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概要
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作

2017年10月28日 . 思春期から村を出るまでおっ、日記を検閲とは立派な帝国陸軍士官学校式
教育ですね！ 目指す方向性はどこにあるのかな？ なんて思わず皮肉がこぼれる『ユートピア』を目
指したディストピアの物語。自由万歳(；∀；) amazon.co.jp/%E3%81%95%E3%8… 同志カルロ・
ゼン＠カフェイン @sonzaix 2017-10-27 21:45:17. ２３：人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴
史と製鉄の原理こんな現実いやだ。異世界へいくべ……って転地療養を試す前にこちらをどうぞ。
鉄を実際に作ってみた先生の物語.

4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか?アナトリアの最古の製鉄法から現代の製鉄法、さら
に日本固有の「たたら製鉄」も紹介しながら、鉄作りの秘密に迫る。
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか?アナトリアの最古の製鉄法から現代の製鉄法、さら
に日本固有の「たたら製鉄」も紹介しながら、鉄作りの秘密に迫る。
【無料試し読みあり】「人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理」（永田和宏）
のユーザーレビュー・感想ページです。ネタバレを含みますのでご注意ください。
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理:永田和宏:講談社:新書・文
庫:9784065020173:4065020174 - 本のネット通販はBOOKFAN (本店) by eBookJapanで。
BOOKFAN (本店) by eBookJapanは株式会社イーブックイニシアティブジャパンが運営する、本、
電子書籍、雑誌、CD、DVD、Blu-rayを取り扱うオンライン書店(ネット通販)サイトです。送料無料
キャンペーン中です。
全 12 件中1 - 5件 1. 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス
B-2017 永田 和宏∥著 講談社 2017.5 貸出○ 2. 錆の科学 B&Tブックス 堀石 七生∥著 日刊
工業新聞社 2015.5 貸出○ 3. ステンレス 現場で生かす金属材料シリーズ 橋本 政哲∥著 工業
調査会 2007.10 貸出○ 4. 鉄理論=地球と生命の奇跡 講談社現代新書 1778 矢田 浩∥著 講
談社 2005.3 貸出○ 5. クルップ 鉄鋼 技術の歴史‐産業革命から原子力へ‐ 4 井野川 潔∥著 芦
田 木馬∥え けやき書房 1987.6 貸出○
無料でダウンロードできるPDF 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルー
バックス), 電子書籍を無料でダウンロードする手順 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史
と製鉄の原理 (ブルーバックス), Book Share ZIP 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と
製鉄の原理 (ブルーバックス), 「小説を読もう! 」Androidアプリのレビュ 人はどのように鉄を作ってきた
か 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス). Image de 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年
の歴史. 人はどの.
アメリカ合衆国が急速な工業化を果たしたのには、様々な要因、条件が貢献しており、例えば、広
大な土地と労働力、気候の多様性、航行可能な運河・川・海岸水路の多様で豊富な存在、安
価なエネルギーを得ることを可能とする豊かな天然資源、迅速な輸送力および資本力が挙げられ
る。 多くの歴史家に拠れば、経済と技術が大きく発展したのは18世紀の終わりから20世紀初頭の
間に起こったということで一致している。この期間、国全体が原始的な農業経済から世界の工業生
産の3分の1以上を生み出すような最大の.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理[永田和宏-講談社]を読むならドコモ
のdブック。人気のコミック、小説、実用書など電子書籍はドコモのdブック【公式サイト】。3キャリア対
応、無料の試し読みも豊富です。多彩なジャンルの電子書籍を簡単に利用できるdブック！
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、
反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」も紹介しな
がら、鉄作りの秘密に迫る。
いに役立った。港での原料の荷揚げにはグラブバケットアンローダを用いていたが、落鉱がなく安定操
業の可能. な連続アンローダが開発され、これが主流となってきた。 労働生産性、環境の問題は引
き続き大きな課題である。製鉄所の中で一番汚いと言われる原料 .. 3. 製鉄業における輸送技術
の系統化調査. 鉄を作る工程は製造する製品によって若干異なるが. おおよそ図1.1のようになって
いる。特に製鋼工程ま. でのいわゆる上工程はどの製鉄所でもほとんど同じで. ある。鉄鉱石、石
炭、その他の材料に数多くの工程を.
Log out Login. Clear text. Search Result Details. Previous Next. 人はどのように鉄を作ってきたか.
4000年の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス B-2017; 講談社 2017.5; 永田 和宏∥著. Holdings:
1, Checked Out: 0. Available for Loan: 1, Holds: 0. Reserve. Holdings; Details. Item Status. 池
田町図書館 <2112297664> Available / 2F / / /564.0/ﾅ/ / None. Detailed Information. ISBN-10,

4-06-502017-3. ISBN-13, 978-4-06-502017-3. Title (Kana), ﾋﾄ ﾜ ﾄﾞﾉﾖｳﾆ ﾃﾂ ｵ ﾂｸｯﾃ ｷﾀｶ.
Subtitle (Kana), ﾖﾝｾﾝﾈﾝ ﾉ.
Read 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 by 永田和宏 with Rakuten
Kobo. 4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。
温度計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか? 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平
炉、反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本.
