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日本の機械工学の開拓者・井口在屋（ I )* 

一一機械工学教育の形成過程を通して一一
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1. はじめに

工学とL、う学聞は人文科学 ・社会科学系の学問とは違って，その学聞に関する固有の歴史は

あまり重要視されていない。わが国の機械工学がどのような経過を経て今日の段階に至ったの

か，どのような人々がそれに関係してきたのか，機械工学者の間でほとんど話題にのぼること

はなかった。

井口在屋と言えば，「日本機械学会の設立」「機械工学術語の撰定」「世界的に知られたうず

巻ポンプの論文」など顕著な業績があり，工学者として学士院会員の第1号でもあるが，今日

の機械工学の第一線にいる人々の中で在屋を知る人は少ない。在屋は工音j¥大学校 ・東京帝国大

学など40年におよぶ機械工学の研究と教育の中枢にあったが，彼自身の寡黙な性格もあって，

身内の人々にさえ彼自身のことについては多くを語っておらず， 残された記録もほとんどな

い。そのため調査はおのずから限界があるが，今後の資料の発掘や研究を待ちたい。ここでは

井口在屋の歩みを通して見た日本の機械工学の成立過程について報告するが，その（ I)では

主に機械工学教育について，その（ lI）では主に井口在屋の研究活動および井口スクールの人

人について考えたい。

* 1985年1月18日受理，機械，教育， 日本，明治，井口；在屋
料 大阪府立藤井寺工業高等学校
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2.漢才から洋才へ

井口在屋（図ー1）は安政 3(1856）年10月3日，加賀

百万石の城下金沢の上柿木畠38番地で，儒者井口済と西

源寺僧侶沢知覚の娘吋との三男に生れた。 幼名は窓助と

呼ばれたが，成人にあたる数えの15歳の時，『康照字典』

に載ってし、る「屋に在るを窓と謂 う」旬を引用しみずか

ら在屋と改名した。

井口家は代々加賀藩に仕え持筒足軽を世襲していた

が，済の代に土分に列せ られた。その間の事情は済自筆

の『先祖由緒井一類同姓附1候』（明治3年，金沢市立図書館

蔵〉などから次のようにたどれる。済は天保9年27歳で

（需者を才、し， 昌平校の儒官安井息軒らの学僕を務めなが

図－1 井口在屋

ら学聞を修め，33歳のとき浜松藩校誠堂館の儒官に迎え られている。その後金沢に帰り慶応元

年に加賀落家老横山三左衛門に認められ，同家に儒官として50石扶持で召かかえられ，明治維新

の際改めて加賀落土となった。落校の儒官，明治政府の徴土，藩知事前田慶寧の議衆兼待講など

を歴任し，第四高等学校の前身にあたる石川県専門学校 ・師範学校の教諭で晩年を終えている。

幕末の加賀藩では，明倫堂で学ひ＼昌平聾に留学そして明倫堂の教官のルー トをたどる こと

が，足軽 ・陪臣から藩臣になる近道であった。済が研究や教授に使用 した蔵書には蔵書印「此

是吾家図書」がおされている。これでは誰が持主であったかわからないから，生活に困っても

売払えるだろうという済のユーモアに富む人柄がこんなところにしのばれる。在屋も幼少の頃

から漢学に親しみ，後に漢文の素読を趣味の一つにしていたが，漢学そのものは読み書きの手

段に学んだに過ぎず，儒教思想の影響は全く受けていない。

在匡が明倫堂に入学した時期は，当時としてはごく普通の 8～10歳と推測される。明倫堂の

規約では一応15歳以下の素読生の聞は就学の定めはないが，慣習と して土族の子弟はすべて素

読生であった。在屋が素読生を終え上級課程に進級した明治 3(1870）年明倫堂は廃校となり ，

中学西校 （皇漢中学校〉に，もう一方の務校壮描館は幕末すでに英学を教えていたので中学東校

（洋学中学校〉 に転換した。これらの学校は明治10年に石川県中学師範学校と改称されるまで5

回も名称や制度が変っている。在屋は次に金沢中学校，英仏学校そして最終的には石川県英学

校をでていると思われる。

(1) 井口武英 「父（井口在屋〉 の思い出」 『エハラ日寺報」第27号，1958:9'-, 52頁。
(2) 『石川県教育史』第l巻，石川県教育委員会，昭和49年，45～46頁。
(3) 井口済の蔵書1152冊は「犀JII文庫」と呼ばれ金沢市立図書館所蔵。
(4) 文部省編「日本教育史資料』二，臨川書店 （復刻〉，昭和45年，176頁。
(5) 『本稿金沢市史〈学事編第二〕』，金沢市役所，大正8年， 461～527頁。
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日本の機械工学の肉拓者井口在屋（］） （出水）

英学校は明治6年 1月英仏学校として発足したが，開成学校をモデノレにしたらしく，開成学

校の専門科目が英語で教えられていることから明治7年5月に，

仏学を廃して専ら英学校と為し，英人ランベノレト（Edwad B. Lambert明治11年5月まで石川

県雇〉を招用して教師とし，語学を教授せしめたり（かっ こ内筆者〉

と『金沢市教育史稿←）』〈大正8年） 264頁にある。在屋と同時代の英学校には，三宅雪嶺（文学，

哲学者，『日本及び日本人』の編集者〉，北条時敬（後に東北帝大総長 ・数学〉，戸水寛人 （後に東京帝大

教授・法科〕，中橋徳五郎（後に文部大臣〉など明治大正期の知識人を輩出している。

在屋の学んだ主要教科の内容を英学校と金沢中学正則コースの学科謀議から考察してみれ

ば，英語は「英文」Ill:，読本，韻字書」で，英文典は当時全国的に使われた Quack巴nlコOSのFirst

Book in Grammai・ を教科書に用いていた。現代の中学から高校程度の初心者向きのテキス

トで， 明治 3 年に大学南校か ら邦訳出版されたものは『格賢勃斯英文典直訳」と題されf~o
Quackenbosはニュ ーヨークナMで長く 中学校長をした実際教育家で沢山の教科書を編集してい

る。「読本」は Wilson リー ダーと呼ばれ，第 lから第 6読本までしずれも自然、科学を教材に

しており，理科の教科書にも使用できた。そのう ち第 l，第2，第3読本が用いられ第 1読本

の場合 TheFirst Reader of the School ai~d Family Series と呼ばれている。英学のレ

ベ／レは英学校を終えた頃には，現代の高校程度に近い学力に達していたと考えられよう。数学

は「対数用法，平三角，弧三角，開法，点鼠」に分れ，平三角は平面三角法の初歩，弧三角は

球面三角法の初歩，点震は代数にあた り加減乗除から二次方程式までを範囲としていた。これ

らの数学科目は関口開とその弟子たちが指導を担当した。 関口は攻玉社の近藤真琴と並ぶ明治
(9）同

初期の数学界の開拓者でもあった。東大の初期数学科の学生の半数近くは金沢出身で関口の教

え子たちであったともいわれ， Todhunterなどの数学書の翻訳や問題集を，明治 3年から14年

までの聞に22冊も刊行してし、る。幾何学や積分のテキストの翻訳は明治8年以後のため，英学

校のカリキ ュラムでは教えられていない。 したがって数学の程度はかなり易しく， 現代の中学

校卒業段階も しくは高校1年生程度に相当していた。

理科は「理化」と分類され「大窮理書（洋書〉，小窮理書（洋書〉，中舎密書，小舎密書，絵図

学，器械取扱2 器械名称」があった。窮理（物理〉のテキストは洋書と書かれているからこれ

らの本に相当するのは， Ganotの木を英訳した大方ノ ーと呼ばれた NaturalPhilosoρhy，そ

して小ガノ ーと呼ばれた ElementaryTreatise on Physicsと推測できなくもないが，学制

(6) 前出（4), 235～237頁および『金沢市教育史稿（ー）』，大正8年， 264頁。
(7) 『日本の英学100年』明治編，研究社出版， 1968年， 327～328頁。
(8) 『日本科学技術史大系』第8巻・教育く1>. 1964年， 222～223頁。
(9) 『日本科学技術史大系』第12巻・数理科学，1969年＇ 85～87頁。
帥 『日本の数学100年史』上，岩波書店， 1983年， 51～54頁。
帥国立教育研究所板倉聖宣氏の御教示による。
帥 『日木の物理学史』上，東海大学出版会， 1978年， 68頁。
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発足間もない事情を考慮すれば，数式のない後者のみを使った可能性の方が高いだろう。

