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　1871年（明治４）年８月７日（陽暦９月21日），大阪造幣寮（後の造幣局）の構内と付近の街路に

合計65基のガス灯が点火された。外国人の指導による日本での本格的なガス灯の点火であにと翌

年の1872年９月29日（陽暦10月31日）には，日本人の高島嘉右衛門により横浜にガス灯10基が点

火され，我が国における都市ガス事業の始まりであっ万万その後，主たったガス事業会社の設

　　　　　　　　　　　　3）立・開業は次の通りである。

　・1874年（明治7) 11月，神戸外国人居留地内ガス灯へ兵庫ガス商会（後に兵庫ガス会社に改称し

　　1906年（明治39) 9月，神戸ガスに買収された）によりガス供給開始。

　・1874年12月18日，東京会議所により金杉橋から京橋間で85基のガス街灯に点火された（東京

　　会議所のガス事業は1876年（明治９）に東京府に移管され, 1885年（明治18) 1明払い下げされて東京

　　ガスが誕生する）。

　・1897年（明治30) 4月10日，大阪ガス設立。 1905年（明治38) 10月19日にガスを供給し白熱ガ

　　ス灯が点火された

　・1898年（明治3↓）7月，神戸ガス設立, 1901年１月開業。

　以後，ガス事業会社は全国の大中小都市に開業され，1 9 12年（明治45) 6月末現在，全国で63

社が開業，設立後開業待ちのガス会社は33社であっﾊﾟﾑ

　多くのガス事業会社が開業した後，ガス事業の進歩発達を図り，公衆の便益を増進する事を目

的とする「帝国瓦斯協会」が, 1912年５月30日に設立され万万翌年の1913年（大正２）４月26日，

東京市京橋区采女町の築地精養軒において帝国瓦斯協会第一回定時総会が開催された。

　「帝国瓦斯協会」は1 9 12年の設立後，下記の様に改組や廃止により名称が変わっﾊﾟﾑ

　・1927年（昭和2）10月15日，社団法人とされ「社団法人　帝国瓦斯協会」に改称。

　・1944年（昭和19) 12月11日，「社団法人　瓦斯工業会」に改称。

　・1945年（昭和20）8月18日，「瓦斯統制会」に改称。

1）

2）

3）

4）

5）

6）

『明日へ燃える　大阪ガス80年』（昭和61年６月発行) p.2

同p.4

同ｐ.4～5

会社名は『帝国瓦斯協会雑誌』第二巻第一号p. 35～p. 71に記載

帝国瓦斯協会の定款及び協会役員名簿は同雑誌第二巻第二号の巻末に記載

日本ガス協会ホームページ（httｐ://ｗｗｗ..ｇａs.ｏｒ.jp）の「沿革及び歴代会長」欄を参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）



58 立命館経済学（第59巻・第１号）

資料１　帝国瓦斯協会雑誌

　行年　
ヽ、一　臨時５　、各号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各　号　と　発　行　月　　日

　[1本　西暦　
巻　万数曽刊号総出　目次　　

１号　　　２号　　　３号　　　４号　　　５号　　　６号　　　７号　　　８号　　　９号　　　10号

大正1　1912　1　1づ　ー　●　●　８月25日　９月25日　　10月　　　11月　　12月25日　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

大正2　1913　2　卜12　－　／　●　1月25日　２月25日　３月25日　４月25日　５月25日　６月25 H　7月25日　８月15日　９月15日　10月15 H

大正3　1914　3　1 -12　－　●　／　1月1川　２月1珀　３月1珀　４月1川　５月1川　６月1珀　７月1珀　８月1川　９月1珀　10月1珀

大正4　1915　4　1 -T2　－　●　／　1月１日　２月T5日　３月T5日　４月15日　５月15日　６月T5日　７月T5日　８月15日　９月T5日　旬月T5日

大正5　19T6　5　1 -12　－　●　／　1月1珀　２月T5[]3月15[1　4月28[1　5月15[1　6月T5[]7月15[1　8月1珀　９月T5[]旬月15[]

大正6　1917　6　1-12　－　／　　●　1月1珀　２月T5[]3月15[1　4月1珀　５月22[1　6月T5[]7月22[1　8月1珀　９月20[]1明20[]

大正7　1918　7　卜12　－　●　●　1月28日　２月25日　３月25日　４月28日　５月28日　６月28 H　7月28日　８月28日　10月15日　11月15 H

大正8　1919　8　1 -12　0　●　●　1月28日　２月1珀　３月2珀　４月1川　５月28日　６月1珀　７月1珀　８月1川　９月1珀　10月2珀

大正９　Ｔ９２０　９　１－７　－　●　●　１月28日　３月T5日　４月25日　６月25日　８月25日　旬月20日　T2月20日　　－　　　－　　　－

大正10　T921　10　1 －6　－　●　●　1月25日　３月25日　５月20日　７月25日　旬月25日　12月TO日　　－　　　－　　　－　　　－

大正T1　1922　11　1 －6　－　●　●　2月1珀　４月T5[]6月25[1　8月20[1　10月20[1　1朗T5[]　－　　　－　　　－　　　－

大正].2　1923　12　卜６　－　／　●　２月15日　４月15日　６月15日　８月15日　10月30日　12月15 H　　－　　　－　　　－　　　－

大正13　1924　13　1－7　4　　●　／　1月2川　３月25日　５月2珀　７月1川　７月25日　９月2旺1　11月20卜|　　－　　　－　　　－

大正14　1925　14　1－7　4　　●　●　1月2川　３月25日　５月2珀　６月2川　７月25日　９月2旺1　11月2珀　　－　　　－　　　－

昭和1　T926　15　1－7　4　　●　●　1月25日　３月25日　５月25日　６月25日　７月25日　９月25日　T1月25日　　－　　　－　　　－

昭和2　1927　16　1－6　－　●(注２)１月25[1　3月25[]5月25[1　7月25[1　9月2珀　11月25[]　－　　　－　　　－　　　－

昭和3　1928　17　卜６　０　●(注３)１月20[1　3月25[]5月25[1　7月25[1　9月2珀　11月25[]　－　　　－　　　－　　　－

昭和4　1929　18　卜６　０　●　●　１月25日　３月25日　５月25日　７月25日　９月25日　11月25 H　　－　　　－　　　－　　　－

昭和5　1930　19　1－6　0　●　●　1月2川　３月25日　５月2珀　７月2川　９月25日　11月2旺|　　－　　　－　　　－　　　－

昭和6　T931　20　1 －6　0　●　●　1月25日　３月25日　５月25日　７月25日　９月25日　11月25日　　－　　　－　　　－　　　－

昭和7　T932　21　ﾄﾞ?　○　●　●　１月25日　３月25日　５月25日　　－　　７月25日　９月25日　T1月25日　　－　　　－　　　－

昭和8　1933　22　卜６　－　●　●　１月25[1　3月25[]5月25[1　7月25[1　9月2珀　11月25[]　－　　　－　　　－　　　－

昭和9　1934　23　卜７　４　　●(注４)１月25日　３月25日　５月25日　７月５日　７月25日　９月25 H　].1月25日　　－　　　－　　　－

昭和10　1935　24　1－7　4　　●　●　1月2川　３月25日　５月2珀　７月1川　７月25日　９月2旺1　11月2珀　　－　　　－　　　－

昭和11　1936　25　1 －7　－　●　●　1月2川　３月25日　５月2珀　７月1川　７月25日　９月2旺1　11月2珀　　－　　　－　　　－

昭和T2　T937　26　1－7　－　●　●　1月25日　３月25日　５月25日　７月10日　７月25日　９月25日　T1月25日　　－　　　－　　　－

昭和T3　1938　27　卜６　－　●　●　１月25[1　3月25[]5月25[1　7月25[1　9月2珀　11月25[]　－　　　－　　　－　　　－

昭和14　1939　28　卜６　－　●　●　１月25日　３月25日　５月25日　７月25日　９月25日　11月25 H　　－　　　－　　　－　　　－

昭和].5　1940　29　卜６　－　●　●　１月25日　３月25日　６月25日　７月25日　９月25日　11月25 H　　－　　　－　　　－　　　－

昭和16　1941　30　1 －6　－　●　●　1月2川　３月25日　５月2珀　７月2川　９月25日　11月2旺|　　－　　　－　　　－　　　－

昭和T7　1942　31　1 －6　－　●　●　1月25日　３月25日　５月25日　９月25日　９月25日　11月25日　　－　　　－　　　－　　　－

昭和T8　1943　32　卜３　－　／　●　１月25[1　3月25[]5月25[1　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

（説明）：●印は総目次，各号目次有り。／印は総目次，各号目次無し。１巻・２巻・６巻・13巻は，（社）日本ガス協会資料センタ

（注1）:32巻の１～３号は，（社）日本ガス協会資料センターには原本無し（複写で所蔵）。（注２）：2, 4, 5, 6号は目次有り。
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(社団法人帝国瓦斯協会出版)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在阪所蔵（数字は所蔵号数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨時増刊号の内容　　　　　　定時総会記事掲載号　　（出卜|本ガス協会

　T1号　　　12号　臨時増刊号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京　大　　　阪市大　　　阪府中央

　－　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜5

11月15日　12月15 E1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5号（第一回定時総会記事）　　卜12盤で次

11月1川　12月1珀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５号（第二回定時総会記事）　　1 -12　　　　1 -12

TT月15日　12月15日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第三回定時総会記事）　　1 -T2　　　　1 -T2

11月1珀　1朗15［］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4号（第四回定時総会記事）　　卜12　　　　卜12

11月2珀　1朗25［］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5号（第五回定時総会記事）　　卜12偕で次

11月25日　12月15 E1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 号（第六回定時総会記事）　　卜12　　　　　　　　　　　卜12

11月2川　12月2珀　12月５卜|　臨時増刊特別号　　　　　　　５号（第七回定時総会記事）　　1 -12　　　　1 -12　　　　1 -12 盤で次

　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第八回定時総会記事）　　１－７　　　　１－７

　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第九回定時総会記事）　　１－６　　　　１－６

　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３号（第十回定時総会記事）　　卜６　　　　卜６　　　　卜６

　－　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３号（第十一回定時総会記事）　１－６盤?次１－６盤?次１－６盤?次

　－　　　　－　　７月1珀　第十二回定時総会講演号　　　４号（第十二回定時総会記事）　１－７

　－　　　　－　　６月2珀　臨時増刊講演号　　　　　　　５号（第十三回定時総会記事）　１－７　　　　１－７

　－　　　　－　　６月25日　臨時増刊講演号　　　　　　　５号（第十四回定時総会記事）　１－７　　　　１－７

　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第十五回定時総会記事）　１－６　　　　　　け　　１一言且

　－　　　　－　　６月25［］臨時増刊技術部会講演号　　　４号（第十六回定時総会記事）　卜６　　　　卜６　　　　１－６盤?次

　－　　　　－　　６月25 H　技術部会営業部会聯合講演号　４号（第十七回定時総会記事）　卜６　　　　卜６　　　　卜６

　－　　　　－　　６月2珀　技術部会営業部会聯合講演号　４号（第十八回定時総会記事）　１－６　　　　１－６　　　　１－６

　－　　　　－　　６月30日　技術部会営業部会聯合講演号　４号（第十九回定時総会記事）　１－６　　　　１－６　　　　１－６盤ﾂﾞ次

　－　　　　－　　６月25日　第二十回定時総会講演会講演　５号（第二十回定時総会記事）　１－７　　　　１－７

　㎜　　　　　　㎜　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十一回定時総会記事）卜６　　　　口径ゲレ６豹次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jゝゝゝ　　　　　　　　jゝゝゝ

　－　　　　－　　7月5 H　臨時増刊定時総会号　　　　　４号（第二十二回定時総会記事）卜７　　　　　卜７　　　　　卜７

　－　　　　－　　７月1珀　臨時増刊定時総会号　　　　　４号（第二十三回定時総会記事) 1-7　　　　　１－７　　　　　１－７

　－　　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十四回定時総会記事) 1-7　　　　　１－７　　　　　１－７

　－　　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十五回定時総会記事) 1-7　　　　　１－７　　　　　１－７

　－　　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十六回定時総会記事）卜６　　　　卜６　　　　卜６

　－　　　－　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十七回定時総会記事）卜６　　　　卜６　　　　卜６　　　　３－６

　－　　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十八回定時総会記事）卜６　　　　卜６　　　　卜６　　　　卜５

　－　　　－　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第二十九回定時総会記事) 1-6　　　　１－６盤ﾔ次１－６盤ﾂﾞ次１－６

　－　　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　４号（第三十回定時総会記事）　１－６　　　　１－６　　　　１－６　　　　１－６

　－　　　－　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　卜３賞?次　　　　　　　卜３賞?次卜３ｾﾞﾂ次

－で閲覧及び複写（他の場所には所蔵無し）。

（注３）：2, 3, 4, 5, 6,臨時増刊号は目次有り。（注４）：１号のみ目次無し。
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　60　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第59巻・第１号）

　・1946年（昭和21) 2月19日，新たに「社団法人　日本瓦斯工業会」創立。

　・1947年（昭和22）10月15日，都市ガス事業者の親睦と情報交換を目的とする任意団体「日本

　　ガス協会」を創立。

　・1952年（昭和27) 6月７日，「社団法人　日本ガス協会」に改称。

　また，帝国瓦斯協会設立目的に沿うための，『帝国瓦斯協会雑誌』第一巻第一号が1 912年８月

25日に発刊され万万同雑誌は1912年８月25日の第一巻第一号から1943年（昭和18) 5月25日の第

三十二巻第三号まで32年間継続して発行された。第三十二巻第四号以降は同協会の都合により発

行が見合わされ万万太平洋戦後は社団法人日本ガス協会から新たに『日本ガス協会誌』が発行さ

れ現在に至っている。

　『帝国瓦斯協会雑誌』の各巻各号（臨時増刊号を含む）とその発行年月日は別紙「資料１」に記

載する。全三十二巻に記載されている記事目次を整理するに際し，主要な大学図書館や公共図書

館にて蔵書を検索・閲覧した。図書館に未蔵の巻は，［社団法人日本ガス協回］∩こて閲覧をした。

同協会には第一巻から第三十一巻までは原本で，三十二巻のみ複写版の状態で所蔵されていた。

所蔵状況は同じ別紙「資料１」に記載する。

　整理に関し次の点に留意した。

　１．記事内容の正確性を維持するため，国名・地名・人名・旧漢字・旧仮名づかいは原本記載

　　通りのママとした。

　２．明らかに記載の間違い個所は筆者にて修正した。

　３．記事内容を見やすく整理するため，筆者にて【　】，●，（　），０，〔　〕，０，・等の記

　　号を使用した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊

　　当『帝国瓦斯協会雑誌』目次を整理した結果，下記の様な特徴が見られた。

Ｃ

①都市ガス事業先進欧米諸国の進んだ技術や経営情報を「海外・欧米瓦斯彙報，事情」等の記

　事で紹介している。

②日本の瓦斯事情・会社業績を適時に，「本邦瓦斯界，瓦斯会社状況」等で紹介している。ま

　た，日本帝国を構成する満洲，朝鮮，台湾の瓦斯会社も帝国瓦斯協会に加入し，国内のガス

　会社との交流を実施している。

③海外で発行された技術情報雑誌・書籍を集めるとともに　日本におけるガス情報を同誌の

　　「英文欄」等で発表し，国内と海外に発信している。

④1912～1943年の32年間での大きな出来事（戦争，恐慌，震災等）により，ガス事業における石

　　炭・鉄鋼製品原材料の入手状況，ガス生産販売統制，ガス会社の整理統合等が世界や日本の

　　政治経済情勢と密接に関連している。

　尚，『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次に関連する項目分類内容（十覧表とＮｏ）を別途，電子版

こて掲示を予定している。

7）『帝国瓦斯協会雑誌』第一巻第一号p.2の「発刊之辞」。帝国瓦斯協会が設立された当初には，『瓦斯界』が発行され

　ていた。

8）昭和19年５月８日付けで大阪府立図書館宛ての，社団法人帝国瓦斯協会が作成した書簡（総発第四十八号）に，「都

　合により発刊を見合せる」理由を記載。

9）住所：東京都港区虎ノ門卜15-12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
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●第一巻第一号（大正元年八月二十五日発行）

