様子が論文に纏められたり、移築保存されたりして、紹介されている。 

 

・工部省が買い上げた時点で、興業社の施設として残存していたと思われるものについて 

文献(3)によると、財団法人三井文庫に収蔵されている資料（明治 6年～明治 10年に書かれた「品川

硝子製造所内建屋並原料品工作局へ買上願上書」のうち、“該寺（東海寺）所有地有之候硝子製造建物”

として図示されている資料）に、以下 3つの建物について記録されていると紹介されている。 

・たて坪：23坪半、 外観：平屋 瓦葺、     平面：L字形（4間、6間半 5寸）、  計 4室 

・たて坪：20坪、  外観：納家 瓦葺、     平面：長方形（4間×5間） 

・たて坪：53坪、  外観：西洋造り平屋 瓦葺、 平面：正方形（7間四方）、     計 6室 

 

・品川工作分局時代の明治 10 (1888) 年に築かれた竈場
か ま ば

について 

文献(4)によると、官営となり建てられた建物の中の竈場について、品川硝子製造所の遺構として、

昭和 36（1961）年 2月に実測調査された。この工場は、所有者の入れ替わりはあるが、昭和 36年まで

残存していた。この竈場は、わが国近代産業の黎明期を代表する工場建築で、明治初期の建築界のイニ

シアティブをとっていた工部省営繕機関によるものとして、極めて重要な遺構であると記されている。 

 ・たて坪：約 370m2、 外観：煉瓦造 平屋、 平面：ほぼ正方形、 軒高：5.57m、 棟高：約 10m 

  壁面にはアーチを架けた採光窓や出入口が散置されている。 

 

・れんが造の建物について 

明治 9（1887）年に建てられたれんが造平屋建て（一部、中

二階）建物が、昭和 44（1969）年に、財団法人博物館明治村

へ移築された。移築時に、RC 梁が架けられ補強されている。

屋根は木造の小屋組みである。現在、この建物の中は、ガラ

スショップやバーや展示場として使用されている。 

建築面積 122.5m2。 最高高さ 8.04m。 

 

図 2 品川工作分局の位置に「硝子製造場」と記されている  
（明治 12 年 1月 東京府蔵版 相良常雄製図 古地図資料出版） 

図 3 東京都品川区北品川四丁目 目黒川沿いにあった   
（出典 電子国土 http://cyberjapan.jp/) 

図 4 品川硝子製造所の建物   
（移築先 博物館明治村;愛知県犬山市内山 1番地） 

400ｍ 

http://cyberjapan.jp/


ガラスの成分による種類 

 明治初期、ガラスは、ビードロやギヤマン、瑠璃
ル リ

とか玻瓈
ハ リ

と言われていたが、硝子
ガ ラ ス

と言われるように

なったのは、明治 9（1887）年に始まると、文献(1)に記されている。硝の字は、ガラスの原料の一つで

ある硝石に由来しているという。原料によりガラスの成分が異なり、以下の種類に分類される（文献(5)

参考）。 

主原料の珪砂に、硝石と石灰石等を用いるガラスは、カリ石灰ガラ

ス(別名 ボヘミアガラス)の種類である。これは、透明度が高く、薬

品に侵されにくいので、食器の他、理化学品や工芸品等を用途にする。 

主原料の珪砂に、炭酸カリと酸化鉛等を用いるガラスは､カリ鉛ガ

ラス(別名 フリントガラス・クリスタルガラス)の種類である｡これは､

光線屈折率や分散率が高く、高級食器や光学用レンズ等を用途にする。 

主原料の珪砂に、ソーダ灰と石灰石等を用いるガラスは、ソーダ石

灰ガラス(別名 普通ガラス)の種類である。これは、一般建築用とし

て、窓ガラスの用途の他、ビン類などにも用いられる。 

この他、グラスウール等の用途となるけい酸ガラスや、塗料などの

用途となる水ガラスもある。 

 