この他に在屋は地理，歴史，専門学を学んでいるが，金沢中学 ・英学校は英語，数学を主体

とした旧制高校の理科コースに例えられよう。明治5年の 「学制」 に定められた欧米モデノレの

中学校は近代化したばかりのわが国が容易に作りうるものでなく，文部省が中等教育の整備に

力をそそぎ始めるのが，明治10年代に入ってからであったことを考慮すれば，在屋の受けた中

等教育は全国的にみてもかなり進歩的なものであったに違いない。

在屋は明治8年 2月官立愛知英学校に編入したがl年足らずに自主退学している。 この理由

は明らかでないが，次のようなものであろう。 在屋が金沢で、受けた教育は愛知英学校の下等級

終了者と同等も しく はそれ以上で、あったことは『愛知英学校一覧』（明治9年〉の学科課程から

明らかで，主要な教科書も WilsonReaderが主体になっていた。 加えて年間 6円の授業料，

月月10円近い生活費を思えば工学寮（工部大学校〉の官費生徒になることは大きな魅力であった

だろう。またこの在屋の退学には石川県立学校の教員で，教育関係の情報が入り易い立場にい

た済の影響も預っているように思われる。

在屋は明治 9(1876）年4月の工部大学校の入試に備えて同年 1月に上京している。工部大

学校の入校資格は16～20歳（後に19歳〉までの身体健康な者で、あればよく ，入試選抜においても

特に受験前の学歴は問われていなし、。そのため生徒各自の学歴は各々まちまちだが，英学校や

英学塾で学んだ経験者が多かった。

入試科目は英文和訳，和文英訳，英文書取，算術，幾何学初歩， 代数初歩，地理学，窮理学

初歩の 7科目であった。合否は事実上，英語と数学の力が左右したといえよう。在屋は入試直

前に入試科目に学んだことのない幾何学に気づき， ピタゴラスの定理， 三角形の内角の 和は

180度，円の直径を底辺とする頂角は常に直角の 3つの定理だけをおぼえて入試に臨んだ。

入試問題の程度は『カレ ンダー』と呼ばれ，工部大学校が毎年出している履修の手びきに附

された入試問題によ ると， 英語を除けばあまりむづかしくない。ただしお雇い外国人教師が採

点するのであるから当然出題回答とも英語であった。

工学寮明治7年 2月改正規則に，

入学試験ノ学ノ、初二三年間ノ、軽易ノ学ヲ主 トスト雌モ国民ノ 学識進歩スノレニ従テ追年学課

ヲ変制シ終ニ万国 ト階級ヲ同スノレヲ度 トス

とうたわれているが，工部大学校が明治19年に東京大学と合併し 帝国大学工科大学になるま

で出題の傾向，程度は変っていない。

M 梅渓昇 「日本における工業化と教育との関係」『社会経済史学』第40巻第4号，昭和49年，72～74頁。
ω前出（1）。
帥例えば『明治文化全集』補巻田良工篇，日本評論社，1974年，195～199頁。
帥 旧工部大学校史料編纂会『旧工部大学校史料 ・同附録』，復刻版，青史社，1978年，196頁。
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日本の機械工学の開拓者・井口在監（ I ) （出水）

3.工部大学校の機械教育

工部大学校は明治4年工部省に置かれた工学寮に端を発し，その設立の目的は工業化の指導

的役割を果す技術者の養成にあった。明治10年に工学寮は工部大学校と名称変更しているがv

両者の間に本質的な差異を見い出せないことは『旧工部大学校史料』（昭和6年， 虎之門会〉，『明

治前期財政経済史料集成』（昭和39年復刻，明治文献資料会〉所l阪の工部大学校の諸規則などから
間～聞

も明らかである。また工部大学校の役割や，その評価にはすでに多くの発表があるが，個別学

科を扱ったものは少ない。

工部大学校の修業年限は 6年で予科 2年（教義課程〉，専門科 2年，実地f;'-1・ 2年となっており ，

学科は土木 ・機械 ・電信（電気〕 ・造家（建築〉 ・鉱山 ・冶金 ・化学そして後に造船が加わ り8学

科で組織されていた。全寮制で就学中の 1日の目諜は朝6～ 7時半まで習学， 7時半～8時朝

食， 8～12時授業， 12～ l時昼食， 1～4時授業， 4～ 5時体操， 5～ 6時夕食， 6～ 9時習

学， 9～10時休憩と定められ，外出は届けがあれば1時間だけ許可されたが，かなりハードな

スケジュ ーノレが組まれていた。月曜から金｜｜窪までは上述の日課で講義 ・実習などが行なわれ，

予科生徒は毎週土曜日に各科目をJI慎番に試験され常に勉学の息を抜けないシステムであった。

専門科も予科に準じた方式で試験が行なわれている。

工部大学校の教育実態を最も詳しく語る資料の一つ， IMPERIAL COLLEGE OF 

ENGINEERING TOKEI. CALENDAR. は『カレソ夕、、ー』と呼ばれ1876～85年まで毎年

刊行されていた らしいが，81, 82年はその所在が確認されていない。しかしそれらに述べら

れている内容は各年度を通し目立った変化はなく，その主な内容は当該年度の教員組織，冬期

時間割，年間の日程，講義のシラバス，実習の注意など「履修の手びき」である。附録に前年

度の試験問題，席次，生徒の出身府県なども載せられている。なお，年度は10月に始り翌年の

3月までを冬期，そして 4月から9月までを夏期としたが， 工部大学校は政府直轄の学校であ

るため，実質的な学校の年度は国の会計年度に合せ，学年始めは4月であった。 『クラスレポ

帥篠田鉱造「明治文化史上の偉蹟工部大学校」『明治文化の新研究』， llE細亜書房，1943年，201～232頁。
同 関野克 ・村松貞次郎「明治の工学」 『明治文化史』第5巻・学術，復刻版，原書房，1981年， 179～ 

258頁。
~fl 吉田光邦「技術教育」 『お雇い外国人』第2巻・産業，鹿島出版会，1968年， 97～125頁。
帥 山崎俊雄「日本の工学におけるイギリスとアメリカ」『日本の英学100年』別巻，1969年， 63～76頁。
帥湯浅光朝「学校教育と産業技術」『経営史学』第7巻第1号， 1972年， 88～104頁。
同前出~t 59～94頁。
制古屋野素材 「工昔日大学校の社会経済史的配景」 『現代技術評論』第8号，現代技術評論社， 1976年，

10～15頁。
倒村松貞次郎「工学事始」『明治 ・大正期の学者たち』，東京大学出版会， 1978年， 67～101頁。
伺 中山茂「工科系官僚の時代」『帝国大学の誕生』，中央公論社， 1978年，77～88頁。
悌 三好信浩『日本工業教育成立史の研究』，風間宮房， 1979年。
制 三好信浩『明治のエンジニア教育』， 中央公論社， 1983年。
同北政巳『国際日本を拓いた人々』，同文館出版， 1984年。

ti9 



技術と文明 1巻1号倒

表－ 1 工部大学校 機械科の学科課程〔明治18(1885）年頃〕

毎時間週数

学年 f"i・ 目名 講義 ・実習の内容および程度 井の席口次（在点数屋〉

4～6 9 10～3 

1 英 A寸比一 7.5 1.5 I高校の高学年程度 10/51 (85. 1) 

数 Aづ崎~ 7.5 5 7.5 現在の高校程度 2/58 (96.0〕

本 朝 学 5 5 日本歴史 ・文章学（作文〉

理 学 3 2 現在の高校物理より程度やや低い
）仰 （92.8)

理学試験所 6 現在の物理実験程度

図 寸持ιー 7. 5 現在の大学の教養課程相当 6/52 (78.8) 

書 房 4.5 5 図書室での自習

2 数 学 6 3 1学年に同じ 9/47 82.7 

理 ρで2ナ4ら 7.5 4.5 l学年に同じ 4/49 (92.3) 

英 A寸込~与- 6 6 大学の教養課程の英語に相当 6/45 (85.1) 

化 A寸L一ι 4.5 7.5 高校の化学よりかなり易しい 5/49 (79.3) 

凶 Aづh」ら 4.5 15 4. 5 1学年に同じ 7/48 (72. 2) 

本 朝 学 7.5 作文・ 漢文

重 ~ 3 一般力学

書 房 l. 5 l. 5 図書室での自習

3 応用 重 学 3 3 大学の材料力学 ・構造力学に相当 4/19 (71. 0) 