たたら製鉄と日本刀鋼材の歴史的な考察. . 製 錬 (製 鉄) 酸化鉄(鉄鉱石・粉鉱)を薪・木炭・
コークスなどで燃焼して酸化鉄の酸素を奪って(還元)鉄を造る。これを「製錬」という。 400～
1,000℃の低温還元だと海綿状低炭素の塊鉄(海綿鉄)、1,150℃前後まで上昇すると銑鉄と半溶
融した粘い錬鉄が生じ、更に温度が上昇すると流動性銑鉄(ずく)が生成される。又、低温還元で
は固溶元素が .. ていたことになる。チグリス・ユーフラテス河三角州地帯の前5,000～4,000年の遺
跡から斧、槍先などの中型銅製品が見つかった。
４０００年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はな… Ponta
ポイント使えます！ | 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス |
永田和宏 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784065020173 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろ
いろ選べ､非常に便利です！
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理/永田和宏」の通販なら
LOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖
房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、
1900円以上で基本配送料無料です。
金属が語る日本史 : 銭貨・日本刀・鉄炮 / 齋藤努著. 3, bookplus, 人と金属のあゆみ / 原善四
郎著 ; 長崎誠三編. 4, bookplus, 日本製鉄史論 : たたら研究会創立十周年記念論集 / たたら
研究会編. 5, bookplus, 人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の原理 / 永田和
宏著. 6, bookplus, 採鉱冶金. 7, bookplus, 金属と人間の歴史 : 日本人がつくりだしたもの,草薙
剣・奈良大仏・日本刀・種子島 / 桶谷繁雄著. 8, bookplus, 採鉱と冶金 / 山口啓二 [ほか] 執
筆. 9, bookplus, 信濃の鉄 / 今井泰男著.
2017年5月14日 . 9784062884273. □2017年5月発行 講談社現代新書『戦争の日本古代史 好
太王碑、白村江から刀伊の入寇まで』 倉本一宏（著） 9784062884280. □2017年5月発行 ブルー
バックス『人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理』 永田和宏（著）
9784065020173. □2017年5月発行 ブルーバックス『お茶の科学 「色・香り・味」を生み出す茶葉の
ひみつ』 大森正司（著） 9784065020166. □2017年5月発行 ブルーバックス『三つの石で地球がわ
かる 岩石がひもとくこの星のなりたち』
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、
反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」も紹介しな
がら、鉄作りの秘密に迫る。
2017年10月16日 . 製鉄の歴史４０００年、興味深いものがある。 素材として４０００年もの間使わ
れ続けた鉄。当たり前だがその製法原理は昔から変わっていない。 しかし、和鋼の素晴らしさは格
段であることを改めて認識する。 和鋼の歴史をまとめておく。 ６C後半 製鉄伝来 長方形箱型炉
中国・九州に分布８C 半地下式縦型シャフト炉 静岡以東に分布８C末 赤鉄鉱石（ヘマタイト）が
枯渇 砂鉄に移る１２C たたら大型化１７C半 送風装置開発 のたたら多く作られる江戸時代 高殿
システム 運送手段の発達１６９１ 天秤たたらの.

2017年10月17日 . 小説『冷蔵庫を抱きしめて』荻原浩、専門書『人はどのように鉄を作ってきたか
4000年の歴史と製鉄の原理』永田和宏、漫画『107号室通信』カシワイ. 小説『冷蔵庫を抱きしめ
て』荻原浩. 専門書『人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理』永田和宏. 漫
画『107号室通信』カシワイ. tagPlaceholderカテゴリ：. プライバシーポリシー | サイトマップ (c) 2017arasujicho. ログアウト | 編集.

人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理. 欲しいものリストに入れる. 本体価
格 1,000円. 税込価格 1,080円. 在庫あり. JANコード :4065020174. 本商品はお取扱いショップサ
イトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップ
サイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫
数、商品詳細、ご購入、配送方法はお取扱いショップサイトでご確認ください。 商品により、購入
可能な最小・最大個数が設定されて.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 永田和宏 お茶の科学 大森正司 自
閉症の世界 多様性に満ちた内面の真実 スティーヴ・シルバーマン、 正高信男 三つの石で地球が
わかる 藤岡換太郎 (光文社新書)2017/5/17 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 効かない
健康食品 危ない自然・天然 松永和紀 資生堂 ヒットを導く需要予測 品切れ・過剰在庫を防ぐに
は? 山口 雄大 ドキュメント 金融庁vs.地銀 生き残る銀行はどこか 読売新聞東京本社経済部
天気痛 つらい痛み・不安の原因と治療方法
2017年5月21日 . 【新刊】ブルーバックス『人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の
原理』（永田和宏 1080円）発売。鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、反射炉、たた
ら……古代から現代までの製鉄法と、その技術を探る.
2017年10月17日 . 小説『冷蔵庫を抱きしめて』荻原浩、専門書『人はどのように鉄を作ってきたか
4000年の歴史と製鉄の原理』永田和宏、漫画『107号室通信』カシワイ. 小説『冷蔵庫を抱きしめ
て』荻原浩. 認知症、介護離職、孤独な世話。 恋人もキャリアも失った。 母のせいで――。 圧倒
的な現実の果てに、ほのかな希望がにじむ共感の話題作! 幸せなはずの新婚生活で摂食障害が
ぶり返した。 原因不明の病に、たった一人で向き合う直子を照らすのは(表題作)。 DV男から幼い
娘を守るため、平凡な母親がボクサーに。
あった。ここでは，炭素だけでできている物質について，どのような種類があり，どのように応用されて
いるか，. さらに炭素材料の性質がどういう原理に基づいているか，についてお話しする。 1 ダイヤモ
ンドとグラファイト. 炭素は原子番号６の元素であり，１個の .. 使わなかった 2p 軌道は，π 電子. とし
て弱い共有結合（π結合）をσ 結合に加えて作り，二. 重結合（C=C）や三重結合（C C）を作る。
大きなダイヤモンドやグラファイトの天然結晶は，大変. 希少で貴重なものである。それは，炭素の
融点が物質最高. （4000 度）で.