○哀悼之辞

　大行天皇登退あらせらる洵に恐催の至に堪えず茲に謹みて哀悼の微哀を表し奉る（大正元年八月　帝国瓦

　斯協会）

○発刊之辞

　瓦斯事業の進歩発達を図り公衆の便益を増進する事を目的とする帝国瓦斯協会は，本月より『帝国瓦斯協

　会雑誌』を発刊する事となった。

○資料

　口石炭瓦斯製造法の改良と直接硫酸アムモニアの製造法に就いて（工学博士　高松豊吉）口瓦斯事業史

　（一）（法学士　鈴木敏則）口高圧瓦斯配給法に関する質問及回答（城　西　生）

○特許一覧

　口瓦斯及石油発動機　ロヂノール　ロ小森式瓦斯計量機　口前金瓦計量器　口後藤式下向瓦斯白熱燈　口

　空気瓦斯発生器　口経済瓦斯温水器　口清州式掬付用瓦斯規炉　ロマントル押え

○実用新案一覧

　口大滓式下向自在ペンダント　ロ下向瓦斯燈用虫除　口瓦斯焼物器　口軽便瓦斯温水岨　ロアセチリン瓦

　斯壷ランプ　ロ旋風機自動的瓦斯発生機　口燈火用瓦斯発生器　ロブライトバーナー　ロ瓦斯燈用虫除器

　口三芳式瓦斯規炉　口瓦斯或八水道用土製ボックスロ植田式瓦斯規炉

○会報

　口明治四十五年七月十八日（式辞　会長工学博士　高松豊吉氏，演説　来賓法学博士男爵　阪谷芳郎氏，

　演説　名誉会員　松岡康毅氏）口明治四十五年七月二十九日　口大正元年七月三十日

○内外瓦斯通信

　口東京瓦斯株式会社事業成績　口瓦斯法案制定着手　口京都瓦斯新設備　口北海道瓦斯総会　口北海道瓦

　斯有望　口北海道瓦斯の報償案　口瓦斯検査所設置決定　口東京瓦斯払込決定　口日韓瓦斯の近況　口日

　本瓦斯総会　口泉州瓦斯株式会社成績　ロハ幡瓦斯株式会社　口大津瓦斯株式会社　口和歌山瓦斯株式会

　社　口琴平瓦斯創立総会　口四国瓦斯定期総会　口奈良瓦斯株式会社　口一宮瓦斯株式会社　口豊橋瓦斯

　株式会社　口浜松瓦斯株式会社　口鹿児島瓦斯株式会社　口岐阜瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株式会社

　口舞鶴瓦斯合併　口知多瓦斯株式会社営業成績　口鎌倉瓦斯株式会社認可　口仙台瓦斯株式会社株主総会

　口高崎瓦斯の総会　口米子の山陰瓦斯会社　口松江の瓦斯工事　口台湾の燈界　口飯田瓦斯会社計画　口

　安東瓦斯会社認可　口瓦斯工事整理難　口本邦瓦斯界の新傾向　口平松工学士の渡欧　口伯林瓦斯料金統

　一問題解決　ロドレスデン瓦斯料金統一問題解決　口点火契約期間の延長　口市営瓦斯五十年の成績

○新刊紹介

　口最近骸炭製造法及副産物処理法（製鉄所技師工学士　黒田泰造著）

●第一巻第二号（大正元年九月二十五日発行）

○口絵

　ロウイリアム・ムアドック氏，英国倫敦ガスライト・エンド・コーク株式会社と現総裁

○資料

　口瓦斯事業史（二）（法学士　鈴木敏則）口瓦斯計量器に関する独逸帝国法規摘録（法学士　白　剣

　生）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（藤田愛明）

○時報

　〔本邦瓦斯界〕

（61）



　62　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第59巻・第１号）

　口北海道瓦斯総会　口広島瓦斯会社近況　口大阪瓦斯株式会社の社員遣外　口四国，琴平両瓦斯合併　口

　水戸瓦斯株の公募　口高崎瓦斯の起工期　口徳島瓦斯の其後　口長府瓦斯株式会社　口長野瓦斯株式会社

　口門司瓦斯株式会社　口韓国瓦斯電気の総会　口日韓瓦斯総会　口名古屋瓦斯株式会社　口青森瓦斯株式

　会社　口米滓瓦斯創立計画　口東京瓦斯会社の懸賞募集

　〔欧米瓦斯界〕

　口独逸一私営瓦斯会社の営業振　口瓦斯料理器の勝利　口独逸瓦斯会社共同経営組合　口「ナショナル」

　瓦斯機関製作会社と「モーンド」瓦斯設備　口独乙国に於ける瓦斯工業の現況　口米国に於ける瓦斯

○雑報

　口夜間撮影と瓦斯燈　口石炭商組合設立　口工場法施行準備　口大夕張炭礦総会　口北海道炭工礦汽船総

　会　口撫順炭の活躍　口瓦斯奉献　口新刊紹介　口藤沢式瓦斯点火器　口会告

○特許

　口大野式下向瓦斯燈　口瓦斯発生器　口空気瓦斯原動装置　口圧搾瓦斯定量及混合装置　口瓦斯圧力調整

　器

○実用新案

　口森式瓦斯竃　口避轟器　口瓦斯「コック」口瓦斯兼用水管式風呂釜　口武田式瓦斯熱温水器

○会報

　口大正元年八月五日（臨時総会議案）

○英文欄

　口論説　吾人の目的　口雑録　東京瓦斯会社　口雑報　日本瓦斯事情

○奉弔の辞

　大正元年九月十三日，十四日，十五日，明治天皇御大喪儀に会す，茲に粛みて首轜の御　発軌霊柩の御

　収瞼に際し，送終及追遠の微哀を表し奉る（帝国瓦斯協会）

○論説

　口瓦斯事業に対する謬見に就いて（法学士　駒込道人）

○雑纂

　口瓦斯副産物の国民経済に及ぼす影響（一）（石井禎司）口瓦斯と衛生（Ｙ　生）口　英国倫敦ガスラ

　イトアンドコーク会社使用人救済及教育制度（芳　流　生）口石炭の骸炭比試験に付きての新装置（小

　原甚八　訳，内藤　遊　校訂）口瓦斯の普及と引用家の同情（貝塚暢三）

●第一巻第三号（大正元年十月発行）

○口絵

　口青山葬場殿前の瓦斯毎火　口御大葬の瓦斯毎火　口埼玉県川口機械製作所

○資料

　口瓦斯供給に関してのロード・ファクターに就きて（工学士　水田政吉）ロリーヂネス・サーヅ・メソ

　ッド(Readiness　to serve ｍｅthod）（法学士　木本倉二）口瓦斯流出量計算式に就きて（工学士　成田公

　平　訳）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（二）（藤田愛明）

○時報

　〔本邦瓦斯界〕

　口北海道瓦斯株式会社　口日韓瓦斯電気株式会社総会詳報　口日韓瓦斯電気株式会社　口長府瓦斯株式会

　社　口長野瓦斯株式会社　口成田瓦斯株式会社設立　口池田瓦斯株式会社設立計画　口水戸瓦斯株式会社

　口一宮瓦斯株式会社総会　口上田瓦斯株式会社認可　口銚子町の株式会社認可　口彦根瓦斯株式会社の創

　立　口浜松瓦斯株式会社　口安東瓦斯株式会社成立　口松本瓦斯株式会社成立

　〔欧米瓦斯界〕

　口石炭の蒸留と新式石炭瓦斯試験法　口水銀蒸気高圧瓦斯ランプ　ロ英国諸瓦斯会社営業成績　口米国瓦
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　斯会社営業成績及新設会社

○雑報

　口御大喪用瓦斯燈火の設計一班　口御大喪の瓦斯等火　口国民の献燈　口先帝御聖徳と瓦斯事業　口彦根

　瓦斯株式会社設立目論見書　口飯田瓦斯附帯条件　口佐賀瓦斯株式会社営業規定　口工場法実施期　口北

　陸瓦斯株式会社の設立計画　口三戸増三氏の渡欧　口寄付雑誌目録

○特許

　口瓦斯竃　口石炭瓦斯発生用増窯

○実用新案

　口三角式「マントル」取附器　口「アセチリン」燈

○会報

　口大正元年九月二十五日（臨時総会，議事，評議員会，会費領収報告）

○英文欄

　口雑録　帝国瓦斯協会臨時総会（附　帝国瓦斯協会改定定款），御大葬の瓦斯等火　口雑報　日本瓦斯事

　情

○論説

　口減価償却を論じて報償契約に及ぶ（法学士　山上青剣）

○雑纂

　口瓦斯と衛生（二）（Ｙ　生）口石炭の瓦斯化について（犬伏芳流）口摘録（工学士　大谷　進）ロコ

　ールタール染料工業は何故に英国を去りしや（宮川敬三）

●第一巻第四号（大正元年十一月発行）

○口絵

　口南満洲鉄道株式会社瓦斯溜組立工事　口東京瓦斯千住製造所瓦斯溜組立工事

○資料

　口瓦斯流出量計算式に就きて（二）（工学士　成田公平　訳続）ロコールタール発動機（デイゼルエンジ

　ン）に就いて（工学士　内藤　遊）口浴場と瓦斯の応用（法学士　山上青剣）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（三）（藤田愛明）

○時報

　〔本邦瓦斯界〕

　口北海道瓦斯株式会社近状　口鹿児島瓦斯株式会社近況　口明石瓦斯株式会社近況　口豊作|瓦斯株式会社

　近況　口呉瓦斯株式会社借入成立　口宇都宮瓦斯株式会社近況　口新城瓦斯株式会社状況　口姫路瓦斯株

　式会社状況　口和歌山瓦斯株式会社状況　口大牟田瓦斯株式会社状況　口若松瓦斯株式会社状況　口熊本

　瓦斯株式会社状況　口柳井瓦斯株式会社状況

　〔欧米瓦斯界〕

　口独逸に於ける「タール」油の使用　口天然瓦斯の生産　ロギーセンの瓦斯事業　口襖国ヅヰンナ市営瓦

　斯　ロアムステルダムに於ける万国瓦斯博覧会口匈牙利の瓦斯事情　口南首都瓦斯会社と共同株主組織

　口米国ホイリング市営瓦斯の不人気　口英国各瓦斯会社営業成績　口米国新設瓦斯会社　口欧米瓦斯販売

　法の一端

○雑報

　口青森瓦斯株式会社設立近況　口米滓瓦斯会社設立計画　口関東瓦斯株式会社創立計画　口北京瓦斯会社

　計画　口瓦斯メーターの検査　口埼玉県下の瓦斯電灯請願　口小樽の瓦斯枝管埋設許可　口東京瓦斯重役

　会　口瓦斯「マントル」製造業の近況　口九州炭近況　口北海道炭礦の成行　口筑豊炭の角遂　口正誤

　口寄贈雑誌目録

○実用新案

　口護謨「ホルダー」附「アセチリン・ランプ」口下向瓦斯燈用嗇除　口「アセチリン」瓦斯下向「バー
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　ナー」口七賓及陶磁器瓦斯焼窯

　「ペンダント」口吸入瓦斯発生機

○会報

○英文欄

立命館経済学（第59巻・第１号）

口瓦斯規炉兼焼台　口前田式下向瓦斯節減防嗇器　口瓦斯用軽便釣

口轟除瓦斯火屋

　口論説　日本に於ける瓦斯工業の発達（早稲田政学士　犬伏節輔）口雑報　日本瓦斯事情

○論説

　口独占の価値如何（法学士　鈴木敏則）

○雑纂

　口瓦斯「ストーブ」の「バーナー」に就いて（金子浅之助）口瓦斯は植物に有害なる乎

　口瓦斯燈と電燈との比較（在門司　再　天　生）口日本安全油株式会社を観る（記者　千

う生
し
　
う
／

流
生

芳
里

ぐ

●第一巻第五号（大正元年十二月二十五日発行）

○口絵

　口東京瓦斯株式会社千住製造所新水平式竃室外観　口同所新水平式竃室中央南側窯作業中

○資料

　口瓦斯流出量計算式に就きて（三）（工学士　成田公平　訳続）口瓦斯工場の財産減価償却法に就きて

　（早稲田政学士　犬伏節輔）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（四）（藤田愛明）

○時報

　〔本邦瓦斯界〕

　口宇都宮瓦斯株式会社近況　口一宮瓦斯株式会社近況　口山陰瓦斯株式会社近況　口玉島町瓦斯事業　口

　津山町瓦斯事業　口北海道瓦斯株式会社近況　口東海瓦斯株式会社近況　口北海道瓦斯株式会社の旭川起

　業　口多治見瓦斯株式会社創立　口水戸瓦斯の成立期　口彦根瓦斯株式会社　口博多瓦斯株式会社　口北

　陸瓦斯株式会社発起人会　口日本瓦斯株式会社　口名古屋瓦斯の配当

　〔欧米瓦斯界〕

　口英国に於ける瓦斯工業の発達　口北米合衆国に於ける瓦斯工業　口和蘭の瓦斯工業　ロオリムピアに於

　ける瓦斯展示会　口米国ゼアセィ市に於ける勧業展覧会　口米国重要各瓦斯会社の営業成績　口海外瓦斯

　事業一束　口渡都維那市に万国瓦斯博覧会開催計画　ロフラィペルヒ瓦斯局博覧会利用瓦斯広告

○雑報

　口品川白煉瓦株式会社近状　口日本窯業株式会社近状　口東京瓦斯コークス株式会社近状　口京都バーナ

　ー株式会社設立　口東京瓦斯工業株式会社近況口本邦輸入の撫順炭　口燈火用として電気，瓦斯及び石油

　の経済比較　口東京瓦斯株式会社瓦斯ストーブの販売　口大東鍍業株式会社　口みっびし絹「マントル」

　の海外輸出　口本誌と外国の瓦斯工業に関する雑誌　口寄贈雑誌目録

○特許

　口瓦斯燃焼湯沸装置　口廻転瓦斯機関　口前金瓦斯計量器　口安全「ブンゼン」燈　口瓦斯用温水鎖

○実用新案

　口三稜桂飾りほや　口改良口火　口瓦斯応用焼物器　口岩尾式瓦斯発生機　口瓦斯調節器

○会報

　口理事会　口西田幹事の辞任　口平松幹事の帰朝　口会費領収報告

○英文欄

　口瓦斯燈経済優勝論（早稲田政学士　犬伏節輔）口日本瓦斯事情

○論説

　口瓦斯事業法の制定に就いて（法学士　駒込道人）

○雑纂

　口熱用瓦斯としての発生炉瓦斯（淀　橋　生）口「ディーゼル・オイル・エンジン」と原働機界の革命
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●第二巻第一号（大正二年一月二十五日発行）

○口絵

　口本協会役員及名誉会員其他名士の肖照

○縦覧記

　口横浜電線製造株式会社を訪る（記者　千　里　生）

○本邦瓦斯事業一覧（明治四十五年六月末現在）

　〔開業之部〕

　東京府　口東京瓦斯株式会社　口日本瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株式会社

　京都府　口京都瓦斯株式会社　口伏見瓦斯株式会社

　大阪府　口大阪瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式会社　口堺瓦斯株式会社

　神奈川県　口横浜市瓦斯局　口江ノ島瓦斯株式会社

　兵庫県　口神戸瓦斯株式会社　口姫路瓦斯株式会社

　長崎県　口九作|瓦斯株式会社

　新潟県　口新潟瓦斯株式会社　口日本天然瓦斯株式会社

　千葉県　口成田瓦斯合資会社　口千葉瓦斯株式会社

　栃木県　口足利瓦斯株式会社　口宇都宮瓦斯株式会社　口栃木瓦斯株式会社

　奈良県　口奈良瓦斯株式会社

　三重県　口神都瓦斯株式会社　口四日市瓦斯株式会社

　愛知県　口名古屋瓦斯株式会社　口豊橋瓦斯株式会社　口知多瓦斯株式会社　口岡崎瓦斯株式会社　口

　　　　　　新城瓦斯株式会社　口一ノ宮瓦斯株式会社

　静岡県　口浜松瓦斯株式会社　口静岡瓦斯株式会社

　滋賀県　口大津瓦斯株式会社

　岐阜県　口岐阜瓦斯株式会社　口大垣瓦斯株式会社

　長野県　口丸子瓦斯株式会社

　宮城県　口仙台瓦斯株式会社

　福島県　口福島瓦斯株式会社

　山形県　口山形瓦斯株式会社

　秋田県　口秋田瓦斯株式会社

　福井県　口福井市瓦斯局

　石川県　口金沢電気瓦斯株式会社

　岡山県　口岡山瓦斯株式会社

　広島県　口広島瓦斯株式会社　口福山瓦斯株式会社　口呉瓦斯株式会社

　山口県　口下関瓦斯株式会社　口柳井瓦斯株式会社　口山口瓦斯株式会社

　和歌山県　口和歌山瓦斯株式会社

　愛媛県　口松山瓦斯株式会社

　福岡県　ロハ幡瓦斯株式会社　口大牟田瓦斯株式会社　口小倉瓦斯株式会社　口博多瓦斯株式会社　口

　　　　　　門司瓦斯株式会社

　大分県　口豊作|瓦斯株式会社

　熊本県　口熊本瓦斯株式会社

　鹿児島県　口鹿児島瓦斯株式会社

　北海道　口北海道アセチリン瓦斯株式会社

　台　　湾　口台湾瓦斯株式会社
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　朝　　鮮　口日韓瓦斯電気株式会社