品川の工場で製造されたもの ガラス器具・化学的物品 

 品川の工場では、ガラス器具の他に、鉛丹や炭酸カリなどの化学的物品についても製造された記録が

文献(6)にある。 

＜弗粦篤玻瓈
フ リ ン ト ハ リ

・舷燈玻瓈＞ 

 板ガラスの製造を試みたが製品を見るに至らずに経営困難となった興業社のガラス工場を、工部省は

買収し、はじめに、弗粦篤玻瓈製造の業を興すこととした。 

 明治 9（1876）年 4 月、官営となった後、興業社で雇っていたイギリス人技師をそのまま雇い入れ、

工場の修繕、増築、近傍の地所を購収した。明治 10（1877）年 7月、舷燈玻瓈の製造工場、弗粦篤玻瓈

の竈の建築が竣工し、明治 10年 11月に実際に始業した。最初に着手された製品は、舷燈用の紅色ガラ

スである。 

弗粦篤玻瓈については、明治 10年 7月に竣工した弗粦篤玻瓈の竈がしばしば破壊したため、明治 12

（1879）年 6 月、英国製の煉瓦石をもって改築した。明治 12 年 9 月、弗粦篤工場器械の装置がほぼ整

頓したので、営業を開始した。 

 

＜食器その他常用器具＞  

明治 12（1879）年 4月、硝子工のイギリス人を雇い、食器その

他常用器具の製造を創始した。この頃に製造された斑色硝子瓶や、

斑色硝子筆筒は、東京国立博物館に所蔵されている。 

明治 14（1881）年 3月、第二内国勧業博覧会に硝子各種を出品

して、第二等有功賞を得る。明治 14年 5月、硝子工イギリス人を

雇い、切子摺り模様を伝習する。明治 16 (1883) 年 2月、販売規

則を改正し、東京府京橋区出雲町(銀座八丁目付近)に硝子の売捌

き所を開いた。 

図 5 ｢官営品川硝子製造所跡｣の碑に 

  設置されているガラス主原料の珪石 

図 6 東京国立博物館所蔵 斑色硝子瓶と筆筒ｲﾒｰｼﾞ 
以下 寸法(㎜) 

左:斑色硝子瓶  高さ=21.8 口径=2.8 底径= 6.4 

中:斑色硝子筆筒 高さ=17.0 口径=8.5 底径= 9.4 

右:斑色硝子筆筒 高さ=15.0 口径=9.1 底径=10.2 



＜赤鉛、炭酸加里＞ 

 明治 12（1879）年 12 月、化学実験所を新設し、赤鉛、炭酸加里などの化学的物品製造の業を興すこ

ととした。工部大学校のイギリス人化学教師ダイフルスを監督に、同校化学科の生徒を実地の操業に当

てた。そして、明治 13（1880）年には、化学実験所で製造されたこれらの販売費を硝子製造の作業費に

充てた。しかし、この製煉の業は明治 15（1882）年 10月に停止し、明治 16（1883）年 2月化学実験所

を廃止した。 

 

品川の工場で製造を試みた板ガラス 

 興業社で試みた板ガラスの製造は、工部省管轄となって休止していたが、明治 14（1881）年 2月、興

業社より購収した竈の修築が竣工し、板ガラスの試験製造に着手した。 

明治 15（1882）年に板ガラスの製造をいったん中止するが、明治 16（1883）年 6 月、試験費を仰ぎ

再興する。文献(6)によると、以下の趣旨で記されている。 

当所の興業は、最初、職工教育のため専ら日用器物製造をなし、ようやくその技も進歩したことに因

り、今一歩進めて、板硝子製造を創始することとする。まさしく板硝子は、目下、官民屋舎に非常に多

く要し、輸入も尐なくない。幸い、工場および竈器械などもあらかた具備し、既に数回試験もなし、こ

の上は実地職工の手練の一点にある。ゆえに、これに要する費用、向こう 4年間に 9万 4千円を下付す

ることが太政官より申しつけられた。 

しかし、明治 16（1883）年 10 月、民業に移す議があり、板硝子の製造は中止となった。創業以来、

莫大の費用を要し、目今ようやく技術進歩し、精品も製出したといえども、収支が償わない。明治 16

年 11月、官省の事業は活発な営業を試みるには適さず、むしろ民業に移すことを申しつけられた。 

 