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理/永田和宏のセル本は【TSUTAYA
店舗情報】です。
2017年6月12日 . 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス).
参考価格：￥ 1,080. [作者] 永田和宏. [発売日] 2017-05-17. [販売] 講談社. □ 当サイト 超オス
スメのレンタルサーバーへどうぞ□. [関連商品] この商品を買った人はこんな商品も買っています. 三
つの石で地球がわかる 岩石がひもとくこの星のなりたち (ブルーバックス). 参考価格：￥ 994. 戦争の
日本古代史 好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで (講談社現代新書). 参考価格：￥ 950. お
茶の科学 「色・香り・味」を生み出す.
名称, 書誌情報. 書名, ﾋﾄ ﾜ ﾄﾞﾉﾖｳﾆ ﾃﾂ ｵ ﾂｸｯﾃ ｷﾀｶ. 人はどのように鉄を作ってきたか. 副書名,
ﾖﾝｾﾝﾈﾝ ﾉ ﾚｷｼ ﾄ ｾｲﾃﾂ ﾉ ｹﾞﾝﾘ. ４０００年の歴史と製鉄の原理. 叢書名, ﾌﾞﾙｰ ﾊﾞｯｸｽ. ブルー
バックス. 著者名１, ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ. 永田 和宏／著. 出版者, ｺｳﾀﾞﾝｼｬ. 講談社. 件名, ﾃﾂ-ﾚｷｼ.
件名, 鉄－歴史. 出版年, 201705. 分類, 564.02. ページ, ２５４ｐ. サイズ, １８ｃｍ. ＩＳＢＮ, 4-06502017-3. 内容紹介, 人類が鉄を作り始めて約４０００年。温度計すらない時代、人々はどのよう
に製鉄法を知ったのか。アナトリアで発見された製鉄法から.
なにも使用されるようになったのでしょうか。これ. からその理由をひも解きたいと思います。 鉄器時代
の夜明けは紀元前 2000 年頃といわれ. ています。それから今日まで 4000 年近くも続い. ている秘
密（原因）は何なのでしょうか。 これから人類の歴史を道具、あるいは金属文化. の変遷として捉
え、どのように進展してきたか、一. 緒に考えていきましょう。 私たちの祖先がこの世に姿を現したの
は、およそ. 200 万年前のことです。 この原始の時代の人間は強大な他の動物を抑え. て、どのよう
に生き延びてきたのでしょうか。
2017年5月24日 . ブルーバックス人はどのように鉄を作ってきたか―４０００年の歴史と製鉄の原理

永田 和宏【著】 内容説明４０００年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を
与えた物質はない。温度計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？アナトリアの最古の製
鉄法から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」も紹介しながら、鉄作りの秘密に迫る。
目次古代人になって鉄を作ってみよう「鉄を作る」とはどういうことか製鉄法の発見ルッペの製造最古
の高炉遺跡―ラピタン古代・前.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス)』(永田和宏) のみん
なのレビュー・感想ページです(3レビュー)。作品紹介・あらすじ：鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、
転炉、平炉、反射炉、たたら……古代から現代までの製鉄法と、その技術を探る。 人類が鉄を作
り始めて4000年。「鉄」ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計もない時代に、
どのように…
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 - 永田和宏 - 教育・教養』の電子
書籍ならシャープのGALAPAGOS STORE。スマホ、タブレット、PCで読める。お得なポイントと安心
のネット書庫管理。まずは無料試し読み！
ＩＳＢＮ, 4-06-502017-3. 13桁ISBN, 978-4-06-502017-3. 書名ﾖﾐ, ﾋﾄ ﾜ ﾄﾞﾉﾖｳﾆ ﾃﾂ ｵ ﾂｸｯﾃ ｷﾀｶ.
副書名ﾖﾐ, ﾖﾝｾﾝﾈﾝ ﾉ ﾚｷｼ ﾄ ｾｲﾃﾂ ﾉ ｹﾞﾝﾘ. 著者ﾖﾐ, ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ. 叢書名ﾖﾐ, ﾌﾞﾙｰ ﾊﾞｯｸｽ. 分
類記号, 564.02. 価格, ¥1000. 出版社(出版者)ﾖﾐ, ｺｳﾀﾞﾝｼｬ. 大きさ, 18cm. ﾍﾟｰｼﾞ数, 254p. 一
般件名, 鉄 歴史. 抄録, 人類が鉄を作り始めて約4000年。温度計すらない時代、人々はどのよう
に製鉄法を知ったのか。アナトリアで発見された製鉄法から現代までの製鉄法、さらには日本固有
のたたら製鉄の技術を解説し、その謎を明らかに.
No. 所在場所, 置き場所, 分類, 図書記号, 巻冊記号, 資料コード, 形態, 状態, 禁帯. 1, あさご
森の図書館, 一般閲覧コーナー, 564.0, ナ, 310381694, 一般, 在架. 詳細情報. 名称, 書誌情報.