蒸気機関｝ 大学の蒸気工学に相当〈内容はかなり異なる〉
）山（66.0) 

機械 学
3 3 

機構学 ・機械力学

機 械図 学 14 17 機械要素の平面，立面，断面図

実 地事 業 9 赤羽工作分局での機械要素実習

理学試験場 6 大学の物理実験より工学的な色彩が強い

数 弓品一 3 大学の教養課程の数学程度 1/10(100.0) 

理 ρ「おfら－ 2 熱学に重点が置かれ，大学の教義程度 7/20 (74.0) 

工学試験場 6 材料試験 ・蒸気機関の性能試験など

博物場 機械要素（部品〉，蒸気機関の模型

4 機 械工 学 3 機械設計法

機 械図 学）部義タ，ト工場見
14.5 蒸気機関 ・機関車 ・船などの製図や設計

工学試験場 学の終日 14 近隣の工場見学，簡単な機械工作など

5 I実 地 研修 l ｜工毎悶に実習轄報告の工詮提場出町叫場実習 半粋判町年引刊11日）いjlν／ 

6 実 地研 修 5学年に同じ

卒 業 論文 蒸気機関・機関車・汽船・水力機械などについて

卒業設計 同上 (254.7) 

（注） 『旧工部大学史料』『工部大学校第二年報』『IMPERIALCOLLEGE OF ENGINEERING TOKEI』の
CLASS REPORTS 1877および CALENDAR1880などから作成，この学科課程は井口在屋の学んだものと
少し異なっているが，通年の時間配当はこの時期しか判らない。
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ート 」と言われる，IMPERIALCOLLEGE OF ENGINEERING TOKE! CLASS 

REPORTS FOR THE PERIOD 1873-77は，お雇外国人教師たちが Principl（教頭〉の

HENRY DYERに宛てた各自の持教科について授業方法，使用テキスト，授業内容，教育効

果， 感想を述べたもので，どの教師も生徒は非常に熱心に勉学に臨んでいる 乙各自の報告の終

りに結んでいる。この他に『工部大学校第二年報』自明、治16年4月至17年3月は，工部大学校

の会計，生徒人数，生徒の出身階層など 1年間の諸事項を記録しているが，この中にも『クラ

スレポート』と よく似た内外教師教授等学事申報訳文があり，授業のあらま しを知る手掛 りに

なっている。

これらの史料に依拠しながら表－1の機械科の学科課程に沿って，各科目の授業内容を予科

から述べることにしよう。まず英学は講義 ・実習の多くがスコッ トラン ド出身の外国人教師の

担当なため，英語を読み，書き，話せることは必須の条件でもあった。 そのため 1年次はMessγ

の TheScientific Reading BookとCollierの Histo1・yof the British Empireのような

文体と事象がはっきりしている易しい読本が使われている。また， その授業の合聞に Brook巴

の作文法の中から適当な詩を選び階II昌させ，英文学に親しむ工夫をしているが，全科目中 l年
四

次の英学をこなせず脱落するケースが最も多い。 2年次は Scottの代表的な物語詩といわれて

いる TheLady of the Lake （『湖上の麗人』），Goldsmithの長編小説 TheVicar of Wake戸eld

（『ウェークフィノレドの牧師』〉のような英国の風俗や人間関係の心理拙i写の入ったテキス トを使
冊

っている。特に後者は在屋の愛読書の一つであったことは，『国民之友』第48号（明治22年〉に

記されている。

本朝学はもちろん臼本人教師だが， 日本歴史， 文章学（作文〉および漢文が少し教えられて

いる。数学は予科の聞は現在の高校程度の中味が教えられ，テキストは Todhunterのものが

多く， TheElement of Eucl£d （幾何学）， Algebra for beginners （代数学初歩〕，Trigonometry

for beginners （三角法初歩〕， Plane Trigonometry （平面三角法〉， この他に SimplePlane 

Figw es （求積法〉， 対数表，Colensoの代数学が使われることもあった。

専門科の数学も Todhunter の A treastise on the Dijf erential Calculus と Integral

Calculusを使い，その程度は大学の教養課程 l年次に相当のものである。Toclhunt巴rは機械工

学者の間では数学者というよりむしろ，材料力学の分野で知られ，彼の死後ピアソンによって

編集された『弾性の理論の歴史」（H叫 oryof the Theory of Elαsti 

予手；j.の理学（物理学〉の教材は’フランスの名門高等中学校Louis-Le-Grandの教授 Deschanel

の本をアイルランドの Queen’sCollegeの教授 Everettが英訳した ElemeηtaryTreastise of 

Natural Philosophyで数式などが少なくかなり易しい。専門科の理学はMaxwellの Theory

of Heat なと。工学に結びついた物理教育をしており，熱機関のための効率の測定や Carno’t 

申~ Class Reports, pp. 5～7. 

帥 野町二 ・荒井良雄『立体 ・イギリス文学』朝日出版，昭和43年，44～46頁および192頁。
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Cycle, Joule熱などに力点を置いている。

化学は Roscoeの Lesson仇 ElementryChemistryで，この木の翻訳は『羅氏化学』と呼

ばれ，明治9～14年にかけ東京大学版が刊行されている。原書ともども各地の中学の教材に使

われ，その当時の中等程度の化学書で最もすぐれたものであった。

図学は幾何学と結びつきの強い学問で， 画法，平面図，立面図および配景図について講義さ

れた。テキストは外人教師 Mondy 自身が書いたもので Problemson Plane Geometrical 

Drawingの Textと Plateが 1年次に，2年次には Problemson Descrψtive Geometry 

の TextとPlateを使っている。今日の主要大学では教養課程に図学教室を設けていながら，

図学そのものが CADシステムなどの発達でますます軽視される傾向にある。また図学に費す

時間も 2コマ程度に過ぎないのに比べ，当時は図学の比重が大きく重視された科目であったこ

とをうかがうことができる。同様にして機械図学（機械製図〉のウェイトも高く ，歯車 ・軸 ・ホ

イーノレやカムなど機械要素の組合わさった平面図， 立面区J, 断面図が主に 3年次の課題らし

く， 4年次には蒸気機関などの部品図，組立図が課題と思われる。東京大学に保存されている

製図を見ると，図面は墨入れされ絵具で彩色されている。内容はスケッチしたものや，オリ ジ

ナノレなものは少なく ，蒸気機関などについて図面の写図が多い。機械工学科図書室の中央の壁

にかかげられていた第5回卒業（明治16年〉岩崎彦松の描いたワットのビーム機関の組立図は，

注意深くながめてもまるで印刷されたような出来あがりである。その製図のテクニックには現

在の学生はとうてい足元にも及ばないだろう。

応用重学は少し後に「応用力学」と改称され，今日の名称でいえば「材料力学」になる。教

科書には Glasgow大学教授で熱力学のランキンサイクノレの発明者で、知られ，かつまたデカノレ
C!I 

トまで逆のぼれる近代機械工学の完成者とも目される WillarnJohn Macquorn Rankineの
eゅ

A MANUAL of APPLIED MECHANICSを用いたことは，機械の教師 Dyerが彼の弟

子であったから言 うまでもないだろう。 この本は菊版の大きさで648ページもあり， 弾性学，

材料力学，構造力学および水力学と機構学の一部分を含み，現在でも熱応力と複合材料の項目

を追加すれば，そのまま材料力学の教科書に採用可能だろう。参考書として材料力学，水力学

および蒸気工学を専門にしていた王立INDIAN工学カレ ッジの Unwin教授の Theelements 
G9 

of the Macbine Design, part l, part IIなども使われ講義の重点は応力とひずみ，俸の引張

と圧縮，梁の曲げ，振りなど材料力学の分野と， トラス，ラ ーメ ンなど構造力学の分野であっ

帥稲田信治「羅釘I珂氏化学」「科学史研究』第23巻 No.151, 1984年， 129～139頁。
伺原正敏「明治初期の図学教育（Il）一一工部大学校を中心に一一」 『図学研究』第8号，昭和46年，

27～38頁。
帥湯浅光靭編『自然科学の名著」，毎日新聞社，昭和46年， 312～314頁。
制工部大学校で使用したのはこの本の第6J仮で，東大の目録では6冊あり，第二工学部ができた当時，数
冊が移管されていることから，工部大学校では生徒に貸与していたと考えられる。出版社は CHARLES
GRIFFIN & COMP ANY, LONDON, 1872年。

。事 LOGMANS, GREEN, & COMP ANY, LONDON, 1877年。
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蒸気機関 ・機械学の

講義は内燃機関がまだ

実用段階に達していな

いし蒸気タービンも

出現していなかったた

め， レシプロ蒸気機関

の講義が主であった。

現在ではもっぱら蒸気

タービンを講義してい

るが。教科書はやはり

Rankine の A MA-

NUAL of the STE-

円木の機械工学の開拓者井口在屋（I) CIB7K〕

MECHANICAL ENGINEERING. 