品川工作分局（品川硝子製造所）の廃止とその後  

硝子製造の業を開始して以来、工場を造り、機械を購収し、工師を雇い職工を養成し製品を試験する

等、巨額の費用を要し、漸く技術も進歩した。明治 15 年度の製出した器具は、食器、火屋
ほ や

、化学器械

の類で、その総数は、298505 個と文献(6)に記録されている。しかも、輸入品に务らないものも多いと

いう。一方、市中には、ジャッパン吹きと呼ばれる粗製品が安くいきわたっており、これと競争ができ

なかったと、文献(1)に記されている。 

従って、ようやく当初の目的を達したといえども、

営業上において収支は償わなかった。痛く諸費を節減

するも、毎年、欠額補てんを仰がないと継続できず、

当工場を資力ある商売に貸与して営業を継続する方針

をとることとなった旨、文献(6)に経緯が記されている。 

明治 16（1883）年 9月に工作局が廃止され、品川工

作分局は、工部省直轄となり品川硝子製造所と称して

いた。品川硝子製造所は、それから間もなく、明治 16

年 11月に廃止された。 

明治 17（1884）年 2月、稲葉正邦、西村勝三に貸与

された。西村は、稲葉の資金援助を受け営業を始めた

が、両氏の意見が合わず、西村は磯部栄一らと経営を

行うこととし、明治 18（1885）年 5月、西村勝三に売

図 7 明治 20年頃の品川の工場 
（出典 文献(7)） 

 

目黒川 



興されたと、文献(2)にある。 

 

・民営となった品川の工場 

民営となった品川の工場では、陸軍用水壜
びん

、薬用壜、ランプの油壺と火屋、食器及び理化学用品の 4

科に分け製造を行った旨、文献(2)に記されている。 

明治 21（1888）年からはビールびんの製造を始め発展し、“有限責任品川硝子会社”を設立した。会

社の営業目的は、火屋、薬壜、酒壜、食器、窓ガラスの製造販売をし、東洋諸国に輸出することとした。 

ビールびんは横浜の麒麟麦酒会社に売り、薬びんは日本製薬会社に売り、押型ガラスのコップや皿は

一般に販売した。明治 22（1889）年になり、事業が安定してきたため、支社を設けて、押型ガラスと板

ガラスを製造する計画を立て、明治 24（1891）年、山口県小野田市に小野田分工場ができた。しかし、

当時の経済状況が不況で、操業することはなかった。経営はいよいよ困難となり、明治 25（1892）年

11月、遂に解散した。 

 

・継続された板ガラス製造の試み 

板ガラスの製造は、この他、民間各社で試みられた。各社については文献(1)や(2)に示されている。 

明治 8（1875）年、伊藤契信により大阪にガラス工場が設けられた。後にガラス製造に必要な坩堝製

造に着手し、信楽粘土で耐火れんがも製造した。そして明治 16（1883）年には日本硝子会社を創立した

が、窓ガラスを製造することなく、明治 23（1890）年に解散した。 

明治 20（1887）年には、渋沢栄一、浅野惣一郎らによって福島県の小名浜海岸に磐城硝子会社を創立

した。この地は、珪砂を付近の海辺でたやすく得られ、千葉県の房州砂を運ぶのにも便利であり、燃料

の石炭も近くに産出するなど、原料産地に近い所として選ばれた。船舶による輸送の便も考慮した地で

あったが、港の波浪が荒く、荷造りや運送費を要し、当初の目的であった板ガラスを製造することなく、

明治 23（1890）年に解散した。この工場は、当時の品川白煉瓦製造所によって買収され、そこの分工場

となった。 

明治 33（1900）年、品川硝子製造所で窓ガラスの試製に従事した岩城滝次郎は、アメリカの窓ガラス

工場視察後、品川硝子会社の工場を譲り受け、窓ガラスの試験的製造に着手した。そして、ようやく 60cm

四方の窓ガラス一枚をつくり出したが、これにとどまり、明治 34（1901）年、工場は閉鎖された。 

 