書名, ﾋﾄ ﾜ ﾄﾞﾉﾖｳﾆ ﾃﾂ ｵ ﾂｸｯﾃ ｷﾀｶ. 人はどのように鉄を作ってきたか. 副書名, ﾖﾝｾﾝﾈﾝ ﾉ ﾚｷｼ ﾄ
ｾｲﾃﾂ ﾉ ｹﾞﾝﾘ. ４０００年の歴史と製鉄の原理. 叢書名, ﾌﾞﾙｰ ﾊﾞｯｸｽ. ブルーバックス. Ｂ－２０１７.
著者名１, ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ. 永田 和宏／著. １９４６年岐阜県生まれ。東京工業大学大学院理工
学研究科博士課程修了。同大学名誉教授。京都造形.
名称, 書誌情報. 書名, 人はどのように鉄を作ってきたか. 副書名, ４０００年の歴史と製鉄の原理.
叢書名, ﾌﾞﾙｰ ﾊﾞｯｸｽ. ブルーバックス. Ｂ－２０１７. 著者名１, 永田 和宏／著. １９４６年岐阜県
生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。同大学名誉教授。京都造形芸
術大学客員教授。工学博士。鉄冶金学の研究からたたら製鉄および古代製鉄の技術を研究。
出版者, 講談社. 出版年, 201705. 分類, 564.02. ページ, ２５４ｐ. サイズ, １８ｃｍ. ＩＳＢＮ, 978-406-502017-3. 価格, 1000. 内容紹介, 人類が鉄を作り.
2017年5月17日 . 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス)の
詳細です。講談社が販売しています。価格は￥ 1080です。アイテムの詳細やクチコミ情報を知るこ
とができます。
2017年5月16日 . 4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物
質はない。温度計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱
炉、転炉、平炉、反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たた
ら製鉄」も紹介しながら、鉄作りの秘密に迫る。
2017年6月21日 . 分厚さ自体は異質ではないが、こうした本は別の装幀で、昨今の例でいえば文
藝春秋などから出るものじゃないかなと思ったが、その時点で、おそらく文藝春秋では売れないかなと
も思った。とはいえ、それでもブルーバックスでこれを読むのは異質感はある。読み進めればわかるがこ
の本はまずもって歴史の本であり、言い方は悪いが、理系的な本ではない。ブルーバックスの近著で
も『人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理』(参照)のように理系的な歴史の
書籍はあるが（この本.
2017年6月23日 . 4, うつヌケ－うつトンネルを抜けた人たち－, 馬込図書館, 予約中です, 16, 127,
2017年5月7日. 5, マンション格差（講談社現代新書 ２３８８）, 馬込図書館, 予約中です, 9, 6,
2017年5月8日. 6, 脳には妙なクセがある（扶桑社新書 １５４）, 馬込図書館, 予約中です, 2, 3,
2017年5月12日. 7, スタンフォード式最高の睡眠, 馬込図書館, 予約中です, 7, 94, 2017年6月20

日. 8, 人はどのように鉄を作ってきたか－４０００年の歴史と製鉄の原理－（ブルーバックス, 馬込図
書館, 予約中です, 4, 1, 2017年6月23日.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス). 2017-6-8. 人はどの
ように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) 永田 和宏 講談社 発売日 :

2017/05/17 asin : 4065020174 isbn : 9784065020173.
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) B071FG2XR2
eBooks(Kindle版) Amazonと楽天市場とyahooショッピングでの在庫あり商品の価格比較に。最安
値を探しやすい。JANコード検索やAmazonの商品コードASINからJANコード検索もできます。
人はどのように鉄を作ってきたか. 永田和宏 （ながた・かずひろ）. ４０００年の歴史と製鉄の原理 . そ
の和釘の表面は黒錆びで覆われているが、錆びは進行しておらず、曲がりさえ直せば再度使えると
言われている。１７７９年に作られた英国のアイアンブリッジや、１８８９年に完成したフランスのエッフェ
ル塔も健在で、これらは前近代的製鉄法で製造された銑鉄（せんてつ）や錬鉄（れんて . その原理
を基に考古学で明らかにされているデータから、４０００年にわたって、人がどのようにして鉄を作ってき
たのかを探究してみよう。
2017年5月16日 . 永田和宏の「人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理の無
料サンプルを閲覧または購入。このブックは iPhone、iPad、iPod touch、または Mac 上で iBooks を
使って読むことができます。
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、
反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」も紹介しな
がら、鉄作りの秘密に迫る。
商品概況. 在庫：在庫あり。 マーケットプレイス：7個の新品があります。カート内の値段表記が異な
る場合はマーケットプレイス品を確認して下さい。 売上ランキング：8252位. 関連商品: 知られざる
鉄の科学 人類とともに時代を創った鉄のすべてを解き明かす (サイエンス・アイ新書) · 三つの石で
地球がわかる 岩石がひもとくこの星のなりたち (ブルーバックス) · 鉄から読む日本の歴史 (講談社
学術文庫) · お茶の科学 「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ (ブルーバックス) · 戦争の日本
古代史 好太王碑、白村江から刀伊の.