N.刀.－All<lclnils of cnlc11lnlions 111日sLbo shown, arnl l11c sl;c(chcs 
11111st !Jo llcally 1111Hlo. 

Bool;s日llowed: 

Rankine’s "Steam Engine，＇’Unwin's "!lfacliine Design.'! 
Given札nOl'ilinn1・y horizonlnl condensing日lcnmengine, willt slcnm 

of 山solnloillili日lpl'cssnrs GO lbs. pe1・ s明日l'einch，日l川 o3Gヘrntioof 
cxprrns1on l.l. 

（日）凶Drnw札clingrrunshowing lho prcssm・o nt cl i汀口1・cnlp日rlsof 
ll10 slroke, assuming the exp九日sioncmvo lo )Jo札口011111101¥Ji)'JICl'lJO!ri. 

(/, ). Supposing lho mean back pi'CSS日rolo IJC It Ills. on lilo squ江re
inch. li'iJHl llio menn offcctivo prcssm仏

(c). Supposing lho I.If.I'. of this cngino is GOO, nncl !hnl lhc 
menn piston spcetl is 350 feel per minute. 11'incl the n1百九 ofLlio piston. 

(cl). 0乱lc11latonpproximnloly tho Cfl'icioncy of llio slcrun in this 
ingono. 

図－2 Dyerが出題したと思われる献験問題 （明治12年度）

Cl& 

A M  ENGINE and other PRIME MOVERSで，本の構成は熱力学，蒸気および熱機関，

7j(カタ ービンなどである。講義は蒸気の性質とボイラー，蒸気機関の理論と計算が中心であっ

た。なおこの Rankineの本は明治18年3月に文部省編『I閏均氏汽機学』（上〉〈下〉の題名で刊
。略

行されている。また先に述べた Unwinの機械設計のテキストも，機械材料，機械要素，蒸気

機関の設計面から用いられただろう。機械学は現在の機構学に相当し，歯車装置などの計算が

行なわれてL、る。機械工学は機械設計法にあたるが，内容は多岐にわたり機械力学を主に蒸気

機関を題材にした設計手法の講義のようだ。

図－2はDyerが出題したと思われる卒業試験問題の一部（1880年『カレンダー』附録〉を示す

が，これから当時の教育程度が推量でき，専門的には現在ほど深くはないもののl隔の広さがあ

って，むしろより現場サイドに近い出題といえよう。通常試験は2時間4問， 学年末試験は4

時間8問であった。

実験 ・実習のうち 3年次の突i也事業は工部省、の赤羽工作分周で実施され，ねじなどの製作を

しているところから要素笑習と思われる。工学実験場は機械工学実験のよう なもので，計測と

機械の使用方法の取得がねらいであった。 4年次では実験 ・突習と機械図学〈製図〉が結びつ

き，設計・製図 ・製作が融合された形態の「workshop construction」とい う題名の試験が行

なわれ，その中心は機械工作法である。内容的には今日の工業高校の総合実習に近い。

5～6年次は工部省の工場，当初は赤羽工作分局を中心としす、羽廃止後〈明治16年以後〉は
閥

横須賀，神戸，長崎など造船所の製造現場で実習を行い実習報告書をま とめるため注意深い工

(36) CHARLES GRIFFIN & COMP ANY, LONDON, 1873年。
制 『日本科学技術史大系」第18巻・機械技術， 第一法規出版， 1966年， 154～155頁。
帥 「工部大学校第二年報」，63～66頁。
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場の観察が要求された。したがってこの 2年足らずの期聞は一人前の技術者になる「絶タ貴重
cg 

ナノレ学期ニシテ即チ生徒此学期ヲ終へテ帰校スノレヤ一般ニ著シキ学歩ヲ現ハスヲ常トス」と規

則にも警かれている。

工部大学校時代の実習報告書の所在は不明で，どのような実習を行なっていたのか判らなし、

が，在屋は赤羽工作分局に派遣され，七等技手国友武貴の指導を受けている。国友武貴は旧水

戸落の鉄砲鍛冶を勤め，

水戸落主の命により1筑波ー石JII口製鉄所に赴き外国教師に伝習を受けて製鉄の業を究む。明

治9年工部省の命により上京して赤羽工作分局に入り機械方投手に挙げられ機械部世話役

となる。当時博士（井口：在屋〉は工部大学に在り製作実地を此拠に学ぶ

とあるように伝統技術者から近代技術者の道をたどり，日本の工業化の一翼を荷なった人物で、

あった （かっこ内筆者〉。

赤羽工作分局は当時最先端の機械工場で，官 ・民へ製造機械を供給していた。その製品の種

類などは赤羽工作分局『機械製造品目』（明治14年〉から知ることができ，蒸気機関 ・水車 ・ポ

ンプ ・工作機械 ・起重器 ・混錬機 ・木工機械 ・農業機械 ・送風器など多数にわたる。実地体験

の中で各自の卒業論文，卒業設計製図〈卒業計画〉のテーマをみつけることが要求され，機械科

の場合その目やすは「定置機関舶用機関鉄道機関水車水圧機械機具及ヒ諸工業ニ用ウノレ機械

ぷ」ほめられていた。在屋はこの中で水車をテーマに選んでいる。水車は在来型水車と水カ

タービソを含めて考えられているようで，赤羽では鉄製の Waterwheels （在来型の横制l水車〉と

Turbine （縦軸水車〉を製造していた。

全般的にみて卒業論文のテーマは表－ 2のように蒸気機関に関係したものが多く，内容は熱

機関としてのみ蒸気を扱うというより，設計，材料強度，工作などをからめたものが多L、。卒

業論文は現在のように実験したことについて報告するというより Essayと呼ばれ，一種の調査

研究的なものである。ある題目について著書，論文などを読んでまとめたもので文章はすべて

英文である。そのためかテーマ自体もかなり漠然としたものが多L、。工部大学機械科の全卒業

論文中在屋のものだけがタイトルに Essayがない。つまり Essayon Turbineで‘なく， On

Turb£1ぼ であることは興味深い。

在屋自身が論文の Introductionの中で，

Thinking that a mere transcript of this sort would not well deserve the tytl巴 ofan 

Essay, I have attempted in th巴 followingfew pag巴S to write as much as posible from 

my own p巴npoint.

とEssayでないことを強調し，続けて Rankineの著書を論文のベースにしているため，彼の

帥 『旧工部大学校史料』， 336頁。
帥 「井口博士と国友機械製作所」 『国友機械製作所カタログ』 No.26, 1910年， 38～39頁。
帥前出帥， 313頁。
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工部大学校 ・機械判明治12～18年）。，“表

考備業 論 文

〈第l回 ・明治12年11月卒〉

ーマアの当主名氏

高 山 直質
三 好 晋 六 郎
荒 川 新一郎
今 回 清 之 進
宮崎航次

紡品号機械
陸用蒸気機関

Cotton Manufacture 
Stationary Engines 

蒸気機関の効率
機関車ボイラの機構
水カタービンと水車

（第2回 ・明治13年5月卒〉

Stationary Steam Engines 
Locomotive Boiler 
Turbines 

消防用ポンプ

自動ねじ切盤
ボイラ胴のリベット接合

舶用蒸き（＼j幾関
復式蒸安峨関
小型ボイラ
ボイラ材料
船のスクリュー
ボイラ材料

錬鉄の製造と加工

Stationary Steam Engines 
Stationary Engine 
Fire Engine 
Marine Engines 
Self-acting Screw Cutting Lathe 
Land Stationary Boilers 
Locomotive Boiler 

（第3回 ・明治14年 5月卒〉

Marine Engin巴

Compound Engine 
Potabl巴 Engines
St；巴amBoilers 
Screw Propeller 
Marine Boilers 
Wrought Iron Manufactur巴
Machine in g巴neralwrith the appendix containing 
the machine tool and the cutting tools 