　満　　州　口南満洲鉄道株式会社作業所瓦斯部

　〔未開業之部〕

　北海道　口北海道瓦斯株式会社

　京都府　口舞鶴瓦斯株式会社

　神奈川県　口鎌倉瓦斯株式会社　口横浜電気株式会社横須賀瓦斯支店

　兵庫県　口明石瓦斯株式会社　口尼崎瓦斯株式会社

　長崎県　口佐世保瓦斯株式会社

　新潟県　口三條瓦斯株式会社　口高田瓦斯株式会社

　群馬県　口高崎瓦斯株式会社

　愛知県　口犬山瓦斯株式会社

　滋賀県　口長浜瓦斯株式会社

　岐阜県　口多治見瓦斯株式会社　口関瓦斯株式会社　口中津瓦斯株式会社

　長野県　口松本瓦斯株式会社　口長野瓦斯株式会社

　山形県　口鶴岡瓦斯株式会社

　鳥取県　口山陰瓦斯株式会社

　広島県　口宮島瓦斯株式会社

　山口県　口徳山瓦斯株式会社　口防府瓦斯株式会社　口長府瓦斯株式会社　口長門瓦斯株式会社

　愛媛県　口今治瓦斯株式会社

　高知県　口高知瓦斯株式会社

　福岡県　口戸畑瓦斯株式会社　口若松瓦斯株式会社

　大分県　口臼杵瓦斯株式会社

　佐賀県　口佐賀瓦斯株式会社

　沖縄県　口那覇区瓦斯局

　朝　　鮮　口韓国瓦斯電気株式会社

○時報

　〔本邦瓦斯界〕

　口佐賀瓦斯株式会社近況　口甲府瓦斯株式会社近況　口福島瓦斯株式会社近況　口大垣瓦斯株式会社近況

　口奈良瓦斯株式会社近況　口岐阜瓦斯株式会社近況　口北海道瓦斯株式会社の小樽点火　口足利瓦斯株式

　会社近況　口水戸瓦斯株式会社成立　口北陸瓦斯株式会社創立準備　口宇都宮瓦斯株式会社総会　口京都

　瓦斯株式会社近況　口松本瓦斯株式会社近況　口九州瓦斯株式会社近況　口明石瓦斯株式会社開業期

　〔欧米瓦斯界〕

　口維府市営瓦斯事業　ロアセチリン瓦斯と燈台

○雑報

　口天然瓦斯の発生　口樺太石炭競争入札　口石炭同業組合の認可　口炭坑惨事慰問　口日本安全油株式会

　社総会　口磐城炭礦総会　口茨城炭礦総会　口瓦斯「コークス」値上？　口内外寄贈雑誌目録　口瓦斯の

　五徳（横浜市瓦斯局）

○特許

　口津久居式吸入瓦斯発生機　口無臭瓦斯発生機　口瓦斯「ダイナス」〔珪酸質軽量煉瓦〕

　口自在釣具

○新案

　口瓦斯燈用堅牢笠　口瓦斯機関　口「アセチリン」魚燈

○会報

　口正会員　口賛助会員　口会費領収報告　口会告

○英文欄

　口日本瓦斯工業の新趨勢（早稲田大学政学士　犬伏節輔）口横浜瓦斯局の沿革大要　口日本瓦斯事情
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0帝国瓦斯協会

　口本邦瓦斯事業の濫腸（名誉会員　高島嘉右衛門）口本邦瓦斯工業の将来（伯爵　大隈重信）口瓦斯事

　業経営策（名誉会員　子爵　金子堅太郎）口本邦瓦斯事業の今昔（名誉会員　男爵　渋沢栄一）口瓦斯

　及「コークス」製造の副産物に就いて（会長　工学博士　高松豊吉）口将来の瓦斯事業（名誉会員　松

　岡康毅）口本邦瓦斯工業の現状（名誉会員　工学博士　平井晴二郎）口瓦斯メートルの差狂に就いて

　（農商務省　工務課長　岡　実）口米欧奔走紀（理事　工学士　平松末吉）

●第二巻第二号（大正二年二月二十五日発行）

○口絵

　口本協会役員諸氏　口日韓瓦斯電気会社釜山支店及韓国瓦斯電気会社

○資料

　口瓦斯の管内流通に就きて（工学士　高木剛三）口石炭瓦斯製造の際の副産物に就いて（九州工科大学

　応用化学教室　島田慶一）ロマサチューセッツ州の瓦斯会社に応用せる潤滑平準法に就いて（宮川敬三）

○論叢

　口熱用瓦斯としての発生炉瓦斯（二）（淀　橋　生）口「ディーゼル・オイル・エンジン」と原働機界の

　革命（二）（仁木源吉）口編輯除録（山口華汀）口米欧奔走紀（二）（工学士　平松末吉）口朝鮮瓦斯

　事業の紹介（工学士　内藤　游）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（五）（藤田愛明）

○時報

　〔本邦瓦斯界〕

　口大阪瓦斯株式会社近況　口名古屋瓦斯株式会社と外資　口徳山瓦斯株式会社第一回総会　口東京瓦斯株

　式会社定期総会　口神戸瓦斯株式会社近況　口京都瓦斯株式会社近況　口高崎瓦斯株式会社近況　口飯田

　瓦斯株式会社近況　口熊本瓦斯株式会社成立　口長浜瓦斯株式会社近況　口北陸瓦斯株式会社の進捗　口

　各会社近況短信一束・彦根瓦斯株式会社・日韓瓦斯電気株式会社・横浜市瓦斯局・姫路瓦斯株式会社・足

　利瓦斯株式会社・宇都宮瓦斯株式会社・奈良瓦斯株式会社・知多瓦斯株式会社・岡山瓦斯株式会社・福山

　瓦斯株式会社・秋田瓦斯株式会社・岐阜瓦斯株式会社・長野瓦斯株式会社・青森瓦斯株式会社・西尾町瓦

　斯

　〔欧米瓦斯界〕

　ロセントピータースブルグの瓦斯事業　口紐育の瓦斯事業　ロアントウアープに於ける瓦斯博覧会計画

　口独逸の水素瓦斯の遠距離輸送　口英国市営瓦斯職工の紛擾　口英米各瓦斯会社営業成績　口海外瓦斯事

　情一束

○雑報

　口東京瓦斯「コークス」株式会社の営業景況　口高崎瓦斯株式会社瓦斯供給規定　口第四回九州瓦斯協会

　総会　口内外寄贈雑誌目録　口会告

○特許

　口燃焼瓦斯及圧搾空気結合機関　口吸入瓦斯発動機　口復熱式瓦斯燃焼破璃増蝸窯

○新案

　口神戸式自動定量「アセチリン」瓦斯発生器　口瓦斯燈用空気供給調節器　口風呂釜用瓦斯燃焼装置

○会報

　口理事会　口打合会　口会員入会　口事務所移転　口会費領収報告　口帝国瓦斯協会定款　口帝国瓦斯協

　会役員

○英文欄

　口本邦瓦斯用途の現状に就いて（論説）（早稲田政学士　犬伏節輔）口名古屋瓦斯株式会社沿革大要（会

　社瞥見）口本邦瓦斯事情（時報）

○附録
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口第一巻自第一号至第五号総目録

立命館経済学（第59巻・第１号）

●第二巻第三号（大正二年三月二十五日発行）

○口絵

　口東京瓦斯株式会社大森製造所瓦斯貯蓄器瓦斯鐘受，同貯蓄器及び機械室鉄骨構造　口本会評議員諸氏

　（一）～（二）

○資料

　口「ケルペリー」式瓦斯発生炉（工学士　内藤　游）口間接燈火法式（池田　呈）口「スライデング・

　スケール」（法学士　山上青剣）

○論叢

　口熱用瓦斯としての発生炉瓦斯（三）（淀　橋　生）口瓦斯副産物の国民経済に及ぼす影響（二）（石井

　禎司）

○雑録

　口英国瓦斯会社の使用人待遇法一般（法学士　木本倉二）口工業瓦斯普及法に就いて（早稲田大学政学

　士　犬伏芳流）口東洋のガスライト・エンド・コーク株式会社（野口彦五郎）口独逸ミュールハイム石

　炭研究所の設立（一　記　者）

○縦覧記

○講話

　口石炭瓦斯の製造（六）（藤田愛明）

○欧米瓦斯界

　口独逸瓦斯事業発展の趨勢　口独逸シャルロッテンブルヒ瓦斯局五十年間の事業成績　口独逸瓦斯「メー

　トル」製造業者の連合　口独逸に於ける燈火事業協会の創立　口膜太利の瓦斯法制定　口白耳義に於ける

　骸炭及び瓦斯製造　口瑞西に於ける暖房用瓦斯使用の増加　口英国瓦斯職工賃銀の増加　ロバーミングハ

　ムの瓦斯状況　口米国バルチモアに於ける瓦斯教育事業　口米国桑港に開設さるべき瓦斯大会準備　ロイ

　ルミネーチング，エンジニアリング，ソサイチー等の連合総会

○本邦瓦斯界

　口九州瓦斯株式会社状況　口秋田瓦斯株式会社状況　口北海道瓦斯㈱会社状況　口徳山瓦斯株式会社近況

　口浦賀瓦斯株式会社近況　口足柄瓦斯株式会社認可　口中津瓦斯株式会社近況　口一の宮瓦斯株式会社総

　会　口大正瓦斯株式会社近況　口台湾瓦斯株式会社近況　口大津瓦斯株式会社総会　口大阪の瓦斯料金引

　下　口湘南瓦斯株式会社一部許可　ロハ代瓦斯株式会社認可近し　口広島瓦斯株式会社総会　口常滑瓦斯

　株式会社認可　口日本瓦斯株式会社近況

○雑報

　口炭坑瓦斯爆発御救惶　ロシドニー瓦斯職工の罷工　口東京石炭同業組合創立事務　口沼津瓦斯の町営

　口東京瓦斯コークス株式会社近況　口北海道瓦斯株式会社の契約書　口瓦斯資金借入

○特許

　口未燃瓦斯ノ脱出ヲ防止スル瓦斯洋燈改良装置　口瓦斯燈用三方「コック」

○新案

　口「アセチリン」瓦斯発生器　口軽便瓦斯発生器　口瓦斯用接続管　口石炭焼化窯　口瓦斯焼機全錘一斉

　停止装置　口瓦斯焼機仕上管絲自動停止装置

○会報

　口会員入会　口書記辞職　口特別会員　口茶話会　口寄付　口理事会　口会員死亡　口来訪　口会費領収

　口内外寄贈雑誌目録　口解雇広告　口帝国瓦斯協会定款　口帝国瓦斯協会役員

○英文欄

　口瓦斯副産物精製事業に就いて（論説）（早稲田政学士　犬伏節輔）口大阪瓦斯株式会社沿革大要（会社

　瞥見）（Ｈ　Ｉ　生）口本邦瓦斯事情（時報）
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●第二巻第四号（大正二年四月二十五日発行）

○口絵

　口門司瓦斯株式会社瓦斯貯蓄器　口朝鮮瓦斯電気株式会社瓦斯発生所全景　口帝国瓦斯協会評議員諸氏

　（三）

○言論

　口帝国瓦斯協会総会提出議案に就き（工学士　内藤　游）

○資料

　口間接燈火法式（承前）（池田　呈）口石炭瓦斯中の不純物に就いて（九州工科大学　島田慶一）口骸

　炭の形成に就いて（犬伏芳流）

○論叢

　口瓦斯販売政策論（一）（宮川敬三）

○雑録

　口英国瓦斯会社の使用人待遇法（二）（法学士　木本倉二）口米欧奔走紀（承前）（工学士　平松末吉）

　口千九百十二年の回顧（法学士　駒込道入）

○訪問記

　口株式会社大倉組営業部と「マンネスマン」管（

○講話

　口石炭瓦斯の製造（七）（藤田愛明）

○欧米瓦斯界

記者　里　生）

　口仏国巴里瓦斯事業の発達　口独逸ミユールイム市瓦斯局の骸炭炉瓦斯転売事業成績　ロアムステルダム

　市に於ける万国瓦斯博覧会状況　口英国瓦斯事業の現況　口費府に於ける瓦斯料金低減問題　口米国瓦斯

　会社営業成績　口海外瓦斯事情短信

○本邦瓦斯界

　口明石瓦斯株式会社近状　口大阪瓦斯株式会社近況　口前橋瓦斯株式会社創立　口長府瓦斯株式会社近況

　口大垣瓦斯株式会社近況　口高田瓦斯株式会社近況　口諏訪湖畔天然瓦斯近信　口台湾瓦斯株式会社近況

　口広島瓦斯株式会社臨時総会　口尼崎瓦斯株式会社近況　口熊本瓦斯株式会社近況　口朝鮮瓦斯電気株式

　会社状況　口日韓瓦斯電気株式会社状況　口豊作|瓦斯株式会社状況

○雑報

　口東京に於ける「コークス」の産額　口諏訪湖畔の瓦斯井　口入山炭値上　口石炭益々好況　口高田瓦斯

　株式会社第一期事業目論見書　口平城無煙炭産額　口奈良瓦斯の郡山開通　口会告

○特許

　口瓦斯「ランプ」点火器　口瓦斯燈瓦斯竃及同様物の過熱炎二至ル瓦斯管自働閉塞装置　口瓦斯管応急閉

　塞器　口瓦斯計量器抽油装置

○実用新案

　口硝子細工用「バーナー」

○会報

　口評議員選挙　口来訪者　口会員入会　口理事会　口会費領収　口内外寄贈雑誌目録

○英文欄

　口本邦植民地の瓦斯工業（早稲田大学政学士　犬伏節輔）口神戸瓦斯株式会社略史（Ｈ　Ｉ　生）口本

　邦瓦斯事情

●第二巻第五号（大正二年五月二十五日発行）

○口絵

　口京都瓦斯株式会社直立炉室及び同上直立炉下底装置　口帝国瓦斯協会第一会総会　口帝国瓦斯協会評議

　員諸氏（四）

○資料
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　口硫酸「アンモニア」の直接製造法に就いて（工学士　大谷　進）口「デツソー」直立式瓦斯発生炉

　（池田善四郎）口燈用としての瓦斯（犬伏芳流）

○論叢

　口帝国瓦斯協会に対する希望（工学博士　井上仁吉）口瓦斯販売政策論（二）（宮川敬三）

○雑録

　口米欧奔走紀（承前）（工学士　平松末吉）口瓦斯雑記（九州工科大学　島田慶一）口東洋のガスライ

　ト・エンド・コーク株式会社（二）（野口彦五郎）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（八）（藤田愛明）

○欧米瓦斯界

○本邦瓦斯界

　口鹿児島瓦斯株式会社状況　口広島瓦斯株式会社状況　口熊本瓦斯株式会社状況　口山陰瓦斯株式会社臨

　時総会　口大牟田瓦斯株式会社状況　口佐賀瓦斯株式会社創立経過及近況　口新城瓦斯株式会社状況　口

　高田瓦斯株式会社の登記

○雑報

　口小田原瓦斯の再起　口盛岡市の瓦斯市営　口品川白煉瓦の増資と株式好況　口東京瓦斯工業の近況　口

　水戸瓦斯株式会社俊工延期　口東京瓦斯株式会社の改革　口瓦斯の品質統一調査　ロハ代瓦斯発起人会

　口佐賀瓦斯株式会社開業式　口寄贈雑誌目録

○特許

　口瓦斯「ランプ」用未燃瓦斯漏出防止装置

○実用新案

　口瓦斯計量器用「コック」口瓦斯燈用空気供給調節器

○会報

　口評議員会　口第一回定期総会　口有志懇親会　口大倉美術館の参観　口大隈伯爵邸園の参観　口理事会

　口委員指定　口入会者　口来訪者　口図書寄贈　口会費領収報告　口察告

○英文欄

●第二巻第六号（大正二年六月二十五日発行）

○口絵

　口松本瓦斯株式会社瓦斯溜建設工事　口帝国瓦斯協会評議員諸氏（五）（六）

○資料

　口夜間の光明（工学士　水田政吉）口木綿ラミー及び人造絹絲「マントル」の比較（工学士　大谷　進）

　口「ハンプレー」直動瓦斯「ポンプ」（工学士鈴木重喜）

○論叢

　口瓦斯販売政策論（三）（宮川敬三）

○雑録

　口英国瓦斯会社の使用人待遇法（三）（法学士　木本倉二）口千九百十二年の回顧（二）（法学士　駒込

　道入）口中央瓦斯貯蔵所の経済上の価値（早稲田大学政学士　犬伏芳流）口品川白煉瓦株式会社湯本支

　工場及び耐火煉瓦製造法（千　里　生）

○縦覧記

　口東京瓦斯工業株式会社を観る（記者　千　里　生）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（九）（藤田愛明）