何度も試みられた窓ガラス製造は、依然として上手くいかない状況であった。しかし、需要は増加し、

明治 34（1901）年に「窓硝子製造保護奨励に関する建議案」が帝国議会に提出され、明治 35（1902）

年に可決した。 

政府は、再び官営事業として、窓ガラス製造の方針をたて、基礎調査を行った。その後、板ガラスの

製造を官営とするか、民営とするか議論され、最終的に民営とすることとした。そして、株式会社を設

立させ、保護金を下付し、民間の融資に会社の設立を勧誘した。 

明治 35（1902）年、会社の設立に着手し、西村勝三らが、補助金下付願いを出した。ところが、議会

は、対露問題に絡み、無期延期になってしまった。 

 

・軌道に乗り出したガラスの製造 

品川硝子製造所で窓ガラスの試製に従事し、日本硝子会社（大阪天満）でも職長を務めた島田孫市は、

後に、日本硝子会社の工場を買収した。明治 35（1902）年、ガラス器具製造のかたわら、窓ガラスの試



製に着手し、不完全ながらも多尐の製品を出し、商標を付して市場に販売した。これが、国産窓ガラス

の市場にあらわれた最初である、と文献(2)に示されている。 

明治 38（1905）年、岩崎俊弥は事業拡張を検討していた島田を知り、明治 39（1906）年に大阪島田

硝子製造合資会社を設立した。その後、岩崎は、窓ガラス製造には大阪天満の工場の敷地は狭隘であり、

島田との合資会社形態では資金的に困難と考えた。 

そこで岩崎は、新たに、明治 40（1907）年、兵庫尼崎に旭硝子株式会社を設立した。そして、明治

43（1910）年 1月、赤菱や黒菱の商標を付し、本格的に売り出された。この当時もまだ、息を吹きなが

らガラスの円筒を作り、縦に切って平らにする手吹式円筒法と呼ばれる、初期の方法で生産されていた。

文献(2)に詳述されている。 

 

・品川の地 

 品川の地は、ガラス製造の地として、以下の経緯を辿った。 

明治 6（1873）年に興業社が設立し、明治 9（1876）年に官営となり、明治 17（1884）年に民間に払

い下げられ、明治 18（1885）年に西村勝三に売興され、明治 21（1888）年に有限会社品川硝子会社と

して運営されるが、明治 25（1892）年に解散する。 

明治 33（1900）年に品川硝子会社の工場を譲り受けた

岩城により窓ガラス 1枚が造りだされた。 

後に、明治 41（1908）年、この工場は、三共合資会社

（現､第一三共株式会社）が買収し、製薬工場となった。

昭和 9（1934）年には、陸王モーターサイクル会社の工

場となりオートバイ製造工場となるが、昭和 35（1960）

年、再び三共株式会社（現､第一三共株式会社）の工場

となった。 

 

また、品川の地は、耐火れんが製造の地としても、以下の経緯を辿った。 

深川工作分局が民間に払い下げられ、この内、耐火れんが製造工場について、明治 17（1884）年に西

村勝三に交付された。西村は深川の地に伊勢勝白煉瓦製造所として運営したが、明治 20（1887）年に品

川硝子製造所の用地に移り、品川白煉瓦製造所と改称した。明治 21（1888）年には、製造所内のガラス

試験所の土地及び建物を、耐火れんがの製造工場にあてて製造を開始したと、文献(8)に記されている。

品川白煉瓦株式会社（現、品川リフラクトリーズ株式会社）の品川本社工場として昭和 2（1927）年ま

で稼働し、閉鎖後の昭和 3（1928）年に設備を川崎市に移転した。 

 

現在、この地の一角を三共株式会社（現､第一三共株

式会社）から提供され、官営品川硝子製造所跡の史跡の

碑が建っている。 

品川硝子製造所跡の史跡のすぐ奥にある東海寺大山

墓地には、ガラスや耐火れんがの製造に携わった西村勝

三（1836～1907）の墓がある。 

 

 

図 8 品川工作分局跡地から目黒川の対岸を望む  

図 9 東海寺大山墓地 西村勝三 墓  
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