Stationary St巴amEngin巴 withmany sketchs 

（第4回 ・明治15年 5月￥）

章
三
湛
郎
郎
貞
道
康
郎
勉
安

義

虎

次

太

由

重

九

喜

関

突

入

永

田

立

回

上

回

見

回

安
原
坂
佐
竹
野
藤
岡
土
口
早
家

白井藤 一 郎
服部俊一
真野文二
貴志泰
須田利信
内 藤 政 共
粟 屋 新 三 郎

子安雅

田中林太郎

水カタ ービン理論

水力機械について

Turbin巴
Compound Marine Engines 
Boilers 
Riversing and Expansions Slide Valve Gear with 
on Turbine 

Screw Propellers 
Locomotive Boilers 

（第5回 ・明治16年 5月卒〉

Continuous Brakes for Railway Trains 
Compound Marine Engines 
Locomotive Boilers 
Hydraulic Motors 
The Action of Steam in Three Cylinder Compound 
Engines 

井 口 在屋
中原 淳蔵
川井清三郎

斉藤恒 三

番 坂 季 太 郎
粟塚又郎

水上彦太郎
稲垣鐙平
岩崎彦松
大竹多 気

藤基樹近

〈明治17年 5月昨年度卒業生〉

The Best Type Warships for our Future Navy 

（第7回 ・明治18年5月卒〉

I Tripi巴
Steel Boilers 
Compound Locomotives 

（注） 東京大学機械工学科図書室に保管されている工部大学校の卒業論文から作成，ここでは省略したが論文タイ トノレ
の頭には Essayonあるいは Anessay onが付いている。ただし井口在屋のものは Onのみである。

ポイラ材料
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記述の誤りを正すとかなりの気負いを感じられる。なおその部分の詳細は次報で明らかにした

い。論文の中味は半径流型外向き流れの水力タービンの効率，バケットの形状などについて理

論計算でち密に議論しており，他の機械季！の卒業論文と比べ，一段とぬきんでている。在屋は

卒業論文の結論に水車にしろタービンにしろ水受の形状が，最も効率に影響を与えると書いて

いる。この論文は在屋にとってまた工部大学校卒業後の明治16年に “水車意匠法”と題する三

編の論文を『工学会誌」に発表する出発点にもなった。

在屋の卒業までの成績は表－ 1に示されるように非常に優れており ，首席卒業で点数は254.7 

を得て工学士の学位を得ている。予科，専門利の本科と支科および実地科（卒業論文なども含め〉

の点数を合計し， 200点以上を第 1等卒業とされ工学士を名のることができ， 100～200点まで

のものは第2等卒業とされ， 現場経験を経て工学士の資格試験を受ける道が残されていた。

100点以下で、あれば単に修学証書のみが授与された。

工部大学校の卒業生がお雇い外国人教師に代って教鞭を取り始めるのは明治15年以後急速に

なるが， 『工部大学校第二年報』の申報による限りでは “CLASSREPORTS円（1873ー 77）の

外国人教師の教材，教授方法などを踏襲していることをうかがえる。明治15年の学則には浅野

応輔（3回電信〕，河喜多能達（3固化学〉，桑原政（2回鉱山〉， 達邑容吉 （2国土木〉， 中野初子

(3回電信〕，中村貞吉（1回化学〕，排和為昌（3回化学），藤岡市助（3回電信〉， 真野文二（3回

機械〉，原田虎三（2回機械〉らが教授補（明治16年12月に助教授と改める〕に名を列ねている。 し

かし同年5月の「改正官員録J163頁にはこれらの顔ぶれの多くが工作局の 6～8等技手にも名

前がでており，明治16年に赤羽工作局が廃止されるまで兼務の形態をとったといえよう。在屋

の場合も名前が『カレンダー』にみいだせるのは明治16(1883）年8月で， 同期の野辺地久記

（土木〉 ・大島仙蔵（土木〉と一緒ーになっている。 しかし在屋は明治15年 5月卒業と同時に工部

七等技手（月給30円〉そして同年9月教授補に任用されているため『カレンダー』に名前がのる

のは翌年になったと推察される。これを裏付けるのは明治15年 6月に帰国した Dyerに代って

来日した機械手｜の主任格の West教師のノ ート に在屋が提出したと思われる講義のシラパス

が， 貼付けられている。それによれば，

L巴ctureon Hyclralics deli vercled by Inokuchi Ari ya to 4th year mechanical Eng in巴ers,

session 1882-83 

と題され，教える内容は水力学の基礎 ・水力機械 ・タービンなど8項目に分類して， 次のよう

に結んでし、る。

Having pr巴pared mys巴Ifcar巴fullyfor巴achof th巴 lecture,I gave th巴m in English 

~ CALENDAR, 1880, pp. 23～24. 

帥前出帥， 303頁。
帥 CALENDAR,1883, pp.14. 

帥 『大日本博士録』工学博士編，発展社，昭和4年， 56頁。
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(although poor) 

with the hop巴that

it would th巴rebe 

巴asierto tak巴 do-

wn the note on the 

parts of students. 

そしてこ こに述べた講

義内容の試験問題は明

治16(1883）年の『カ

レンダー』の附録にの

せられている。その一

部分 を図－3に示そ

う。

翌年の在屋は予科 2

同本の機械工学の開拓者 ・井口在屋 CI) C出水）

ExamiHe1’－Mn. I NOKUC!II. 

1. Gire tho cxprnssions for the llll'Co different forms of energy 
which wntcr mny nssumc. Whnt do you undcrslnml by ‘hcnd <luc to 
prcssm日’ nnd‘licnddue to velocity’Y 

2. Find the prcssur・c(witliouf r0gnrcl to thnt of the atmosphere) 
of wntcr nt n clcpllt of 10 ft. IJcfow tlto surfncc. 

1°. ¥I'll巴nthe wnter is stntionnry. 

2°. When it is dril'ing n piston with 11 velocity of 8 ft. pol・ 
second. 

3。.Wheu it is being di・ivcnby 11 piston with店 τelocit.y of 8 
ft. per second. 

3. If in n chnnncl ¥Jn vi ug 11 I rn pc~o id江1 trnnsvcrsc ~~·ollle with n 
gil'cn incl inn.lion of ll1巴)J日nkslo tli巴horizon.!he hydraulic rcsistnnco 
is lcnst, show that the liytlrnulic rncnn depth is equal to lmlf tho gre日test
depth of tl1c clinnncl. 

4. ムjctof waler impinges norm九llyllJl!lll品目ntvnnc, nud 11nd tho 
lnlter morns iu the sn111c direction. .l!'ind the eucrgy 巴主巴rtcdby tho 
wnter upou tlic vn.nu nnd show llint lho mnximum efficiency is t. 

図－3 井口在屋Ill胞の水力学の問題 （明治15年度）

年次の生徒に毎週2回重学〈力学〉の講義と問題演習を教え，教科書は Todhunterの Mecha-

nics for beginner （重学ノ：初歩〉を使ってし、る。土木 ・機械 ・造船の 3年次生徒に応用重学

（材料力学〉を毎週3回講義し， その内容は材料力学の基礎というべき材料の引張 ・圧縮 ・図式

解法 ・曲げ ・振り ・集中荷重などについて話している。しかし在屋は冬期の講義を終えること

なく ，明治16年12月27日付で海軍11等出仕つまり海軍機関学校の 8等教官にii去じ 翌年には 6
(l怖8

等教官に昇進している。機関学校長は佐賀藩出身で幕末の長崎海軍伝習所の伝習生であった中

牟田倉之助横須賀鎮守府司令長官海軍中将だが，実質的な学校の管理運営は次長（校長心得〉二

等教官の麻生武平があたっていた。麻生武平は大分県の出身で慶応義塾を経て明治2年海軍操
M 

練所創立j明からの教官で，海軍機関大監を最後に予備役に編入されている。明治2年麻生問吉

の名前で『奇機新話』なる理科の啓蒙書を編集し，明治24年にも 「汽惟使用法」 の著作がある。

在屋は麻生武平の直属の音fl下が縁で明治18年彼の~良，たす， と結婚し三児をもうけている。

長兄春久は三菱造船を経て理化学研究所の主任研究員，次兄常雄は東大船舶工学科教授を経て

静岡大学の学長を務めた。三男武英は旭硝子の技師，荏原製作所の監査役などを歴任している。
帥

機関学校の学術~~~程が工音II大学校機械手｜のそれと非常によく 似ているのは， 舶用機関（蒸安峨

帥前出制，97～98頁。
制 官II出帥， 68真。

帥 『改正官員録』，明治17年。
制 『歴代顕官録』，原書房，昭和42年， 474頁。
帥 『後応義盛百年史』 附録，昭和44年， 164頁。
制 前11¥(8),150～151頁および 「丸善百年史』資料侃 昭和56年，384頁c