○欧米瓦斯界

　口独逸瓦斯会社組合の経営方針　口紐育の瓦斯圧力法規の制定　口英国瓦斯事業統計　ロブラックプール

　瓦斯事業五十年間成績　口英国瓦斯事業の好況　口英国に開催すべき国民瓦斯博覧会　口巴里市の高圧瓦

（70）



　　　　　　　　　　　　　　　　『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（1）（瀧本）　　　　　　　　　　　　　　71

　斯燈　口新嘉披の瓦斯事業の発達　口海外瓦斯彙報（フランクフオルドの瓦斯博覧会，独逸燈火事業協会，

　瑞西の瓦斯事業，匈牙利の天然瓦斯，ブダ・ペストの瓦斯事業，欧外|大陸の乾式計量器の取締，独逸の計

　量器損料の廃止，リード大学講演，米国瓦斯料金）口紐育の瓦斯事情

○本邦瓦斯界

　口松本瓦斯株式会社の開業　口徳島の瓦斯事業近況　口横浜市瓦斯局の直立式瓦斯竃竣工　口彦根瓦斯株

　式会社近況　口高梁瓦斯株式会社創立決定　口久留米市の瓦斯事業　ロハ代瓦斯株式会社の其後　口京都

　瓦斯株式会社の臨時総会　口河咲瓦斯株式会社近況　口青森瓦斯株式会社の報償決定　口直江津町の瓦斯

　委員会　口東京瓦斯株式会社の講話会　口伏見瓦斯株式会社状況　口若松瓦斯株式会社状況　口長浜瓦斯

　株式会社状況　口東海瓦斯株式会社状況

○雑報

　口高田商会と有煙炭用吸入瓦斯発生装置　口東京瓦斯工業株式会社の新製品　ロヒウゴー・フアルク氏及

　びシー・ワインベルゲル商会と瓦斯業者　口英国の国民瓦斯協会と本協会　口本誌と海外同業雑誌　口東

　洋「コンプレツソル」の近況　口日本窯業の臨時総会　口瓦斯事業取締法建議　口瓦斯料金引下問題に関

　する市対会社の協定案　口東京市瓦斯協定案提出可決　口寄贈雑誌目録

○特許

　口加藤式万能瓦斯風呂竃　口西山式瓦斯エンヂンガバナー装置　口液体炭化水素瓦斯火口

○会報

　口調査委員会　口入会者　口特別会員推選　口賛助会員推選　口英国の国民瓦斯博覧会よりの招待　口来

　訪者　口大正二年度会費領収報告　口会告　口帝国瓦斯協会定款　口帝国瓦斯協会役員

○英文欄

　口本邦瓦斯工業の刷新に就いて（言論）（早稲田大学政学士　犬伏節輔）口本邦の瓦斯料金（Ｓ　Ｔ

　生）口博多瓦斯株式会社略史（会社瞥見）（芳流散史生）口本邦瓦斯時報

●第二巻第七号（大正二年七月二十五日発行）

○口絵

　ロヅインナ瓦斯会社「コプパー」式「チャンバー・ヲーヅンス」口帝国瓦斯協会評議員諸氏（七）

○資料

　口「ハンプレー」直動瓦斯「ポンプ」（二）（工学士　鈴木重喜）口高田商会展覧瓦斯発生器（工学士

　内藤　游）

○論叢

　口瓦斯暖房論（大森山人）口筆の雫（芳　流）

○雑録

　口英国瓦斯会社の使用人待遇法（四）（法学士　木本倉二）口瓦斯及電気装置の経済得失論（芳流散史）

○縦覧記

　ロウードール・ダッカム直立式瓦斯製造竃（山口華汀）口塚本商店を訪ふ（千　里　生）

○講話

　口石炭瓦斯の製造（一〇）（藤田愛明）

○欧米瓦斯界

　口英国に於ける骸炭製造業　口紐育の街燈点火の発達　口米国に於ける天然瓦斯の産出及び使用の状況

　口独逸に於ける「ベンゾール」製造状況　口独逸瓦斯事業片々　口瓦斯よりＨ２Ｓ除去する新発明　口日

　光発生器の発明　口南露西亜の副生物造状況　ロブラシクブール瓦斯事業の成績　ログラスゴーの瓦斯事

　業　口独逸の瓦斯及電気　ロマンチエスター市瓦斯の低減　口豪州瓦斯会社

○本邦瓦斯界

　口下関瓦斯株式会社　口堺瓦斯株式会社　口宇都宮瓦斯株式会社　口岡山瓦斯株式会社　口松本瓦斯株式

　会社　口甲府瓦斯株式会社　口尼崎瓦斯株式会社　口岐阜瓦斯株式会社　口浜松瓦斯株式会社　口岡崎瓦

　斯株式会社　口門司瓦斯株式会社　口姫路瓦斯株式会社
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○雑報

　口浦賀瓦斯近信（未開業）口広島瓦斯の総会　口佐賀瓦斯近信　口熊本瓦斯近信　口諸会社資本調　口

　東京市の瓦斯払込承認　口博多瓦斯の総会　口高崎瓦斯の開業　口足利瓦斯の配当　口大正瓦斯総会　口

　尼崎瓦斯無配当　口九州瓦斯の工場合併　口前橋瓦斯の其後（未開業）口水戸瓦斯の報償契約　口関瓦

　斯近信　口高梁瓦斯近信（未開業）口瓦斯会社の大合同　口日本瓦斯の総会　口大正山陰両瓦斯の合併

　口名古屋瓦斯の配当　口久留米瓦斯の前途（未開業）口刺賀商会の軽便瓦斯発生機　口東京瓦斯工業会

　社の改称　口奈良瓦斯の総会　口井上商店の東京管　口小田原瓦斯近況　口上田瓦斯の近信

○特許

　口石綿鉛止器（鉄管接手用クヌップ）口瓦斯発生器　口山谷式瓦斯発生機　口瓦斯蒸気液体中の「アム

　モニアを亜硫酸にて処理し硫酸「アムモニウム」を製造する方法　口寄贈雑誌目録

○実用新案

　口福田式硫酸安母尼亜製造器　口石油発動機を吸入瓦斯発動機に改造するの装置　口瓦斯計量器

○会報

　口理事会　口委員会　口入会会員　口来訪者　口大正元年度会費領収報告　口編集局より　口帝国瓦斯協

　会定款　口帝国瓦斯協会役員

○英文欄

　口本邦瓦斯工業の一現象に就いて（犬伏節輔）口和歌山瓦斯株式会社（芳流散史）口本邦瓦斯時報

●第二巻第八号（大正二年八月十五日発行）

○口絵

　口南満洲瓦斯株式会社瓦斯部作業所全景　口横浜市瓦斯局平沼製造所新旧装置　口帝国瓦斯協会評議員諸

　氏（八）

○記事

　口一周年記念号の発刊に就いて　口十五年間瓦斯炉取扱の経験（工学士　内藤　游）口瓦斯営業所感

　（南満洲鉄道株式会社大連瓦斯部　富次素平）口瓦斯ツぽい実験（工学士　鈴木重喜）口英国に於て見

　たる小瓦斯会社の工場（工学士　下村孝太郎）口石炭商より視たる瓦斯会社（三井物産会社　芳川寛治）

　口化学窒素の需給（工学士　参木録郎）口勘定外瓦斯中の実際漏洩に就いて（前田泰次郎）口瓦斯発生

　炉内の燃焼に就きて（工学士　大谷　進）口横浜市瓦斯局拡張工事概況（工学士　坂井定吉）口三萬立

　方暇入瓦斯溜基礎（工学士　高木剛三）口瓦斯と人類（宇都宮瓦斯株式会社専務取締役　安川隆治）口

　山陰瓦斯（谷口守雄）口和歌山瓦斯総会　口工業瓦斯協会大会　口新刊瓦斯書紹介（たきだ）口日韓瓦

　斯電気会社（なるた）ロハ王子瓦斯総会　口和歌山瓦斯（平松義孝）口所感（秋田瓦斯株式会社工務部

　主任　糟谷高正）口如件（野　州　生）口秋田市の瓦斯事業に就いて（秋田瓦斯株式会社長　井阪直

　幹）口天然瓦斯事業に就いて（日本天然瓦斯株式会社長　高野　毅）口我が大津瓦斯（大高隆三）口

　北海道瓦斯（札幌営業所　千秋幹十）口時事小言（芳　琉）

○本邦瓦斯事業一覧（明治四十五年＝大正元年　下半期現在）

　〔第一類　開業之部〕

　甲　当期以前ヨリ開業セルモノ

　　　一，石炭瓦斯　二，「アセチリン」瓦斯　三，天然及「オイル」瓦斯

　乙　当期同二開業セルモノ

　　　石炭瓦斯

　〔第二類　未開業之部〕

　但　目下開業若クハエ事中ノモノ

　〔第三類　設立二属スルモノ（大正二年六月調）〕

　新潟県　口新発田瓦斯株式会社　口北越瓦斯株式会社

　埼玉県　ロハ王子瓦斯株式会社Ｏ日越兼営）

　茨城県　口常総瓦斯株式会社　口土浦瓦斯株式会社

（72）



　　　　　　　　　　　　　　　『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（1）（瀧本）　　　　　　　　　　　　　　73

　愛知県　口常滑瓦斯株式会社

　静岡県　口見泉瓦斯株式会社

　長野県　口信越瓦斯株式会社　口飯田瓦斯株式会社

　宮城県　口石巻瓦斯株式会社

　福島県　口信達瓦斯株式会社　口川俣瓦斯株式会社　口会津瓦斯株式会社

　山形県　口米滓瓦斯株式会社

　青森県　口青森瓦斯株式会社　口津軽瓦斯株式会社

　福井県　口敦賀瓦斯株式会社

　石川県　口北陸瓦斯株式会社

　和歌山県　口新宮瓦斯株式会社　口橋本瓦斯株式会社　口黒江丸瓦斯株式会社　口田逞瓦斯株式会社　口

　　　　　　粉河瓦斯株式会社

　香川県　口観音寺瓦斯株式会社

　熊本県　ロハ代瓦斯株式会社

　〔第四類　目下設立出願中二属スルモノ（大正二年六月調）〕

　大阪府　口池田瓦斯株式会社　口茨木瓦斯株式会社

　三重県　口桑名瓦斯株式会社

　滋賀県　ロハ幡瓦斯株式会社

　岐阜県　口竹ケ鼻瓦斯株式会社

　岩手県　口盛岡瓦斯株式会社　口宮古瓦斯株式会社

　石川県　口金沢瓦斯株式会社

　広島県　口廿日市瓦斯株式会社　口吉浦瓦斯株式会社

　和歌山県　口有田瓦斯株式会社　口南陽瓦斯株式会社

　徳島県　口阿波瓦斯株式会社

　熊本県　口高瀬瓦斯株式会社

○欧米瓦斯界

　口市街点火に骸炭炉瓦斯の利用　口紐育料理学校　口英国に於ける骸炭需給の状況　口瓦斯「クック・ス

　トーヴ」用改良「バーナー」ロヒンクレイに於ける瓦斯事業近況　口米国に於ける副産物製造状況　口

　独逸の瓦斯及電気　口新嘉披の瓦斯事業十年間成績　ロギルドフオードに於ける高圧瓦斯燈　口伊太利に

　於ける瓦斯及び電気の税金

○本邦瓦斯会社概況

　口臼杵瓦斯株式会社　口松山瓦斯株式会社　口博多瓦斯株式会社　ロハ幡瓦斯株式会社　口佐賀瓦斯株式

　会社　口静岡瓦斯株式会社　口朝鮮瓦斯電気の需用状況

○雑報

　口新潟瓦斯株式会社の解散　口佐賀瓦斯重役の重任　口多治見瓦斯の登記変更　口宇都宮瓦斯の登記変更

　口下関瓦斯重役重任　口佐世保瓦斯監査役変更　口阜尾瓦斯会社設立計画　口品川白煉瓦の近状　口東京

　市瓦斯協定案　口米滓瓦斯の設立計画　口上田瓦斯創立総会　口両瓦斯合併計画　口高崎瓦斯の開業　口

　博多瓦斯の定時総会　口熊本瓦斯の臨時総会　口水戸瓦斯の総会　口銚子瓦斯の創立登記　口東京瓦斯コ

　ークス総会　口神戸瓦斯総会

○会報

　口幹事出張　口会員入会　口来訪者　口会費領収報告　口寄贈雑誌目録　口編集局より

○英文欄

　口過去一年の回想（早大政学士　犬伏節輔）口過去及び現在に於ける我瓦斯界の重鎮（早大政学士　犬

　伏芳流）口瓦斯統計に就いて（Ｓ　Ｉ　生）口日韓瓦斯電気株式会社略史（芳流散史）口瓦斯会社営

　業報告　口瓦斯時報　口人事一束
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●第二巻第九号（大正二年九月十五日発行）

○口絵

　口岡山瓦斯株式会社瓦斯溜外槽組立降下砂管装置　口帝国瓦斯協会評議員諸氏（九）

○資料

　口瓦斯発生炉内の燃焼に就いて（二）（工学士　大谷　進）口勘定外瓦斯中の実際漏洩に就いて（前田泰

　次郎）口横浜市瓦斯局拡張工事概況（工学士　坂井定吉）口徳島瓦斯の近況

○雑録

　口水力電気と瓦斯工業（工学士　後　凋　生）口瓦斯溜の組立に就いて（石川善蔵）口をり々々草

　（一）（華　汀　子）口指針調査物語（鬘　達　磨）口瓦斯事業概観　口徳島と呉の両瓦斯合併に就いて

　（松浦泰次郎）口愛知県の瓦斯界（竜池滴露）口続者諸君に告ぐ

○観察記

　口山形瓦斯株式会社瓦斯展覧会を観る（芳流散史）

○欧米瓦斯界

　口石炭産出国としての加奈太　口加奈太に於ける市営瓦斯の勃興　口米国に於ける骸炭製造　口米国に於

　けるアセチリン瓦斯の発達　口巴里に於ける瓦斯供給　口仏国都市に於ける骸炭炉瓦斯　口独逸に於ける

　タール　ロ白耳義に於ける大瓦斯エンジン　ロ米国に於ける発生瓦斯力装置　ロトランシルヴァニアの天

　然瓦斯　ロアムモニア液の輸送

○本邦瓦斯会社概況

　口台湾瓦斯株式会社　口大阪瓦斯株式会社　口長浜瓦斯株式会社　口東京瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式

　会社　ロハ王子瓦斯株式会社　口金沢電気瓦斯株式会社　口京都瓦斯株式会社　口鶴岡瓦斯株式会社　口

　大津瓦斯株式会社　口神戸瓦斯株式会社　口徳山瓦斯株式会社　口北海道瓦斯株式会社

○雑報

　口桑名瓦斯の申請　口福山瓦斯の総会　口東京瓦斯の試錐事業　口石炭運送船の賃借　口水戸市の瓦斯命

　令　口西部瓦斯成立　口渋川町瓦斯経営　口「コークス」会社　口広島瓦斯の総会　口大正・山陰の両瓦

　斯株式会社　口北海炭礦の総会

○特許

　口「アセチリン」瓦斯火口製造型　口爆発原動機用弁機構　口吸入瓦斯発生機　口石炭瓦斯中ノ「ター

　ル」及塩化「アンモニア」分離法　口会告

○実用新案

　口石炭乾留窯　口大正瓦斯調制器　口八木式「バーナー」口金時「ホヤ」

○会報

　口第三回調査委員会　口第四回調査員会　口英国国民瓦斯博覧会参列　口正会員転任　口幹事出張　口記

　者出張　口会員入会　口来訪者　口会費領収報告　口大正元年度会員領収報告　口内外寄贈雑誌目録

○英文欄

　口山形瓦斯展覧会（芳　流）口日韓瓦斯電気株式会社略史（二）（芳流散史）口瓦斯会社状況　口瓦斯

　時報　口人事一束

●第二巻第十号（大正二年十月十五日発行）

○口絵

　口高崎瓦斯株式会社製造所全景　口尼崎瓦斯株式会社全景　口独逸伯林アンハルト機械製造会社伯林工場

　全景

○記事

　口工業瓦斯協会を交迎ふ　口北京瓦斯企業視察報告（工学士　内藤　游）口石炭瓦斯中の硫黄化合物に

　就いて（九州工科大学　長沢兵次郎）口火葬と瓦斯の応用（芳　流　生）

○欧米瓦斯界

　口倫敦に於ける市街点火　ログラスゴー瓦斯事業の近況　ロマンチエスターの瓦斯事業　口豪州の瓦斯事
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　業　口海外瓦斯彙報　口改良間接燈火器　口英国瓦斯会社営業成績

○本邦瓦斯会社概況

　口犬山瓦斯株式会社　口山陰瓦斯株式会社　口呉瓦斯株式会社　口広島瓦斯株式会社　口日本天然瓦斯株

　式会社　口彦根瓦斯株式会社　口九州瓦斯株式会社　口日韓瓦斯電気株式会社

○雑報

　口広島瓦斯の総会　口西部合同瓦斯の登記　口浦賀瓦斯株式会社の登記　口高梁瓦斯株式会社の登記　口

　石炭組合の役員会　口久留米瓦斯の其後　口東京瓦斯電気工業会社　口日韓瓦斯総会　口上田瓦斯の認可

　口山陰大正両瓦斯総会

○実用新案

　口瓦斯炉　口渡逞式「ダブルホヤ」口旭瓦斯管　口瓦斯温水装置

○会報

　口第五回委員会　口第六回理事会　口特別会員の推選　口工業瓦斯協会の合併　口評議員辞任　口正会員

　入会者　口来訪者　口会告

○石炭瓦斯講義（第一回）

　口製造編（工学士　参木録郎）口供給編（前田泰次郎）口応用編（池田　呈）口副生物編（工学士　平

　松末吉）口会費領収報告　口内国寄贈雑誌目録　口外国寄贈雑誌

　目録　口誤正

○英文欄

　口最近本邦瓦斯事業概観（犬伏節輔）口広島瓦斯株式会社発達略史（芳流散史）口呉瓦斯株式会社　口

　瓦斯会社状況　口瓦斯時報　口人事一束

●第二巻第十一号（大正二年十一月十五日発行）

○口絵

　口北海道瓦斯株式会社函館製造所全景　口小田原瓦斯株式会社工事状況

○口資料

　口「ハンプレー」直動瓦斯「ポンプ」（三）（工学士　鈴木重喜）口石炭「タール」の利用及び石炭瓦斯

　中の「ナフタレン」に就いて（九州　工科大学　島田慶一）口写真術と瓦斯の利用（芳　流　生）

○縦覧記

　口我国に於ける二大「瓦斯メーター」製作工場（一）（記者　千　里　生）

○欧米瓦斯界

　口英国に於ける石炭産出状況　口倫敦の瓦斯供給概観　ロリード大学と瓦斯技師養成　ロフランクフォー

　ド・ヲン・メーンに於ける瓦斯博覧会　ロペンシルヅアニアに於ける骸炭の製造　口馬尼刺に於ける瓦斯

　事業　ロメルボウルンに於ける瓦斯事業の進歩　口海外瓦斯事業片々　口濠洲各瓦斯会社の営業成績　口

　米国瓦斯会社営業成績

○本邦瓦斯会社概況

　口豊州瓦斯株式会社　口山口瓦斯株式会社　口福山瓦斯株式会社　口彦根瓦斯株式会社

○雑報

　口広島瓦斯マントル会社成立　口瓦斯メートルの検定　口南海瓦斯株式会社　口松本瓦斯祭日の売高　口

　大阪瓦斯の増資総会　口日韓瓦斯の新振込　口浦賀瓦斯の建設地割　口日本窯業会社の現況　口大阪瓦斯

　の火災　口瓦斯コークス祝賀会　口井上商店の移転　口藤山安次氏

○特許

　口吸入瓦斯発生炉　口自動瓦斯燈点消装置　口瓦斯発生装置に於ける改良　口瓦斯発生器　口瓦斯発生器

○実用新案

　口埋設瓦斯管用枝管継手　口藤沢式瓦斯バーナ　ロ鳥井式瓦斯燈　口陶器製瓦斯暖炉

○会報

　口第七回理事会　口第六回委員会　口特別会員の推選　口評議員辞任　口調査委員嘱託　口正会員入会者
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　口準会員入会者　口来訪者　口会費領収報告