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス). Kindle版; 講談
社; 4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度
計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平
炉、反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」も紹
介しながら、鉄作りの秘密に迫る。
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか? 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、反
射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の｢たたら製鉄｣も紹介しなが
ら、鉄作りの秘密に迫る。au公式の電子書籍ストア「ブックパス」です。月額562円(税抜)の読み放
題プランに入会すれば雑誌やマンガ、写真集など豊富なジャンルの本が読み放題でお楽しみいただ
けます！
[書籍]/人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス)/永田和宏/
著/NEOBK-2096516のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・
通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集
合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントや
クーポンを使ったお買い物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 [ブルーバックス] 著者:永田 和宏 発
行:講談社の書籍情報|本の虫は、本を探す、買う、無料で借りる、読んだ本…
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理/永田和宏」（ブルーバックス）の電子
書籍はソニー【Reader Store】。4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響
を与えた物質はない。温度計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか? 鋼、玉鋼、錬鉄、銑

鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、反射炉──アナトリアの最.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) 人気順の商品情報.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理（講談社） [電子書籍]の通販ならヨド
バシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポ
イント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
どのようにに関連した本. アタマとカラダで理解する! コンピュータプログラムはどのように動くのか? 川俣
晶 技術評論社; 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) 永
田 和宏 講談社; どのような教育が「よい」教育か (講談社選書メチエ) 苫野 一徳 講談社.
2017年6月12日 . 【楽天ブックスならいつでも送料無料】人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の
歴史と製鉄の原理 （ブルーバックス） 価格 : 1080円ブルーバックス 永田 和宏 講談社ヒトハドノヨウ
ニテツヲツクッテキタカヨンセンネンノレキシトセイテツノ.
図書 貸出可能. 1. 人はどのように鉄を作ってきたか. 4000年の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス B2017 永田 和宏ǁ著講談社 2017.5 · 図書 貸出可能. 2. あなた. 河野裕子歌集 河野 裕子ǁ著
永田 和宏ǁ編 永田 淳ǁ編 永田 紅ǁ編岩波書店 2016.8 · 図書 貸出可能. 3. あの午後の椅子.
永田 和宏ǁ著白水社 2016.7 · 図書 貸出可能. 4. 人生の節目で読んでほしい短歌. NHK出版
新書 456 永田 和宏ǁ著. NHK出版 2015.3 · 図書 貸出可能. 5. NHK短歌作歌のヒント. 新版
永田 和宏ǁ著. NHK出版 2015.2 · 図書
タイトル, 人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の原理. 著者, 永田和宏 著. 著
者標目, 永田, 和宏, 1946-. シリーズ名, ブルーバックス ; B-2017. 出版地（国名コード）, JP. 出版
地, 東京. 出版社, 講談社. 出版年, 2017. 大きさ、容量等, 254p ; 18cm. 注記, 文献あり 索引あ
り. 注記, NDC（9版）はNDC（10版）を自動変換した値である。 ISBN, 9784065020173. 価格,
1000円. JP番号, 22910239. トーハンMARC番号, 33604309. 出版年月日等, 2017.5. 件名（キー
ワード）, 鉄--冶金--歴史. NDLC, DL365.
永田和宏「人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理」感想。 ブルーバックス。
2017年06月05日読了。 2017/06/12 13:15:00. 立ち読みしてから買ったのだが、ちょっと思っていたの
と違う内容だった。 昔日本で使われていた、たたら炉は木炭を用い、ふいごを使って酸素を送り込む
ことで高温を発生させる。鉄は鉄鉱石ではなく砂鉄を用いるので、砂鉄が良くとれる川岸に近い場
所に炉があった。 炉の高さは○○cm、幅は〇〇cm、地上から○○cmの所に羽口という空気綱があり
そこから空気（酸素）を.
Amazonで永田 和宏の人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバック
ス)。アマゾンならポイント還元本が多数。永田 和宏作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届け
も可能。また人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス)もアマゾ
ン配送商品なら通常配送無料。
人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の原理. フォーマット: 図書; 責任表示: 永田
和宏著; 言語: 日本語; 出版情報: 東京 : 講談社, 2017.5; 形態: 254p, 図版 [4] p : 挿図 ;
18cm; 著者名: 永田, 和宏(1946-) <DA10551634>; シリーズ名: ブルーバックス ; B-2017
<BN00081030>; 書誌ID: BB23628710 CiNiibooks.
読み取り無料 PDF、ePub、Mobi スマート フォンで無料の書籍の多くのカテゴリーで日本語で 人は
どのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) を本します。
ログアウト ログイン. Clear text. 検索結果詳細. 前へ 次へ. 人はどのように鉄を作ってきたか. 4000年
の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス B-2017; 講談社 2017.5; 永田 和宏∥著. 蔵書数: 1冊, 貸出
数: 0冊. 貸出可能数: 1冊, 予約件数: 0件. 予約する 本棚に登録する. 所蔵; 詳細. 資料の状
況. 向日市立図書館 <101443526> 貸出可 / 技術 / / /564/ﾅ/ / 帯出可. 詳細情報. ＩＳＢＮ, 406-502017-3. 13桁ISBN, 978-4-06-502017-3. 書名ﾖﾐ, ﾋﾄ ﾜ ﾄﾞﾉﾖｳﾆ ﾃﾂ ｵ ﾂｸｯﾃ ｷﾀｶ. 副書名
ﾖﾐ, ﾖﾝｾﾝﾈﾝ ﾉ ﾚｷｼ ﾄ ｾｲﾃﾂ ﾉ ｹﾞﾝﾘ. 著者ﾖﾐ, ﾅｶﾞﾀ.
2017年6月12日 . 永田和宏「人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理」感
想。 ブルーバックス。2017年06月05日読了。 立ち読みしてから買ったのだが、ちょっと思っていたのと
違う内容だった。 昔日本で使われていた、たたら炉は木炭を用い、ふいごを使って酸素を送り込むこ

とで高温を発生させる。鉄は鉄鉱石ではなく砂鉄を用いるので、砂鉄が良くとれる川岸に近い場所
に炉があった。 炉の高さは○○cm、幅は〇〇cm、地上から○○cmの所に羽口という空気綱がありそこ
から空気（酸素）を送り込む.