伺 海軍教育本部編『帝国海軍教育史』第一巻， 1911年＇ 66～70頁。
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表－3 東京大学 ・理学部工学科機械工学の学科課程
〔明治16(1883）年〕

｜ ｜ 毎週時間数

学年 ｜ 科 目 名 I i学期 I2学期

1 数学〔代数 ・幾何〕 4 4 

物理学 “ つ
重学大意（力学大意〉 2 

星学大意 3 
化学〔無機 ・実験〕 4 4 

金石学大意 2 

地質学大立 2 

図学 2 2 

論理学 2 

英吉利語 4 4 

2 数学 5 5 

重学〈力学〉 4 4 

物質強弱論（材料力学〉 2 2 

陸地測量〔講義 －野外及館内実験〕 4 4 

治金学 1 1 

機械図 4 4 

英吉利語 2 2 

独逸語 2 2 

3 熱動蒸学気及原蒸動機気機〕関学〈工業熱力学 ・ 2 2 

結構強弱論（構造力学〉 2 2 

機械学（機構学 ・機械力学〕 2 2 

道路及鉄道測量及構造 6 6 

物理学 3 3 

機械図 4 4 

独逸語 2 2 

4 機械計画製図笑験（設計製図 ・実験〉
材料試験
機械所実験（機械工学実験〕
卒業論文〔邦文 ・漢文もしくは英語〕

（注） 『東京帝国大学五寸年史』上問より作成。かっと内筆者記入現
在の相当講義名。

表－ 4 帝国大学 ・工科大学 ・機械工学科の学科課程
〔明治19(1886）年〕

｜ ｜ 毎週時間数

学年 ｜ 科 目 名 Ii期 I2期 I3 J切

1 数学 3 3 2 

物理学 2 2 

応用学〈材料力学〉 3 3 3 

機械学〈機構学 ・機械力学〉 4 4 4 

土木工学製図 4 4 4 

機械工学製図及工学実験
物理実験 6 

2 機械工学〈機械設計法〉 6 6 
電気工学 1 1 
製造冶金学〈金属材料〕 3 
工芸経済学（工業経営〉 2 
製図学及工学実験 24 24 

実地演習 ~、L－ 

全｜全｜全意匠及講義（設計 ・講義〉
卒業論文意匠等（卒業論文設計等〉

（注） 『東京帝国大学五十年史』 上冊より作成。かっこ内筆者記入，現
在の相当講義名。
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関〉に関する知識を教えるため

当然のことであろう。在庫の機

関学校の在任は短く 3年足 らず

で，明治19年 7月に東京大学工

芸学部と工部大学校が合併した

ばかりの帝国大学 ・工科大学 ・

機械工学科 助教授に転任した。

この人事異動は工部大学校で 1

年先輩の助教授真野文二〈後に

九州帝大総長〉が Glasgow 大学

に留ょしたための後任補充 らし

L、。

4.機械学会と術語選定

帝国大学に合併前の東京大学

工芸学部は理学部工学科を改組

して間もなく ，表 3は明治16

(1883）年理学部時代の学科課

程を示す。工学科は最終学年

(4年次〉の選択によって機械工

学か土木工学かに分れる制度に

なっていた。表 4は 明 治19

(1886）年の帝国大学 ・工科大

学になった時の学科課程を示し

ている。 明治10年代中頃には文

部省の樟入れで旧制中学 ・高校

の学制が確立され，それまでの

予備教育は大学の手を離れたた

め大学の修業年限は 3年に改め

られた。表－1・表 －3・表－4

を比較すれば，帝国大学の学科

生
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白木の機械工学の闘拓者・井口在屋 （I ) （出水）

課程には工部大学校の学科課程の影響が強く反映していることは明らかで， 実地演習 （学内お

よび学外での工場実習〉，製図 ・工学実験の時間数の多いことはそれを物語っている。教員組織は

当初4名の教官のうち West 井口在屋が工部大学校から，山田要吉，谷口直貞は東京大学か
同

らの顔ぶれであったが，後者のうち山田は明治20年，谷口は明治23年に退官している。代って

英国留学帰りの真野文二が教授に就任していることを考えても，機械工学科の主力は工部大学

校系のメンパーで構成されていたといえよう。その中でWest教師の占める比重は極めて大き

L、。

日本の工学形成に果した H Dyerの業績は不滅のものであろう。一方，明治期の機械工学

教育の流れの中でW巴stの果した役割も見落せない。彼は研究者より教育者の立場を貫き，1幾
同

械工学の実験装置の工夫や造船学卒｜の創立にも功があった。 明治41年卒業で国鉄の工作局長な

どを務めた朝倉希ーは，

アイノレラン ド人のウエスト先生がおられて， 1年の熱力学と 2年の製図を担当された。

（中略〉英語がとてもわかりにくいし， 文字も読みにくい。 先生自身そのこ とを認めてお

るので，われわれは二人ずつ組んで、順番に官舎に行って先生から諦義を聞き，先生は誠義

をしながら紙に書かれたので，その紙をもらって筆記したのと対照して原稿を作り， コン

ニャク版刷りしてわれわれに配布した。時間表にある講義のときは，先生が講義しながら
帥

黒板へ書かれた。

と語っているo Westは工部大学校時代には予備講義をせず， 教室で講義を終えたあと必らず

その日の講義ノ ートを置いていったといわれている。 Westが熱心な教（iil]だったことを示すよ
帥

うに彼のノ ート（エンマ帳〉に，縦列に名票，横列に問題番号をつけた表があり，正解にはO印，

誤りには×印をつけ，その数から学生の理解の程度を知 り，難解な点を再度指導する資料にし

たものと思われる。

朝倉希ーは在屋についてもこう記している。

応用力学（材料力学〉と水力学及ひ、水力機械の講義をされた。（中略〉先生は英語に詳しいの

であって， 言葉の改良についても一見識をもっておられた。（中略〉設計上に度々使われる

数字の表を集められて蒋いポケットブックを作られいのくち簡易表と称せられた。われわ

れが入学した時に先生がわれわれに対して皆井口簡易表と 3フィー トの折沢をポケットに

持参して，必要に応じてすぐ出せる様にしなければならぬといわれた。今まで測量の場合

制 日本史籍協会編『明治史料顕要職務補任録』四，東大出版会，昭和56年復刻（明治36年発行），601頁。
伺 井口在屋「故チャーノレスヂッキンソンウエ久ト先生の伝」 『機械学会誌』第10巻第18号，明治41年2

月，45～47頁。
側朝倉希一『人生を考えよ う』，開発社，昭和51年， 54～55頁。
制 櫛松時雄大阪大学名誉教授の斜l教：示によれば，戦前に先謎にあたるilifj永正三京都帝大教授に聞いたと
のこと。

持東大機械工学科図書室版。
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技術と文明 1巻1号。。

は別としてすべてメー ト／レ法で－教えられていたが，

当時わが国の実際工業界ではイギリス単位が用いら
倒

れておったことを知ったのである。

図－4は『ゐのくち簡易表』の扉で旧士族なのに「加

賀生れの平民，大学で機械学と応用力学との先生」と，

権威ぶったところがなく ，フロックコ ートを着用して買

い求めた沢庵を襲縄でしばったままむき出して持って歩

いたといわれる在屋の性格と共通するものだろう。 『ゐ

のくち簡易表』の初版は明治35年に出て， 最終の第7版

は大正10年である。 この他に在屋の著作は 『梁の強さ及 ! 