○石炭瓦斯講義（第二回）

　口製造編（工学士　参木録郎）口供給編（前田泰次郎）口応用編（池田　呈）口副生物編（工学士　平

　松末吉）口内国寄贈雑誌目録

○英文欄

　口本邦瓦斯使用概観（早稲田大学政学士　犬伏節輔）口岐阜瓦斯株式会社略史（芳流散史）口瓦斯会社

　営業状況　口瓦斯時報　口人事一束

●第二巻第十二号（大正二年十二月十五日発行）

○口絵

　口旧東京府瓦斯局の全景　口英国国民瓦斯博覧会の首脳と案内部部員集団

○記事

　口触面無焔瓦斯燃焼法と石炭瓦斯製造法革命の予想（工学士　内藤　游）口東洋のガスライト・エン

　ド・コーク株式会社（三）（野口彦五郎）口倫敦瓦斯博覧会視察日誌（特派員工学士　三浦良幹）口鉛

　管製造と東海鉛管株式会社（記者　壁　耳　生）口我国に於ける二大「瓦斯メーター」製作工場（二）

　（記者　千　里　生）

○欧米瓦斯界

　口瓦斯副生物精製品需給の状況　口瓦斯燈光力標準の現状　口独逸に於ける鋳造業に石炭タールの利用

　口倫敦瓦斯品質

○本邦瓦斯会社概況

　口高崎瓦斯株式会社　口柳井瓦斯株式会社　口新城瓦斯株式会社　口和歌山瓦斯株式会社　口伏見瓦斯株

　式会社

○雑報

　口水戸瓦斯株式会社開業式　口品川白煉瓦の業績　口東京瓦斯の表彰式と同志会　口小田原瓦斯株式会社

　開業式　口岡崎遠光氏逝く

○会報

　口幹事出張　口第八回理事会　口特別会員推選　口評議員当選　口評議員逝去　口通信事務嘱託　口正会

　員入会者　口準会員入会者　口来訪者

○石炭瓦斯講義（第三回）

　口製造編（工学士　参木録郎）口供給編（前田泰次郎）口応用編（池田　呈）口副生物編（工学士

　平松末吉）口内国寄贈雑誌目録　口外国寄贈雑誌目録　口正誤

【第三巻】

●第三巻第一号（大正三年一月十五日発行）

○口絵

　口北海道瓦斯株式会社啓屋製造所全景　口帝国瓦斯協会評議員諸氏（十〇）

○記事

　口巻頭辞　口瓦斯及水道本管の溶接方法（森　四郎）口横浜市瓦斯局拡張工事概況（承前）（坂井定吉）

　口倫敦瓦斯博覧会視察日記（承前）（三浦良幹）口英国国民瓦斯博覧会雑感（三戸増三）口瓦斯街燈史

　（一）（高　栄　湖）

○縦覧記

　口新に生れたる瓦斯メーター製作工場（東京瓦斯電気工業株式会社を観る）（千　里　生）口横浜市連合

　共進会場内特設瓦斯館を観る（華　汀　子）

○欧米瓦斯界

　口最近英国瓦斯工業発達概観　口米国加州に於ける瓦斯事業の進歩　口瓦斯よる鉄道列車の点燈設備　口
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　エヂンバラに於ける高圧瓦斯燈設備　口海外瓦斯彙報

○雑報

　口福島瓦斯の平支店開業　ロハ幡瓦斯設立計㈲　口直方瓦斯短信　口直方瓦斯会社創立総会　口伏見瓦斯

　の解散　口大正山陰両瓦斯の合併　口土浦瓦斯設立計画　口日韓瓦斯重役の異動　ロハ王子瓦斯の臨時総

　会　口名古屋瓦斯の態度

○実用新案

　口瓦斯燈ホヤ　ロ瓦斯火屋　口瓦斯燈カバー

○会報

　口第七回調査委員会　口評議員当選　口正会員入会者　口準会員入会　口寄贈雑誌

○石炭瓦斯講義（第四回）

　口製造編（工学士　参木録郎）口供給編（前田泰次郎）口応用編（池田　呈）口副生物編（工学士

　平松末吉）

○英文欄

　口時事評論（本年の瓦斯事業一本邦石油業対瓦斯及電気業一石炭の騰貴一瓦斯事業と其の取締）（Ｓ　Ｉ

　生）ロボーン教授触面瓦斯無炎燃焼法による石炭瓦斯製造法の革命予想（内藤　游）口瓦斯及電気普及

　の現状（犬伏節輔）口瓦斯時報　口人事一束

●第三巻第二号（大正三年二月十五日発行）

○口絵

　口東京瓦斯株式会社大森製造所チャムバー式炉　口西部合同株式会社博多営業所瓦斯器陳列所

○記事

　口瓦斯の爆発分析に要する空気の量（長滓兵次郎）口前金瓦斯計量器の経済的価値（十）（犬伏芳流）

　口吾人は如何なる式の石炭瓦斯製造炉を採用すべきか（野口彦五郎）口倫敦瓦斯博覧会視察日記（承前）

　（三浦良寛）口本邦埋蔵炭量調査概観（芳　流）

○欧米瓦斯界

　口創業期に於ける米国瓦斯事業　口英国副生物製造業の進歩　口倫敦瓦斯品質　口濠洲に於ける副生物製

　造　口諾威の瓦斯事業海外瓦斯彙報

○本邦瓦斯会社概況

　口犬山瓦斯会社　口奈良瓦斯会社　口演松瓦斯会社　口宇都宮瓦斯会社　口岐阜瓦斯会社　口福島瓦斯会

　社　口日本瓦斯会社　口関西瓦斯会社　口尼崎瓦斯会社

○雑報

　口諏訪天然瓦斯企業　口桑名瓦斯許可　口廣島瓦斯総会　口一宮瓦斯総会　口日本瓦斯総会　口久留米瓦

　斯事業　口博多瓦斯総会　口門司瓦斯営業所近況　口高梁瓦斯点火　口前橋瓦斯披露会　口瓦斯料理講習

　口堺瓦斯総会　口伏見瓦斯解散　口博多営業所移転　口瓦斯代金無料販売　口会社登記　口器具割引　口

　陶器瓦斯窯好成績　口浦賀瓦斯工事近況　口豊州瓦斯登記　口東京瓦斯総会　口正会員三浦良寛氏帰朝

○会報

　口第九回理事会　口第八回調査委員会　口始業式　口評議員補欠　口第十回理事会　口幹事出張　口特別

　会員推薦　口入会者　口来訪者　口寄贈書目　口正誤

○石炭瓦斯講義（第五回）

　口製造編（参木録郎）口供給編（前田泰次郎）口応用編（池田　呈）口副生物編（工学士　平松末吉）

○英文欄

　口時事評論（瓦斯引用家教育の必要一瓦斯引用家指導部設置の必要一瓦斯勧誘運動）（犬伏芳流）口本邦

　石炭業の将来（芳　流　生）口本邦瓦斯会社営業状況一瓦斯時報

●第三巻第三号（大正三年三月十五日発行）

○口絵
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口名古屋瓦斯株式会社百万立法眼瓦斯溜組立状況　口高梁瓦斯株式会社　口帝国瓦斯協会評議員諸子

(二)

○記事

　ロストラツヘ氏瓦斯熱量（井上仁吉）口「デイゼルエンジン」用「コールタール」燃料について（内藤

　遊）口前金瓦斯計量器の経済的価値（二）（犬伏芳流）口瓦斯及水道本管の溶接方法（二）（森　四郎）

　口小都市瓦斯と報賞金問題（辻畑政市）口倫敦瓦斯事業最近の発達概観（芳　流　生）

○欧米瓦斯界

　口独逸に於ける瓦斯，電燈及石油燈の現状　口仏蘭西及白耳義に於ける硫酸アムモニア販売運動　口海外

　瓦斯彙報

○本邦瓦斯会社概況

　口名古屋瓦斯株式会社　口仙台瓦斯株式会社　口岡山瓦斯株式会社　口西部合同瓦斯株式会社　口大垣瓦

　斯株式会社　口佐賀瓦斯株式会社

○雑報

　口久留米瓦斯の近況　口大阪瓦斯総会　ロハ王子瓦斯総会　口徳島瓦斯創立経過　口高梁瓦斯近況　口廣

　島瓦斯の配当準備金　口池田瓦斯創立準備　口佐野町の瓦斯

○雑報

　口第九回調査委員会　口瓦斯熱量研究委員　ロパナマパシフイック万国博覧会よりの招待　口図書寄付

　口第十一回理事会　口特別会員推薦　口正会員入会者　口準会員入会者　口瓦斯展覧会計画　口内外寄贈

　雑誌目録一新刊書紹介

○講演（第六回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口時事評論（工業瓦斯普及の必要一報奨金問題）（犬伏節輔）口東京市に於ける瓦斯事業発達概観（芳

　流　生）口本邦瓦斯会社営業状況一瓦斯時報

●第三巻第四号（大正三年四月十五日発行）

○口絵

　口北海道瓦斯会社函館営業所一製造所レトルト室及鉄管埋設工事　口英国アベリスツウイス瓦斯製造所

○記事

　ロストラツヘ氏瓦斯熱量（井上仁吉）口製造工業の瓦斯利用に就て（森　四郎）口店頭燈火設備上に於

　ける高圧瓦斯と低圧瓦斯と比較得失に就て（芳　流　生）口横浜市瓦斯局拡張工事概況（四）（坂井定

　吉）口撫順炭（星野幹夫）

○欧米瓦斯界

　口世界硫酸「アンモニア」の需給　口倫敦瓦斯品質　口英国に於ける瓦斯製造費　口独逸都市と骸炭窯瓦

　斯の利用　ロゼネバに於ける瓦斯事業　口米国石油産出額の激増

○本邦瓦斯会社概況

　口京都瓦斯株式会社　口廣島瓦斯株式会社　口大阪瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式会社　口九州瓦斯株式

　会社　口神戸瓦斯株式会社

○雑報

　口陶器焼付と瓦斯　口瓦斯電灯の妥協　口高岡の瓦斯事業　口朝鮮瓦斯電気の総会　口瓦斯事業取締法制

　定に関する建議　口桑名瓦斯の創立総会　口土浦瓦斯の創立登記　口奥副会長議長に当選　口北海道瓦斯

　の総会　口新津瓦斯の創立　口久留米瓦斯工事　口日韓瓦斯電気株式会社総会

○会報

　口第十二回理事会　口総会招集　口評議委員会招集　口瓦斯展覧会出品物審査委員　口副会長の議長当選

　口賛助会員推選　口会員入会者　口農商務省嘱托事項　口展覧会出品人協議会　口審査委員会

○講演（第七回）
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　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口店頭燈火設備に就て（犬伏節輔）口東北地方に於ける瓦斯事業（芳流散史）口本邦瓦斯会社営業状況

　一瓦斯時報

●第三巻第五号（大正三年五月十五日発行）

○口絵

　口帝国瓦斯協会第二回定時総会光景　口帝国瓦斯協会主催瓦斯器具展覧会　口奉原

○記事

　口帝国瓦斯協会第二回定時総会　口調査事項に対する報告　口瓦斯展覧会

○欧米瓦斯界

　口北米合衆国の瓦斯事業　口独逸瓦斯事業の進歩　口佛国に於ける瓦斯事業の進歩　口紐育合同瓦斯会社

　販売瓦斯量

○本邦瓦斯会社概況

　口北海道瓦斯会社　ロハ王子瓦斯会社　口四日市電燈会社

○雑報

　口高岡瓦斯の近況　口小倉市と瓦斯事業　口佐野瓦斯の其の後　口秦野瓦斯設立請願　口高崎市に天然瓦

　斯　口西部合同瓦斯の料金値下　口長崎瓦斯近況　口桑名瓦斯の登記　口彦根瓦斯役員会　口名古屋瓦斯

　近況　口満鉄瓦斯事業　口瓦斯器具製造関係者懇親会　口木更津瓦斯会社の創立　口陸軍と瓦斯の利用

○協会記事

　口第四回評議員会　口第二回定期総会　口大正二年度事務報告　口大正二年度会計報告　口大正三年度経

　常収支予算書　口大正三年度調査費予算書　口第一回理事会　口理事辞任　口天機奉伺　口審査委員及助

　手　口会員入会者

○講演（第八回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口帝国瓦斯協会第二回定期総会　口調査事項に対する報告　口瓦斯展覧会　口瓦斯時報

●第三巻第六号（大正三年六月十五日発行）

○口絵

　口銚子瓦斯株式会社製造所　口関西瓦斯株式会社米子製造所　口九州瓦斯株式会社瓦斯館

○記事

　口瓦斯発展策と瓦斯応用器具（内藤　游）口瓦斯工学の現状に就き所感（十）（下村孝太郎）口瓦斯副

　生物製造と其の利用（犬伏芳流）口石炭瓦斯事業と動力（一）（無　名　氏）口東京大正博覧会と瓦斯

　事業（芳　流　生）口東京瓦斯株式会社の瓦斯応用料理講習会を観る（華　汀　子）

○欧米瓦斯界

　口英米に於ける天然瓦斯　口英国に於ける最近骸炭製造状況　口海外瓦斯片々

○本邦瓦斯会社概況

　口大津瓦斯会社　口水戸瓦斯会社　口徳山瓦斯会社　口山口瓦斯会社　口彦根瓦斯会社　口北海道アセチ

　リン瓦斯会社　口日本天然瓦斯会社　口福山瓦斯会社

○雑報

　口久留米瓦斯竣工　口久留米瓦斯点火　口桑名瓦斯の近況　口東京瓦斯の音原会　口成田瓦斯登記　口島

　原瓦斯近況　口品川白煉瓦近況　口埋設物大整理　口電燈瓦斯の合併　口御大葬当夜の燈火

○協会記事

　口第二回理事会　口審査委員　口正会員入会者

○講演（第十回）
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　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口

　副生物（平松末吉）

○英文欄

　口時事評論（統計事項統一の必要一瓦斯副生物精製事業の勃興一瓦斯展覧会）（犬伏節輔）口最近我重要

　都市に於ける瓦斯消費状態に就て（芳流散史）口長崎共進会に於ける瓦斯館（記者）口本邦瓦斯会社営

　業状況　口瓦斯時報

●第三巻第七号（大正三年七月十五日発行）

○口絵

　口日韓瓦斯電気株式会社瓦斯製造所全景　口横浜電気株式会社横須賀瓦斯部製造所

○記事

　口瓦斯工学の現状に就き所感（二）（下村孝太郎）口瓦斯計量器の試験に就て（芳流散史）口瓦斯製造

　炉の廃気利用に就て（Ｕ　Ｋ　生）口北米合衆国に於ける瓦斯工業発達概観（芳　流　生）口撫順炭

　（二）（星野幹夫）口座操製糸に瓦斯応用の実験（丸山名政）

○欧米瓦斯界

　口最近英国瓦斯工業の状況　口匈牙利国の天然瓦斯　口露西亜に於ける瓦斯副生物　口海外瓦斯片々

○本邦瓦斯会社概況

　口豊作|瓦斯株式会社　口高崎瓦斯株式会社　口東海瓦斯株式会社　口若松瓦斯株式会社　口前橋瓦斯株式

　会社

○雑報

　口支那の瓦斯事業　口島原瓦斯の其後　口伊勢崎の瓦斯計画　口松坂町の瓦斯経営調査　口徳島瓦斯進捗

　口門司瓦斯の懸賞抽選　口京都瓦斯の昨今　口久留米瓦斯近状　口陶器焼着と瓦斯　口直方瓦斯短信　口

　桑名瓦斯近状　口朝鮮開発と日韓瓦斯電気会社　口琵琶湖の天然瓦斯　口東京瓦斯会社の改革　口神戸瓦

　斯払込　口掛川瓦斯計画　口静岡瓦斯近信　口見付の対電燈問題と瓦斯町営　口松山瓦斯会社総会　口井

　上氏の叙勲　口島原瓦斯だより

○協会記事

　口当協会開催瓦斯器具展覧会出品物表彰　口評議員辞任及推選　ロパナマパシフイック万国博覧会よりの

　通牒　口万国瓦斯大会よりの招待　口会員の入会　口会員移動

○講演（第十一回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口時事評論（地方小瓦斯事業の勃興一瓦斯及電燈の競争）（犬伏節輔）口九州に於ける瓦斯事業（犬伏芳