全 8 件中1 - 5件 1. 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス
B-2017 永田 和宏∥著 講談社 2017.5 貸出○ 2. 鉄のまほろば 山陰たたらの里を訪ねて 山陰中
央新報社∥編 山陰中央新報社 2016.5 貸出○ 3. 錆の科学 B&Tブックス 堀石 七生∥著 日刊
工業新聞社 2015.5 貸出○ 4. 美鋼変幻 たたら製鉄と日本人 黒滝 哲哉∥著 日刊工業新聞社
2011.3 貸出○ 5. 鉄の時代史 佐々木 稔∥著 雄山閣 2008.4 貸出○ [1] 先頭へ[4] 前へ[6] 次へ
[3] 最終へ.
2017年11月10日 . 思った以上に本格系の内容だった。 三行感想 ・鉄腕DASHは反射炉作るん
だよなぁ……2基あると便利っぽいけど ・使えないとか足りないとか欠点を補う工夫が独自性へ発展
するんだろうな ・歴史の本かなと思って読み始めると「つっっ！」みたいな気分になる 人はどのように
鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバッ…
有隣堂の店頭在庫検索『人はどのように鉄を作ってきたか-４０００年の歴史と製鉄の原理』の書籍
詳細です。
大橋, 周治(1915-). 岩波書店. 2 図書 人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の
原理. 永田, 和宏(1946-). 講談社. 8 図書 古代の製鉄. 山本, 博(1903-). 学生社. 3 図書 鉄の
歴史と化学. 田口, 勇(1935-). 裳華房. 9 図書 鉄の社会史. 斎藤, 潔(1939-). 雄山閣出版. 4 図
書 たたら製鉄の近代史. 渡辺, ともみ(1932-). 吉川弘文館. 10 図書 日本製鉄史論集. たたら研
究会. たたら研究会. 5 図書 仙台戊辰史. 藤原, 相之助, 日本史籍協会. 東京大學出版會. 11
図書 日本古代の鉄生産. たたら研究会. 六興出版.
The latest Tweets from しまぞう (@schima_zou). 刀剣乱舞、文アル、MMD。20↑。本、漫画、美
術、石、星、植物。雑多です.
Amazonで永田和宏の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた
電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいた
だけます。
BOOK DATABASEは読書好きの読書好きによる読書好きの為の本のランキングサイトです。ジャ
ンル別での閲覧も可能なのでお好みの本がきっと見つかります。 人はどのように鉄を作ってきたか
4000年の歴史と製鉄の原理 | BOOK DATABASE.
2017年9月18日 . あと、炭素含有量と硬さの関係は知ってた気がするけど、融点が変わるのは知ら
なかったかもしれない（多いほど融点は下がる。金属というのは不純物が含まれるとだいたい下がるっ
ぽいけど、文系人間なのでよく知らん）。炭素をはじめ、混合によって性質が変わることは人間の歴
史にとっていろいろ絶妙だったのがわかった。 面白かったので、鉄の性質と歴史は別の機会にまとめな
おそうかと思う。 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス). 作
者: 永田和宏; 出版社/.
2017年10月31日 . 原始の技術の実践して先人たちの知恵を現代に呼び起こし映像に記録する
Primitive Technology(プリミティブ・テクノロジー)というYouTubeチャンネルがあります。 圧倒的なチャ
ンネル登録者数で毎回無言で黙々と作業するだけのシンプルな構成ですが、逆にそれが言語の壁
を突破して世界中で支持されいる理由でしょう。 白人男性がまさしく裸一貫で森にあるものを使っ
て生活するための小屋や道具を作るには、知識と経験と場所が無いと容易に真似出来ないため独
自コンテンツとして確立しています。
【TSUTAYA オンラインショッピング】人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理/
永田和宏 Tポイントが使える・貯まるTSUTAYA/ツタヤの通販サイト！本・漫画やDVD・CD・ゲー
ム、アニメまで人気の付録・特典やおすすめの新作・予約受付、ランキング・発売日情報まで盛りだ
くさん！
金属生産量の歴史(1) 鉄. 新井. 前回は、19世紀以降の金属地金の生産量推移ある. いは現在
の生産額について簡単にレビューした。今. 回からは、予告どおり世界各地・各時代の各種金属. ど
うも世の中にそんな表や資料を作った方はいない. なか骨の折れた .. ように進んでいた鋳鉄の技術

は、前. 漢時代には炊鋼法という画期的な技術につながった。 原理的には、現在の製鉄技術に近
い方式であり、溶. かした銃鉄に空気を送りながら錬鉄を製造する間接. 製鉄法で、当時としてはき
わめて進んだ技術水準に. あった。
商品概要. 商品名：人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス).
ランキング：7123位. 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄. もっと見る
play_circle_filled. 写真ギャラリー. クリックで拡大写真が見られます。 商品レビュー・口コミ. 実際
に、この商品を購入した方の評価をご覧ください。 お探しの商品はありましたか？ キーワードを入力
して、商品をお探しください。 こちらの商品はいかがですか？ search キーワード. watch メーカー あ
行. アディダス · イッセイミヤケ.