び剛さ』 （明治31年〉，『祁l珍機械工師必携』（明治32年〉，

「実用数学摘用』（明治35年）， 『英文蒸汽機関設計構造編』

（明治43年〉と在職25周年記念の論文集である『井口集』

〈大正2年〉などがあげられる。東京大学名誉教授野口尚

Tル

1

4
M
m

A

五

図－4 『ゐの くち簡易表』

一氏からの聞き取りによれば， 在屋は講義中は，日本語と英語を交互に話したといわれ，在屋

の最終講義になった大正11年度の応用力学の講義ノ ートをみてもこの傾向は変っていなし、。受

持の講義も一貫して応用力学と水力学関係に限られ，明治26年教官組織が講座制なって以後在

屋は工学部の共通講義をもっ応用力学講座もしくは機械工学第3講座（水力学〉に所属してい

る。

表－5は明治44年9月から大正 2年8月までの機械工学科の講座担当者と担当講義名だが，

科目が工科大学発足当時より専門化，細分化されていることが判る。機械学が機械幾何学機械

力学と変り，更にこのあと機構学と機械力学に分離される。またこのとき機械設計法とい う講
帥

義題目も登場した。大正 4 (1915）年には学科目を必修科目 と選択科目に分ける改革が行われ，

大正8年には工科大学が工学部と改称されると同時に学年制を改めて学科制度となった。大正

10年には学年が9月始りが， 4月始りに改められた。そして大正14年には単位制が実施されほ

ぼ現在の大学制度に近づいた。

卒業論文も明治末には工部大学校時代の Essayに近いものからオリジナノレな実験報告書に

近いものまて幅広くなった。大正5年から卒業論文は指導教官のもとで行なった実験に基づく

内容が要求され，論文の文章も英文から邦文でもよいことになり，その後数年を経て論文はす

べて邦文になっている。卒業設計製図（卒業計画〉は工部大学校時代とあまり変りがないが，

重点は工部大学校ほどではない。機械工学実験も大正の初め頃はまだ蒸気原動機が中心である

同 前出帥， 45～46J室。
制 『東京帝国大学五十年史』下， 300～302頁。
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日本の機械工学の開拓者 ・井口在屋（ 1) （出水）

表－ 5 東京帝国大学・工科大学・機械工学科教官 ・担当講義

所属講座 ｜臓

機械工学第一

// 

教授

助 教授

教授

教

二

島

子

一

二

尚

子

一

一

一

一

第

第

第

第

第

学

力

学

力

学

学

学

。

関

関

。

工

3
工

用

機

機

械

械

用

用

械

機

応

機

応

舶

州

問

機

’J 

授

授

授
教

教

教

助

助教授

々

// 

名 i氏

授

真 野 文二＊

内丸最一郎

島安次郎仲

田中不二

井 口 在屋

斯波忠、三郎

加茂正雄

竹 村 勘忍

J横山 l勝 任

山内不二雄

丹羽重光

担 当 静l 華主

水力機・衛生工学〈冷暖房〉

（外国留学中〉

機関車

実験工学 ・機械幾何学 ・機械力学など

応用力学 ・水力学 ・水力機 －製図など

舶用機関学 ・機械学 ・製図 ・実験など

特別鰯義 ・蒸気タービン

熱機関 ・熱力学 ・製図

機械製造法 ・実験実習

製図講義 ・実験

機械学 ・製図講義－実験実習

（注） 明治44年9月～大正2年8月まで，非常勤務師は除く。 『機械工学科報告』第二第三および東京大学放の機械
関係講座の人事異動記録から作成，本文部省実業学務局長と兼任，林鉄道院理事と兼任。

が， その内容はレシプロ機関からタ ービンに変化している。実習も 1年次は学内の工場で機械

の見取り，組立，タガネ・ヤスリの使用法， 鋳造，工作機械の取扱いを実施し， 3年次の実習

は学外官私の諸工場に依頼して実施しているが，次第に実習依頼を拒絶する工場が増加してき

ているようだ。

話は前後するが， 在屋は明治27年 7月から 29年 8月まで文部省派遣の在外研究員として英

国に留学したが， その活動の拠点はロンドン周辺と思われる。明治期の機械工学者の多くは

H. Dyerのルートをたどりス コットランド の Glasgow大学などに留学し， Napier造船所
6渇

や Wi巴日r,Armstrogなどの機械工場で現場実習している。高山直質（ 1回機械〕， 三好普六郎

〔1回機械〉， 真野文二（3回機械〉などがあげられ， 中には荒川新一郎（ 1回機械〉のように

Manchester大学に留学した例もあるが， 彼の卒業論文は紡績機械であったことを考えれば，

その目的からごく当然のこと である。

在屋の留学事情は『工学会誌』第159巻〔明治28年3月）， 231頁に，

小生儀当初グラスゴウ ニ滞在イタシ機械実業場ニ於テ修業ノ心算ニ有之侯ヘシガ此国へ舶
って

来ノ上アチコチ負P縁ヲ索メ問ヒ合セタレ共思ハシキ所ヲ得ザリキ因テ我帝国軍艦ノ蒸汽機

関ヲバマノアタリ製作、ン居ノレ

Humphrys, Tennant & Co目，Deptford,London S. E. England.ノ製図工場ニ入リ練習

シツツ居候右ハ帝国海軍ノ技術官ニテ当所ニ出張中ナノレインスペクトノレナノレ御方ニ依頼イ

タシ入場ヲ 得タ ノレ訳ニテ候該機械場ハ御承知ニモ侯ハンガ軍艦ノ機関ヲ製作スノレ仕事屋 ト

事］） 東京帝国大学工科大学『機械工学科工学実験所報告』，大正元年， 6～9頁。
伺前出制， 「グラスゴウ大学と日本人留学生」， 173～204頁。
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シテハ英国ニテ屈指中ノ者ニ御坐ノレベク候ハン製作方丁寧デス好キマシンシーノレス多シ其

使用法ニ頗ノレ工夫ヲコラシウマク仕上ヲイタシマス

と在屋が英国から通信しているが， 今のところ在屋の留学については， これ以外 明らかでな

い。文中「我帝国軍艦」とは富士，八島をさす。 Deptfordはロンドン近郊の町で， Henry 8 

世が1513年に海軍工廠を作って以来造船業の盛んなところであったが，今はさびれてしまい，
伺

その跡地は RoyalVictoria yardという名で軍の倉庫になっているらしい。帰国後直に在屋は

教授 （明治29年9月24日付〉に昇任しているが，昭和の初め頃まで洋行したことが， 業績評価に

極めて大きな意味を持っていたように思われる。

工部大学校の同窓生を中心にして明治12年に工学系の迎合学会ともいうべき「工学会」が発

足したが，工業化が進行するにつれ各分野の研究の専門化が進み，更に土木，建築，電気など個別

学会に進展の経過をたどっている。機械学会も同様に工学会会員の中から，工部大学校機械科

卒の野上自貞 （2回），藤田重道（ 2回〕，真野文二（3回〉，井口在屋（ 4回〉，東大卒の阪田貞一（明
制

治13年機械卒〉らが発起人になって，明治30年6月に発足した。機械学会創立間もない頃の最重

要課題は，在屋の提議した機械術語選定問題といわれ，明治31年7月に機械術語選定委員会が

学会内に設けられ，委員長は当然のことながら在屋であった。委員の顔ぶれも在屋より先輩は

原田虎三（3回〉のみで，同期の中原淳蔵，栗塚又郎を除けば，すべて後輩て滑車成されている。

南大路謙一大阪帝国大学教授は「機械学会誌』（昭和10年11月〉の中で 「術語統一の大業」と

題して，

洋蓄を読む毎に一々の事物に対して夫々術語が一定して居り字義明白にして疑義殆どなき

を見る毎に我が術語が統一せられて居たならならば如何悦ばしからむと嘆ずるのは私一人

であるまい。 （中略〉或る学聞が自分の国の国語を以て発表するに不向であるという事は

結局それが尚借り物である事であって本当に自分の国のものとなったとはいへない。

と術語統一の重要性を評価している。

機械学会の術語選定以前には，鉄道界の先覚者として知られる工学会会員野村龍大郎編 ・発

行の 『工学字索』（明治19年〉があり，その緒言に，

其訳語ノ 如キ未タ曽テ一定セノレモノアラス訳者随意ニ字ヲ填ムノレヲ以テ一物ニシテ数名ア

ルカ如ク一事ニシテ幾様アノレカ如シ又難渋奇僻意義妥当ヲ欠クモノ アリ （中略〉是故ニ訳

語ヲ一定シテ学術ノ進歩ヲ幣助スノレハ方今学士ノ一義務ト謂フモ亦不可ナノレナカノレヘシ

と書かれている。 この本は第4版（明治35年〉まで改訂増補され，工学術語の決定版の役割は果

していないものの， 「彼工学字設の如きは其範囲梢や広くして工業界の用を弁じつつあること
同

蓋し少なからざらん」と在屋は評価している。

帥 坂本賢三神戸商船大学教授の衡l教示による。

制 真野文二「機械学会話｜！立40周年を迎へて」『機械学会誌』第41巻，第253号，昭和13年4月，371～373頁。
伺 機械学会編『機械工学術語集』第l集，明治34年，1頁。
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機械学会編の『機械工学術語集」は第 1集『蒸汽及燕汽機関之官ll』（明治34年〉，第2集「材料