　流）口本邦瓦斯会社営業状況

●第三巻第八号（大正三年八月十五日発行）

○口絵

　口浜松瓦斯株式会社全景　口山形瓦斯株式会社事務所陳列所製造所

○記事

　口事業刷新　口瓦斯料金率制定の標準（肥　馬　生）口石炭瓦斯事業と動力（無　名　氏）口製造工業

　の瓦斯利用に就て（二）（森　四郎）口空気瓦斯発生器機に就て（華　汀　子）口横須賀瓦斯成績（藤

　山安次）口編輯評論（芳　流　生）口供給時事問題　口炊事用各種燃料比較

○欧米瓦斯界

　口独逸国の民営瓦斯会社及電気会社概観　口独逸瓦斯副生物製造の進歩　ログラスゴーの市街点火　口石

　炭の貯蔵と瓦斯製造　口海外片々

○本邦瓦斯会社概況

　口松山瓦斯株式会社　口名古屋瓦斯株式会社　口岡山瓦斯株式会社　口仙台瓦斯株式会社　口岡崎瓦斯株
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　式会社　口大垣瓦斯株式会社

○雑報

　口石狩石炭の近況　口豊橋瓦斯の好機　口下関瓦斯の報償問題　口掛川瓦斯の其後　口松山瓦斯総会　口

　名古屋瓦斯総会　口琵琶天然瓦斯別報　口瓦斯電気工業会社総会　口九州瓦斯電気合併　口廣島瓦斯会社

　総会　口郡山瓦斯の好況　口大阪瓦斯配当　口京都瓦斯総会　口高崎瓦斯電気合併　口若松瓦斯の現況

　口一宮瓦斯総会　口堺瓦斯総会　口明石瓦斯配当　口瓦斯マントル会社　口瓦斯応用熱器展覧会　口大正

　博受賞者　口瓦斯応用料理講習会　ロハ王子瓦斯総会

○協会記事

　口当協会主催瓦斯器展覧会出品審査成績　口第四会理事会　口評議員辞任　口瓦斯事業取締規則調査委員

　口正会員入会　口会員異動

○講演（第十一回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口瓦斯事業経営刷新に就て（犬伏芳流）口本邦瓦斯会社営業状況（三）口瓦斯時報

●第三巻第九号（大正三年九月十五日発行）

○口絵

　口東京大正博出品東京瓦斯株式会社陳列場光景

○記事

　口新進気運　口本邦発達史論（一）（内藤　游）口瓦斯会社と社会公衆との関係（阿陽山人）口導管中

　の流に関する研究（一）（木村　喬）口製造工業の瓦斯利用に就て（三）（森　四郎）口瓦斯街燈史

　（二）（高　栄　湖）口瓦斯器展覧会の審査に就て（増滓正留）口編輯評論（芳　流　生）

○欧米瓦斯界

　口紐育に於ける瓦斯事業　口巴里に於ける高圧瓦斯　口瓦斯器具製造業協会の創立

○本邦瓦斯会社概況

　口甲府瓦斯株式会社　口宇都宮瓦斯株式会社　口西部合同瓦斯株式会社　口奈良瓦斯株式会社　口松本瓦

　斯株式会社

○雑報

　口新津天然瓦斯会社　口沼津瓦斯企画　口台湾瓦斯近状　口長崎電気瓦斯成立　口廣島瓦斯総会　口会社

　改称　口東京瓦斯近況　口東京瓦斯総会　口大阪瓦斯総会　口島原瓦斯近状　口名古屋瓦斯発展　口岐阜

　瓦斯の新計画　口小諸瓦斯計画　口満鉄瓦斯管新埋設　口佐野の瓦斯事業　口万能瓦斯風呂竃口中越瓦斯

　会社登記　口岐阜瓦斯供給増加　口知多瓦斯の供給量　口桑名瓦斯試点火　口横須賀瓦斯の近状　口朝鮮

　瓦斯電気総会

○協会記事

　口第一回瓦斯事業取締法案調査委員会　口第五回理事会　口特別会員推選　口会員入会者　口来訪者

○講演（第十二回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口時事評論（瓦斯及電燈会社の合併に就て一瓦斯計量器損料の撤廃問題一瓦斯器具及附属品の取締最近各

　瓦斯会社の営業成績概観）（犬伏芳流）口本邦瓦斯会社営業状況　口瓦斯時報

●第三巻第十号（大正三年十月十五日発行）

○口絵

　口奈良瓦斯株式会社製造所

○巻頭之辞

　口販路の開拓
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○説叢

　口瓦斯会社と社会公衆との関係（二）（阿陽山人）口製造工業の瓦斯利用に就て（四）（森　四郎）口編

　輯評論（副生物精製問題）（芳　流　生）

○雑録

　口我が会社の状態（松永安左衛門）口欧州戦乱の瓦斯工業に及ぼす影響（記者）口英国と「トリウム」

　硝酸塩の供給（記者）口羅馬に於ける瓦斯事業（記者）口瓦斯計量器の調査実例（記者）

○瓦斯界の人

　口名誉会員伯爵大隈重信（上）（山口華汀）

○本邦瓦斯会社概況

　口浜松瓦斯株式会社　口豊橋瓦斯株式会社　口多治見瓦斯株式会社　口神都瓦斯株式会社　口台湾瓦斯株

　式会社

○雑報

　口北海道瓦斯総会　口北海道瓦斯社債　口桑名瓦斯近況　口関西瓦斯借入金　口岐阜瓦斯の副生物　口直

　方瓦斯点火　口改良瓦斯規炉　口富山市の瓦斯需用　口彦根瓦斯総会　口松山瓦斯重役辞職　口瓦斯会社

　に盗人　口天然瓦斯の発見　口知多瓦斯近況　口瓦斯応用講習会　口下関瓦斯報償問題　口関西瓦斯近信

　口名古屋瓦斯近況　口新会社成立　口高梁瓦斯総会　口日韓瓦斯総会

○協会記事

　口第六回理事会　口入会者　口来訪者　口会員消息

○講演（第十三回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口本邦瓦斯発達史論（工学士　内藤　游）口本邦瓦斯会社営業成績　口瓦斯時報

●第三巻第十一号（大正三年十一月十五日発行）

○口絵

　口秋田瓦斯株式会社

○巻頭之辞

　口事業の独立

○説叢

　口瓦斯会社と社会公衆との関係（三）（阿陽山人）口最低料金と計量器損料（肥　馬　生）口編輯評論

　（戦争と瓦斯事業，瓦斯勧誘問題）（芳　流　生）

○雑録

　口独逸瓦斯事業の現勢（上）（Ｓ　Ｉ　生）口巴里の学校に於ける瓦斯教育（記者）口高島翁の事を述

　ぶ（井上角五郎）

○瓦斯界の人

　口名誉会員伯爵大隈重信（下）（山口華汀）

○本邦瓦斯会社概況

　口静岡瓦斯株式会社　口福山瓦斯株式会社　口東京瓦斯株式会社　口九州瓦斯株式会社　口防府瓦斯株式

　会社　口京都瓦斯株式会社　口廣島瓦斯株式会社

○雑報

　口名古屋瓦斯増給　口瓦斯盗用発見　口関西瓦斯近況　口知多瓦斯近況　口高田瓦斯会社　口前橋瓦斯合

　併　口佐賀瓦斯の近況　口和歌山瓦斯総会　口水戸瓦斯通信　口横浜瓦斯委員　口高嶋嘉右衛門氏の訃音

○協会記事

　口第七回理事会　口第二回取締法案調査員会　口評議員推選　口名誉会員逝去　口弔詞

○講演（第十四回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）
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○英文欄

　口欧州戦乱の我瓦斯事業に対する影響（犬伏節輔）口本邦瓦斯会社営業成績　口瓦斯時報
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●第三巻第十二号（大正三年十二月十五日発行）

○口絵

　口保阪鉄工所専売特許五百立方服簡易瓦斯製造装置　口瓦斯洗脇及タール排除器

○巻頭之辞

　口器具の改良

○説叢

　口瓦斯及骸炭副生物精製事業に関する建議　口編輯評論（本邦化学工業製品需給の現状一瓦斯副生物精製

　事業）

○技壇

　口電球の発達に就て（タイヒミユール博士講演）口石炭瓦斯製造簡易装置（野滓一郎）

○瓦斯界の人

　口名誉会員子爵金子堅太郎（山口華汀）

○本邦瓦斯会社概況

　口大阪瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式会社　口秋田瓦斯株式会社　口金沢電気瓦斯株式会社　口北海道瓦

　斯株式会社

○雑報

　口瓦斯電燈の競争　口瓦斯管に孔を穿つ　口瓦斯取締　口軍隊に瓦斯供給　口瓦斯計量器検定　口合同瓦

　斯株主協議　口姫路瓦斯総会　口名古屋瓦斯近況　口市営瓦斯開業式　口瓦斯管税反対　口前橋瓦斯合併

　条件

○協会記事

　口瓦斯及び骸炭副生物精製事業に関する建議　口各大臣訪問　口第八回理事会　口全国各瓦斯会社及び骸

　炭製造所召集状の発送　口招待　口天機奉伺　口瓦斯及び骸炭副生物精製事業に関する全国斯業会社協議

　会　口有志懇親会　口副生物精製事業に関する調査会　口寄付　口特別会員推選　口入会者　口弔詞

○講演（第十五回）

　石炭瓦斯講義　口製造（参木録郎）口供給（前田泰次郎）口応用（池田　呈）口副生物（平松末吉）

○英文欄

　口瓦斯及骸炭副生物精製事業に関する建議に就て（犬伏芳流）口本邦瓦斯会社営業成績　口瓦斯時報

【第四巻】

●第四巻第一号（大正四年一月一日発行）

○口絵

　口東京瓦斯株式会社大森分工場新築瓦斯製造炉（チャムバーヲーブン）の外観　口同上製造炉石炭作業用

　発電機直結デイゼルエンジン（二百五十馬力二台）

○巻頭之辞

　口新春

○説叢

　口瓦斯普及の方策に就て（上）（阿陽山人）口編輯評論（本邦瓦斯界の趨勢）（芳　流　生）

○雑録

　口独逸瓦斯事業の現勢（下）（Ｓ　Ｉ　生）

○技壇

　口電球の発達に就て（二）（タイヒミユーレル）

○瓦斯界の人
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　口賛助会員大倉組頭取大倉喜八郎（山口華汀）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口銚子瓦斯株式会社　口北海道アセチリン瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株式会社　口神戸瓦斯株式会社

　口徳山瓦斯株式会社　口大津瓦斯株式会社　口三條瓦斯株式会社　口長浜瓦斯株式会社　口日本天然瓦斯

　株式会社　口山口瓦斯株式会社　口東海瓦斯株式会社　口柳井瓦斯株式会社　口前橋瓦斯株式会社　口姫

　路瓦斯株式会社　口中津瓦斯株式会社　口島原瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口姫路瓦斯株式会社外五社

○瓦斯時報

　口本邦瓦斯消費量外六項

○雑報

　口瓦斯管の爆発　口瓦斯応用料理講習　口横須賀水交社の火災　口好適瓦斯熱用器具　口瓦斯建議　口関

　西瓦斯総会　口燃料研究所　口東京瓦斯「デイゼル，エンジン」の披露　口内藤技師の挟列会に列す（華

　汀　子）

○本会記事

　口第九回理事会　口入会者　口副生物精製企業に関する特別調査会　口会員消息　口日韓瓦斯電気近況

　口内外寄贈雑誌目録

○講演

　石炭瓦斯（第十七回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口昨年間の我が瓦斯事業一本年の予測（犬伏節輔）口四国に於ける瓦斯事業（芳流散史）

●第四巻第二号（大正四年二月十五日発行）

○口絵

　口若松瓦斯株式会社全景

○巻頭之辞

　口研究的精神

○説叢

　口事務及び技術部門の密接なる関係（一）（野口彦五郎）口編輯評論（燈熱器研究の必要と東京瓦斯電気

　工業株式会社の新計画）（芳　流　生）

○雑録

　口英国瓦斯事業法（十）（近滓定吉）

○技壇

　口電球の発達に就て（三）（タイヒミユーレル）

○瓦斯界の人

　口名誉会員松岡康毅君（山口華汀）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口上田瓦斯株式会社　口新城瓦斯株式会社　口和歌山瓦斯株式会社　口若松瓦斯株式会社　口豊橋瓦斯株

　式会社　口岐阜瓦斯株式会社　口大垣瓦斯株式会社　口奈良瓦斯株式会社　口名古屋瓦斯株式会社　口尼

　崎瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口奈良瓦斯株式会社外十二社

○瓦斯時報

　口瓦斯会社梢安堵す外十二項

○雑報

　口東京瓦斯重役会　口北海道瓦斯札幌成績　口高松博士の任命　口高松氏の辞任　口知多瓦斯近況　口京
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　都瓦斯総会　口犬山瓦斯割引成績　口会社役員移動　口青森瓦斯払込金　口徳島瓦斯登記　口加古川町瓦

　斯企業　口凱旋瓦斯燈　口西部合同瓦斯総会　口瓦斯事業法　口廣島瓦斯重役総会　口燈熱器の新案を募

　る　口会社営業報告の広告　口副生物事業委員会　ロハ王子瓦斯総会　口東京瓦斯総会　口水戸瓦斯総会

○本会記事

　口第十回理事会　口第五号議案調査委員会　口評議員当選　口特別会員推薦　口会長下坂　口会員入会

　口会員消息　口内外寄贈雑誌目録

○講演

　石炭瓦斯（第十八回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口事業成績と地方瓦斯事業　口燈熱器の研究

●第四巻第三号（大正四年三月十五日発行）

○口絵

　口松山瓦斯株式会社製造所全景

○巻頭之辞

　口彼に鑑みよ

○説叢

　口瓦斯普及の方策に就て（下）（阿陽山人）口瓦斯事業の覚醒を促す（内藤　游）口片々録一主客顛倒，

　株主の教育（壁　耳　生）

○雑録

　口英国瓦斯事業法（二）（近滓定吉）口英国に於ける官民合同の一大染料会社の設立（勝田技師）口伊

　太利に於ける瓦斯消費（ゑ　す　生）

○瓦斯界の人

　口賛助会員高田商会主高田價蔵君（ち　さ　と）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口高岡瓦斯株式会社　口足利瓦斯株式会社　口甲府瓦斯株式会社　口岡山瓦斯株式会社　口静岡瓦斯株式

　会社　口高知瓦斯株式会社　口津電燈株式会社　口佐賀瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口静岡瓦斯株式会社外十三社

○瓦斯時報

　口熱用瓦斯の増進外十項

O4-3-AL　雑報

　口知多瓦斯近況　口京都瓦斯総会　口徳山瓦電合併　口神戸瓦斯総会　口佐賀瓦斯下半期状況　口瓦斯盗

　用発見　口下関瓦斯創立　口名古屋瓦斯送出量　口豊州瓦斯近況　口伊野町瓦斯延期　口陸軍の瓦斯視察

　口陸軍の瓦斯使用許可　口北海道瓦斯総会　口朝鮮瓦斯総会　口東京練炭会社設立

○本会記事

　口第十一回理事会　口評議員辞任　口祝辞発送　口入会者　口会員消息　口会員来訪録　口内外寄贈雑誌

　目録　口会告

○講演

　石炭瓦斯（第十八回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口欧行|戦争と我が瓦斯工業（犬伏節輔）

●第四巻第四号（大正四年四月十五日発行）

○口絵

　口帝国瓦斯協会第三回定期総会（於上野精餐軒）
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○巻頭之辞

　口和衷協同

○瓦斯時報

　口事務刷新外九項

○雑報

　ロコール，タール精製事業の協議会

○本会記事

　口帝国瓦斯協会第三回定時総会・議事・調査事項に対する報告・演説：瓦斯事業の将来（水田政吉），瓦

　斯事業の利益とその発展（福滓桃介）・有志懇親会・宅上演説（金子堅太郎）・余興・瓦斯展覧会縦覧・大

　倉美術館参観・第三回定時総会出席者・大正三年度事務報告・大正三年度会計報告・大正四年度経常収支

　予算書・大正四年度調査費予算書・第二回瓦斯器展覧会　口第五回評議員会　口第十二回理事会　口第十

　三回理事会　口評議員辞任　口祝辞発送　口瓦斯展覧会出品人会　口第五号議案調査委員会　口幹事辞任

　口第二回瓦斯器展覧会　口審査委員　口第一回審査委員会　口横浜市瓦斯局寄附金　口入会者　口会員除

　名　口会員消息　口寄附金者芳名　口内外寄贈雑誌目録

○講演

　石炭瓦斯（第十九回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口帝国瓦斯協会第三回定時総会　口帝国瓦斯協会主催瓦斯器展覧会