４０００年の歴史と製鉄の原理 ブルーバックス; 講談社 2017.5; 永田 和宏∥著. 蔵書数: 1冊, 貸
出数: 0冊. 貸出可能数: 1冊, 予約件数: 0件. 所蔵; 詳細. 資料の状況. 図書館 <111770855>
貸出可 / 一般・一階 / / /564.0/ﾅ/ / 帯出可. 詳細情報. ＩＳＢＮ, 4-06-502017-3. 13桁ISBN, 9784-06-502017-3. 書名ﾖﾐ, ﾋﾄ ﾜ ﾄﾞﾉﾖｳﾆ ﾃﾂ ｵ ﾂｸｯﾃ ｷﾀｶ. 副書名ﾖﾐ.
2017年12月5日 ·. 【鉄の歴史村フォーラム2017「なぜ今、たたら製鉄か」その２】. 今年度の講演が
終わると、雲南夢ネットでおなじみ！LiLica*さんのライブです。これが今回のフォーラムテーマと相乗
して、会場内がとてもいい雰囲気です。私もCDを購入させていただきました！ その後、 . 新しくどの
ようなかたちでたたら製鉄を活かした事業を展開し、発信していくか。 . 今年度より３年間シリーズ
「たたら製鉄の新地平」と題し、たたら製鉄における技術革新を中心に取り上げていきますが、第一
回目・今年の講演はふたつ。
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス)のご購入はオンライ
ン通販Amazon＆楽天の売れ筋人気商品ランキングで。1500円以上のご注文で国内無料配送。
外国映画、日本映画からアニメ、音楽、お笑いまで、豊富な品揃え！大変お買い得です！
2017年6月2日 . 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス)の感
想・レビュー一覧です。
別書名, 異なりアクセスタイトル:人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の原理. 巻
次, ISBN:9784065020173 ; PRICE:1000円 (税別). 大きさ, 254p, 図版 [4] p : 挿図 ; 18cm. 本文
言語, 日本語. 一般注記, 図版内訳: 巻頭図版4p 参考文献: p249-250. 件 名, NDLSH:鉄 -冶金 -- 歴史 全ての件名で検索. 分 類, NDC9:564.02. NDC9:566. 書誌ID, 1000230699. ISBN,

9784065020173. NCID, BB23628710.
2016年11月17日 . いて鋳造工学的立場から、詳細な研究を日本銃砲史学会. と共に行うことと
なった。 ※1 キュポラ：コークスの燃焼熱を利用して、チルし. ない鋳鉄の溶湯を得るための炉。日本
に最初にでき. たのは長崎製鉄である。原理的には高炉と同じ原理 ... 2.2 反射炉の歴史的位置
づけ. 前述したように、イギリスでダービ 2 世が高炉により、. シリコンの高い加工できる鋳鉄製造を可
能にしたのは. 1735 年である。ダービ 2 世がつくった加工できる鋳鉄は. 蒸気機関の最も重要な材
料となり、この蒸気機関は、高.
2017年5月17日 . 読書の記録・管理・共有ができるWebサービスです。本や雑誌のほかにも、CD、
DVD、ゲーム等のアマゾン取扱品、iPhoneアプリ、Webサイトのブックマーク、独自アイテムなど、いろ
いろな情報メディアが一括管理できます。
人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) · 永田和宏. 講談
社. グループ：eBooks. ランキング：9704. 発売日：2017-05-26. 只今品切れ中. レビュー（内容紹
介）. 4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温
度計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平
炉、反射炉──アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」も紹
介しながら、鉄作りの秘密に迫る。
新刊.netで新刊を探そう! 2017年5月26日 人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄
の原理 (ブルーバックス) 永田和宏 講談社 Kindle版.
2011年3月31日 . めて多様です（図 6）。ただし原理的にはいたって単純. で、加熱した鉄素材どう
しをくっつける作業（鍛接）と、. 熱処理（焼き入れ）、研ぎの三つの要素から成り立って. います。 4 た

たら炉断面. 6 鍛冶 単式鞴（インド、オリッサ州）. 5 直接製鉄炉内反応 .. などと違って鉄は天然に
は存在しない（隕鉄を除く）. ものなので、その開発利用までには比較的長い時間が. かかりました。
人類が初めて利用した鉄は隕鉄（図 18a, b）であり、. 製錬・鍛冶の歴史. 人類がどのようにして鉄
と出会い、利用して来たかを、.
[小説]『人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理』永田和宏のレンタル・通販・
在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。
TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入もできます。出版社：講談社.
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理 (ブルーバックス) 9784065020173
4065020174 Book(新書) Amazonと楽天市場とyahooショッピングでの在庫あり商品の価格比較
に。最安値を探しやすい。JANコード検索やAmazonの商品コードASINからJANコード検索もでき
ます。
2017年6月12日 . つまり鉄の専門家ではない歴史学者が歴史上の製鉄を再現したり研究するとい
うことで片手落ちの状況になっていたのが過去の事情のようです。 先生はもちろん近代製鉄の専門
家でもありますが、日本古来から行われてきた「たたら製鉄」と「玉鋼」に着目して研究し、実践まで
されています。その先生が書かれてきた原稿の総まとめとして今回の講談社ブルーバックス「人はどの
ように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理」を出版されました。 専門書ではなく科学に
興味のある一般向けの図書.