及栴造の強弱之部 ・製図之部 ・燕汽及蒸汽機関之官ll補遺』〈明治43年〉，第3集「機械製作法工作

機械及工具之部』（大正3年〉， 第4集『機構及機械設計之音ll』（大正6年〉， 第5集『内燃機関

之部 ・全体之補遺』（大正13年〉とl順次刊行され， その記述様式は次の語Ii債の例のように英語

〔Bendingmoment〕，撰定術語〔まぐる（まげる〕モーメント，まぐる（まげる）踏ん張り〕，委

員提出術語〔まぐるモーメント ，まげるモーメント ，まげるかかり，湾曲モーメント，まぐる踏

ん張り，まげる踏ん張り〕，参考術語〔〈工）湾曲率，（汽〕成湾之力距積〕と記載された。なお

参考術語の（工）は工学会字史，（汽〉は汽機中西名目表を示し，物理学対訳字書も用いている。

機械学会の術語選定委員会の方針すなわち在屋の立案は，

←）解し難き漢字を成るべく illEくること。

白他音と混し易き音を避くること，平衡，平行の如し。

伺語路あしき音を避くること湾曲力率の如し。

制 日本国有の言語及び普通の俗語を用ゐること。

伺西洋語を日本語にはさみて語路の良きものは強て訳語を阿せざる こと，クランク，ピス
輔

トンの如し。

とあるように術語の統一と術語を平易にしようとの狙いが大きい。続けて，

蒸汽及び蒸汽機関に関するや｜守語は機械工学のうちに於て最も緊要なるものなれば第一着に

之を撰定することとなし，悲に Th巴 Steam Engine by Georg巴 C.V. Holmesを通読し

て術語を摘出し，

と述べている。この C.V. Holm巴S は Whitworth奨学賞受賞，造船協会幹部， シェルプーノレ

自然、科学会客員会員， 1873年ウィ ーン万国博覧会および1885年万国発明博覧会の専門委員，オ

ーストリアのフランシス， ジョセフのナイトの称号を持ち， 英国でも名の知れた技術者であ

る。 この本の程度は工業学校レベルの実務的なテキストにすぎず， 第l版は 1887年にロンド

ンのロングマン社から刊行されていることから考えて， 在屋が留学中に入手したものであろ

う。

機械学会の術語選定の方針は戦後の学術用語の制定まで受け継がれているが，在屋の術語の

決め方については，大和言葉にこだわりすぎ，外来語を掛除したきらいがあった。このため機

械学会は大正14年竹村勘悲を委員長に術語の見直しを図り，新に『機械工学術語集』を編集し

た。その狙いは 「今回の術語撰定の方針は従来と少しも異ならぬが，強いて其相違点を挙ぐれ
制

ば余りに大和言葉に過ぐると云ふ務のあったものを多少改めたに過ぎぬ」であった。具体例を
みずかさ

あげれば， 流体のエネルキ・状態を表すのに英語〔Head〕は旧術語では〔水嵩〕であったのが，

制 ill1出制， 6頁。
刷機械学会編『機械工学術語集』， I昭和7年，1頁。
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白 すいとう

すr術語で、は〔水頭〕と

表現が改められてい

る。 ！日術語では在屋の
同

メモノ ートに記されて

いるように「①水頭②

水塔③水痘④出納⑤酔

倒⑤推倒⑦錐刀」と 同

音異語という こと で排

除された用語と考えら

れ，在屋の意向が強く

影響したことは図－ 5

に示す在屋の筆跡から

も知ることができる。

技術と文明 i巻1号(14)
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図－5 井口：在屋のメモノート

『機械工学術語集」の（新〉 と （旧〉 の聞はその他の点であまり異なる ことがなく ，その共通度

は約86%を示すことは， 『国立国語研究所報告68（専門語の諸問題〉』 〈昭和56年） 216頁に明らか

にされている。

5. 結びにかえて

欧米の工学が，その生産社会の中から自然発生的に成長してきたのに対し，日本の工学の成

立には，国家権力の下で移植された近代技術と自然科学とが，人為的に関連をもたされなけれ

ばならなかった。したがって 日本の工学史に占める明治期の意味は極めて大きい。

機械工学の発展を時代区分すれば， 明治元年から明治18(1885）年工部大学校が廃止され，

帝国大学工科大学が発足する までの期間は，外国人教師による機械工学の導入期といえる。そ

れ以後， 大正 5(1916）年頃までは， 飛躍期すなわち機械学会の誕生， 機械工学術語の統ーな

ど，機械工学の普及条件の整備期間にあたる。そして東京帝大の機械工学科の卒業論文が実験

を主体にし邦文書きを認めた大正 5年以後，大正末ま での期間を確立期とすることができる。

在屋の40年に及ぶ教職活動そして工部大学校の生徒時代は， ほぼこれらの期間と重なってい
制

る。 この他の在屋の功績に，明治21年の工手学校〈現在の工学院大学〉の創立に参加し， そこで

倒 在屋の孫にあたる;l:jニロ昌平東京大学名誉教授に頂いた，在屋の 2冊のノ ートのコピーは，次のような
コメントが附されていた。
井口在屋には， 1881年から1885年までの間に書いた日記を主とする「なづきのつえJと題するメモが

ある。 「なづき」とは叫んのことであり，事実そのメモの表題には 「脳の杖」とも書いてある。とこ
ろで以下のメモ（術語選定に関係した部分〉には在屋は題をつけていないが，もしつけたとすれば，同
じ題であってもよかったであろう。実は同じようなメモが他にいくつかあったが，いまはこれしか残っ
ていなし、。

倒鈴木清四郎 『二十五周年記念工手学校一覧J，大正2年， 2～3頁。
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同

教えた生徒数はl万人を越え，帝大で教えた学生数3千人よ り多い。そして海軍大学教授 （兼

任〉や文部省関係の諸委員会の多くに関係していた。

井口在屋は大正12年2月25日東京帝国大学教授のまま鬼籍に入った。享年66歳。

Ariya lnokuchi, the Celebrated Pioneer 

in Mechanical Engineering in Japan (I) 

一一一Onthe Formating Process of the Education of Mechanical Engineering一一一

by 

Tsutomu DEMIZU 

(Osaka Prefectuγe Fujiide問 TechnicalHigh School) 

In April, 1876, Ariya Inokuchi was admitted to the "Kobu-Daigakko", the Imperial 

Engineering College, from the M巴chanicalDepartment of which he graduated in 1882. 

Shortly after that he was appointed assistant professor of th巴“Kobu-Daigakko". In th巴

wint巴rof the following year he was transferred to th巴 service of the Naval Engin巴巴ring

Colleg巴

In 1886, he was transferred to an assistant-prof巴ssorshipin the Engin巴eringColl巴ge,

Imperial Univ巴rsityand in July, 1894, he was sent to England for the study of mechanical 

engineering. In August, 1896, he came home and was at once appointed a professorship 

in the Engineering College, Tokyo Imperial University目

In 1899, he received the degree of Doctor of Engineering and in 1909, he was made a 

member of the Imperial Acad巴my.His service at the Engin巴eringCollege, Tokyo Imperial 

University lasted for about forty y巴ars,during which period he had d巴votedhimself wholy-

heartedly to education with his inexhaustible knowledge and taught more than three thousand 

students. Many of them were looked upon as leaders in the industries in the Meiji, Taisho 

and Showa Period. 

He also taught in the Naval Engineering Colleg巴 andthe High巴rNaval College, and 

thus he trained a great number of naval officers, anと！日lsodid much towards establishing 

a private engineering school, the“Koshu-Gakko”which had produced over ten thousand 

practical engineers. He contributed greatly towards th巴 establishmentof th巴 Societyof 

Mechanical Engineering, and was a moving spirit in it for many a long year. What the 

Society is at present is mainly clue to his exertions. 

制井口記念事業委員会『井口集』第2版，1928年， 21頁。
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Lamenting the want of unity in technical terms, he was a pioneer in unifying the 

terminology of mechanical engin巴ering. Although the lnokuchi’s“Elementary Engin巴ering

Table" is simplicity itself, it is very useful, and came to be used widely in technical circles. 
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