●第四巻第五号（大正四年五月十五日発行）

○口絵

　口帝国瓦斯協会第二回瓦斯器展覧会

○巻頭之辞

　口能率の増進

○説叢

　口片々録一休燈の防止，事務の統一（壁　耳　生）口東京瓦斯会社芝製造所金杉分工場の瓦斯製造休止

　に臨んで感あり（平松末吉）口瓦斯事業に於ける無料取付制度の愚を論ず（一）（肥　馬　生）

○雑録

　口英国瓦斯事業法（三）（近滓定吉）口帝国瓦斯事業統計（記者）口第二回瓦斯器展覧会記（華　汀

　子）口広島県物産共進会内広島瓦斯会社特設瓦斯館（なにがし生）

○海外瓦斯界（ゑすあい生，壁　耳　生）

　口戦時に於ける独逸瓦斯事業　口戦時に於ける佛国瓦斯工業

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口松山瓦斯株式会社　口宇都宮瓦斯株式会社　口廣島瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株式会社　口青森瓦斯

　株式会社　口大阪瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式会社　口仙台瓦斯株式会社　口福山瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口東京瓦斯株式会社外九社

○瓦斯時報

　ロコール，タールエ業答申外九項

○雑報

　口知多瓦斯近況　口名古屋瓦斯副生物　口豊州瓦斯近況　ロコールタール精製協議　口龍ケ崎瓦斯起工

　口山口瓦斯総会　口福山瓦斯総会　ロコークス会社設立登記　口日韓瓦斯総会　口東京瓦斯の副生物　口

　名古屋瓦斯の軍隊供給工事　口度量衡検査手数料　口瓦斯局の出張所　口岐阜瓦斯成績　口印度向けマン

　トル有望　口古河瓦斯創立経過　口新西蘭瓦斯器需要　口会社重要登記　口瓦斯取締法案と瓦斯協会　口

　広島共進会内瓦　斯館　口和歌山瓦斯染料製造　口瓦斯器具審査会

○本会記事
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　口第四号議案調査委員会解散　口入会者　口会員消息　口内外寄贈雑誌目録　口会告

○講演

　石炭瓦斯（第二十回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口本邦瓦斯消費に就て一各重要都市の状態（犬伏節輔）
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●第四巻第六号（大正四年六月十五日発行）

○巻頭之辞

　口促進の動機

○説叢

　口瓦斯事業に於ける無料取付制度の愚を論ず（二）（肥　馬　生）口本邦瓦斯界の趨勢を論じて其の救治

　策に及ぶ（上）（芳流散史）口瓦斯事業に就ての所感（岡本　機）

○雑録

　口燃料研究所を創むるの辞（上）（内藤　游）口東京瓦斯株式会社同志会大会の記（華　汀　子）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口日本天然瓦斯株式会社　口佐賀瓦斯株式会社　口桑名瓦斯株式会社　口京都瓦斯株式会社　口長崎電気

　瓦斯株式会社　口東京瓦斯株式会社　口山形瓦斯株式会社　口水戸瓦斯株式会社　口福島瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口豊作|瓦斯株式会社外六社

○瓦斯時報

　口若松に於ける瓦斯状況外五項

○雑報

　口徳島瓦斯の近況　口東京瓦斯臨時総会　口名古屋瓦斯近況　口東京瓦斯同志会大会　口副生物精製所に

　記者招待　口北海道アセチリンの改称　口灯熱器研究所の近況　口家庭博出品の東京瓦斯

○本会記事

　口理事会　口審査総会　口瓦斯器展覧会出品物表彰授与　口書記辞任　口評議員指名　口新入会員　口会

　員消息　口内外寄贈雑誌目録　口会告

○講演

　石炭瓦斯（第二十一回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口帝国瓦斯事業の統計（犬伏芳流）

●第四巻第七号（大正四年七月十五日発行）

○巻頭之辞

　口奨励法成る

○説叢

　口本邦瓦斯界の趨勢を論じて其の救治策に及ぶ（中）（芳流散史）口事務及び技術部門の密接なる関係

　（二）（野口彦五郎）

○雑録

　ロコールタールより製出する染料に関しての話（上）（水田政吉）口染料医薬品製造奨励法案の経過

　（上）（記者）口燃料研究所を創むるの辞（下）（内藤　游）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口岡崎瓦斯株式会社　口犬山瓦斯株式会社　口明石瓦斯株式会社　口北海道瓦斯株式会社　口彦根瓦斯株

　式会社　口神戸瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口合同瓦斯株式会社外二社
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○瓦斯時報

　口佐賀瓦斯に於ける計画外五項

○雑報

　口高田瓦斯の開業　口瓦斯計量器検定　口知多瓦斯総会　口佐賀瓦斯の副生物　口廣島瓦斯呉支店の海軍

　供給　口高梁瓦斯借入経営　口染料医薬品問題協議会　口染料医薬品製造奨励法公布　口名古屋瓦斯総会

○本会記事

　口理事会　口評議員指名　口評議員資格消滅　口瓦斯計量器検定に関する事項　口新入会員　口表彰状受

　領者　口会員消息　口内外寄贈雑誌目録　口会告

○講演

　石炭瓦斯（第二十二回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口軌近に於ける瓦斯及び電燈業の発達概観（犬伏節輔）

●第四巻第八号（大正四年八月十五日発行）

○巻頭之辞

　口迎三周年

○説叢

　口本邦瓦斯界の趨勢を論じて其の救治策に及ぶ（下）（芳流散史）口瓦斯事業の欠陥と不振の原因（上）

　（谷口守雄）口瓦斯販売上の方策を論ず（一）（山田元太郎）

○雑録

　ロハ王子瓦斯株式会社の改革に就て（水田政吉）口米国に於ける熱用瓦斯発展状況（記者）口染料医薬

　品製造奨励法案の経過（下）（記者）口瓦斯計量器は什鹿にして作らるヽ乎

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口豊州瓦斯株式会社　口長野瓦斯株式会社　口柳井瓦斯株式会社　口和歌山瓦斯株式会社　口合同瓦斯株

　式会社　口新城瓦斯株式会社　口上田瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口名古屋瓦斯株式会社外十五社

○瓦斯時報

　口朝鮮瓦斯電気株式会社紛糾外十三項

○雑報

　口水戸瓦斯総会　口廣島瓦斯総会　口京都瓦斯総会　口瓦斯応用工業熱器口知多瓦斯総会　口一宮瓦斯の

　改称　口副生物精製事業協議会　口高田瓦斯移転　口日本安全油会社の好況　口東京瓦斯株式会社総会

○本会記事

　口理事会　口評議員指名　口新入会員　口会員消息　口内外寄贈雑誌目録　口会告

○講演

　石炭瓦斯（第二十三回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口染料工業問題　口最近営業状態に就て

●第四巻第九号（大正四年九月十五日発行）

○巻頭之辞

　口新思潮

○説叢

　口瓦斯事業の欠陥と不振の原因（下）（谷口守雄）口瓦斯販売上の方策を論ず（二）（山田元太郎）

○雑録

　口英国瓦斯事業法（四）（近滓定吉）
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0技壇

　ロコールタールより製出する染料に関しての話（下）（水田政吉）

○海外瓦斯界（ゑすあい生，壁　耳　生）

　口戦争と瓦斯工場　口戦乱と倫敦瓦斯事業　口米国谷記染料工業　口瓦斯家庭スケッチ女中のお君（前

　篇）（華　汀　子）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口福島瓦斯株式会社　口尼崎瓦斯株式会社　口名古屋瓦斯株式会社　口大垣瓦斯株式会社　口岡崎瓦斯株

　式会社　口桑名瓦斯株式会社　口青森瓦斯株式会社　口仙台瓦斯株式会社　口静岡瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口松本瓦斯株式会社外三社

○瓦斯時報

　ロコールタール染料会社設立問題外八項

○雑報

　口瓦斯器具掃除業　口満鉄瓦斯の消費　口天然瓦斯計画　口欧州戦争に瓦斯貯蔵所の爆発　口中越瓦斯の

　祝賀　口染料会社創設に関する協議会　口染料法事務官の任命　口北海道瓦斯総会　口膠から瓦斯用パイ

　プを製す　口横浜市外程ケ谷の瓦斯　口朝鮮瓦斯の改革　口新発明ストッパー

○本会記事

　口理事会　口特別会員推薦　口農商務省照会一瓦斯計量器検定事項　口瓦斯燈燭光に関する質疑　口会員

　消息　口会員来訪録　口内外寄贈雑誌目録　口会告　口正誤

○講演

　石炭瓦斯（第二十四回）口製造　口供給　口副生物

○英文欄

　口我が瓦斯事業の統計的回顧（犬伏節輔）

●第四巻第十号（大正四年十月十五日発行）

○巻頭之辞

　口噫国民性

○説叢

　口瓦斯販売上の方策を論ず（三）（山田元太郎）口事務及び技術部門の密接なる関係（三）（野口彦五郎）

○雑録

　口瓦斯と電気とは此の如く発達が違ふ（阿陽山人）

○技壇

　口福田式硫安製造機実施成績（福田同三郎）

○海外瓦斯界（ゑすあい生，壁　耳　生）

　口濠州瓦斯事業概観　口巴西モザナイト，サンドの輸出先　口独逸製マントルの輸出　口瓦斯家庭スケッ

　チ女中のお君（前篇）（華　汀　子）

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口水戸瓦斯株式会社　口甲府瓦斯株式会社　口岐阜瓦斯株式会社　口足利瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株

　式会社　口京都瓦斯株式会社　口豊橋瓦斯株式会社　口浜松瓦斯株式会社　口富山電気株式会社　口津電

　燈株式会社　口尾州瓦斯株式会社　口奈良瓦斯株式会社　口松本瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口東京瓦斯株式会社外五社

○瓦斯時報

　口東京瓦斯株式会社精製副生物産出量外四項

○雑報

　口石炭コークス会社　口台湾東部瓦斯株式会社　口名古屋瓦斯需用状況　口日韓瓦斯電気総会　口日韓瓦
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　斯電気社名変更　口朝鮮瓦斯電気臨時総会　口定額燈開始　口染料会社設立協議

○本会記事

　口臨時理事会　口理事会　口瓦斯計量器検定実施諮問に関する重要瓦斯会社協議会　口評議員資格消滅

　口書記辞任　口入会者　口会員消息　会員来訪録　口内外寄贈雑誌目録　口会告　口正誤

○講演

　石炭瓦斯（第二十五回）口製造　口供給　口応用　口副生物

○英文欄

　口新傾向　ロコール，タール染料問題

●第四巻第十一号（大正四年十一月十五日発行）

○巻頭之辞

　口活問題

○説叢

　口能率問題の根本義（上）（河津　逞）口瓦斯事業と経営刷新（芳　流　生）

○雑録

　口我が瓦斯事業は斯の如く発達した（阿陽山人）口染料製造奨励法一同施行令及施行規則（記者）

○技壇

　口動力用瓦斯の比較（長滓兵次郎）

○海外瓦斯界（ゑすあい生，壁　耳　生）

　口佛国瓦斯工業と国防　口独逸に於ける瓦斯生産量　口独逸の石炭及瓦斯副生物　口英国染料工業の其後

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口東京瓦斯株式会社　口大阪瓦斯株式会社　口北海道瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式会社　口長浜瓦斯株

　式会社　口三條瓦斯株式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口長浜瓦斯株式会社外七社

○瓦斯時報

　口染料工業問題外十五項

○雑報

　口染料会社設立問題，設立協議会　口久留米瓦斯決算問題解決　口京都瓦斯慰安会　口東京瓦斯電気工業

　の祝賀　口廣島瓦斯の借款　口染料色素の製造口関西瓦斯の刷新　口大阪瓦斯取締役の訃　口熱用瓦斯大

　送出　口横浜市瓦斯条例許可　口三條瓦斯会社と減資問題　口岡崎瓦斯の展覧会出品　口関西瓦斯の新供

　給契約　口徳島瓦斯払込　口徳島瓦斯の点火　口瓦斯局委員会口関瓦斯の減資　口瓦斯事業法案の提出

　口染料製造奨励法の実施　口工場法実施諮問

○本会記事

　口臨時理事会　口陳情書提出　口瓦斯計量器検定実施諮問に対する答申　口特別会員推薦　口入会者　口

　会員消息　口会員来訪録　口内外寄贈雑誌目録　口会告

○講演

　石炭瓦斯（第二十六回）口製造　口供給　口副生物

○英文欄

　口再び染料工業問題を論ず（犬伏節輔）

●第四巻第十二号（大正四年十二月十五日発行）

○巻頭之辞

　口曙光

○説叢

　口染料会社重役の人選如何（芳　流　生）口瓦斯の公定売価と経済価格（一）（肥　馬　生）口研究を
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　旺盛にせよ（床　下　生）

○雑録

　口我が瓦斯事業は斯の如く発達した（続）（阿陽山人）口硫安製造暫く勃興せんとす（記者）

○技壇

　ロコールタールを原料として製出する爆薬の話（水田政吉）

○海外瓦斯界（ゑすあい生，壁　耳　生）

　口米国に於ける天然瓦斯　口英国の瓦斯製造状態度　口端西の染料業と戦乱

○業蹟（前，本邦瓦斯会社概況）

　口日韓瓦斯電気株式会社（現京城瓦斯電気株式会社）口福山瓦斯株式会社　口彦根瓦斯株式会社　口小

　田原瓦斯株式会社　口上田瓦斯株式会社　口日本天然瓦斯株式会社　口山口瓦斯株式会社　口豊州瓦斯株

　式会社

○本邦瓦斯会社営業成績

　口豊州瓦斯株式会社外五社

○瓦斯時報

　口染料会社創立進捗外八項

○雑報

　口染料会社設立彙報　口瓦斯副生物精製事業調査委員会　口瓦斯計量器検定　口瓦斯会社計画　口呉海軍

　工廠へ供給　口西部合同瓦斯新計画　口名古屋瓦斯増配問題　口北海道瓦斯払込　口北海道瓦斯冗員整理

　口横浜市瓦斯局の工場へ瓦斯供給　口横浜市瓦斯供給條例一部改正　口対電気門燈競争　口瓦斯定額燈成

　績　口東京瓦斯の染料製造状況　口下関瓦斯近況　口宮島瓦斯重役異動　口長浜瓦斯社長交迭　口名古屋

　瓦斯送出増加　口徳島瓦斯払込　口青森瓦斯払込　口瓦斯コークス市況　口瓦斯事業法案

○本会記事

　口定例理事会　口特別会員推薦　口入会者　口祝辞送呈　口会員消息　口会員来訪録　口内外寄贈雑誌目

　録　口会告　口正誤

○講演

　石炭瓦斯（第二十七回）口供給　口応用

○英文欄

　口我が瓦斯事業に対する所感（芳流散史）

【第五巻】

●第五巻第一号（大正五年一月十五日発行）

○口絵

　口米国ナチュラル瓦斯協会総会並同会長カートライト氏

○巻頭之辞

　口新陽

○説叢

　口本年に於ける我が瓦斯界如何　口染料会社の経営方針如何（井上仁吉）口瓦斯の公定売価と経済価格

　（二）（肥　馬　生）口絶対的独占は不可能（公　平　生）口英国商工業の興論を飲して我国新染料会社

　に対する希望に及ぶ（南　崖　生）口燃料経済に就て（材　木　生）

○雑録

　口戦前に於ける独逸染料工業の勢力（壁　耳　生）口英国に於ける染料問題（森　四　郎）口漫言一酔

　焔録（床下力士）

○技壇

　口瓦斯製造所に於ける副生物の二三に就て（島田慶一）口肥料としての廃酸化鉄の価値（島　田　生）

○講義
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　口瓦斯装置一汎

○業蹟

　口合同瓦斯株式会社　口和歌山瓦斯株式会社　口若松瓦斯株式会社　口柳井瓦斯株式会社　口島原瓦斯株

　式会社　口中津瓦斯株式会社　口利根発電株式会社　口新城瓦斯株式会社　口姫路瓦斯株式会社

○雑報

　口染料製造会社彙報　口陸軍の瓦斯使用　口名古屋瓦斯の料金低減　口名古屋瓦斯総会　口名古屋市瓦斯

　納入金　口於名古屋報奨契約問題　口関西瓦斯成績　口神戸瓦斯の発展　口松本瓦斯会社の社債　口沼津

　瓦斯計画進捗　口北條町瓦斯出願　口盛岡瓦斯計画再起　口水電へ合併　口宇和島瓦斯創立計画　口龍ケ

　崎瓦斯の再起　口硫安製造開始　口副生物好況　口足利瓦斯の硫安製造　口中越瓦斯監査役の訃　口西部

　合同瓦斯取締役の訃　口直方瓦斯臨時総会　口南海瓦斯監査役異動　口富山電気監査役補欠　口瓦斯局長

　問題　口各社株主定期総会　口朝鮮瓦斯電気の料金大低減　口三井の染料事業進捗　口於大阪アリニン染

　料計画　口染料成績佳良　口於京都大典期中の瓦斯　口瓦斯清浄法発明　口　仏蘭西よりの需炭

○本会記事

　口定例理事会　口臨時理事会　口瓦斯計量器検定実施に対する答申追加　口会員消息　口年賀状　口内外

　国寄贈雑誌目録　口会員来訪録　口正誤

●第五巻第二号（大正五年二月十五日発行）

○巻頭之辞

　口新気運

○説叢

　口燈火設備と経済生活（犬伏芳流）口瓦斯事業に対する余の信條（安松長一）

○雑録

　口瓦斯料金に関する研究（上）（近藤定吉）口巴里瓦斯事業（Ｓ　Ｉ　生）口米国に於けるベンゾール

　（記者）口漫言＝忙中盲感（床下力士）口米国に於ける副生物窯骸炭製造の進歩（阿　陽　生）口英国

　瓦斯事情（壁　耳　生）口漫言＝感余の雫（床下力士）

○技壇

　口泥炭よりアムモニア製造法に就て（島田慶一）

○講義

　口瓦斯装置一汎　口低温度に於ける石炭の骸炭化

○業蹟

　口名古屋瓦斯株式会社　口静岡瓦斯株式会社　口奈良瓦斯株式会社　口甲府瓦斯株式会社　口岐阜瓦斯株

　式会社　口大垣瓦斯株式会社　口豊橋瓦斯株式会社　口桑名瓦斯株式会社　口尼崎瓦斯株式会社　口足利

　瓦斯株式会社　口高知瓦斯株式会社　口福島瓦斯株式会社

○雑報

　口染料会社彙報　口名古屋瓦斯新計画　口化学工業会社計画　口西部合同瓦斯の勝訴　口合同瓦斯工場財

　団組織　口瓦斯局を訴う　口横浜市瓦斯局予算　口横浜市瓦斯局刷新　口朝鮮瓦電の相談会　口長崎電瓦

　の九州電燈へ合併交渉　口鎌倉の天然瓦斯　口古河瓦斯の設立　口中備瓦斯の設立　口甲府瓦斯払込　口

　徳島瓦斯払込　口各社総会　口重役異動

○本会記事

　口第五号調査事項報告　口入会者　口雑誌発行費寄贈　口会員消息　口内外国寄贈雑誌目録　口会員来訪

　録　口正誤　口会告

●第五巻第三号（大正五年三月十五日発行）

○巻頭之辞

　口人物経済

○説叢
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　口瓦斯副生物工業の振興と戦後に対する覚悟（塩滓昌貞）