2013年2月14日 . 出版年, 2012.11. 本文言語, 日本語. 大きさ, x, 200p : 挿図 ; 22cm. 概要, 鉄
の科学的研究の歴史を読み解きながら、現代物理学成立前夜の科学と産業の関係を明らかにす
る。 目次, 第1章 イギリス鉄鋼業の展開とイギリス鉄鋼協会第2章 鉄鋼研究の進展と技術1 熱処
理研究の進展第3章 鉄鋼研究の進展と技術2 合金研究の進展第4章 自然科学と鉄冶金学の
連関第5章 ケイ素鋼研究の展開—ロバート・ハドフィールドを事例として第6章 鉄鋼業・製鉄技
術・鉄冶金学の国際的展開第7章 国立研究所.
永田和宏の本。 まず一言。素人向けじゃないだろう、これ。 さて、最近講談社の本ばかり読んでい
る気がするが、あまり気にしない方が良いだろう。 鉄について書かれている本を探していて、この本を
見つけた。 前書きを読んだ時には、それなりに面白そうだと思ったのだが、生憎と本文はかなり難解
だった。 何より取っつきにくかったのは、元素記号が.
2018年1月3日 . 古刀作りで最強と評判のやつか. 78: 名無しさん＠１周年 2018/01/01(月)
22:27:17.75 ID:sjYSVyMO0. 想像以上に綺麗に出来ているな。 なかなかの鍛冶のようだ。 79: 名
無しさん＠１周年 2018/01/01(月) 22:27:49.03 ID:ALrW8QTt0. これは鉄腕ダッシュの企画になる
案件. 引用元: ・【科学】名刀、砂浜から誕生 鎌高生徒が６年かけ試行錯誤 古来手法「たたら製
鉄」で.刀は靖国神社遊就館で展示 · 人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原
理 (ブルーバックス). posted with amazlet.
2017年5月29日 産業技術遺産探訪・榛名川上流砂防堰堤(国登録有形文化財) 練石積 重
力式コンクリート造堰堤 1955(昭和30)年3月31日竣工 群馬県高崎市榛名山町・長野堰用水
榛名湖から取水された隧道出口(明治37年竣工) 群馬県高崎市榛名山町. 図書室 ・永田和宏
「人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理」（ブルーバックス B-2017）講談社
2017年5月 1000円（税別） ISBN978-4-06-502017-3 ・樫尾幸雄（聞き手 佐々木達也）「電卓四
兄弟 カシオ「創造」の６０年」中央公論新社 2017.
人はどのように鉄を作ってきたか４０００年の歴史と製鉄の原理. 永田和宏. 人類は鉄によって文明
を作り、文化を創造してきた。数千年にわたり、人類が営々と積み上げてきた製鉄の歴史と、その技
術を振り返る。 http://bluebacks.kodansha.co.jp/intro/233/. イメージ 1. インドのデリー市郊外の世
界遺産クトゥブ・ミナールに、紀元４世紀に仏教国のグプタ朝期に建てられた鉄柱がある。直径42
㎝、高さ地上７・２ｍ、重さ約７ｔで約１ｍは地中に埋まっていると言われている。鉄の純度は99・
72％で、約１６００年経つがほとんど.
2017年5月26日 . 人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理(永田和宏)。
4000年前、アナトリアで発明された鉄ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計
もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか？ 鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、

反射炉──アナトリア.
アラジャホユック Alaca Höyük （ヒッタイト名「アリンナ Ariinna」）で発見された製鉄遺構と遺物は、
直径約１ｍ位の円型の炉跡であり、その床面から大量の鉄滓が見つかっています。 実は、それは鍛
治師の仕事場の跡の一部と考えられています。 トルコのボアズキョイ Boğazköy （古代ヒッタイト帝
国の首都、ハットゥシャ Hattusa ）の遺跡で発見された粘土板に楔形文字で書かれた文書（通称ボ
アズキョイ Boğazköy 文書）などから次のようなことがわかってきました。
2017年7月6日 . ２０１７年版夏の暑中読書録ーその６７ー永田和宏「人は鉄をどのように作ってき
たかー４０００年の歴史と製鉄の原理」. 永田和宏氏のこの本「人はどのように鉄を作ってきたかー４
０００年の歴史と製鉄の原理」を知って本屋で探したら同姓同名の研究者の方がいらっしゃることを
知った。歌人で細胞学者のかたではなく、金属工学がご専門の方である。 鉄と人類の付き合いは
興味深い。 （この稿未完）. 参考文献 (1)永田和宏[2017]「人はどのように鉄を作ってきたかー４０
００年の歴史と製鉄の原理」講談社.
図書館検索結果一覧. 全 28 件中1 - 5件 1. 人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と
製鉄の原理 ブルーバックス B-2017 永田 和宏∥著 講談社 2017.5 貸出○ 2. 錆の科学 Ｂ＆Ｔブッ
クス 堀石 七生∥著 日刊工業新聞社 2015.5 貸出○ 3. 美鋼変幻 たたら製鉄と日本人 黒滝 哲
哉∥著 日刊工業新聞社 2011.3 貸出○ 4. よくわかるステンレスの基本と仕組み 性質、製造、材
料、加工の基礎知識 図解入門－Ｈｏｗ‐ｎｕａｌ－ 飯久保 知人∥著 秀和システム 2010.8 貸出○
5. 鉄鋼の科学 Ｂ＆Ｔブックス 菅野 照造∥.
2017年5月16日 . 人はどのように鉄を作ってきたか ４０００年の歴史と製鉄の原理 （ブルーバック
ス）/永田 和宏（新書・選書・ブックレット：ブルー・バックス） - 人類が鉄を作り始めて約４０００年。
温度計すらない時代、人々はどのように製鉄法を知ったのか。アナトリアで発見された製鉄法から現
代までの製鉄法、.紙の本の購入はhontoで。