○雑録

　口瓦斯料金に関する研究（下）（近藤定吉）

○技壇

　口熱用瓦斯応用に就ての現時の問題（一）（桑田権平）口瓦斯熱用器具の改善（編　輯　子）

○講義

　口瓦斯装置一汎　口燈用瓦斯の組成及び其の発熱量

○業蹟

　口西部合同瓦斯株式会社　口長崎電気瓦斯株式会社　口岡山瓦斯株式会社　口多治見瓦斯株式会社　口関

　瓦斯株式会社　口富山電気株式会社　口仙台瓦斯株式会社　口青森瓦斯株式会社　口高田瓦斯株式会社

　口津電燈株式会社口大阪瓦斯株式会社　口泉州瓦斯株式会社　口金沢電気瓦斯株式会社　口水戸瓦斯株式

　会社　口廣島瓦斯株式会社　口京城電気株式会社

○雑報

　口横浜市瓦斯協予算修正　口大阪瓦斯報償契約改訂　口沼津瓦斯創立好況　口北海道瓦斯の硫安製造成績

　口名古屋瓦斯の染料製造開始　口北海道瓦斯総会　口朝鮮瓦斯電気総会　口日本染料製造会社創立総会

　口三池炭礦の染料製造　口染料生産激増　口西部合同瓦斯葛葉出張所の火災　口瓦斯盗用　口重役異動

○本会記事

　口定例理事会　口入会者　口会員消息　口内外国寄贈雑誌目録　口会員来訪録　口正誤　口会告

●第五巻第四号（大正五年四月二十八日発行）

○巻頭之辞

　口結合の力

○説叢

　口企業界の現勢と瓦斯事業（犬伏節輔）

○雑録

　口瓦斯会社執務法に就て（Ｉ　Ｍ　生）口佛国瓦斯経営難（材　木　生）口本年の石炭界（某当業者）

○技壇

　口熱用瓦斯応用に就ての現時の問題（二）（桑田権平）口洗脇瓦斯中のアンモニアに就て（九　州　生）

○講義

　口瓦斯装置一汎

○業蹟

　口東京瓦斯株式会社　口京都瓦斯株式会社　口北海道瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株式会社

○雑報

　口瓦斯メートル検定　口瓦斯事業法案　口名古屋瓦斯拡張計画　口名古屋瓦斯のナフサリンの清浄交渉成

　立　口名古屋瓦斯の瓦斯供給運動　ロハ王子瓦斯の硫安製造状況　口空中窒素利用硫安製造計画　口福井

　市瓦斯発展計画　口岐阜瓦斯の引用家整理　口北海道瓦斯の営業刷新　口天然瓦斯会社計画　口久留米瓦

　斯決算　口廣島瓦斯臨時総会　口瓦斯工場視察　口撫順炭坑モンド瓦斯発電所近況　口染料製造会社重役

　会一技師長決定　口地方染料工業勃興　口染料輸入増加　口瓦斯マントル株式会社創設　口炭界近況

○本会記事

　口帝国瓦斯協会第四回定期総会・議事・調査事項に関する報告・演説・余興・有志懇親会・各所縦覧・第

　四回定期総会出席者芳名・大正四年度事業報告・大正四年度会計報告・大正五年度経常収支予算書・大正

　五年度調査費予算書・評議員会記事　口定例理事会　口瓦斯事業要覧の配布　口会員消息　口内外国寄贈

　雑誌目録　口会員来訪録　口会告

○総会演説

　口改良竃に就て（桑田権平）
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●第五巻第五号（大正五年五月十五日発行）

○巻頭之辞

　口人和

○説叢

　口瓦斯副生物に就て（参木録郎）

○雑録

　口米国瓦斯工業視察談（後藤　尚）口瓦斯工業発展と政府の保護（失　名　生）口帝国瓦斯事業統計

　（大正三年度）（一　記　者）

○技壇

　口熱用瓦斯応用に就ての現時の問題（三）（桑田権平）

○講義

　口瓦斯装置一汎

○業蹟

　口秋田瓦斯株式会社　口防府瓦斯株式会社　口三條瓦斯株式会社　口神戸瓦斯株式会社　口横浜市瓦斯局

　口日本天然瓦斯株式会社　口彦根瓦斯株式会社

○雑報

　口瓦斯計量器検定準備　口久留米市瓦斯事業予算　口瓦斯資金繰入許可　口瓦斯事業費公債　口名古屋瓦

　斯染料事業　口又も名古屋瓦斯株主の増配運動　口北京瓦斯計画　口上田瓦斯の拡張　口瓦斯燈の増設

　口福井市瓦斯発展協議会　口染料製造会社進捗

○本会記事

　口定例理事会　口臨時理事会　口計量器検定に関し農商務省訪問　口会員除名　口入会者　口会員消息

　口内外国寄贈雑誌目録　口会員来訪録　口会告

○総会演説

　口瓦斯副生物に就て（参木録郎）

○附録

　口内径十二吋以下各種鉄管通過瓦斯圧力低下表（工学士　竹崎瑞夫）

●第五巻第六号（大正五年六月十五日発行）

○巻頭之辞

　口自覚

○雑録

　口世界に於ける瓦斯の起源と其の発達概観（壁　耳　生）口改正されたる度量衡施行令及び同規則（記

　者）口瓦斯「メートル」検定請求案内　口本誌の価値に就て（前　田　生）

○技壇

　口熱用瓦斯応用に就ての現時の問題（四）（桑田権平）

○講義

　口瓦斯装置一汎

○業蹟

　口小田原瓦斯株式会社　口上田瓦斯株式会社　口山口瓦斯株式会社　口土浦瓦斯株式会社　口福山瓦斯株

　式会社　口豊州瓦斯株式会社　口山形瓦斯株式会社

○雑報

　口東京瓦斯株式会社第八回同志会大会　口日本電気黒鉛株式会社の好況　口名古屋瓦斯の瓦斯研究所設置

　計画　口山形瓦斯の熱用瓦斯の供給状況　口山口瓦斯に於ける定額燈成績　口福島瓦斯の硫安製造計画

　口沼津瓦斯進捗口関瓦斯の解散　口高田瓦斯の移転　口東京瓦斯営業方針一変　口瓦斯利用の傾向　口甲

　府瓦斯の硫安製造開始　口千葉瓦斯株式会社の再設　口瓦斯「メートル」検定法規抜粋の交付　口染料製

　造会社総会　口名古屋瓦斯の当期増配　口知多瓦斯払込　口横浜瓦斯局と入札　口満鉄の瓦斯事業　口重

（94）



　　　　　　　　　　　　　　　『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（1）（瀧本）　　　　　　　　　　　　　　95

　役異動　口鉛管泥棒就縛

○本会記事

　口瓦斯「メートル」検定に関する諸法規抜粋の受領及び配布　口瓦斯「メートル」検定料及検定方法に対

　する希望陳述　口入会者　口会員消息　口内外国寄贈雑誌目録　口会員来訪録　口会告

●第五巻第七号（大正五年七月十五日発行）

○説叢

　口瓦斯業務員としての余の信條（安松長一）口瓦斯会社利益計算に就て（前　田　生）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社所有清水滓炭山に於ける不滅の天火（天然瓦斯噴出の話）（大友文之助）口瓦斯「メ

　ートル」検定料金の発表

○技壇

　ロソルベー骸炭炉タール中フェノール類に就て（九　州　生）

○講義

　口瓦斯装置一汎

○業蹟

　口和歌山瓦斯株式会社　口柳井瓦斯株式会社　口若松瓦斯株式会社　口利根発電株式会社　口新城瓦斯株

　式会社

○雑報

　口市営瓦斯と計量器検定　口愛知県の計量器検定問題　口福岡県に於ける計量器検定準備　口瓦斯メート

　ル検定協議会　口名古屋瓦斯会社総会　口尾州瓦斯電気の総会　口中備瓦斯会社総会　口久留米市瓦斯成

　績　口東京瓦斯株式会社営業方針　口長崎瓦斯電気株式会社合併　口東京瓦斯電気工業株式会社総会　口

　瓦斯局扶助例

●第五巻第八号（大正五年八月十五日発行）

○資料

　ロコールタール蒸留事業概要（編　輯　子）口瓦斯「メートル」検定と其の成績（編　輯　子）口瓦斯

　「メートル」通過量と其の販売対価（編　輯　子）

○説叢

　口瓦斯料金と興業費との関係に就て（岡本　機）口勧業銀行の新発展と各社借入金借換の好機（谷口之

　堂）口瓦斯会社の覚醒を望む（某　氏　談）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社所有清水滓炭山に於ける不滅の天火（天然瓦斯噴出の話）（大友文之助）口独逸の化

　学工業準備（Ｓ　Ｈ　生）口大石良雄自㈲白賛一軸の由来（藤原治親）

○講義

　口瓦斯装置一汎

○欧米瓦斯事情

　口工業燃料に就て（安松長一）

○業蹟

　口西部合同瓦斯株式会社　口静岡瓦斯株式会社　口岐阜瓦斯株式会社　口岡山瓦斯株式会社　口浜松瓦斯

　株式会社　口大垣瓦斯株式会社　口奈良瓦斯株式会社

○雑報

　口浜松瓦斯の減資　口朝鮮瓦斯電気の好況　口日本染料会社生産額　口瓦斯計量器検査の状況　口名古屋

　市へ瓦斯計量器検定支所設置　口東京瓦斯重役会　口西部合同瓦斯の発展　口京城電気の増配　口瓦斯コ

　ークス東京市中標準相場　口新津天然瓦斯のガソリン製造　口宇和島瓦斯の臨時株主総会　口神戸瓦斯の

　株主総会　口計量器の検定　口宇都宮瓦斯社債交渉　口東京瓦斯の株主総会　口廣島瓦斯の株主総会　口
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　福岡支所瓦斯計量器検定成績　口実業界の注目すべき新判例　口工場法令の要旨　口職工扶助法要領

○本会記事

　口定例理事会　口瓦斯計量器検査台複写図の配布　口瓦斯計量器検定実施に関する経過報告書配布　口入

　会者　口評議員資格消滅　口編輯部員任命　口会員消息　口会員来訪録　口内外国寄贈雑誌目録　口会告

●第五巻第九号（大正五年九月十五日発行）

○資料

　口骸炭製造業管見（吉田興一郎）口全国瓦斯事業統計表（編　輯　子）

○説叢

　口瓦斯会社の計算に就て（上）（之

○雑録

堂　生）口瓦斯燈火の有効なる販売法（安松長一）

　口東京瓦斯株式会社所有清水滓炭山に於ける不滅の天火（天然瓦斯噴出の話）（大友文之助）

○技壇

　口熱及び瓦斯炉に就て（其一）（南　昂）

○講義

　口瓦斯装置一汎（七）

○欧米瓦斯事情

　口独逸の瓦斯工業（近滓定吉）

○業蹟

　口東京瓦斯株式会社　ロハ王子瓦斯株式会社　口廣島瓦斯株式会社　口徳山瓦斯株式会社　口名古屋瓦斯

　株式会社　口日本天然瓦斯株式会社

○雑報

　口瓦斯計量器漸良　口瓦斯検定所増設　口東京瓦斯染料工場の拡張　口廣島瓦斯会社社長更迭　口北海道

　瓦斯総会　口朝鮮瓦斯電気総会　口久留米市営瓦斯値下案　口世界第一の煙突築造　ロアセチリン瓦斯製

　造の副産物　口日本電気黒鉛株式会社の発展

○本会記事

　口入会者　口会員消息　口会員来訪録

●第五巻第十号（大正五年十月十五日発行）

○資料

　口英国に於ける瓦斯事業会計規則（安松長一）口骸炭事業の副生物（一）（筑　ｲllj　生）

○説叢

　口瓦斯会社の計算に就て（下）（之　堂　生）口小規模瓦斯会社の経営に就て（藤山安次）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社所有清水滓炭山に於ける不滅の天火（天然瓦斯噴出の話）（大友文之助）口婦人子供

　博覧会に於ける瓦斯の応用（藤山安次）

○技壇

　口熱及び瓦斯炉に就て（其二）（南　昂）口小瓦斯工場に於ける瓦斯液の処分法（某社技師長）

○欧米瓦斯事情

　口巴里及伊太利に於ける戦時の瓦斯供給状況（斎藤　貞）

○業蹟

　口北海道瓦斯株式会社　口京都瓦斯株式会社　口大阪瓦斯株式会社　口金沢瓦斯株式会社　口水戸瓦斯株

　式会社　口関西瓦斯株式会社　口京城電気瓦斯株式会社

○雑報

　口農商務省の新局制　口日本染料損金補給勅令　口東京瓦斯の郡部報償契約　口東京瓦斯株式会社創立記

　念祝賀会　口計量器不合格品飯渡しの廃止　口横浜瓦斯局と横浜電気株式会社との握手　口石炭の暴騰
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　口東京瓦斯電気工業出張所設置　口日本染料会社の事業　口理研発起人会

○本会記事

　口入会者　口会員来訪録　口取消　口内外国寄贈雑誌目録　口会告
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●第五巻第十一号（大正五年十一月十五日発行）

○資料

　口骸炭事業の副生物（二）（筑　ｲ山　生）口英国に於ける瓦斯原価並に料金算定の一例（安松長一）

○説叢

　口瓦斯事業に就ての余の希望（金子堅太郎）口瓦斯会社の勘定分解私語（高松　栄）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社の瓦斯炉陳列場（藤山安次）口瓦斯余談白河楽翁公（一）（大友文之助）

○技壇

　口熱及び瓦斯炉に就て（其三）（南　昂）ロモンド瓦斯タール中のフェノール類に就て（島田慶一）

○欧米瓦斯事情

　口燈熱用瓦斯の消長（藤山安次）

○業蹟

　口福島瓦斯株式会社　口仙台瓦斯株式会社　口台湾瓦斯株式会社　口富山電気株式会社　口高崎水力電気

　株式会社　口銚子瓦斯株式会社

○雑報

　口東北瓦斯業者大会　口九月中瓦斯メートル検定成績　口東京瓦斯染料拡張　口工場数と職工数　口廣島

　瓦斯副業計画　口日本舎密拡張内容　口理研収支内容　口煉瓦愈々手堅し　口炭価の大暴騰　口工場と職

　工の意義　口瓦斯及其副産物工業（下巻）

○本会記事

　口定例理事会　口会員来訪録　口内外国寄贈雑誌目録　口会告

●第五巻第十二号（大正五年十二月十五日発行）

○資料

　口骸炭事業の副生物（三）（筑　俳I　生）

○説叢

　口瓦斯のコール式販売法及二価販売法（竹崎瑞夫）口炭価暴騰に対する善後策（之　堂　生）

○雑録

　口瓦斯余談白河楽翁公（二）（大友文之助）口全国瓦斯事業家並引用家数

○欧米瓦斯事情

　口欧州戦線に因り喚起せられたる兵器製造と燃料問題（一）（森　四郎）

○業蹟

　口甲府瓦斯株式会社　口尾州瓦斯電気株式会社　口豊橋瓦斯株式会社　口佐賀瓦斯株式会社　口下関瓦斯

　株式会社　口直方瓦斯株式会社　口福山瓦斯株式会社

○雑報

　口度量衡検定所に関する勅令の発布　口中津電気瓦斯株式会社　口十月中瓦斯計量器検査成績　口三島瓦

　斯創立　口新津ガソリンの好望　口廣島瓦斯の石炭運搬船　口京都高島屋の瓦斯爆発椿事　口世界最高の

　大煙突　口知多瓦斯の拡張　口本所に於ける瓦斯タンク爆発椿事　口家庭に於ける瓦斯の経済的使用法

　口瓦斯ストーブの流行

○本会記事

　口定例理事会　口入会者　口会員消息　口会員来訪録　口内外国寄贈雑誌目録　口会告
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